
 

 

 2011 年 2 月 28 日

ア ク セ ル マ ー ク 株 式 会 社

代 表 取 締 役 社 長  小 林 靖 弘

（コード番号：3624 東証マザーズ）

 

 

～電子書籍化支援サービス『AXEL BOOK』、2月の新作電子書籍の紹介～ 

「BookLive！」「Reader™ Store」「LISMO Book Store」への提供も開始！ 

 

 

■概要  

アクセルマーク株式会社（本社：東京都新宿区 代表者：小林 靖弘 証券コード：3624 以下、ア

クセルマーク）は、2011年2月に電子書籍化支援サービス『AXEL BOOK』から23作品を配信いたしました。

またこれまでの、App store、Android™ Market、au one Market向けに加え、株式会社BookLiveが運営

する電子書籍ストア「BookLive!」と、ソニーマーケティング株式会社が運営する電子書籍リーダー

“Reader”（リーダー）向け「Reader™ Store」、KDDI株式会社が運営するbiblio Leaf SP02向け「LISMO 

Book Store」への提供も開始し、より多くのプラットフォームで『AXEL BOOK』の作品を楽しんでいた

だくことが可能になりました。 

 

■サービス内容 

『AXEL BOOK』は、作家から預けて頂いた原稿の電子書籍化・配信までをワンストップで提供するサ

ービスです。2011 年 2 月に、本サービスから 23 作品の提供が開始したことをお知らせいたします。   

今月新たに配信した電子書籍は、株式会社カナリア書房の作品「アジアでビジネスチャンスをつか

む！」「ヴィーの法則」、また App Store ブックランキングで見事 1 位を獲得した「スゴ技！女心を

わしづかむ神フレーズ 105」を書いた、恋愛作法研究所の新作「胸キュン！愛され女神のラブモテフ

レーズ 143」など、ビジネス書から恋愛本、自己啓発本まで多様なジャンルに渡ります。地球を旅す

る写真家・大塚佳男が世界各地を巡り撮りためた、ユーモラスな動物図鑑「世界の笑える動物図鑑」

は、動物好きでなくても自然と目じりが下がってしまうほど、とても癒される電子書籍となっており

ます。 

2010年の米主要出版社による電子書籍の売上高は、前年比2.6倍の4億4,130万ドル（約370億円）とな

っております（出所：米出版社協会）。また、米Amazon.comは第4四半期決算説明会において、Kindle向

け電子書籍の売上が、初めてペーパーバック（日本でいう文庫本）の売上を超えたと発表いたしました。

日本国内でも、「電子書籍元年」と呼ばれた2010年後半から現在まで、国内メーカーから手頃な価格の

端末の発売や、大手通信キャリアや出版社など各社が運営する新しいプラットフォームの提供開始によ

って、電子書籍の普及が加速しております。アクセルマークでは、多様な電子書籍端末の普及やプラッ

トフォームの拡大など、急速に変化し、拡大し続けている電子書籍市場へ迅速に対応し、一人でも多く

のユーザーへ「感動」を提供して参ります。 

 

アクセルマークでは今後も、「元気がでる」「勇気がでる」「希望が湧く」「幸せになる」をコンセ

プトに、多様なプラットフォームへ作品提供を行い、『AXEL BOOK』を通じて電子書籍市場の成長に貢

献して参ります。 
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＜2011年2月に提供開始の作品紹介＞ 

[1] 相手を思うままに動かせる！最強の交渉術（著：谷原 誠） 

   料金：350円（税込） 

   マーケット：BookLive!/ Reader™ Store/ LISMO Book Store 

  

[2]  アジアでビジネスチャンスをつかむ！（編著：ブレインワークス 近藤昇・佐々木紀行） 
   料金：600円（税込） 

   マーケット：Android™ Market 

 
[3]  あなたも5歳若返る！アンチエイジング入門（編著：株式会社クラブビジネスジャパン） 

   料金：350円（税込） 

   マーケット：App Store（http://itunes.apple.com/jp/app/id419307317） 

Android™ Market 

 

[4]  1日1分！モテル男の心理フレーズ（著：伊東 明） 

   料金：350円（税込） 

   マーケット：BookLive!/ Reader™ Store/ LISMO Book Store 

 
[5]  1日1問！モテる男の超基本！会話術ドリル（著：伊東 明） 

   料金：350円（税込） 

   マーケット：Android™ Market / au one Market/ BookLive!/ Reader™ Store/ 

        LISMO Book Store 

 

[6]  男を虜にする「極秘」テクニック（著：西麻布 よしこ） 

   料金：450円（税込） 

   マーケット：Android™ Market 

 

[7]  温泉の底力（著：池上 正樹） 

   料金：350円（税込） 

   マーケット：BookLive!/ Reader™ Store/ LISMO Book Store 

 

[8]  キャバ嬢、社長になっちゃった！（著：藤井 千紘） 
   料金：350円（税込） 

   マーケット：au one Market/ BookLive!/ Reader™ Store/ LISMO Book Store 

 

[9]  口にするだけで結果が出る！黄金のフレーズ（著：高城 幸司） 

   料金：350円（税込） 

   マーケット：BookLive!/ Reader™ Store/ LISMO Book Store 

 

[10]  恋の心理相談50（著：伊東 明） 

    料金：350円（税込） 

    マーケット：BookLive!/ Reader™ Store/ LISMO Book Store 
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[11]  39～成功者の告白～（著：川西 茂） 

    料金：350円（税込） 

    マーケット：BookLive!/ Reader™ Store/ LISMO Book Store 

 

[12]  時間の教科書（著：おちまさと） 

    料金：450円（税込） 

    マーケット：App Store（http://itunes.apple.com/jp/app/id421346061） 

 

[13]  スゴ技！女心をわしづかむ神フレーズ105（編著：恋愛作法研究所） 

    料金：350円（税込） 

    マーケット：au one Market/ BookLive!/ Reader™ Store/ LISMO Book Store 

 

[14]  世界の笑える動物図鑑（著：フォトグラファー 大塚 佳男） 

    料金：350 円（税込） 

    マーケット：Android™ Market        

 

[15]  鉄板病（著：おちまさと） 

    料金：700円（税込） 

    マーケット：App Store（http://itunes.apple.com/jp/app/id421346210） 

 

[16]  260の金言～読むだけで元気が出る！～（著：川西 茂） 

   料金：350円（税込） 

     マーケット：Android™ Market/ au one Market/ BookLive!/ Reader™ Store/ 

         LISMO Book Store 

 

[17]  ヴィーの法則（著：杉山 明久実） 

    料金：600円（税込） 

    マーケット：Android™ Market 

 

[18]  美人ＦＰがやさしく伝えるモテを呼び込む恋愛リアルマネー学（著：花京院 えり） 

    料金：350円（税込） 

    マーケット：au one Market/ BookLive!/ Reader™ Store/ LISMO Book Store 

 

[19] 僕の夢、僕の生き方Aiプロジェクトの軌跡（著：稲葉 篤紀） 

    料金：600円（税込） 

 マーケット：App Store（http://itunes.apple.com/jp/app/id420614560） 

Android™ Market 

 

[20]  間違いだらけのH 電子書籍版（編著：株式会社エアレインジ 伊藤好男） 

    料金：350円（税込） 

    マーケット：au one Market/ BookLive!/ Reader™ Store/ LISMO Book Store 
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[21]  胸キュン！愛され女神のラブモテフレーズ143（編著：恋愛作法研究所） 

    料金：350円（税込） 

マーケット：App Store（http://itunes.apple.com/jp/app/id418886991） 

Android™ Market 

 

[22]  ラッキーガールになる方法～『縁』で強運を掴む！～（著：日向 陽子） 

    料金：350円（税込） 

マーケット：App Store（http://itunes.apple.com/jp/app/id418886557） 

 

 

[23]  リーダー論～若者に告ぐ31の掟～（著：篠田 庸介） 

    料金：600円（税込） 

       オープニングキャンペーンとして、2011 年 2 月 21 日（月）から 3月 22 日（火） 

まで、350 円（税込）で提供いたします。 

マーケット：App Store（http://itunes.apple.com/jp/app/id420254405） 

        Android™ Market 

 

 

＜電子書籍化支援サービス『AXEL BOOK』ホームページの紹介＞ 

本ホームページでは、『AXEL BOOK』から発売している電子書籍の作品紹介や、

著者インタビュー動画、最新情報などをお届けしております。 

『AXEL BOOK』ホームページ：http://axelbook.jp/ 

 

 

 

*「Apple」および「Apple」ロゴマークは、米国および他国のApple Inc.の登録商標です。 

*「KDDI」「au one Market」「biblio Leaf SP02」「LISMO Book Store」は、KDDI株式会社の商標または登録商標です。 
*「Android」は、Google Incの登録商標です。 

*「BookLive！」は、株式会社BookLiveの商標または登録商標です 

*「Reader」は、ソニー株式会社の登録商標です。 

*「KINDLE」は、アマゾンの商標であり、日本またはその他の国において登録されている場合があります。 

 
 
■本件に関するお問合せ先 

アクセルマーク株式会社  広報担当 

【TEL】03-5324-2445 ／【E-mail】press@axelmark.co.jp 

 

■会社概要 

アクセルマーク株式会社 

【WEB】   http://www.axelmark.co.jp/ 

【所在地】  東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング13F 

【電話番号】03-5324-2440（代表） 

【設立】   1994年3月  

【代表者】  代表取締役社長 小林 靖弘 

【事業内容】携帯電話・スマートフォン向けコンテンツの配信 
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