
 

 

2011 年 6 月 30 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』、6 月の新作電子書籍の紹介～ 

「モテる男」シリーズで人気の伊東明氏の新作2本配信開始！ 

 

 

■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6月に電子書籍化支援サービス『AXEL BOOK』から、新たに27作品を配信開始

いたしました。『AXEL BOOK』の人気カテゴリー「モテる男」シリーズからも、人気の伊東明氏の最新

作『モテる男の必修科目～ セックス心理学～』と『～女性との駆け引きを制す！～モテる男の心理学

ドリル』を配信開始いたしました。 

 

■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6月に、本サービスから27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、会社の死（＝倒産）という場面に立ち会う

ことが多い現役弁護士が書き下ろした電子書籍『鐡丸弁護士が説く！「会社倒

産シグナル10」』（著：畑中鐡丸）、不動産投資で「小」金持ちになるHow to 本

『「小」金持ち父さんになれる50の方法』（著：諸星峻一）、実際に国際恋愛

を経験してきた著者が、グローバル社会になった現代の恋愛事情を語る『This is 

恋愛論～あなたをモテる男にいたします～』（著：春海（HARUMI））ほか、全

27作品です。 

『AXEL BOOK』の人気カテゴリーは、「ビジネス」「自己啓発」「モテる男」

シリーズですが、今月は「モテる男」シリーズでの人気作家、伊東明氏の新作2

作品を配信開始いたしました。伊東明氏は、書籍を70冊以上出版し、テレビや

人気女性誌など多数のメディアにも出演する人気作家です。同氏の電子書籍は

これまで『AXEL BOOK』から3本配信しており、そのうち『1日1問！モテる男の

超基本！会話術ドリル』はApp storeブックランキング1位、『1日1分！モテる

男の心理フレーズ』は最高2位を獲得した人気作品です。 

 

アクセルマークでは、今後拡大していくスマートフォン向け電子書籍市場において『AXEL BOOK』の

作品を積極的に展開し、「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、

電子書籍を通じて一人でも多くのユーザーに「感動」を提供して参ります。 
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＜2011年6月に提供開始の作品紹介＞ 

[1]  熱いぜ！！～悩まない人生方法～（著：大條 充能） 
    料金：600 円（税込） 

Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.atsuize） 

 
 
[2]  泉谷綾子 開運への扉を開く！激数占い（著：泉谷 綾子） 
    料金：350 円（税込） 

au one Market 
Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.gekisuuranai） 

 
 
[3]  おとこの行動 おんなの行動（著：日野 佳恵子） 
    料金：350 円（税込） 

Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.otokonokodoonnanokodo） 

 
 
[4]  おとなしかわからないマーケティング読本（著：富澤 豊） 
    料金：350 円（税込） 

App Store（http://itunes.apple.com/jp/app/id441716080） 
Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.otonanomarketing） 

 
 
[5]  オヤジ語録（OYA-G GO ROCK!）（著：東京ゴールデン商会） 
    料金：350 円（税込） 

Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.oyajigoroku） 

 
 
[6]  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） 

au one Market 
Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.koiokanedrill） 

 
 
[7]  「小」金持ち父さんになれる 50 の方法（著：諸星 峻一） 
     料金：350 円（税込） 
   App Store（http://itunes.apple.com/jp/app/id441715245） 

au one Market 
Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.koganemochi） 

 
 
[8]   恋の心理相談 50～みんなのお悩みで学ぶ、恋も人生もうまくいく法則～ 

（著：伊東 明） 
     料金：350 円（税込） 

au one Market 
Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.koinoshinrisoudan50） 
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[9]  最速自分ブランド講座～司馬遼太郎を盾にして自己実現をする方法～ 
（著：川辺 秀美） 

    料金：350 円（税込） 
au one Market 
Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.saisokujibunbrand） 

 
 
[10] 39～成功者の告白～（著：川西 茂） 
    料金：350 円（税込） 

au one Market 
Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.seikoshanokokuhaku） 

 
 
[11] 修学旅行 53 の謎（著：速水 栄） 
    料金：450 円（税込） 

Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.shugakuryoko） 

 
 
[12] ～女性との駆け引きを制す！～モテる男の心理学ドリル（著：伊東 明） 
    料金：350 円（税込） 
   App Store（http://itunes.apple.com/jp/app/id444722219） 

Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.moteruotokodrill） 

 
 
[13] 知れば差がつく！マーケティング用語辞典（著：庭山 一郎） 
   料金：350 円（税込） 

au one Market 
Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.marketingyougojiten） 

 
 
[14] 全てが上手く回り出す！女社長 菅原智美の運がよくなる29の秘訣（著：菅原 智美） 
    料金：350 円（税込） 

au one Market 
Android™ Market 

(https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.ungayokunaru29nohiketsu） 

 

 
[15] 先輩がやってしまった失敗 50 知らないと恥ずかしいビジネスマナー 
   （著：コーラル・ブレインワークス） 
    料金：600 円（税込） 

Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.businessmanner） 

 

 

[16] This is 恋愛論～あなたをモテる男にいたします～（著：春海（HARUMI）） 
    料金：350 円（税込） 
   App Store（http://itunes.apple.com/jp/app/id441716558） 

au one Market 
Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.renairon） 
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[17] 鐡丸弁護士が説く！「会社倒産シグナル 10」（著：畑中 鐡丸） 
    料金：350 円（税込） 
   App Store（http://itunes.apple.com/jp/app/id441207049） 
 

 

[18] 天気予報よりも当たる！「運命予報占い」（著：星月 夜景） 
    料金：350 円（税込） 

au one Market 
Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.unmeiyohouranai） 

 
 
[19] 同級生事典（著：同級生研究会） 
    料金：350 円（税込） 

Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.dokyuseijiten） 

 
 
[20] 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） 

Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.kimoinihongo） 

 
 
[21] ～7 秒勝負～言葉不要の Men's 会話術（著：森井 良行） 
    料金：350 円（税込） 

au one Market 
Android™ Market 

（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.kotobafuyounokaiwajutsu） 
 
 
[22] BGM つきで運気 120％アップ！今日から始めるハッピー音（on）マイライフ 

（著：Rayla） 
    料金：350 円（税込） 

Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.happymylife） 

 
 
[23] 不況を生き抜く！28 歳のための経済学ドリル 70～基礎編～（著：洞口 勝人） 
    料金：450 円（税込） 

au one Market 
Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.keizaigakudrill） 

 
 
[24] ～不況をチャンスに変える～大開運！「恵み」のマネーバイブル（著：花京院 えり） 
    料金：350 円（税込） 

au one Market 
Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.moneybible） 
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[25] 未曾有の 2011 年を大予言！占星術師オオタ☆ヒロユキ未来を語る。 
   （著：オオタ☆ヒロユキ） 
    料金：350 円（税込） 
   App Store（http://itunes.apple.com/jp/app/id441210016） 

Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.miraiwokataru） 

 
 
[26] 胸キュン！愛され女神のラブモテフレーズ 143（著：恋愛作法研究所） 
    料金：350 円（税込） 

au one Market 
Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.lovemotephrase） 

 
 
[27] モテる男の必修科目～セックス心理学～（著：伊東 明） 
    料金：350 円（税込） 
   App Store（http://itunes.apple.com/jp/app/id444713677） 

Android™ Market 
（https://market.android.com/details?id=biz.bookporter.axelmark.sexshinrigaku） 

 
 

■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/ 

         Twitter ：http://twitter.com/axelbook2010 

         Facebook：http://www.facebook.com/axelbook2010 

 

 
*「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。 

*「App Store」は、Apple Inc.の商標です。 

*「Android」は、Google 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。  

*「Twitter」は、Twitter, Inc.の登録商標です。 

*「Facebook」は、Facebook,Inc.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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