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【NEWS RELEASE】                         2020年3月13日 

株式会社KADOKAWA 

ＫＡＤＯＫＡＷＡのライトノベル＆新文芸の人気作 ７０冊以上無料公開！ 
＜ＭＦ文庫Ｊ・スニーカー・電撃・ファミ通・ファンタジアなど９レーベルが「キミラノ」で読める＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松原眞樹、以下KADOKAWA）では、

新型コロナウイルス感染拡大の影響による政府から小中高校への休校要請や、大規模なイベントの自粛要請な

どの状況に鑑み、3月9日（月）より、KADOKAWAのライトノベルと新文芸の人気作70冊以上を、読みたい

ライトノベルが見つかるレコメンドサイト「キミラノ」（https://kimirano.jp/）にて無料公開しております。 
MF文庫J、角川スニーカー文庫、電撃文庫、ノベルゼロ、ファミ通文庫、ファンタジア文庫、電撃の新文

芸、角川ビーンズ文庫、ビーズログ文庫の各レーベルから、アニメ原作作品を含む人気シリーズの第1巻を、 
4月8日（水）18時までの期間限定で、無料でお読みいただけます。 
ライトノベルや新文芸が好きな方はもちろん、アニメは観たけれど原作は読んでいなかったという方にも、

この機会にKADOKAWAのライトノベルと新文芸をぜひお楽しみいただきたいと思います。 

◆無料公開のレーベル、主な作品ラインナップ 

ＭＦ文庫Ｊ 『盟約のリヴァイアサン』『ぼくたちのリメイク』など 

角川スニーカー文庫 

『この素晴らしい世界に祝福を！』『世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する』など 

電撃文庫 『三角の距離は限りないゼロ』『イリヤの空、UFOの夏』など 

ノベルゼロ 『トクシュー！ ―特殊債権回収室―』『滅びゆく世界と、間違えた彼女の救い方』 

ファミ通文庫 

『暇人、魔王の姿で異世界へ 時々チートなぶらり旅』 

『俺たちは異世界に行ったらまず真っ先に物理法則を確認する』など 

ファンタジア文庫 

『キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦』『同棲から始まるオタク彼女』など 

電撃の新文芸 『神々のいない星で』『マギステルス・バッドトリップ』 

角川ビーンズ文庫 『少年陰陽師』『男装令嬢とふぞろいの主たち』など 

ビーズログ文庫 『死神姫の再婚』『帝都あやしの恋巡り 伝令・上官を直ちに娶られよ！』など 

◆無料公開期間   ２０２０年３月９日（月）～ ４月８日（水）１８時 

◆無料公開サイト  読みたいライトノベルが見つかるレコメンドサイト「キミラノ」 

https://kimirano.jp/special/sp2020marugoto/ 

https://kimirano.jp/
https://kimirano.jp/special/sp2020marugoto/
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＜無料公開作品ラインナップ＞ 

ＭＦ文庫Ｊ 

タイトル 著者 イラスト 

朝比奈若葉と〇〇な彼氏 間 孝史 桃餅 

異世界の姫は竜＜オレ＞のもの！ 為三 47AgDragon 

エイルン・ラストコード 東 龍乃助 みことあけみ・汐山このむ・貞松龍壱 

おまえ本当に俺のカノジョなの？ 落合祐輔 ろうか 

境域のアルスマグナ 絵戸太郎 パルプピロシ 

自称Fランクのお兄さまがゲームで評価される学園の頂

点に君臨するそうですよ？ 

三河ごーすと ねこめたる 

精霊使いの剣舞 志瑞 祐 桜はんぺん・仁村有志・〆鯖コハダ 

世界最強の人見知りと魔物が消えそうな黄昏迷宮 葉村哲 鳴瀬ひろふみ 

ゼロの使い魔 ヤマグチノボル 兎塚エイジ 

ネット彼女だけど本気で好きになっちゃダメですか？ 烏川さいか シロガネヒナ 

藤元杏はご機嫌ななめ 吉野茉莉 いたち 

ぼくたちのリメイク 木緒なち えれっと 

魅了スキルでいきなり世界最強 北山結莉 にの子 

盟約のリヴァイアサン 丈月城 仁村有志 

角川スニーカー文庫 

タイトル 著者 イラスト 

好感度が見えるようになったんだが、ヒロインがカンスト

している件 

小牧亮介 遠坂あさぎ 

この素晴らしい世界に祝福を！ 暁なつめ 三嶋くろね 

終末なにしてますか？ 忙しいですか？ 救ってもらっ

ていいですか？ 

枯野瑛 ue 

ストライクウィッチーズ 乙女ノ巻 南房秀久 原作：島田フミカネ＆Projekt Kagonish 

世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する 月夜 涙 れい亜 

戦闘員、派遣します！ 暁なつめ カカオ・ランタン 

ノーブルウィッチーズ 南房秀久 原作：島田フミカネ＆Projekt Kagonish 

はぐれ賢者の魔王討伐リスタート！ 藤井論理 葉山えいし 

美少女作家と目指すミリオンセラアアアアアアアア

ッ！！ 

春日部タケル MikaPikazo 
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電撃文庫 

タイトル 著者 イラスト 

イリヤの空、UFOの夏 秋山瑞人 駒都えーじ 

エンドレス・リセット 最果ての世界で、何度でも君

を救う 

紺野天龍 toi8 

幼馴染の山吹さん 道草よもぎ かにビーム 

ガーリー・エアフォース 夏海公司 遠坂あさぎ 

黒の英雄と駆け出し少女騎士隊 上月 司 山椒魚 

賢勇者シコルスキ・ジーライフの大いなる探求 ～

愛弟子サヨナのわくわく冒険ランド～ 

有象利路 かれい 

錆喰いビスコ 瘤久保慎司 イラスト：赤岸K／世界観イラスト：mocha 

三角の距離は限りないゼロ 岬鷺宮 Hiten 

死にたがりの聖女に幸せな終末を。 西塔 鼎 Enji 

数字で救う！ 弱小国家 長田信織 紅緒 

世界の果てのランダム・ウォーカー 西 条陽 細居美恵子 

９Ｓ〈ナインエス〉 葉山 透 山本ヤマト 

なれる！ＳＥ 夏海公司 Ixy 

乃木坂明日夏の秘密 五十嵐雄策 しゃあ 

乃木坂春香の秘密 五十嵐雄策 しゃあ 

はじらいサキュバスがドヤ顔かわいい。 旭 蓑雄 なたーしゃ 

ヒトの時代は終わったけれど、それでもお腹は減り

ますか？ 

新 八角 ちょこ庵 

昔勇者で今は骨 佐伯庸介 白狼 

利他的なマリー 御影瑛路 有坂あこ 

ノベルゼロ 

タイトル 著者 イラスト 

トクシュー！ ―特殊債権回収室― 吉野茉莉 巖本英利 

滅びゆく世界と、間違えた彼女の救い方 涼暮 皐 雫綺一生 

ファミ通文庫 

タイトル 著者 イラスト 

異世界行けない委員会 更伊俊介 有河サトル 

詩葉さんは別ノ詩を詠みはじめる 樫田レオ サイトー 

お姉さん先生は男子高生に餌づけしたい。 朱月十話 HIMA 

俺たちは異世界に行ったらまず真っ先に物理法則

を確認する 

藍月 要 閏月戈 

キングダム・ファンタジア ツカサショウゴ Nardack 

銀月の夜、さよならを言う 樫田レオ とろっち 

はぐれ魔導教士の無限英雄方程式 原雷火 ポップキュン 

暇人、魔王の姿で異世界へ 時々チートなぶらり旅 藍敦 桂井よしあき 

魔王城のシェフ 水城水城 Artumph 
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ファンタジア文庫 

タイトル 著者 イラスト 

いつか天魔の黒ウサギ 鏡貴也 榎宮祐 

キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 細音 啓 猫鍋蒼 

グランクレスト戦記 水野良 深遊 

ゲーマーズ！ 葵せきな 仙人掌 

公女殿下の家庭教師 七野りく cura 

史上最強の大魔王、村人 A に転生する 下等妙人 水野早桜 

伝説の勇者の伝説 鏡貴也 とよた瑣織 

同棲から始まるオタク彼女 村上凛 館川まこ 

黙示録アリス 鏡貴也 加藤勇樹（アークシステムワークス） 

電撃の新文芸 

タイトル 著者 イラスト 

神々のいない星で 川上 稔 さとやす（TENKY） 

マギステルス・バッドトリップ 鎌池和馬 真早 

ビーンズ文庫 

タイトル 著者 イラスト 

ジャマしないでよ、大神くん！ 再生数 100 万回めざし

て、実況中!? 

あずまの章 夏芽もも 

少年陰陽師 結城光流 あさぎ桜・伊東七つ生 

男装令嬢とふぞろいの主たち 羽倉せい 天野ちぎり 

ビーズログ文庫 

タイトル 著者 イラスト 

死神姫の再婚 小野上明夜 岸田メル 

帝都あやしの恋巡り 伝令・上官を直ちに娶られよ！ 群竹くれは 吉良悠 

竜王サマ、この結婚はなかったことにしてください！ 葛城阿高 春が野かおる 

 

 
■「キミラノ」とは 

ライトノベルと読者をつなぐ「キミラノ」は、パートナーキャラクターから提案される1to1のレコメンド機

能のほか、ライトノベルに興味のあるユーザーが「キミラノ」を通じて話題のライトノベルを知ることができ

ます。また、書籍の試し読みによる手軽な読書体験を提供いたします。 

●「キミラノ」URL： https://kimirano.jp/ 
 

以上 

 

【本件に関する報道関係からのお問合せ先】 
株式会社KADOKAWA 広報部 
E-mail pr-dept@kadokawa.jp 

オフィシャルサイト https://www.kadokawa.co.jp/ 

 

https://kimirano.jp/
mailto:pr-dept@kadokawa.jp
https://www.kadokawa.co.jp/

