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2014年2月26日
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ
アスキー・メディアワークス ブランドカンパニー

報道関係各位

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ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス ブランドカンパニー（本社：東京都千代田区、代
表取締役社長：佐藤辰男、ブランドカンパニー長：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、小説コンテスト「魔法のiらんど大賞」を2007年度
より毎年開催しております。今年度は第7回を迎え、応募総数3,883作品の中から厳正なる選考の結果、
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7回魔法のiらんど大賞」 受賞作品・受賞者
【大賞】

『リキ 【完】』

ユニモン
※2014年7月25日、魔法のiらんど文庫より刊行予定

【金賞】

『１７歳。』

Rain
※2014年7月25日、魔法のiらんど文庫より刊行予定

【銀賞】

『若田先輩の秘密の恋人 【完結】』 丸野智
※2014年7月25日、魔法のiらんど文庫より刊行予定

【銀賞】

『Sweet HOME 【完】』

ange
※2014年7月25日、魔法のiらんど文庫より刊行予定

【2013 魔法のiらんど文庫 ベスト書籍賞】
『ワケあり生徒会！』

春川こばと

※アスキー・メディアワークスより魔法のiらんど文庫『ワケあり生徒会！』1～9巻好評発売中

アスキー・メディアワークスでは、今後も「魔法のiらんど大賞」の開催により、若く才能あふれる新人作
家を発掘し、魅力的なガールズエンターテインメント・ノベルを世に送り出してまいります。

【本件に関する報道関係からのお問い合わせ先】
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス ブランドカンパニー
事業推進部
TEL：03-5216-8123
FAX：03-5216-8124
E-mail：amw-pr@ml.kadokawa.jp
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■「第7回魔法のiらんど大賞」 受賞作品あらすじ
【大賞】

『リキ 【完】』 ユニモン

高1の藤井アゲハの人生は、父が借金を残して蒸発した日に変わった。オシャレも恋も、大好きだった歌うこ
とも全て諦めた希望のない日々。そんな世界で、クラスメイトの彼――中田力（リキ）だけが特別だった。しか
し過酷な運命により、リキはアゲハの前から姿を消してしまう。そして、2年後。高校最後の文化祭。アゲハの
前に現れたのは、一世を風靡する大人気バンドのボーカルとなったリキで――。

【金賞】

『１７歳。』 Rain

超マイペースな女子高生・久遠麗奈は毎日が退屈。進学校の問題児な麗奈だけど、模試の成績がいいか
ら先生たちも何も言えない。そんな麗奈に説教するのは、担任の英語教師・椎名公平だけ。だけど公平は麗
奈が抱きついたりしてからかうと、顔が真っ赤になる。麗奈が彼氏を作ってすぐに別れると怒ったりするし……。
マイペースなはずの麗奈は、なんだか公平にペースを乱されっぱなしで……？

【銀賞】

『若田先輩の秘密の恋人 【完結】』 丸野智

高校1年生の早瀬和歌は一つ上の幼なじみ、若田南斗と付き合っている。幼稚園の頃から和歌一筋の一
途な南斗。和歌も南斗が大好き。だけどそれは誰にも言えない秘密の関係だった――。同じ高校に通うように
なっても、相変わらず周りに内緒の二人の関係はなかなか進展しない。初体験なんて夢のまた夢で……。で
もそんな秘密の関係に変化が訪れ、ドキドキの展開に……!?

【銀賞】

『Sweet HOME 【完】』 ange

大学を卒業し、ウエディングプランナーとして結婚式場に就職した22歳の永井遥。間取りや家賃など条件の
良いマンションを見つけ、いよいよ東京での社会人生活が始まると思っていた引っ越し当日、部屋の中にいた
のは──見知らぬ男!? どうやら不動産屋のミスで二人とも同じ物件に契約されてしまっていたようで……。最
終的には遥の姉が提案するルームシェアすることになってしまい──。

【2013 魔法のiらんど文庫ベスト 書籍賞】

『ワケあり生徒会！』 春川こばと

泣く子も黙る超不良高校・美鷹に結成された、最強美形トップ5が揃う生徒会。そんなキケンなヤツらに転入
早々、目をつけられてしまった高校1年生の瞳。しかも、「俺の女になれ」という生徒会長（イケメントップヤン
キー）昴に強引に生徒会に入れられちゃって――!!?? それぞれに“ワケあり”な事情を抱えるメンバーとかか
わるうち、瞳の学園生活は波乱だらけに!!

■「第7回魔法のiらんど大賞」 概要と主な応募要項
●名

称： 第7回魔法のiらんど大賞

●主

催： 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス

●募集内容： 「魔法のiらんど」のBOOK機能で公開されたオリジナルの長編および短編小説。
ファンタジー、SF、ミステリー、恋愛、歴史、ホラーほかジャンルは不問（ただし、アダルト
作品は除く）。
●エントリー資格： 魔法のiらんどで文庫、単行本で書籍化していないこと。
プロであっても、魔法のiらんど以外でのデビューであれば不問。
●選考方法： 9月、10月および11月の各エントリー締切後、選考を行い、ノミネート作品を選出、2014年
2月下旬に選考委員により全ノミネート作品の中から大賞及び各賞の受賞作品を決定し
ます。
●賞 ：

大賞 （賞金100万円＆書籍化）
金賞 （賞金 30万円＆書籍化）
銀賞 （賞金 25万円＆書籍化）

●スケジュール： ＜エントリー受付期間＞ 2013年9月、10月、11月の計3回。
それぞれ約1カ月をエントリー期間とし、締切後、各エントリー期間での選考を経てノミ
ネート作品を選出。
＜最終選考期間＞ 2013年12月27日（金） ～ 2014年2月中旬
●「第7回魔法のiらんど大賞」特設サイトURL： http://ip.tosp.co.jp/p.asp?I=award_7th
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＜ご参考＞

■過去の「魔法のiらんど大賞」受賞作品
2007年度 ＜第1回魔法の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回魔法の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） / 好きを私にください（優 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） 他
2009年度 ＜第3回魔法の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回魔法の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!! イケメン☆ヤンキー☆パラダイス （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回魔法のiらんど大賞 受賞作品＞
【最優秀賞】
見 て る 。 〈ｽﾄｰｶｰ〉 （蜜柑 著）
【歴史部門賞】
蝶は花に止まりけり （ひな 著）
【ノンフィクション部門賞】 チンカルボー （ａｍ 著）
【切ない部門賞】
冷たい彼 （ゆーり 著）
【8×4デオウォーター賞】 矢野先輩 （ゆーり 著）
【MAP賞】
心が君を、探してる。 （早月雨芽 著）
2012年度 ＜第6回魔法のiらんど大賞 受賞作品＞
【最優秀賞】
出会い系サイトの彼女。 （かよちゃん 著）
※アスキー・メディアワークスより単行本『出会い系サイトの彼女。』発売中

【恋愛部門賞】

Fantom Game （宮桜りま 著）
※アスキー・メディアワークスより単行本『Fantom Game』発売中

【ホラー部門賞】 依存愛 （上村あかり 著）
※アスキー・メディアワークスより単行本『依存愛』発売中

【歴史部門賞】

陽炎 （朝戸 夜 著）
※アスキー・メディアワークスより単行本『陽炎』[上] [下]発売中

【8×4 デオウォーター賞】 いつか きっと、君に。 （みなづき未来 著）
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『＊相思相愛＊…涙』を掲載

【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 著）

※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！』1～5巻好評発売中

3

■「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（2014年1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らんど公式サイト： http://maho.jp/

■「魔法のiらんど大賞」とは

↑ 「魔法の i らんど」ロゴ

「魔法の i らんど」トップページ QR コード →

魔法のiらんど文庫・単行本からデビューする新人作家を発掘するための小説コンテストです。第6回
の開催となった昨年度（2012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』、岬 著『お女ヤン!! イケメン☆ヤン
キー☆パラダイス』などの大ヒットコンテンツを生み出しております。

■アスキー・メディアワークス ブランドカンパニーとは
アスキー・メディアワークスなど事業会社8社が、ＫＡＤＯＫＡＷＡ合併後もそれぞれのブランドのもとで
自由に事業を展開、発展させていくための新しい組織概念が『ブランドカンパニー』です。
アスキー・メディアワークス ブランドカンパニーは、「電撃」「アスキー」「魔法のiらんど」の3つのブラン
ドを軸に、エンターテインメント分野を中心とした事業を展開。出版を基盤に、ウェブ・モバイル、電子書
籍、アプリ、映像、音楽、グッズ、ゲーム、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。
●ＫＡＤＯＫＡＷＡオフィシャルサイト： http://www.kadokawa.co.jp/
●アスキー・メディアワークス ブランドカンパニー公式サイト： http://asciimw.jp/
※2013年10月1日、株式会社アスキー・メディアワークスは株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡと合併しました。

以上
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