
(インフォメーション) 

 2020 年 10 月 1 日 

エヌ･ティ･ティ･ソルマーレ株式会社 
 
 

ニューノーマル時代のヒットを予測 

一般読者がガチンコ投票で No.1 を決定! 

『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2021』を開催 
過去最多の 140 作品がエントリー! 1 巻無料や試し読み大幅増量! 

女性･男性･BL･TL･ラノベ部門に加えて､｢異世界コミック部門｣を新設 

‐投票期間:2020 年 10 月 1 日(木)～11 月 30 日(月)23:59‐ 

 

エヌ･ティ･ティ･ソルマーレ株式会社（本社:大阪市中央区､代表取締役社長:朝日利彰､以下

NTT ソルマーレ）が､提供する国内最大級の電子書籍サイト｢コミックシーモア｣は､電子コミッ

ク市場の更なる発展と電子書籍利用促進のために､『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2021』を

開催いたします｡本開催に伴い､2020 年 10 月 1 日(木)～11 月 30 日(月)に一般投票を実施いた

します｡ 

 

■『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2021』とは 

出版社68社が､｢2021年に電子でヒットしそうなコミック｣を推薦し､皆さまにその作品を実

際に読んで頂き､気に入った作品に投票していただきます｡投票作品の中から､得票数が最も多い

作品を｢みんなが選んだ､2021年に最もヒットしそうな電子コミック｣として発表するコミック

賞です｡なお､投票期間限定で各出版社が推薦した140作品の1巻目の無料配信や試し読みページ

の増量を実施いたします｡投票は､特設ページ内の｢投票する｣ボタンをクリックすることで簡単

に行うことができ､どなたでも参加いただけます｡ログインして6部門すべてに投票すると最大

100ポイントをプレゼントいたします。 

第4回目となる今回は､「男性部門」「女性部門」「BL部門」「TL部門」「ラノベ部門」に

加え､最近のトレンドを語る上で欠かせない「異世界コミック部門」を新設しました｡エントリ

ー作品は前回を大きく上回る過去最多140作品となり､更に賞の規模が拡大しています｡ぜひニ

ューノーマル時代のヒット作を皆さまの手で選んでください｡ 



1.投票特設サイトおよび概要 

企画名： みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2021 

投票期間： 2020年10月1日(木)～11月30日(月)23:59 

特設ページ： https://www.cmoa.jp/comic_prize/?page=entry 

部門： 男性部門､女性部門､BL部門､TL部門､ラノベ部門､異世界コミック部門 

エントリー作品数： 140作品 

投票方法： 特設サイトの｢投票する｣ボタンをクリック 

※会員登録は不要 

※1部門1回まで(合計6部門)投票いただけます｡ 

 

作品推薦出版社(※五十音順､敬称略)：68社 

アース･スター エンターテイメント､アイエムエー､アイプロダクション､秋田書店､アルファポ

リス､イースト･プレス､一迅社､STDパブリッシング､SBクリエイティブ､オーバーラップ､宙出

版､オトメチカ出版､乙女ドルチェ･コミックス､海王社､快感倶楽部､笠倉出版社､KATTS､

KADOKAWA､グループ･ゼロ､幻冬舎コミックス､コアマガジン､コアミックス､講談社､COMIC

維新､サード･ライン､シガリロ､実業之日本社､JIVE/ネクストF､シュークリーム､集英社､秋水社

ORIGINAL､ジュネット､主婦の友社､ジュリアンパブリッシング､小学館､祥伝社､少年画報社､松

文館､新書館､新潮社､スクウェア･エニックス､スクリーモ､スターツ出版､ソルマーレ編集部､大

洋図書､TOブックス､東京漫画社､徳間書店､NINO､日本文芸社､白泉社､forcs､双葉社､フューチ

ャーコミックス､ブライト出版､プランタン出版､フロンティアワークス､ぶんか社､Bevy､芳文

社､ホビージャパン､マーマレード文庫､マイクロマガジン社､マッグガーデン､メディアソフト､

モバイルメディアリサーチ､リイド社､リブレ 

 

＜エントリー作品＞※敬称略   

【男性部門】 

主に男性向けと定義しているコミックの部門です｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.8 GOODJOB 

【グッドジョブ】 

No.6 君は放課後 

インソムニア 

No.7 今日、小柴葵に 

会えたら。 

No. 10 事情を知らない 

転校生がグイグイくる。 

No.9 傾国の仕立て屋  

ローズ・ベルタン 

No.5 カラーレス No.3 オレは妻のことを 

よく知らない 

No.2 お人形さん No. 1 追い出された 

万能職に新しい人生が 

始まりました 

No. 4 怨霊奥様 

https://www.cmoa.jp/comic_prize/?page=entry


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女性部門】 

主に女性向けと定義しているコミックの部門です｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.18 はめつのおうこ

く 

No.16 てっぺんぐらりん

～日本昔ばなし犯罪捜査

～ 

No.20 見える子ちゃん。 No.17 Dr.クインチ No.19 冒険者になりたいと

都に出て行った娘が S ラン

クになってた 黒髪の戦乙女 

No.15 妻は元ヒーロー No.11 島さん  

分冊版 

No. 12 じゃあ、 

君の代わりに殺そうか？

【電子単行本】 

No.13 十億のアレ。 

～吉原いちの花魁～ 

【描き下ろしおまけ付き

特装版】 

No.14 園田の歌 

No. 3 うちのボスが裸族です No. 1 悪役令嬢後宮物語 No. 2 E ランクの薬師 No. 4 ウル様の召使い～

異国にて、1 億で落札さ

れました。 

No. 5 #エッジ～彼氏の

女友達～ 

No.22 元カノの弟が 

可愛いって話【単話版】 

No.21 結ばる焼け跡 
No. 24 夜光雲のサリッサ No. 25 私の少年 No. 23 モブ子の恋 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No. 21 復讐チャンネル  

ウラミン ～公開処刑ナマ

配信中～（分冊版） 

No. 22 ふたりで恋をする

理由 

 

No.24 元カレが腐男子に

なっておりまして。 

No. 23 フラレガール No. 25 私の町の千葉

くんは。 

No. 9 彼に依頼しては

いけません 

No. 10 月華国奇医伝 No. 7 加賀谷次長、 

狙われてます！【 

分冊版】 

No. 8 カジって恋して No. 6 俺たちつき合ってな

いから 

No. 18 の、ような。 No. 20 八百夜 No. 19 初恋ゴシップ

【単行本版】 

No. 17 夏の魔物 分冊版 No. 16 デブとラブと 

過ちと！ 

【描き下ろしおまけ付き

特装版】 

No. 12 琥珀の夢で酔いま

しょう 

No. 14 ジェンダーレス

男子に愛されています。 

No. 11 黒龍さまの見習い

花嫁 

 

No. 13 comic Berry’s 

初めましてこんにちは、 

離婚してください 

No. 15 18 歳、新妻、 

不倫します。【マイクロ】 

 



【TL部門】 

ティーンズラブ作品の部門です｡ 

 

【BL部門】 

ボーイズラブ作品の部門です｡ 

№ 作品名 作家 出版社 

1 愛は金なりⅡ【分冊版】 熊猫 笠倉出版社 

2 オールドファッションカップケーキ 佐岸 左岸 大洋図書 

№ 作品名 作家 出版社 

1 甘く痺れて抜けない、義兄の棘～駿ちゃん、大好きです…～ 八重代七瑚 アイプロダクション 

2 移住、古民家、セフレ付き!? 藤那トムヲ 宙出版 

3 上の口ではいやいや言っても身体(からだ)は悦(よろこ)んでるん

だろう～発情オメガバース～ 

西臣匡子 秋田書店 

4 営業部の佐伯さんと鍵つきエッチ＃秘密のSNS 山田パン/極上

ハニラブ編集部 

KATTS 

5 エリート多田さんは脱いだら色々と激しくて、エロい。 千一/蜂なな子 Bevy 

6 幼馴染は一卵性の獣～スパダリ双子とトロトロ3人生活～【分

冊版】 

あわいぽっぽ/ 

さくら蒼/ache 

笠倉出版社 

7 弟の顔して笑うのはもう、やめる 神寺千寿 松文館 

8 俺が女にしてやるよ～年上彼氏は、飢えて狼になる？～ なもなき オーバーラップ 

9 俺の目を見てイけ～勤務外、濡れたカラダに響く命令 時計/ラブきゅん

コミック編集部 

モバイルメディアリサ

ーチ 

10 関西弁上司は肉食系～イジワルしながら抱いてもええ? ゴゴちゃん STDパブリッシング 

11 【ラブチーク】巨乳ちゃんと巨根上司～会社でむさぼりセックス～ 小此木葉っぱ ブライト出版 

12 後輩君が下着のヒモを咥えたら。解けるまであと…1秒 津々見はと オトメチカ出版 

13 子づくり温泉 契約結婚なのに、新婚旅行がイチャ甘すぎます！ アルミ缶/ 

兎山もなか 

プランタン出版 

14 絶倫ドS魔術師アークと私の専属契約書 ざわっこ/ゆずこ 秋水社ORIGINAL 

15 絶倫ヤクザの極上愛撫 逃れられない契約結婚(分冊版) 真坂 ぶんか社 

16 黙って僕に甘やかされて～相性いいのはカラダだけ？～ みなのなこ リブレ 

17 テトくんは魔性～好きなだけイヤって言っていいよ、ｓｕｇａｒ 真山しん forcs 

18 26歳処女、チャラ男上司に抱かれました 仲春リョウ 快感倶楽部 

19 野良猫は愛に溺れる 幸村佳苗/ 

桜朱理 

アルファポリス 

20 バリタチの俺が、地味オンナに勃つとかありえねえ 山田愛妃 スクリーモ 

21 人嫌い公爵は若き新妻に恋をする【分冊版】 あづみ悠羽/ 

春日部こみと 

乙女ドルチェ・コミック

ス 

22 僕しか知らない君のナカ。【描き下ろしおまけ付き特装版】 霧原すばこ ソルマーレ編集部 

23 夢中でつながる午前4時～鬼上司と毎晩イクまで溺愛H!?～ 光原ひつじ フューチャーコミックス 

24 夜の王様を召し抱えました!?～イロイロ教えてあげますよ～ 冴原ゆいと 双葉社 

25 ワケありおっぱいが、上司（絶倫・ヤクザ）のお口に合いまして 一味ゆづる 小学館 



3 オオカミくんはこわくない 佐倉リコ KADOKAWA 

4 狼への嫁入り～異種婚姻譚～ 犬居葉菜 祥伝社 

5 怒った顔もエロいです ウノハナ ソルマーレ編集部 

6 オメガはベッドで嘘をつく 千束るち 幻冬舎コミックス 

7 俺の可愛いストーカー 伊佐治屁泥 シガリロ 

8 俺のバージンは売ってない! 九尾つなし オトメチカ出版 

9 オンラインゲーム仲間とサシオフしたら職場の鬼上司が来た ん村 一迅社 

10 Kiss me crying キスミークライング Arinco フューチャーコミックス 

11 獣とオレの子作り着床日記～昔助けた獣に恩返しで種付けされ

ました～ 

立花ビスコ 秋水社ORIGINAL 

12 コスメティック・プレイラバー 楢島さち リブレ 

13 サハラの黒鷲 五月女えむ ジュネット 

14 錆のゆめ 左 久間よよよ プランタン出版 

15 シュガーとマスタード【おまけ漫画付きコミックシーモア限定版】 はなさわ浪雄 フロンティアワークス 

16 素人なのにハメられました 秋良ろじ オーバーラップ 

17 スケベの青春 畠たかし 東京漫画社 

18 性癖ヤバめなオトコに狙われました。 bov スクリーモ 

19 先生、もうダメですっ【電子限定おまけ付き】 嘉島ちあき 芳文社 

20 その恋、自販機で買えますか?【コミックシーモア限定特典付き】 吉井ハルアキ メディアソフト 

21 調教上司 藤峰式 コアマガジン 

22 のみ×しば 分冊版 田倉トヲル 集英社 

23 プリフェクトの箱庭 左藤さなゆき ブライト出版 

24 蜜果 akabeko シュークリーム 

25 峰岸さんは大津くんに食べさせたい 三戸 双葉社 

26 三森さんのやらしいおくち【単行本版／電子限定おまけ付き】 rasu/caramel

編集部 

モバイルメディアリサ

ーチ 

27 ラブオール・アパートメント［コミックス版］ ミキライカ 新書館 

28 リバース【電子限定かきおろし漫画付】 麻生ミツ晃 海王社 

29 路地裏プッシーキャット【特典ペーパー／電子限定描き下ろし付

き】 

鳥葉ゆうじ ジュリアンパブリッシン

グ 

30 ロッカバイディア 暮田マキネ 徳間書店 

 

【ラノベ部門】 

ライトノベル小説の部門です｡ 

№ 作品名 作家 出版社 

1 悪役令嬢、ブラコンにジョブチェンジします 浜千鳥/ 

八美☆わん 

KADOKAWA 

2 悪役令嬢は二度目の人生で返り咲く～破滅エンドを回避して、

恋も帝位もいただきます～ 

雨宮れん/ 

仁藤あかね 

スターツ出版 

3 異世界賢者の転生無双 ～ゲームの知識で異世界最強～ 進行諸島/ 

柴乃櫂人 

SBクリエイティブ 



4 異世界黙示録マイノグーラ～破滅の文明で始める世界征服～ 鹿角フェフ じゅん マイクロマガジン社 

5 ご縁食堂ごはんのお友 仕事帰りは異世界へ【電子限定特典

付き】 

日向唯稀/ 

鈴木次郎 

メディアソフト 

6 孤児院テイマー 安藤正樹/ 

イシバシヨウスケ 

ホビージャパン 

7 今度は絶対に邪魔しませんっ! 【小説版】 空谷玲奈/ 

はるかわ陽 

幻冬舎コミックス 

8 婚約破棄、したはずですが？～カリスマ御曹司に溺愛されてます

～ 

栢野すばる マーマレード文庫 

9 ストーカー騎士の誠実な求婚 秋野真珠/ 

氷堂れん 

イースト・プレス 

10 絶対結婚するマンvs絶対結婚しないウーマン 緒莉/ 

にかわ柚生 

プランタン出版 

11 素材採取家の異世界旅行記 木乃子増緒/ 

海島千本 

アルファポリス 

12 ティアムーン帝国物語～断頭台から始まる、姫の転生逆転スト

ーリー～ 

餅月望/Gilse TOブックス 

13 転生先で捨てられたので、もふもふ達とお料理します～お飾り王

妃はマイペースに最強です～ 

桜井悠/ 

凪かすみ 

双葉社 

14 転生少女の履歴書 唐澤和希/ 

桑島黎音 

主婦の友社 

15 どうも、悪役にされた令嬢ですけれど 佐槻奏多/ 

八美☆わん 

フロンティアワークス 

16 二度と家には帰りません！ みりぐらむ ゆき

哉 

オーバーラップ 

17 残り物には福がある。【初回限定SS付】【イラスト付】 日向そら/ 

椎名咲月 

ジュリアンパブリッシング 

18 悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。 天壱/鈴ノ助 一迅社 

19 冰剣の魔術師が世界を統べる 世界最強の魔術師である少年

は、魔術学院に入学する 【電子特典付き】  

御子柴奈々/ 

梱枝りこ 

講談社 

20 領民0人スタートの辺境領主様 風楼/キンタ アース・スター エンター

テイメント 

 

【異世界コミック部門】 

異世界コミックの部門です｡ 

№ 作品名 作家 出版社 

1 暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが 合鴨ひろゆき/ 

赤井まつり/東西 

オーバーラップ 

2 異世界に救世主として喚ばれましたが、アラサーには無理なの

で、ひっそりブックカフェ始めました。【単話】 

和泉杏花/ 

近江谷/ 

桜田霊子 

小学館 

3 家政魔導士の異世界生活～冒険中の家政婦業承ります!～ 

連載版 

おの秋人/ 

文庫妖/なま 

一迅社 



4 結界師への転生 片岡直太郎/ 

装一/雫綺一生 

幻冬舎コミックス 

5 ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説にな

っていた。 

えぞぎんぎつね

（GAノベル/SB

クリエイティブ

刊）/阿倍野ち

ゃこ/DeeCHA 

スクウェア・エニックス 

6 自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。 蓮見ナツメ/しき アルファポリス 

7 商人勇者は異世界を牛耳る! ～栽培スキルでなんでも増やし

ちゃいます～ 

十一屋翠/ 

相模映/ 

又市マタロー 

マッグガーデン 

8 転生悪女の黒歴史 冬夏アキハル 白泉社 

9 【分冊版】転生しまして、現在は侍女でございます。 田中ててて/ 

玉響なつめ 

フロンティアワークス 

10 復讐を希う最強勇者は、闇の力で殲滅無双する 斧名田マニマニ/

坂本あきら/半次 

集英社 

11 復讐を誓った白猫は竜王の膝の上で惰眠をむさぼる あき/クレハ/ 

ヤミーゴ 

KADOKAWA 

12 暴食のベルセルク ～俺だけレベルという概念を突破する～ 滝乃大祐/一色

一凛/fame 

マイクロマガジン社 

13 勿論、慰謝料請求いたします!(コミック) 分冊版 無糖党/ｓｏｙ 

/m/g 

双葉社 

14 レベル1だけどユニークスキルで最強です 真綿/三木なず

な/すばち 

講談社 

15 我にチートを ～ハズレチートの召喚勇者は異世界でゆっくり暮

らしたい～(話売り) 

温泉卵/山田モ

ジ美/植田リョウ 

秋田書店 

 

2.過去の｢電子コミック大賞｣受賞作品について 

電子コミック大賞は2018､2019､2020と過去3度に渡り開催しております｡電子コミック大

賞2021年の開催期間中､電子コミック大賞2018､電子コミック大賞2019､電子コミック大賞

2020の各賞受賞作品の10％還元キャンペーンも開催いたします｡ 

https://www.cmoa.jp/special/?page_id=201001_awardedtitles 

 

電子コミック大賞2020 大賞受賞作品※敬称略 

『酒と恋には酔って然るべき』(秋田書店) /はるこ 

URL: https://www.cmoa.jp/comic_prize/?year=2020 

 

電子コミック大賞2019 大賞受賞作品※敬称略 

『LV999の村人』(角川コミック･エース)/岩元健一 星月子猫 ふーみ 

URL: https://www.cmoa.jp/comic_prize/?year=2019 

 

電子コミック大賞2018 大賞受賞作品※敬称略 

『かわいいひと』(白泉社)/斎藤けん 

URL: https://www.cmoa.jp/comic_prize/?year=2018 

https://www.cmoa.jp/comic_prize/?year=2020
https://www.cmoa.jp/comic_prize/?year=2019
https://www.cmoa.jp/comic_prize/?year=2018


3.電子書籍配信サイト『コミックシーモア』サービス概要 

①月間利用者数 1,500 万人超!国内最大級の電子コミック･電子書籍配信サイト 

｢コミックシーモア｣は､2020 年 8 月 16 日に 16 周年を迎えました｡ 

｢コミックシーモア｣の創設日である 8 月 16 日は｢電子コミックの日※｣に認定されています｡ 

※一般社団法人､日本記念日協会にて登録 

 

②取扱い冊数 70 万冊以上の充実の品ぞろえ 

コミックは 40 万冊以上を配信しており､国内最大級の品ぞろえを誇ります｡コミックに限らず

文芸・小説､ビジネス・実用書､ライトノベル､写真集を配信中です｡ 

 

③｢レンタル｣｢読み放題｣など多様なサービスを展開 

閲覧期間を限定(2 泊 3 日)し､安価で提供する｢シーモアレンタル｣や､新規登録者は｢7 日間無

料｣でお楽しみ頂ける厳選タイトル読み放題の｢シーモア読み放題｣も提供中です｡ 

 

④業界最大級となる 196 万件以上のお客様レビュー 

 

⑤対応端末(スマートフォン/タブレット/PC)でマルチデバイス利用が可能 

 

⑥毎月大量のキャンペーンを展開 

約 8,500 冊の無料作品を常時提供｡2,089 本以上の特集・キャンペーンを展開しています｡ 

≪数値はすべて 2020 年 8 月 31 日実績≫ 

 

 

4.エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社について 

NTTソルマーレは､｢エンターテイメントを通じ人の心を豊かにする｣ことを目標とし､国内最

大級の電子書籍サービスの１つである｢コミックシーモア｣の運営､オリジナルブランド「ソルマ

ーレ編集部」によるコミック制作、恋愛ゲーム｢Shall we date?シリーズ｣｢Moe! Ninja 

Girls｣、声劇ライブ配信サービス「ボイコネ」を中心としたエンターテイメントサービスを提

供しています｡ 

公式サイト: http://www.nttsolmare.com/ 

 

■電子書籍事業 

・国内最大級の電子書籍配信サイト｢コミックシーモア｣の運営 

公式サイト: https://www.cmoa.jp/ 

 

 

 

 

 

・事業者向けコミック読み放題サービス｢シーモアBOOKSPOT｣の提供 

公式サイト: http://www.nttsolmare.com/e-publish/for_company/ 

 

 

 

 

 

http://www.nttsolmare.com/
https://www.cmoa.jp/
http://www.nttsolmare.com/e-publish/for_company/


・デジタル出版を牽引するオリジナルブランド｢ソルマーレ編集部｣の展開 

公式サイト：http://www.nttsolmare.com/e-publish/original_publishing/ 

 

 

 

 

 

・We Love コミック｢あつまれ！マンガを愛する人よ｡｣ 

公式サイト: https://www.cmoa.jp/WeLoveComic/ 

 

 

  

  

  

 

■ゲーム事業 

・女性向け恋愛シミュレーションゲームアプリ「Shall we date?」シリーズの提供・運営 

  公式サイト(英語):http://shallwedate.jp/ 

 

 

 

 

 

・男性向け恋愛シミュレーションゲームアプリ「Moe! Ninja Girls」の提供・運営 

  公式サイト(英語): http://ninjagirls.moe/ 

 

 

 

 

 

 

■新規ビジネス事業 

・声劇ライブ配信サービス「ボイコネ」の提供・運営 

公式サイト: https://boikone.jp/ 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞  

●エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社 

 電子書籍事業部 中川 森田 竹馬 

 連絡先:06-6228-8861 

e-mail:info@nttsolmare.com 

http://www.nttsolmare.com/e-publish/original_publishing/
https://www.cmoa.jp/WeLoveComic/
http://shallwedate.jp/
http://ninjagirls.moe/
https://boikone.jp/
mailto:info@nttsolmare.com

