
 

 

2011 年 3 月 31 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』、3 月の新作電子書籍の紹介～ 

新たに電子書籍ストア「TSUTAYA GALAPAGOS」「honto」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3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、新たにカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社とシャープ株式会社が共同運営する電

子ブックストアサービス「TSUTAYA GALAPAGOS」と、株式会社トゥ・ディファクト（以下、トゥ・ディ

ファクト）が運営する電子書籍サービス「honto」への提供を開始し、さらに多くの電子書籍プラット

フォームへ『AXEL BOOK』の作品を展開し、販路拡大につなげて参ります。 

 

■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3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、App Storeで3月11日に提供開始してから5日後にブックランキング

セールス1位を獲得した「開運！28歳までに身につけたい 恋とお金の種まきドリル」をはじめ、おちま

さと氏の教科書シリーズ「企画の教科書」「イケてる面接術」、有名人を年代ごとにまとめて自分と同

じ年代を探すことができる「同級生事典」など多数です。 

このたび新たに「TSUTAYA GALAPAGOS」と「honto」への提供を開始いたしました。「TSUTAYA GALAPAGOS」

は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社とシャープ株式会社がエンターテインメント系コン

テンツサービスを運営する目的で2010年12月に設立した会社が運営する、電子ブックストアサービスで

す。シャープの「GALAPAGOS」端末機器およびプラットフォームと、業界トップレベルのコンテンツ販

売実績を持つ「TSUTAYA」の仕入力を活かした、国内最大級のラインナップがそろった電子書籍ストア

として注目を集めております。また、「honto」サービスは大日本印刷株式会社、株式会社NTTドコモ、

CHIグループ株式会社の共同事業会社であるトゥ・ディファクトが運営するPC、iPhone、iPad、NTTドコ

モスマートフォン向け電子書籍ストアです。NTTドコモのスマートフォン端末ユーザーは、「2Dfacto」

を通じて『AXEL BOOK』の作品を購入することが可能となりました。 

 

 

アクセルマークでは、今後拡大していく電子書籍プラットフォームにおいて『AXEL BOOK』の作品を

積極的に展開し、電子書籍の販路拡大および売上につなげて行きます。 
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＜2011年3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：367 円（税込） 
   マーケット：TSUTAYA GALAPAGOS/honto 
 
[2] イケてる面接術（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/id424208993） 
 
[3]  1 日 1分！モテる男の心理フレーズ（著：伊東 明） 
   料金：367 円（税込） 
   マーケット：TSUTAYA GALAPAGOS/honto 
 
[4]  1 日 1問！モテる男の超基本！会話術ドリル（著：伊東 明） 
   料金：367 円（税込） 
   マーケット：TSUTAYA GALAPAGOS/honto 
 

[5]  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：App Store（http://itunes.apple.com/jp/app/id427562506） 

 
[6]  温泉の底力～効能別温泉ガイド～（著：池上 正樹） 
   料金：367 円（税込） 
   マーケット：TSUTAYA GALAPAGOS/honto 

 

[7]  開運！28歳までに身につけたい 恋とお金の種まきドリル（著：花京院 えり） 

    料金：350円（税込） 

    マーケット：App Store（http://itunes.apple.com/jp/app/id424396608） 

 
[8]  企画の教科書（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/id422863178） 
 
[9]  企画の教科書 2（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/id424208057） 
 
[10] キャバ嬢、社長になっちゃった！（著：藤井 千紘） 
   料金：367 円（税込） 
   マーケット：TSUTAYA GALAPAGOS/honto 

 
[11] 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：367 円（税込） 
   マーケット：TSUTAYA GALAPAGOS/honto 
 
[12] 恋の心理相談 50「みんなのお悩み」で学ぶ、恋も人生もうまいく法則（著：伊東 明） 
   料金：367 円（税込） 
   マーケット：TSUTAYA GALAPAGOS/honto 
 
[13] 39～LIFE 成功者の告白～（著：川西 茂） 
   料金：367 円（税込） 
   マーケット：TSUTAYA GALAPAGOS/honto 
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[14] 初対面の教科書（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/id422861034） 

 

[15] 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：367 円（税込） 
   マーケット：TSUTAYA GALAPAGOS/honto 
 
[16] 絶対、映画を撮ってやる！～映画『Lily』中島 央監督 自伝～（著：中島 央） 
   料金：450 円（税込） 
    マーケット：App Store（http://itunesapple.com/jp/app/id426007834） 
         Android™ Market. 
 

[17] 同級生事典（編著：同級生研究会） 

   料金：350円（税込） 

   マーケット：App Store（http://itunes.apple.com/jp/app/id427539585） 

 

[18] ととのいました！キモいけど言われてみたい日本語 ～恋したくなる三行詩～ 
（著：吉見 マサノヴ） 

   料金：350円（税込） 

   マーケット：App Store（http://itunes.apple.com/jp/app/id420253601） 

 
[19] 260 の金言～読むだけで元気が出る！～（著：川西 茂） 
   料金：367 円（税込） 
   マーケット：TSUTAYA GALAPAGOS/honto 
 
[20] 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：367 円（税込） 
   マーケット：TSUTAYA GALAPAGOS/honto 
 
[21] 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：367 円（税込） 
   マーケット：TSUTAYA GALAPAGOS/honto 
 
[22] リーダー論～若者に告ぐ 31 の掟～（著：篠田 庸介） 

   料金：600円（税込） 

   マーケット：au one Market 

 

[23] 竜宮の片鱗（著：松久保 晃作） 

   料金：350円（税込） 

   マーケット：App Store（http://itunes.apple.com/jp/app/id427539743） 

 
 

 

■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/ 
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*「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。 

*「au one Market」「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。 

*「GALAPAGOS」は、シャープ株式会社の登録商標です。 

*「TSUTAYA GALAPAGOS」は、株式会社TSUTAYA GALAPAGOSの登録商標です。 

*「honto」は 、株式会社トゥ・ディファクトの登録商標です。 

 
 
■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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