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2021年 11月 19日 

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社 
 
 

小野友樹､佐藤拓也､白井悠介､立花慎之介､葉山翔太 出演決定！ 

コミックシーモア会員限定朗読イベント『Ficus Party 3rd』応募受付開始 

イベントにて朗読する豪華作家陣描き下ろし BL コミック 11 作品 

｢コミックシーモア｣独占先行配信！！ 

 
応募期間: 2021 年 11 月 19 日(金)～2021 年 12 月 26 日(日) 

 

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､コミックシ

ーモアオリジナル BL レーベル｢Ficus｣の描き下ろしコミックを人気声優が朗読するイベント

『Ficus Party』の第 3回目となる『Ficus Party 3rd』を 2022年 2月 20日(日)に開催するこ

とに決定いたしました｡ 

｢コミックシーモア｣をご利用頂いている会員様へ日ごろの感謝を込め､参加費無料､応募者全

員参加可能となっておりますので､豪華声優陣が集う 1日だけの特別なイベントに是非ご応募く

ださい｡ 

また､『Ficus Party 3rd』にて朗読予定の､11名の豪華作家陣による描き下ろし BLコミック

11作品は 2021年 11月 19日(金)より､コミックシーモアで独占先行配信開始いたします｡ 

 

URL: https://www.cmoa.jp/special/?page_id=211119_ficusparty3rd 

 

１．『Ficus Party 3rd』とは 

コミックシーモアオリジナル BL レーベル｢Ficus｣の描き下ろし作品を人気声優が朗読するイ

ベント『Ficus Party』(通称｢フィカパ｣)は､2020年より開催して参りました｡第 1回､第 2回と

大変ご好評いただきました『Ficus Party』は､この度第 3 回目を『Ficus Party 3rd』と題し､

2022年 2月 20日(日)にオンライン開催する事を決定いたしました｡ 

 

https://www.cmoa.jp/special/?page_id=211119_ficusparty3rd


 

2. 『Ficus Party 3rd』で朗読する豪華作家陣描き下ろし BL コミックについて 

11 名の豪華作家陣による描き下ろし､コミックシーモアオリジナル BL レーベル｢Ficus｣発の

BLコミックを｢コミックシーモア｣にて独占先行配信いたします｡ 

 

■描き下ろし作品一覧 

麻生実花 ｢ぼくらは地獄で恋を描く｣ 

いさか十五郎 ｢彼に恋はまだ早い｣ 

加藤スス ｢その運命ウケてタツ！｣ 

櫻井ナナコ ｢隣人は壊滅的に甘くて自己中｣ 

じゃのめ ｢ヴァンパイア症候群（シンドローム）｣ 

ちしゃの実 ｢幼なじみとアレするまでの 24時間｣ 

にかわ柚生 ｢僕の飼い主｣ 

灰田ナナコ ｢おやすみとハグ｣ 

藤咲もえ ｢バットエンドじゃ終われない｣ 

待緒イサミ ｢唇からシュガー｣ 

芽玖いろは ｢大虎のマティーニ｣   

※敬称略､五十音順に表記 

 

■『Ficus Party 3rd』特設サイト 

https://www.cmoa.jp/special/?page_id=211119_ficusparty3rd 

 

■配信開始予定日 

第 1弾:2021年 11月 19日(金) 

第 2弾:2021年 11月 26日(金) 

第 3弾:2021年 12月 3日(金) 

第 4弾:2021年 12月 10日(金) 

※全 11作品を 4回に分けて配信致します 

 

 

3.  豪華作家陣描き下ろし BL コミック第 1 弾コミックシーモア独占先行配信開始について 

 

■配信開始日: 

2021年 11月 19日(金) 

 

■配信作品 

麻生実花 ｢ぼくらは地獄で恋を描く｣   (https://www.cmoa.jp/title/223225/) 

灰田ナナコ ｢おやすみとハグ｣       (https://www.cmoa.jp/title/221009/) 

藤咲もえ ｢バットエンドじゃ終われない｣ (https://www.cmoa.jp/title/228381/) 

 

 

 

 

https://www.cmoa.jp/special/?page_id=211119_ficusparty3rd
https://www.cmoa.jp/title/223225/
https://www.cmoa.jp/title/221009/
https://www.cmoa.jp/title/228381/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■『Ficus Party 3rd』特設サイト 

https://www.cmoa.jp/special/?page_id=211119_ficusparty3rd 

 

 

４.  ライブ配信イベント『Ficus Party 3rd』応募開始について 

 

■開催日時 

2022年 2月 20日(日) 17:00～(予定) 

■配信方法 

SPWN(スポーン)にてライブ配信 ※1週間程度アーカイブ視聴実施予定 

■出演者 

小野友樹 佐藤拓也 白井悠介 立花慎之介 葉山翔太 ※敬称略､五十音順に表記 

■内容 

コミックシーモアオリジナル BLレーベル｢Ficus｣作品の朗読＆出演者によるトーク 

■応募条件 

コミックシーモア会員 ※応募の際シーモア会員番号が必要となります 

■応募期間 

2021年 11月 19日(金) 0:00～2021年 12月 26日(日) 23:59 

■参加費 

無料 

■応募方法 

イベントへの応募やその他詳細は『Ficus Party 3rd』特設サイトをご確認ください｡ 

また､イベントの最新情報は､公式 Twitterにて随時お知らせ致します｡ 

 

『Ficus Party 3rd』特設サイト: 

https://www.cmoa.jp/special/?page_id=211119_ficusparty3rd 

 

『Ficus Party』公式 Twitter: 

https://twitter.com/FicusParty 

 

■限定グッズが当たる応募者Wチャンス 

『Ficus Party 3rd』にご応募頂いた方の中から､抽選で 150名様に｢フィカパグッズ詰め合

わせ｣が当たります｡詳細は『Ficus Party 3rd』特設サイトをご確認ください｡ 

 

https://www.cmoa.jp/special/?page_id=211119_ficusparty3rd
https://www.cmoa.jp/special/?page_id=211119_ficusparty3rd
https://twitter.com/FicusParty


｢フィカパグッズ詰め合わせ｣内容について: 

・イベントパンフレット 

・卓上カレンダー 

・クリアファイル 

・アクリルキーホルダー 

・ウェットティッシュ 

 

『Ficus Party 3rd』特設サイト: 

https://www.cmoa.jp/special/?page_id=211119_ficusparty3rd 

 

■出演キャストコメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年もやって参りました､フィカパの季節がッ！前回大会が盛りだく
さんで楽しかったので､今回も楽しみです｡今年こそもう違和感なく
『フィカパ』を発音できると思われます｡どうぞご期待ください｡ 

小野友樹 
誕生日:6月 22日 
出身地:静岡県 
出演作:「黒子のバスケ」火神大我、「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモ
ンドは砕けない」東方仗助 

初めて参加させていただきます｡ 
共演者の皆さんと､ご覧くださる皆様｡ 
一緒にどんな世界を見られるか楽しみです｡ 
よろしくお願い致します｡ 

佐藤拓也 
誕生日:5月 19日 
出身地:宮城県 
出演作:キャプテン翼(日向小次郎)､アイドリッシュセブン(十 龍之
介)､TALES of ARISE(アルフェン) 

フィカパ 1st ぶりの参加になりますが､かなりのカロリー消費イベン
ト(笑)でしたので､気合い入れて臨みたいと思います！！！ 
今回もいろんな作品､登場人物との出会いを楽しみたいです( ´∀`) 
そして願わくばお客さんと一緒にその場を共有できますように(>_<) 

白井悠介 
誕生日:1月 18日 
出身地:長野県 
『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rhyme Anima(飴村乱
数)､『アイドリッシュセブン』(二階堂大和)､『美男高校地球防衛部
LOVE!』(鳴子硫黄) 

https://www.cmoa.jp/special/?page_id=211119_ficusparty3rd


 

 

 

 

 

 

5．『Ficus Party 3rd』開催記念！ニコニコチャンネル生配信特番について 

 

 『Ficus Party 3rd』開催を記念し､フィカパ 1st,2nd出演声優及びフィカパ 3rd出演予定声

優がお届けする､1夜限りの特別番組をニコニコちゃんねる｢もっと！わちゃわちゃんねる｣で生

配信します｡ 

 

■出演声優 

小野友樹 高橋直純 葉山翔太 ※敬称略､五十音順に表記 

■配信日時 

2021年 11月 30日(火)21:00～(予定) 

■番組概要 

 Ficus Party名物の出演声優があらゆるむちゃぶりにチャレンジする｢フィカパチャレンジ｣

の実施や､コミックシーモアオリジナル BLレーベル｢Ficus｣の人気作品を朗読します 

■配信 URL 

https://live.nicovideo.jp/watch/lv334340097 

■朗読作品 

 黒木えぬこ ｢経費でホテル代は落ちません！｣（https://www.cmoa.jp/title/208556/） 

鯛野ニッケ ｢体感予報｣    （https://www.cmoa.jp/title/208562/） 

楢崎壮太  ｢その恋は詰みです。｣  （https://www.cmoa.jp/title/210233/） 

※敬称略､五十音順に表記 

 

 

 

今回初めてフィカパに参加させていただきます！朗読ってその瞬間
瞬間の呼吸一つで結構変わってくるものだと思っています｡ 
なのでこのメンバーでの紡ぎ出す朗読は､僕もめちゃめちゃ楽しみで
す｡皆さんも目一杯楽しんじゃってください☆ 

ここ最近はシーモアさんのアプリをほぼ BL 作品専用の本棚として
使わせていただいておりますので､その中の先生の作品も出てくるか
なぁとすごく楽しみです｡皆さんにキュンと元気を伝えられるよう
に､張り切って臨みたいと思います｡ 

立花慎之介 
誕生日:4月 26日 
出身地:岐阜県 
出演作:「アイドリッシュセブン Third BEAT!」千役、｢魔道祖師」
藍忘機 役、「神様はじめました」巴衛役 

葉山翔太 
誕生日:11月 15日 
出身地:山口県 
出演作:｢美男高校地球防衛部 HAPPY KISS!｣(道後一六)､｢ウルトラ
マンタイガ｣(ウルトラマンフーマの声)､｢ヒプノシスマイク  -
Division Rap Battle-｣(波羅夷空却) 

https://live.nicovideo.jp/watch/lv334340097
https://www.cmoa.jp/title/208556/
https://www.cmoa.jp/title/208562/
https://www.cmoa.jp/title/210233/


6．電子書籍配信サイト『コミックシーモア』サービス概要 

コミックシーモアは､すべての人に最高の読書体験をしていただくため､以下のようなサービ

スの向上や機能の拡充を行っています｡ 

 

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､2021年8月16日に17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85万冊以上の充実の品ぞろえ 

コミックは51万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261万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13,500冊以上を常時提供しています｡2,300本以上の特集・キャンペーンを展開し

ています｡ 

 

⑦ 人気作品が1日最大2話分無料で読める 

人気の少年・少女・青年・女性マンガをはじめ､BL(ボーイズラブ)やTL(ティーンズラブ)の

作品を､1日最大2話分無料で読める｢シーモア毎日無料連載｣を提供中です｡ 

 

≪数値はすべて2021年10月31日実績≫ 

 

 

7．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/ 

 

 

8．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 

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


・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/ 

 

 

 

 

 

・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｢マンガ愛､溢れてます｡｣ 

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/ 

 

 

 

 

 

https://www.cmoa.jp/
http://www.nttsolmare.com/e-publish/for_company/
http://www.nttsolmare.com/e-publish/original_publishing/
https://www.cmoa.jp/WeLoveComic/
http://shallwedate.jp/
http://ninjagirls.moe/


・女性向けモバイルゲーム｢Obey Me!｣の提供・運営 

 公式サイト(英語):https://shallwedate.jp/obeyme/en/ 

 公式サイト(日本):https://shallwedate.jp/obeyme/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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/ 

 

 

 

 

 

・漫画/アニメ/ゲームなどの作品スケジュール情報管理アプリ｢シカロ｣ 

公式サイト:https://cicalo.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 奥田 李 糸魚川 

 連絡先:06-6228-8861 

e-mail:info@nttsolmare.com 

 

https://shallwedate.jp/obeyme/en/
https://shallwedate.jp/obeyme/
https://boikone.jp/
https://cicalo.jp/
mailto:info@nttsolmare.com

