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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：髙野 潔 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ケータイ小説サイト「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」の第5回コンテストとなる「第5回iらんど大賞」を開催中です。「第5回iらんど大

賞」のユーザー評価となる「閲覧数（PV）」「しおり」「この作品イイね！」の各ポイント数を2011年6月～10

月末まで集計した結果、「第5回iらんど大賞」受賞有力100作品がまとまりましたので発表いたします。 

「第5回iらんど大賞」は、ケータイ小説サイト「魔法のiらんど」で公開されているケータイ小説の全オリ

ジナル作品（一部作品は除く）が審査対象となり、期間中のユーザーによる評価、アスキー・メディアワー

クスおよび各協賛・協力企業の評価を考慮し、受賞作品を決定いたします。また、本コンテストへの応募

は、「魔法のiらんど」のBOOK機能を使い、自分の作品を公開するだけで可能です。 

受賞作品の発表は2012年1月25日を予定しており、最終審査は2012年1月17日までの各ポイントの集

計結果をもとに行われ、「第5回iらんど大賞」の最優秀賞1作品、歴史部門賞、各部門賞を決定いたしま

す。今年度のケータイ小説No.1の行方を占う以下100作品にぜひご注目ください。 

 

■「第5回iらんど大賞」受賞有力100作品 ※順不同 

 

（1） 『チンカルボー』 ａｍ 

高校卒業後、4つ上の竜也と結婚したまり。現在は3歳の息子と優しい旦那の家族3人で平和で温かい毎日を

過ごしていた。そんな毎日が突如一変、旦那が浮気をしていることが発覚する。しかも、相手は自分の友達・

みかだった。携帯のメールや写真から2人のあられもない行動が次々と判明する…信じる人に裏切られ、辛さ

を超えた怒りがわき上がったまりは、親友に相談しつつ、2人への復讐を考えるようになる。やがて、それをブ

ログで“浮気小説”として公開するのだが……。 

 

（2） 『見 て る 。〈ｽﾄｰｶｰ〉』 蜜柑 

高校生になった可奈は、ある日の授業中、寝ぼけた勇太から突然告白される。幼なじみだった勇太からの突

然の告白に面食らうが、思わずOKしてしまう。付き合いはじめ幸せな日々、「ずっと好きだった。ずっと一緒に

いよう」と言う勇太。だが、大好きだったバスケ部をやめた勇太は変わりはじめ、可愛いかったヤキモチは、異

常なくらいの嫉妬へと次第にエスカレートしていく――。1日中可奈を監視し、友達の陵と話しただけで人格が

豹変するほどの嫉妬を向け、暴力までふるうようになった勇太。自分でも感情を抑えきれない勇太に、恐怖す

る可奈。ある日、勇太から「ぜったい見るな」と言われていた、鍵のかかった秘密の引出しを覗いてしまう・・・。 

日本最大級のケータイ小説サイト「魔法のiらんど」発 

  

 受賞有力100作品を発表！ 



 

（3） 『白雪姫とヴァンパイア（２）』 夜月 

白井由季は地味だが心のきれいな女の子。5年前のある出来事のせいで、それ以前の記憶をなくしてしまっ

た過去を持つ。ある日、幼馴染だと聞かされていたユエがフランスから戻り、同じクラスに編入してきた。超絶

美少年のユエの記憶をまったくもたない由季を「姫」と呼ぶユエ。さらに「ずっと愛していた。さっさと私を好きに

なれ」と迫られて・・・。周囲の嫉妬を受けながらも、いつも一緒にいて護ってくれるユエと親しくなる由季。やが

てユエの正体がヴァンパイアであることを知り、なぜユエが自分を守るのかを知ることになる。ヴァンパイア、

魔女、白巫女・・・魔族でありながら護ってくれる存在達と一緒に、自らの失われた記憶と宿命に立ち向かって

いく。 

 

（4） 『恋愛対象外！』 柏木七生 

付き合って5年、同棲1年の彼が突然出ていき、1人になった鹿乃子。家賃が払えないという現実で、失恋の痛

手に浸れないまま新物件探しに悪戦苦闘。ひょんなことからその事情を知った社長、朝倉から、ご飯を作るか

わりに同居を持ちかけられる。端整なルックスと若き実業家として評判の朝倉からは、「言っておくがただの

ルームシェアだからな。俺はお前に1ミリも興味ないから。恋愛対象外」とピシャリ。こうして、“彼氏に出て行か

れた失意のどん底へっぽこ従業員”と“彼女に出て行かれたけれどノーダメージなアンドロイド社長”の奇妙な

ルームシェア生活が始まった――。 

 

（5） 『冷たい彼』 ゆーり 

高校時代の恋人、ツカサに両親の決めた婚約者がいると知らされ、大好きだったからこそ、ツカサに嘘をつき

別れた雪乃。大学生2年になった今も元カレへの想いが捨てきれず、新しい恋なんてできないでいた。ある日、

友人・まゆから無理矢理連れて行かれた合コンで、ツカサと再会してしまう。雪乃との恋の痛手から、すっかり

遊び人になっていたツカサは、雪乃に対して冷たい態度をとる。だが、実はお互いにまだ好きなままで・・・。 

 

（6）『学園王子のメイド様！？～甘々ﾄﾞＳ三兄弟vsパワフルガール～』桃 

（7）『蝶が舞うころ―織田信長の正室・帰蝶の物語―』望月麻衣 

（8）『好きじゃないなら抱かないで』えみリー （9）『蝶は花に止まりけり』ひな 

（10）『ハートに火をつけろ！』岬  （11）『攻略不可能くんの思うツボ』永 

（12）『今夜***な彼と。』みなづき未来  （13）『キモチイイ恋の教訓。ver.1』りん 

（14）『彼がネクタイを緩めたらfinal』柏木七生 （15）『今日、買われました』ゆーり 

（16）『オフィス・ラブ』西ナナヲ  （17）『若頭の恋～裏の世界に咲く花～』りかりー  

（18）『ＢｅａｓｔⅡ㊤』ユウ   （19）『愛人から夫を取り戻す方法』MITSUKI 

（20）『駆け落ちごっこ』椿 ハナ  （21）『秘書的事情｡』藤崎りく 

（22）『矢野先輩』ゆーり   （23）『狂愛彼氏』柊 湊 

（24）『Never and Forever 絶対に、そして永遠に』涼 

（25）『覇王～Blue Moonstone ～ 第一部』藍月りお 

（26）『ﾟ* DEAR *ﾟ2nd ｰLifeｰ』* 彩 *  （27）『心が君を、探してる。』早月雨芽 

（28）『どうしようもない君』エリ 

（29）『あなたに抱かれて眠りたい～大人の彼と甘い恋～』みなづき未来 

（30）『華麗な野獣と愛人契約』柏木七生 （31）『夜天使 Ⅰ』心世 

（32）『カミカゼ -kamikaze- 【殺し屋・ヤクザ系】』たける 

（33）『ギャル・ママ』カナ   （34）『部長に恋して｡』藤崎りく 



 

（35）『チューリップ １』アオイ   （36）『私の甘々俺様彼氏』色葉 

（37）『線香花火』ａｍ   （38）『魔王と王女の物語』KAL 

（39）『夜蝶-club BUTTERFLY-六』由華子 

（40）『家庭崩壊 ～愛する人がDVと知ったとき、あなたはどうしますか？～』睦乃 

（41）『だから、好きと言わないで』秋穂めぐみ （42）『ＪｅｗｅｌⅢ』空月 

（43）『シスコン★ハート』古城奈々  （44）『婚前初夜２』葉月 心 

（45）『あたしと彼ら３』AnN   （46）『ずっとずっと好きな人』古城奈々 

（47）『曖昧な彼。』ひな   （48）『なぜ…生きるの？』ミーコ 

（49）『真田部長。』あまめ   （50）『カケタカノ鳥、春ノ花』宮崎小春 

（51）『激あまﾗﾌﾞｺﾒ kiss charge！①』桃李美羽 （52）『―漆黒― 中』ひなの。 

（53）『それでも、いいよ』ゆーり 

（54）『流れ星 ミナミの夜は切ない～No.1キャバ嬢との恋～』つかっち 

（55）『刺獅－Ⅳ－』 桃犂 

（56）『世界で一番キミが好き─キケンな彼とイケない恋─』みなづき未来 

（57）『Love is Blind＊上』 秋穂めぐみ  （58）『パンドラの小箱～不倫の果て～』くうな 

（59）『君を壊せるのは僕しかいない』椿 ハナ （60）『愛した人…《ｻﾖﾅﾗｲﾂｶ》』☆キラ☆ 

（61）『Black Cat ―出会い―』林檎  （62）『素直なカラダ』藤崎りく 

（63）『妻として、母として、そして女としての私。』まな 

（64）『しゃぼん玉 上』アオイ   （65）『椎名さんに溺れる。』枢葵氷縷 

（66）『不順異性交遊』海帆   （67）『ホストをコロコロしている女』優衣様  

（68）『この恋は永遠』さち   （69）『■外 道 vol 2』御厨 翠 

（70）『願わくば、天になれ。』片倉更夷  （71）『櫻姫』笹原雪 

（72）『取り戻せない日々…』ユー  （73）『酒豪女子と金欠男子。』岬 

（74）『時と未来と君とワタシ①』ねね   

（75）『ちゃまの日記～天国の妻が残したモノ～』つかっち  

（76）『闇と光 ７』里（77）『ＣＲＰＳ ① -目立たぬ生き地獄-』SUN 

（78）『Real Face Ⅳ』有羽（79）『恋口の切りかた１』導花線  

（80）『エクスタシー シンドローム～甘い罠～』伊織 

（81）『エスブラッド』未波 ユウ  （82）『朱龍Ⅱ』夢夜 

（83）『優しい手～戦国：石田三成～ ①』KAL （84）『いまでも ずっと』晶 

（85）『泡姫からの伝言 ＊前編＊』月乃 （86）『悠久なる君へ～3300年の記憶～』雛子 

（87）『９時から５時のラブストーリー』彩  （88）『試練～止まない雨はない～』更紗 

（89）『ＢＬａｃｋ†ＮＯＢＬＥ』ミヒロ  （90）『君を魅たい愛したいⅢ』さおりん 

（91）『ニーナの恋 ①』KAL   （92）『デイジーラブ..SEASON1』和奏 

（93）『【桜】―君がいる未来のために―』リミ （94）『それでも好きやねん ～いけない恋～』嵐士 

（95）『愛しい人。可愛いヒト【FIRST】上巻』由華子 



 

（96）『たとえ世界を敵に回しても◇第一部◆』木花さくや 

（97）『ヒトノユメ 壱』ＡＩＲＩ   （98）『MAKOTO』秋月うさぎ 

（99）『私とあたし』空   （100）『甘く、淫らに』青空心 

 

 

＜以下、ご参考＞ 

 

■「第5回iらんど大賞」 概要 

●名 称：   第5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： 「閲覧数（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  

●賞 ：     最優秀賞 1作品 （賞金100万円） 

歴史部門、その他部門賞 （賞金30万円） 

※最優秀賞受賞作品、及び歴史部門賞受賞作品はアスキー・メディアワークスより書籍化を予定 

※各部門賞の内容は「第5回iらんど大賞」特設サイトで随時発表 

●スケジュール（予定）： 

2012年1月中旬     各部門賞の内容発表と、各部門賞ノミネート作品の発表 

2012年1月17日    「閲覧数（PV）」「しおり」「この作品イイね！」の各ポイント数集計終了 

2012年1月25日     最優秀賞受賞作品、各部門賞受賞作品の発表 

2012年2月下旬     贈呈式 

● 「第5回iらんど大賞」特設サイトURL： http://ip.tosp.co.jp/p.asp?I=award_5th 

 

 

■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） 

※アスキー・メディアワークスより単行本『お女ヤン!! イケメン☆ヤンキー☆パラダイス』発売中 

【NHK賞】 金魚倶楽部（椿ハナ 著） 

※NHK総合にて連続テレビドラマ化、アスキー・メディアワークスより単行本発売中 

【切ない部門賞】     Love Letter（りん 著） 

※ソフトバンク クリエイティブより単行本＜上＞＜下＞発売中 

【泣ける部門賞】     たった15分（エリ 著）  ※双葉社より単行本発売中 

【ピュアラブ部門賞】 崩れかけのプロポーズ（椿ハナ 著） ※主婦の友社より単行本＜上＞＜下＞発売中 

【ノンフィクション部門賞】  

to Ｙou...（朋美 著） 

※アスキー・メディアワークスより単行本『ノンフィクション to You...』＜上＞＜下＞発売中 

ずっと、大切な人（あい 著） 

※アスキー・メディアワークスより単行本『ノンフィクション 一度でも性交渉をしたことがあるあなたへ･･･』発売中 

 

 

■「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27億を誇る日本最大級のケータ

イ小説サイトに成長しております。7月には、アイドルユニット「さくら学院」などで活躍する松井愛莉（まつ

い・あいり）さんが、2011年度「魔法のiらんど」イメージガールに決定、「iらんど大賞」や、アスキー・メディ

アワークスの文庫レーベル「魔法のiらんど文庫」などに登場しています。 

●「魔法のiらんど」URL： http://maho.jp/ 

●「魔法のiらんど」2011年度イメージガール、松井愛莉に決定！： 

http://asciimw.jp/info/release/pdf/20110726.pdf 

 

■「iらんど大賞」とは 

ケータイ世代と呼ばれる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4回の開催となった昨年度（2010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4回iらんど大賞にて＜NHK賞＞を受賞した椿ハナ 著『金魚倶楽部』は単行本と

して書籍化されたほか、NHK総合にて連続テレビドラマ化されました。 

 

以上 

【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 

アスキー・メディアワークス公式ホームページ：http://asciimw.jp/ 

↑ 「魔法の i らんど」ロゴ 


