
(インフォメーション) 

 2020 年 10 月 21 日 

エヌ･ティ･ティ･ソルマーレ株式会社 
 
 

コミックシーモアの YouTube 番組が誕生！ 

『わちゃわちゃんねる presented by コミックシーモア』 

2020 年 11 月 1 日(日)21 時から配信開始！ 

 

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､人気声優陣

のわちゃわちゃと楽しいトークを交え、ソルマーレ編集部作品を中心に電子コミックの楽しさ、

面白さを様々な角度から深掘りし皆様にお届けする、YouTube 番組「わちゃわちゃんねる

presented by コミックシーモア」を 2020 年 11 月 1 日（日）より配信開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube 番組「わちゃわちゃんねる presented by コミックシーモア」は、毎週日曜 21 時

配信。人気声優陣の福山潤さん、たかはし智秋さん、豊永利行さん、井上麻里奈さん 

の中から毎回 2 名が出演し、声優陣のわちゃわちゃトークはもちろん、マンガ愛溢れる、コミッ

クシーモアならではの、素敵なマンガに出会えるトーク番組です。 

第 1 回配信は 11 月 1 日（日）21 時から配信されます。第 1 回配信ではチャンネル事前登録

数 5,000 人以上達成で「福山潤・たかはし智秋キャスト両名それぞれの”デートなうに使っても

いいよ”動画」を番組内で撮影し、番組公式 Twitter で動画を公開します。また、人気ドラマ「私

の家政夫ナギサさん」の原作コミック「家政夫のナギサさん」の朗読や累計 1 億 DL を突破して

いる人気コミック「永久指名おねがいします!」の朗読など見どころ沢山でお届けします。 

 

1. わちゃわちゃんねる presented by コミックシーモアとは 

マンガ愛溢れる「コミックシーモア」の youtube 番組が誕生！その名も「わちゃわちゃん

ねる」！ 

人気声優陣のわちゃわちゃと楽しいトークを交え、ソルマーレ編集部作品を中心に電子コミ

ックの楽しさ、面白さを様々な角度から深掘りし皆様にお届けする番組です。 

あなたのおうち時間に寄り添う素敵なマンガを見つけられる、ハッピーな時間をお届けしま

す。 

番組名：わちゃわちゃんねる presented by コミックシーモア 

配信日時：毎週日曜日 21：00～配信 

※初回配信は 2020 年 11 月 1 日（日）21：00～22：00（60 分程度） 

番組 URL：https://www.youtube.com/channel/UCmRVTLOKADKVqbczzEBDFuw 

https://www.youtube.com/channel/UCmRVTLOKADKVqbczzEBDFuw


出演者：キャスト（隔週 2 名出演）：福山潤・たかはし智秋・豊永利行・井上麻里奈 

内容：ソルマーレ編集部作品を中心とした電子コミックの朗読、バラエティ企画等 

コミックシーモア特設サイト: 

https://www.cmoa.jp/special/?page_id=wachawachannel 

 

 

出演キャストコメント 

 

・福山潤 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

・たかはし智秋 

 

 

 

 

 

 

 

  

・豊永利行 

 

 

 

 

 

 

 

 

・井上麻里奈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福山潤 

MC の一人として大役を仰せつかった声優の福山潤です！  

数々のコミックを題材に色んなコーナーで楽しみながら情

報も皆様にお届けしていくわけですけれどもパートナー

が、たかはし智秋という、まぁ、声優業界では二人とも飛び

道具ポジション。いったいどんな番組になるか予想が付き

ませんｗ皆様に楽しんで頂けるよう精一杯務めさせていた

だきますので、楽しみにしてくださいませ！  

 

たかはし智秋 

実は…福山潤くんとは同期で、何と！？声優としての初仕

事を共にした、貴重な仲間なのです！あれから殆ど共演す

る機会がなかったのですが、今回ご一緒させていただける

ことが本当に嬉しいです！そして感慨深い(笑)。コミックシ

ーモアの作品も、陽気なコーナーを交えながら紹介してい

くので、皆様、是非ともお楽しみに！  

 
豊永利行 

学生時代や今現在も漫画を読み、漫画から色々な事を教わ

ってきました。 いまや漫画の数も物凄い量があると思いま

す。  

まだ出会っていない漫画に出会える事が嬉しいです。 皆様

と一緒に知ってる漫画もそうでない漫画も、楽しく知って

いけたらと思います♪ 相方の井上麻里奈ちゃんとは世代

も近いので、同世代漫画トークも出来そうですね！  

楽しみにしております！ 

 
井上麻里奈 

今や電子書籍は我々の生活にかかせないコンテンツとなっ

ています。 そんな中でも『コミックシーモア』は普段お仕

事で関わる作品チェックは勿論、 個人的に漫画を読むとき

も必ず活用させて貰っています。 豊永くんと一緒に、わち

ゃわちゃと漫画の楽しさを感じられる番組にしていきたい

です！  

https://www.cmoa.jp/special/?page_id=wachawachannel


2.わちゃわちゃんねる初回配信について 

初回は 2020 年 11 月 1 日 21 時から配信開始します。初回配信ではチャンネル事前登録数が

5,000 人を超えると「福山潤・たかはし智秋キャスト両名それぞれの”デートなうに使ってもい

いよ”動画」を番組内で撮影し、番組公式 Twitter で動画を公開します。 

配信時間：2020 年 11 月 1 日（日）21:00～22:00（60 分程度） 

キャスト：福山潤・たかはし智秋 

番組コーナー:「ブライドがぶつかる！わちゃわちゃマジ対決」 

ではおじキュンセリフでしりとり対決！＆「家政夫のナギサさん」を朗読 

「マンガのセリフでお悩み晴れるや！わちゃわちゃエナジーフレーズ！」 

では世の中にありがちな悩みを「永久指名おねがいします!」のセリフで 

激励・解決＆「永久指名おねがいします!」を朗読 

 

原作コミックについて： 

「家政夫のナギサさん」四ツ原フリコ（ソルマーレ編集部「恋するソワレ」連載） 

https://www.cmoa.jp/title/111352/ 

 

 

おじキュン旋風を巻き起こした TBS 火曜ドラマ「私の家政夫ナギサさん」

の原作コミックです。全 11 巻完結のソルマーレ編集部「恋するソワレ」人

気作品です。 

 

 

 

 

 

「永久指名おねがいします!」カナエサト（ソルマーレ編集部「恋するソワレ」連載中） 

https://www.cmoa.jp/title/118975/ 

 

 

累計 1 億 DL を突破している大人気電子コミック。コミックシーモアな

ど各主要電子書店で 1 位を獲得している超人気作品です。また、「みんな

が選ぶ!!電子コミック大賞 2018」では「女性部門賞」を受賞。最新巻は

コミックシーモアで独占先行配信中です。 

 

 

 

 

 

3.わちゃわちゃんねる配信記念キャンペーンについて 

わちゃわちゃんねる配信を記念して、初回配信で紹介される「家政夫のナギサさん」、「永久指

名おねがいします!」を含むオリジナルコミックキャンペーンを 2020 年 11 月 1 日~2020 年

11 月 7 日の期間、コミックシーモアで実施いたします。 

 

 

 

 

 

https://www.cmoa.jp/title/111352/
https://www.cmoa.jp/title/118975/


4.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 71 万冊以上の充実の品ぞろえ 

コミックは 41 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 200 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 

無料作品 9,914 冊以上を常時提供しています｡2,138 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9月30日実績≫ 

 

 

5．ソルマーレ編集部について 

 ソルマーレ編集部は、多くの読者の多様なニーズに応えるため、従来の出版社作品にはな

い、個性豊かなオリジナル作品を幅広いジャンルで創出し続ける編集部です。 

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

 

 

6.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/ 

 

 

 

 

 

http://www.nttsolmare.com/e-publish/original_publishing/
http://www.nttsolmare.com/
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/ 

 

 

 

  

 

・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/ 

 

 

  

  

  

・『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2021』を開催中 - 11/30(月) 23:59まで 

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

 

 

 

 

 

 

■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/ 

 

 

 

 

 

http://www.nttsolmare.com/e-publish/for_company/
http://www.nttsolmare.com/e-publish/original_publishing/
https://www.cmoa.jp/WeLoveComic/
https://www.cmoa.jp/comic_prize/?page=entry
http://shallwedate.jp/
http://ninjagirls.moe/


・男性向けロールプレイングゲームアプリ「Moe! Ninja Girls RPG」の提供・運営 

  公式サイト(英語): https://rpg.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 奥田 李 

 連絡先:06-6228-8861 

e-mail:info@nttsolmare.com 

https://rpg.ninjagirls.moe/
https://boikone.jp/
mailto:info@nttsolmare.com

