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日本最大級のガールズサイト「魔法のiらんど」発

受賞作品決定
株式会社アスキー・メディアワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：塚田 正晃、以下ア
スキー・メディアワークス）が運営する日本最大級のガールズサイト「魔法のiらんど」では、ケータイ小説
コンテスト「iらんど大賞」を2007年度より毎年開催しています。今年度は第6回を迎え、ユーザーによる評
価と、アスキー・メディアワークスおよび各協賛企業の評価により、約280万の審査対象作品の中から受
賞作品が決定いたしましたので、お知らせいたします。

■「第6回iらんど大賞」 受賞作品・受賞者
【最優秀賞】

『出会い系サイトの彼女。』 かよちゃん （27歳 女性 岩手県）
※2013年3月25日、アスキー・メディアワークスより書籍発行予定

【恋愛部門賞】

『Fantom Game』

宮桜りま

（19歳 女性 神奈川県）

※2013年4月25日、アスキー・メディアワークスより書籍発行予定

【ホラー部門賞】

『依存愛』

上村あかり （31歳 女性 東京都)

※2013年4月25日、アスキー・メディアワークスより書籍発行予定

【歴史部門賞】

『陽炎』

朝戸 夜

（女性 ※他非公開）

※2013年3月25日、アスキー・メディアワークスより書籍発行予定

【ノンフィクション部門賞】

該当作なし

【8×4デオウォーター賞】

『いつか きっと、君に。 ．』
みなづき未来 （女性 ※他非公開）

Supported by ニベア花王株式会社
※「8×4デオウォーター」プロモーションサイト（魔法のiらんど内）にて新作を連載予定

【2012 魔法のiらんど文庫ベスト書籍賞】 『家政婦さんっ！』
きたこ （22歳 女性 ※他非公開）
※アスキー・メディアワークスより魔法のiらんど文庫『家政婦さんっ！』1～4巻発売中

■「第6回iらんど大賞」 受賞作品あらすじ
【最優秀賞】

『出会い系サイトの彼女。』 かよちゃん

祐はコンビニでアルバイトをする29歳。ある日、ふと目についた出会い系サイトの広告。軽い気持ちでサイト
に登録した祐は、なつきという女の子と知り合い、毎日チャットをするように。お互いの顔は知らずとも、徐々
に縮まっていく2人の距離。そんな時、バイト先に入ってきた由香と仲良くなるが…この出会いが祐を恐怖の
渦へと導いていく。

【恋愛部門賞】

『Fantom Game』 宮桜りま

私立・蓬栄学院高校は、普通科から芸能科まである超巨大高校。そんな学園に通うことになった高1の瑞樹
は、ある日突然、スーパーイケメン・藤宮孝率いる“Fantom”なる組織に強制的に入会させられてしまう！ 学
園の秘密組織“Fantom”の使命は、学校の平和を秘密裏に守ること。弱みを握られしぶしぶ参加したものの、
そこには超イケメンだけどクセが強い奴らばかりがいて!!??

【ホラー部門賞】

『依存愛』 上村あかり

高校卒業後、あゆみはなおやと出会った。かっこよくて優しくてちょっと陰のあるなおやに惹かれたあゆみは、
ほどなくして付き合い自分のアパートで同棲を始める。だが、なおやは徐々に変わり、働きもせずギャンブル
三昧、機嫌が悪くなると物に当たるように。好きだった彼に不信感を抱き始めた頃、なおやはあゆみに暴力を
ふるうようになって――。

【歴史部門賞】

『陽炎』 朝戸 夜

1850年、江戸――。母を殺され、孤独となった少女・真柴凪。襲われそうになっていたところを、近藤勇に助け
られ引き取られることになる。深く傷ついていた凪だったが、道場・試衛館を営む近藤家にはいろんな人達が
集まってきててんてこ舞い。弟子・土方歳三や沖田総司などの個性豊かな男たちとの賑やかな日々に、次第
に明るさを取り戻していく凪。だが、悲しく壮絶な運命が彼らを待ち受けていた……。

【8×4デオウォーター賞】 『いつか きっと、君に。.』 みなづき未来
莉子は高校の友達に二つの隠し事をしている。一つは学校で禁止されているアルバイトをしていること。もう
一つは、学校一のモテ男・上杉怜王と同じ中学出身なこと。ある日、事もあろうか、怜王にバイトしていること
がバレてしまった！ 学校にバラさないかわりにと、怜王からある条件を突きつけられて……誰にも言えない
秘密の関係がはじまった。

【2012 魔法のiらんど文庫ベスト書籍賞】 『家政婦さんっ！』 きたこ
高校3年生のあやめは兄と二人暮らし。ある日突然、火事で家を失い…行くあてのないあやめは、伯父が理
事長を務める藤崎学園の生徒＆寮母として住み込みで働くことに！ そこは訳アリなイケメンだらけの男子寮
で!!??

＜以下、ご参考＞

■「第6回iらんど大賞」 概要
●名 称：

第6回iらんど大賞

●主 催：

株式会社アスキー・メディアワークス

●審査対象：

「魔法のiらんど」のBOOK機能で書かれた全オリジナル作品（一部作品は除く）

●参加資格：

不問（プロ、アマ、年齢等一切不問）

●参加方法：

「魔法のiらんど」に会員登録をし、「魔法のｉらんど」のBOOK機能を使って自分のオリジ
ナル小説を公開するだけで参加可能

●審査方法： 2012年1月18日から2013年1月16日までの読者ポイント数（｢PV｣｢しおり｣｢この作品イイ
ね！｣の各ポイント数）、アスキー・メディアワークスおよび各協賛・協力企業の評価などを
考慮し､総合的な観点から審査
●「第6回iらんど大賞」特設サイトURL： http://ip.tosp.co.jp/p.asp?I=award_6th

■過去の「iらんど大賞」受賞作品
2007年度 ＜第1回iらんど大賞 ケータイ小説部門 受賞作品＞
【最優秀賞/ジャンル賞（恋愛）】
もう二度と流れない雲 （наяч 著）
【メディアワークス賞/優秀賞】
クリーム・ソーダ（さぉたん 著）
【Hana＊chu→賞/ジャンル賞（ホラー/オカルト）】 携帯彼氏（kagen 著） 他
2008年度 ＜第2回iらんど大賞 ケータイ小説部門 受賞作品＞
【年間グランプリ】 ―urahara―（白月 著）
【最優秀賞】
イケない課外授業（白川愛理 著） / Love×Dreamer（こおり 著）/
サボテンの花（君原藍 著）
【優秀賞】
★ワケあり婚★（たんぽぽ 著） / 君がほしかったもの（春田モカ 著）/
好きを私にください（優 著） 他
2009年度 ＜第3回iらんど大賞 ケータイ小説部門 受賞作品＞
【最優秀賞】
キミノ名ヲ。（梅谷百 著）
【優秀賞】
ＭＡＲＩＡ（ＣｈｉｅＭｉ 著） / 向日葵と太陽（ユウ 著）
【NHK賞】
激♡恋（みなづき未来 著）
【特別賞】
暴走族に寵愛されたお姫様☆（Akari 著）
2010年度 ＜第4回iらんど大賞 ケータイ小説部門 受賞作品＞
【最優秀賞】
お女ヤン!! 5（岬 著）
【NHK賞】
金魚倶楽部（椿ハナ 著）
【切ない部門賞】
Love Letter（りん 著）
【泣ける部門賞】
たった15分（エリ 著）
【ピュアラブ部門賞】
崩れかけのプロポーズ（椿ハナ 著）
【ノンフィクション部門賞】 to Ｙou...（朋美 著） / ずっと、大切な人（あい 著）
2011年度 ＜第5回iらんど大賞 ケータイ小説部門 受賞作品＞
【最優秀賞】
見 て る 。 〈ｽﾄｰｶｰ〉 （蜜柑 著）
※アスキー・メディアワークスより単行本『見 て る 。 〈ｽﾄｰｶｰ〉』発売中

【歴史部門賞】

蝶は花に止まりけり （ひな 著）
※アスキー・メディアワークスより単行本『蝶は花に止まりけり』発売中

【ノンフィクション部門賞】

チンカルボー （ａｍ 著）

※アスキー・メディアワークスより単行本『チンカルボー』発売中

【切ない部門賞】 冷たい彼 （ゆーり 著）
Supported by 株式会社双葉社
※双葉社より単行本『冷たい彼』発売中

【8×4 デオウォーター賞】 矢野先輩 （ゆーり 著）
Supported by ニベア花王株式会社
※アスキー・メディアワークスより魔法のiらんど文庫『矢野先輩』発売中

【MAP賞】 心が君を、探してる。 （早月雨芽 著）
Supported by ミライ・アクターズ・プロモーション
※2013年ミライ・アクターズ・プロモーションより映画化予定

■「魔法のiらんど」とは
無料ホームページ作成サービスとして1999年12月にス
タート。安心して楽しめる安全なモバイルインターネット
サービスとしてユーザーのクチコミで瞬く間に広がり、会
員数600万人・月間ページビュー27.5億（2012年12月時
点）を誇る日本最大級のガールズサイトに成長しております。

↑ 「魔法の i らんど」ロゴ

●「魔法のiらんど」URL： http://maho.jp/
「魔法の i らんど」トップページ QR コード →

■「iらんど大賞」とは
10代～20代前半の自己表現活動を応援し、クリエイターとしてのさらなる成長を願って2007年度に創
設した、ケータイクリエイターズフェスティバルです。小説の書き手だけでなく、好きな作品を閲覧・評価
することで読み手も参加できる、読者参加型のコンテストであるのが大きな特徴です。第5回の開催と
なった昨年度（2011年度）の全受賞作品は書籍として出版されているほか、これまでもkagen 著『携帯彼
氏』、梅谷百 著『キミノ名ヲ。』、みなづき未来 著『激♡恋』などの大ヒットコンテンツを生み出しておりま
す。第5回iらんど大賞にて＜MAP賞＞を受賞した早月雨芽 著『心が君を、探してる。』はミライ・アクター
ズ・プロモーション制作「TWILIGHT FILE X」シリーズの作品として映画化されることが決定しております。

■株式会社アスキー・メディアワークスとは
「電撃」「アスキー」「魔法のiらんど」という3つのブランドを軸として、エンターテインメントを中心としたコ
ンテンツを発信する、コンテンツ・プロデュース・カンパニー。雑誌・書籍の出版を主軸に、ウェブ・モバイ
ル、電子書籍・アプリのほか、映像・音楽、グッズ、イベントなど、メディアを超えてコンテンツをプロデュー
スしています。2012年11月、アスキー・メディアワークスは創立20周年を迎えました。
●AMW創立20周年記念企画 公式サイト： http://20th.asciimw.jp/
●公式ホームページURL： http://asciimw.jp/
●公式facebookページ：
https://www.facebook.com/asciimw

以上

【本件に関する報道関係からのお問い合わせ先】
株式会社アスキー・メディアワークス 経営企画部
TEL：03-5216-8123
FAX：03-5216-8124
E-mail：plan-pr@ml.asciimw.jp

