
(インフォメーション)  

2022 年 12 月 7 日 

エヌ･ティ･ティ･ソルマーレ株式会社 
 
 

本仮屋ユイカさん 早乙女太一さんが熱演！ 

累計 800 万 DL 超！ 

コミックシーモアの大人気オリジナルコミック 

『バツイチ 2 人は未定な関係』が TV ドラマ化決定！ 

 

-テレビ朝日にて 2023年 1 月４日(水)深夜０時 45 分から放送決定！ 

上記放送終了後より、TELASA にて配信開始 

ドラマ化を記念して、コミックシーモアで続編 26 巻の先行配信も開始- 

 

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｣で、大人気作品の

『バツイチ 2 人は未定な関係』の TV ドラマ化が決定しました。2023 年１月４日(水)深夜 0 時

45 分からテレビ朝日で放送します。また、上記放送終了後より TELASA で TELASA オリジナ

ル｢～人生は二択じゃない！編～｣が配信開始します。 

 

1. ドラマ『バツイチ 2 人は未定な関係』について 

【キャスト】本仮屋ユイカ、早乙女太一 ほか 

【放送】テレビ朝日 2023 年 1 月 4 日(水)深夜 0 時 45 分～1 時 45 分 

【配信】上記放送終了後、TELASA オリジナル｢～人生は二択じゃない！編～｣配信開始 

【監督】樹下直美 



【脚本】岸本鮎佳 

【番組公式ホームページ】https://www.tv-asahi.co.jp/renaidrama/ 

 

ドラマあらすじ： 

一度結婚に失敗している真実には周りに理解されない願望がある。結婚も恋愛もいらないけ

ど、必要な時だけ一緒にいてくれる男が欲しい！案の定、中学の同窓会でその話をしても、友

人たちからは大ブーイング。しかし、今までほとんど接点のなかったイケメン中村が共感して

くれた！中村も同じバツイチで、同じように“彼女でも、妻でもない女”を求めていると知った

真実は一大決心をする。“ふつうだから”に流されて、生きるのはもうやめた。社会の圧力に生

きづらさを感じるアラフォー女子が相棒を見つけて人生をリスタートする、現代サバイバルス

トーリー。 

 

 

2．出演者コメント 

本仮屋ユイカ(藤田真実・役) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最初に原作を読ませていただいたのですが、とても面白かったで

す！ 私はどちらかというと自由に、どんな選択も自分の気持ちを

大切にするようにしてきたと思っているのですが、そんな私でも自

分を型にはめようとしている時があって。この作品は、自分にも人

にも寄り添って尊重できるお話だなと思います。そんな作品で、藤

田真実というキャラクターを私が演じられることは大変光栄です。

ドラマ版は、中村くんと藤田の関係性がより濃く描かれるので、原

作以上の濃くてスピード感ある展開を皆さんに楽しんでいただける

ように頑張ります。今回、初共演させていただく早乙女さんはクー

ルな印象があるのですが、今回演じられる中村くんは、ダメな部分

をさらけ出したり、慌てたり、ドギマギしたりするシーンもあるの

で、キュートな早乙女さんに出会えるのかなと、とても楽しみで

す。同級生の藤田と中村という関係を一緒に作っていただけたら嬉

しいなと思います。2023 年の幕開けに、皆さんが見たことがないよ

うな関係性の新しい物語をお届けできることに、とても興奮してい

ます。新しい関係ではありますが、ときめいたり、キュンとした

り、ムズムズしたりするような恋愛の甘さもたっぷり描いていくと

思いますので、ぜひお正月休みのお供にしていただけたら幸いで

す。ぜひ見てください！ 

https://www.tv-asahi.co.jp/renaidrama/


 

 

 

 

 

早乙女太一(中村修吾・役) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．原作コミックについて 

原作は、｢コミックシーモア｣のオリジナルコミックを制作するソルマーレ編集部より配信中

の『バツイチ 2 人は未定な関係』(著者：近由子)です。 

コミックシーモアなど各主要電子書籍配信サイトで、現在 1～25 巻が大好評配信中です(2022

年 12 月 1 日時点)。また、ドラマ化を記念して、特別に二人のその後を描く番外編 26 巻の配

信が決定しました。2023 年 1 月 4 日にコミックシーモアで先行配信します。26 巻では仕事や

生き方の選択についてそっと背中を押してくれるような優しいお話を掲載予定です。 

 

・『バツイチ 2 人は未定な関係』(著者：近由子) 

https://www.cmoa.jp/title/201373/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

僕が今までやったことがない役柄や作風なので、未知なチャレンジ

ができそうだなと思い、嬉しかったです。最近、人の恋愛観や男女

の関係性の話を聞いていると、この物語のように｢付き合わなくて

もいいんだよな」など話している人がよくいるんです。でも、僕自

身はその感覚が全くわからないんです。この作品は正にそういった

ところにスポットを当てた男女の話なので、僕には全くわからない

感覚だからこそ、この作品を通して僕自身も覗き見れたらいいなと

思っています。共演させていただく本仮屋さんは、すごい気を遣っ

てくださる方だなというのが第一印象です。この作品の中の２人は

近すぎず、遠すぎず、絶妙な関係なので、そういった意味では初め

ましての間柄だからこそ、その距離感は役と同時にいけたらいいな

と思います。僕自身、こういった恋愛作品はあまり経験がないの

で、楽しみです。言葉ではまだ出来上がってない関係性で、ちょっ

と特殊なラブストーリで、きっと共感できることや、逆に全くわか

らないという部分もあったりもすると思うんですけど、僕もこの作

品の中で、男女の関係性や、人との向き合い方などを見つめていけ

たらいいなと思っております。皆様にもぜひ見ていただけたら嬉し

いです。よろしくお願いします。 

 

https://www.cmoa.jp/title/201373/


■作家(近由子先生)コメント 

ひとり暗い部屋で作った物語が、漫画の世界の外に飛び出す機会を頂きありがとうございま

す。ふだん漫画を読まない人たちの目に触れ、ひとりでも多くの人がそれぞれ楽しんでくれる

ようなドラマになることを願っています。 

 

■作家(近由子先生)より描き下ろしイラストをいただきました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．ドラマ放送に伴うキャンペーンについて 

｢コミックシーモア｣では､2022 年 12 月 1 日(木)より『バツイチ 2 人は未定な関係』10 巻

無料キャンペーンを開催しております｡コミックシーモア『バツイチ 2 人は未定な関係』特設

サイトをぜひご覧ください。また、ドラマ放送に合わせてソルマーレ編集部【公式】Twitter

アカウントにてプレゼントキャンペーンも開催予定です。 

 

･キャンペーン期間 

2022 年 12 月 1 日(木)～2023 年 1 月 13 日(金) 

※本キャンペーン期間については変更する可能性があります。 

 

･コミックシーモア『バツイチ 2 人は未定な関係』特設サイト: 

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

 

・ソルマーレ編集部【公式】Twitter アカウント 

https://twitter.com/solmare_editor 

 

 

5．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｡ 

 

https://www.cmoa.jp/special/?page_id=batsuichi
https://twitter.com/solmare_editor


(1)月間利用者数 3,500 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､2022 年 8 月 16 日に 18 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 105 万冊以上の充実の品ぞろえ 

コミックは 66 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 318 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 18,700 冊以上を常時提供しています｡2,600 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 2022 年 11 月 30 日実績≫ 

 

 

6．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:https://www.nttsolmare.com/e-publish/original_publishing/ 

 

 

7．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｣、小

説で繋がるLive配信サービス｢ボイコネ｣ 、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｣ 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 

 

 

 

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


・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/ 

 

 

  

  

  

・全米最大級の電子マンガ配信サイト｢MangaPlaza｣の運営 

公式サイト: https://mangaplaza.com/ 

 

 

 

 

 

■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/ 

 

 

 

 

 

・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/ 

 

 

 

 

 

 

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


■新規ビジネス事業 

・小説で繋がるLive配信サービス｢ボイコネ｣ 

公式サイト: https://boikone.jp/ 

 

 

 

 

 

・漫画/アニメ/ゲームの作品スケジュール情報アプリ｢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 髙田 

 連絡先:06-6228-8861 

e-mail:info@nttsolmare.com 

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

