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2023年 3月３日 

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社 
 
 

小野友樹、木島隆一、立花慎之介、中澤まさとも、福山潤 出演決定！ 

コミックシーモア会員限定朗読イベント『Ficus Party 4th』 

5 月 27 日(土)開催決定！ 

本日３月３日(金)より応募受付スタート！ 

～描き下ろし BL コミック 12 作品｢コミックシーモア｣独占先行配信～ 

 

 

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｣の会員限定朗読

イベント『Ficus Party 4th』の開催が 2023年 5月 27日(土)に決定いたしました。 

 

『Ficus Party』は、｢コミックシーモア｣オリジナル BLコミックレーベル｢Ficus｣にて、本イ

ベントのために人気作家が描き下ろしたオリジナル BL コミックを人気声優が朗読する大人気

イベントであり、朗読対象となる BL コミック 12 作品は 2023 年 3 月 3 日(金)より順次｢コミ

ックシーモア｣独占先行配信いたします。 

 

｢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､人気声優が集う 1日だけの特別なイベントに是非ご応募くだ

さい｡ 

また、イベント応募者の中から抽選で「イベント限定グッズ」が当たるキャンペーンも同時開

催いたします。 

  

特設サイト: https://www.cmoa.jp/special/?page_id=ficusparty 

 

 

 

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


１．『Ficus Party』とは 

『Ficus Party』(通称｢フィカパ｣)は、｢コミックシーモア｣オリジナル BL コミックレーベル

｢Ficus｣より、本イベントのために描き下ろした BL コミックを人気声優が朗読するイベントで

す。 

 2020年に第１回『Ficus Party』を開催し、沢山の方からご支持を頂き、以降『Ficus Party 

2nd』、『Ficus Party 3rd』と開催を実施致しました。 

この度、第４回目となる『Ficus Party 4th』を 2023 年 5月 27日(土)にライブ配信イベン

トとして開催いたします。 

 

■『Ficus Party 4th』特設サイト 

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

 

■『Ficus Party』公式 Twitter: 

https://twitter.com/FicusParty 

 

 

2. 『Ficus Party 4th』豪華作家による描き下ろし BL コミックについて 

コミックシーモアオリジナル BLレーベル｢Ficus｣より 12名の人気作家による描き下ろし 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｡ 

 

■朗読作品  

浅井西  「飼育初恋」 

梶本潤  「メガネの下のオオカミくん」 

橈やひろ 「デザイナー・ミーツ・ファムファタル」 

黒井モリー 「ワンラブバカンス」 

黒田くろた 「常連さんは今日も俺のごはんが好き」 

佐久本あゆ 「◯◯はそんなこと言わない！」 

たつもとみお 「しもべの王子様」 

東条さかな 「PIYO PIYO CRUSH！」 

七緒  「逢いにきました、先生」 

はなさわ浪雄 「俺のワンコ系闇魔道士が言うことをきかない」 

三月えみ 「叶うばかりが恋じゃない」 

らくたしょうこ 「あまくおいしくめしあがれ」  

※敬称略､五十音順に表記 

 

■『Ficus Party 4th』特設サイト 

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

 

■配信開始予定日 

第 1弾:2023年 3月３日(金) 

第 2弾:2023年 3月 10日(金) 

第 3弾:2023年 3月 17日(金) 

第 4弾:2023年 3月 24日(金) 

※全 12作品を 4回に分けて配信いたします 

 

 

3.  豪華作家描き下ろし 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 

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


 

■配信開始日:  

2023年 3月 3日(金) 

 

■配信作品 

橈やひろ ｢デザイナー・ミーツ・ファムファタル｣  

( https://www.cmoa.jp/title/254634/ ) 

佐久本あゆ ｢◯◯はそんなこと言わない！｣ 

(https://www.cmoa.jp/title/250586/ ) 

らくたしょうこ ｢あまくおいしくめしあがれ｣ 

( https://www.cmoa.jp/title/255454/ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.  ライブ配信イベント『Ficus Party 4th』応募について 

 

■内容 

朗読、トーク 

 

■参加費 

 無料 

 

■出演者 

 小野友樹、木島隆一、立花慎之介、中澤まさとも、福山潤 

※敬称略､五十音順に表記 

 

■開催日時 

2023年 5月 27日(土) 17:00～(予定)  

※配信開始時間は変更となる可能性がございます。 

※アーカイブ視聴を 2023年 6月 3日(土)23:59までご利用いただけます。 

生配信後に再配信処理を行いますのでご覧いただけない時間がございます。 

ご了承ください。 

 

■配信プラットフォーム 

https://www.cmoa.jp/title/254634/
https://www.cmoa.jp/title/250586/
https://www.cmoa.jp/title/255454/


ZAIKO 

 

■応募期間 

2023年 3月 3日(金)10:00～2023年 4月 23日(日)23:59 

 

■応募方法 

 下記 URLより ZAIKOイベント応募ページからお申込みください。 

 https://ficusparty4th.zaiko.io/item/354407 

 

■イベント応募注意事項 

・本イベントは、コミックシーモア会員限定配信イベントとなります。 

・コミックシーモア会員であれば、無料でご参加いただけます。 

・お申し込みはシーモア会員 1会員番号につきご本人 1名様となります。 

・お申し込みにはコミックシーモア会員登録（無料）と ZAIKO会員登録（無料）が必要になり

ます。 

・本イベントをご視聴いただくには、ZAIKOイベント応募ページにある以下 2つのフォームを

正確に応募・記入する必要がございます。 

(1)【チケットフォーム】※「チケットを選択」からご応募ください。 

 (2)【会員情報登録フォーム】 

・会員情報登録フォームにご回答がない方、コミックシーモア会員番号などイベントの申し込み

内容に不備があった場合、無効にさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承くだ

さい。 

・申し込みしたご本人様以外の方にイベント参加の権利を譲渡することはできません。 

・トラブルや出演者の都合・社会情勢の影響により、予告なくイベント内容が変更、中止となる

場合がございます。あらかじめご了承ください。 

・配信の視聴に関しましては ZAIKOよくある質問ページ 

https://zaiko.io/faq/customer/online?cid=60 をご確認の上、お申し込みいただけますよう

お願いいたします。 

 

 

■出演キャストコメント 

 

小野友樹 
今年もやって参りました、フィカパの季節がッ！って、前回のパンフ
でも同じ事を言っていたようです。言いたくなるんですよね。今や『フ
ィカパ』を難なく発音できるようになりましたので、今大会も楽しい
時間になりそうです。どうぞよろしくお願いいたします！ 
 
誕生日:6月 22日 
出身地:静岡県 
出演作:「黒子のバスケ」火神大我役、 

「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」東方仗助役 
 

 

https://ficusparty4th.zaiko.io/item/354407
https://zaiko.io/faq/customer/online?cid=60


木島隆一 

Ficus Party初参加の木島隆一です！わからない事だらけで少し戸惑

いもありますが先輩方の胸をおかりしてフレッシュな気持ちで皆さん

と楽しみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 
誕生日：3月 29日 
出身地：北海道 
出演作：「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」 

ミツキ役、「ヒプノシスマイク」伊弉冉一二三役 
 

 
 

立花慎之介 

フィカパ 4th！キャスト達とめっちゃ楽しく遊べるイベントですが…

フィカパチャレンジ…マジで何やらさせるんですかねぇ…今回のキャ

スト陣は平均年齢が高いのでお手柔らかにお願いします！！w 

あと何回言っても「フィカパ」って言いにくいです www 

 

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 

 

 
中澤まさとも 

フィカパに出演！ とても嬉しいです。また色んな作品に出会えて、

皆さんとその醍醐味を共有し、声が付くことで物語世界に更なる温度

が生まれるかと……お楽しみにしていてください。 

 

誕生日：2月 14日 

出身地：東京都 

出演作：「ブルーロック」久遠渉役、「ギヴン」中山春樹役、 

「あんさんぶるスターズ!!」風早巽役 

 

 

福山潤 

「フィカパ 4th」に参加することになりました福山潤です。 

「フィカパ」がどの様な雰囲気で進んでいくのか、また共演者ともどの

ように楽しくステージを進めていけるのか本番当日までは未知数です

ｗ今回で僕のことを初めて知るという方々には是非ともお手柔らかに

優しい耳と心で見聞きしていただければ幸いです。 

今回のメンバーで楽しいひと時を皆様と共有できることを楽しみにし

ております！！ 

 

誕生日：11月 26日 

出身地：大阪府 

出演作:「吸血鬼すぐ死ぬ」ドラルク役､「ツルネ-つながりの一射-」 

二階堂永亮役、「コードギアス 反逆のルルーシュ」ルルーシュ 

・ランペルージ役 



 

5.  イベント応募者限定 W チャンス！プレゼントキャンペーンについて 

 

■概要 

『Ficus Party 4th』イベント応募者の中から、フィカパ 4th豪華プレゼントが抽選で 200名様

に当たります。 

 

■応募期間 

2023年３月３日(金)10:00～2023年 4月 23日(日)23:59 

※Ficus Party 4thイベント応募期間と同じ 

 

■プレゼント内容 

【フィカパグッズ詰め合わせ】 

 ・イベントパンフレット 

 ・卓上カレンダー 

 ・クリアファイル 

 ・アクリルスタンド 

 ・イベントロゴ入り付箋 

 

■豪華プレゼントキャンペーン注意事項 

・抽選対象は、以下の(1)～(2)を満たす方が対象となります。 

(1)コミックシーモア会員様 

(2)応募期間中に ZAIKO イベントページからイベントにお申し込みいただき【会員情報登録

フォーム】からプレゼントキャンペーンに「参加します」と回答し、必要事項を正確に記

入された方 

・当選発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。 

・本プレゼントキャンペーンの当落についてのお問い合わせにはお答えすることができません。 

・当選された方への賞品発送はイベント開催日の前後を予定しております。 

・プレゼント内容は予告なく変更となる可能性がございます。 

・当選者以外の方に当選の権利を譲渡したり、換金することはできません。 

・イベントの申し込み内容等に不備があった場合、無効にさせていただく場合がございますの

で、あらかじめご了承ください。 

・プレゼント当選の対象は日本国内にお住まいの方のみとさせていただきます。 

・ご記入いただいた個人情報はプレゼント当選時の連絡・発送にのみ利用し、発送後は速やかに

破棄いたします。 

・本キャンペーンは予告なく変更もしくは終了する場合があります。 

 

■『Ficus Party 4th』特設サイト 

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

 

 

6．『Ficus Party 4th』開催記念！ニコニコチャンネル生配信について 

 

 『Ficus Party 4th』開催を記念し､ニコニコちゃんねる｢もっと！わちゃわちゃんねる｣で 

生配信を実施します｡ 

 

■出演声優 

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


木島隆一 他 2名予定 

 

■配信日時 

2023年３月 21日(火・祝) 19:30～21:00(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､｢Ficus｣の人気作品朗読、『Ficus Party 4th』イベント詳細などお届けします。 

 

■配信 URL 

 https://live.nicovideo.jp/watch/lv340457516  

 

■朗読作品 

来栖ハイジ「あなたはわるいひと」 （ https://www.cmoa.jp/title/167390/ ） 

櫻井ナナコ「隣人は壊滅的に甘くて自己中」（ https://www.cmoa.jp/title/227978/ ） 

松平徹  「小南家へ恋」  （ https://www.cmoa.jp/title/218952/ ） 

※敬称略､五十音順に表記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7．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110万冊以上の充実の品ぞろえ 

コミックは70万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

https://live.nicovideo.jp/watch/lv340457516
https://www.cmoa.jp/title/167390/
https://www.cmoa.jp/title/227978/
https://www.cmoa.jp/title/218952/


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331万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｡2,700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2023年2月28日実績≫ 

 

 

8．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/ 

 

 

9．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、モバイルゲーム「Obey Me!」｢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: https://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/ 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cmoa.jp/WeLoveComic/
http://shallwedate.jp/
http://ninjagirls.moe/
https://shallwedate.jp/obeyme/en/
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■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 糸魚川 小池 

 連絡先:06-6228-8861 

e-mail : info@nttsolmare.com 

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

