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「コミック満タン」ＮＴＴドコモでの配信開始に関するお知らせ 

 

 

既報の通り当社は平成 20 年８月７日より電子書籍サイト「コミック満タン」を au の EZweb 公式サイト

として配信を開始いたしましたが、このたび同サービスを NTTdocomo の公式サイト i-mode でも８月 18 日

より配信を開始することとなりましたのでお知らせいたします。当社では、国内約5000億円の規模を持つ

マンガ市場（2005 年、経済産業省調べ）への本格参入により大きな成果を得たいと考えています。 

 

「コミック満タン」では、これまで当社で好評頂いておりましたデザイン素材集「満タンシリーズ」の

制作実績を十分に活かし、コンテンツの２割以上をカラーで制作し、さらに自社で多数の音源を所有して

いる強みを生かして、コミックに効果音をつけて配信致します。又、他社との差別化を図るユニークな切

り口によるオリジナルの検索機能やコミックの人気キャラクターを生かしたナビゲーション機能を備えた

サービスなど、従来の携帯配信コミックの概念を超えたサービスを開始いたします。なお、詳細につきま

しては、添付の報道関係資料をご参照ください。 

 

本件による当社業績への影響は現在のところ未定でありますが、尚、業績に影響を与えると判断した場

合には、適時開示してまいります。 

 

以 上 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

〔添付〕           

報道関係各位 

2008 年８月 12日 

デザインエクスチェンジ株式会社 

 

ＤＥＸのコミック・コンテンツ始動！ 

電子書籍サイト「コミック満タン」 

NTT ドコモの「i-mode」にて８月 18日よりサービス開始 

 

デザインエクスチェンジ株式会社（代表取締役：森谷 一彦、本社：東京都目黒区）は、元祖アニメ・マ

ンガ世代である30代～40代の男性をターゲットとし、「あの頃読んだ懐かしいコミックをもう一度読みた

い！」そんな思いをかなえる携帯サイト『コミック満タン』を８月５日よりauの「EZweb」にてサービス

開始したのに続き、NTTドコモの「i-mode」の公式サイトとして８月18日より配信を開始いたします。デ

ジタルコンテンツに関するＤＥＸの高い技術力、豊富な知識・経験を最大限に活用した電子書籍サイト「コ

ミック満タン」にご期待ください。 

 

『コミック満タン』の概要 

■マンガが輝きを放っていた時代のメイン読者層である30代～40代男性に人気のあるタイトルを厳選し、

彼等の「あの頃読んだ懐かしいコミックをもう一度読みたい！」そんな思いを手軽なケータイ環境で実

現します。また、人気作家との共同開発による独自コンテンツやケータイならではのユニークなサービ

スも展開してまいります。 

 

■サービス概要 

  ・サービスイン：「ＥＺｗｅｂ」８月７日配信開始済 

                   「ｉ－ｍｏｄｅ」８月18日開始予定 

                   「Ｙａｈｏｏ！ケータイ」順次開始予定 

  ・初 期作品 数：約50タイトル（500ファイル）（リスト後述） 

  ・更 新 頻 度：週２回、50ファイル～/週（200ファイル～/月） 

  ・利 用 料 金：月額課金およびダウンロード課金（１話あたり30～50pt（予定）） 

    月    額：315円(300pt)、525 円(500pt)、1,050 円(1,000pt)、2,100 円(2,000pt)  

新規登録特典：300円(300pt)、525 円(550pt)、1,050 円(1,100pt)、2,100 円(2,400pt) 

      追加ポイント：105円(100pt)、315 円(300pt)、525 円(500pt)、1,050 円(1,000pt)、 

2,100 円(2,000pt) 

 

 

 



 

 
『コミック満タン』の特徴 

■サイト内ファイルの２割以上がカラー＆効果音つき 

・ デザイン素材集「満タンシリーズ」の制作実績を持つ当社だからこそできるクオリティの高いコ

ンテンツを配信。さらに自社で多数の音源を所有するため、多彩な効果音での演出が可能となり

ます。 

 

 

       

 

 

 

 

■ユニークな切り口によるオリジナルの検索（サービスイン３ヶ月内に実装予定） 

  ・女の子タイプ検索（純情系 キャリアウーマン スポーツ系 癒し系 妹系 セクシー系 

             ツンデレ系 メガネっこ クール系 ミステリアス系など） 

  ・主人公の職業検索（会社員 医者・医療 警察 探偵 法律関係 教師 スポーツ選手 

            学生 料理 格闘家など） 

  ・気分検索（泣きたい 笑いたい 癒されたい スカッとしたい 前向きになりたい  

        感動したい ドキドキしたい 学びたい 気合を入れたいなど） 

  ※複数ワードに対応したキーワード検索、作品名、作家名、価格などからのベーシック検索は、サー

ビスイン直後から利用可能です。 

 

■豊富なサービスメニュー 

  ・登場キャラによるナビゲーション 

           人気のキャラクターや書き起しキャラクターなど、 

お気に入りの作家が描くキャラクターをナビゲータ 

ーとして登録。新作キャラクターも順次追加し、ユ 

ーザの好みや気分によって選択が可能です。 

           ←高橋和男先生  

「爆弾ガール」の「みゆき」 

                        高橋よしひろ先生→ 

                  「銀牙－流れ星 銀－」の犬達 

  ・「マンガ家談話室」メニュー 

    人気作家のインタビューやメッセージを会員限定独占掲載する読み物コーナー 

    高橋和男先生、菅原そうた先生を皮切りに御茶漬海苔先生、本庄敬先生、石原まこちん先生の掲

載を予定。以後、月２回の更新と掲載作者増加を予定。 

  ・「無料立ち読み」 

    一部コンテンツについては、非会員でも無料立ち読みが可能 

 



 

 
  ・「ポイント獲得のチャンス」 

    毎日１回チャレンジできるポイント獲得ゲーム（Flashゲーム：スロット）＊１、キリ番、継続ポ

イント（３ヶ月継続毎に50pt）、レビュー投稿（１回10pt、400pt/月上限。公開１ヵ月後を目処

にユーザ数の状況により開始）（＊Flash ゲームは au未対応） 

 
■アクセス方法 

  i-mode：iMenu → メニューリスト → コミック/書籍 → コミック → コミック満タン   

   EZweb：EZ メニュー → トップメニュー → カテゴリで探す → 電子書籍 → コミック →   

コミック満タン 

   Yahoo!ｹｰﾀｲ：Yahoo!ケータイ → メニューリスト → 書籍・コミック・写真集 → 電子コミック →  

コミック満タン 

 

■初回配信リスト （長編作品の一部は数回に分けて、順次配信いたします。）  

 作家 原作 タイトル カラー/モノクロ 

1 高橋和男 高橋和男 南の家族 カラー 

2 高橋よしひろ 高橋よしひろ 銀牙ー流れ星銀ー カラー 

3 高橋よしひろ 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト カラー 

4 ビッグ錠 ビッグ錠 一本包丁満太郎 カラー 

5 日野日出志 日野日出志 日野日出志作品集 地獄変 カラー 

6 御茶漬海苔 御茶漬海苔 惨劇館 カラー 

7 服部かずみ 服部かずみ セパハン カラー 

8 平松伸二 平松伸二 ブラック・エンジェルズ カラー 

9 しもさか保 しもさか保 阿羅漢 カラー 

10 高橋よしひろ 高橋よしひろ さらば！北の狼 モノクロ 

11 菅原そうた 菅原そうた みんなのトニオちゃん カラー 

12 菅原そうた 菅原そうた みんなのトニオちゃんリターンズ カラー 

13 高橋よしひろ 高橋よしひろ 甲冑の戦士 雅武 モノクロ 

14 高橋よしひろ 高橋よしひろ LASSIE モノクロ 

15 高橋よしひろ 高橋よしひろ 土佐王 モノクロ 

16 高橋よしひろ 高橋よしひろ リベンジャー モノクロ 

17 高橋よしひろ 高橋よしひろ ファイヤーズ奮戦す！ モノクロ 

18 高橋よしひろ 高橋よしひろ 悪たれ巨人 モノクロ 

19 高橋よしひろ 高橋よしひろ 下町弁慶 モノクロ 

20 高橋よしひろ 高橋よしひろ 老王 モノクロ 

21 ビッグ錠 ビッグ錠 ドクロ坊主 モノクロ 

22 ビッグ錠 ビッグ錠 釘師サブやん モノクロ 

23 ビッグ錠 ビッグ錠 サバーイ闘士郎 モノクロ 

24 ビッグ錠 ビッグ錠 スーパーくいしん坊 モノクロ 

25 ビッグ錠 ビッグ錠 ピンボケ写太 モノクロ 

26 日野日出志 日野日出志 蔵六の奇病 モノクロ 

27 日野日出志 日野日出志 地獄の子守唄 モノクロ 

28 日野日出志 日野日出志 地獄小僧 モノクロ 

29 日野日出志 日野日出志 まだらの卵 モノクロ 

30 日野日出志 日野日出志 恐怖列車 モノクロ 

31 日野日出志 日野日出志 サーカス綺譚 モノクロ 

32 日野日出志 日野日出志 M コレクション モノクロ 

33 御茶漬海苔 御茶漬海苔 魔夜子ちゃん モノクロ 

34 御茶漬海苔 御茶漬海苔 鏡の国のキュルキュル モノクロ 

35 御茶漬海苔 御茶漬海苔 童鬼 モノクロ 

36 御茶漬海苔 御茶漬海苔 御茶漬海苔の妖怪物語 モノクロ 

 



 

 
37 御茶漬海苔 御茶漬海苔 TVO モノクロ 

38 御茶漬海苔 御茶漬海苔 姫 モノクロ 

39 御茶漬海苔 御茶漬海苔 CARD モノクロ 

40 服部かずみ 服部かずみ WINDS モノクロ 

41 服部かずみ 服部かずみ もろマジ龍太郎 モノクロ 

42 服部かずみ 服部かずみ 勝手にシロー モノクロ 

43 服部かずみ 服部かずみ 原宿こぶし組 モノクロ 

44 服部かずみ 服部かずみ T キャブロック モノクロ 

45 はしもとみつお はしもとみつお 走れ晋作 モノクロ 

46 飯山カズオ 飯山カズオ 県立海西高校 爆釣部 モノクロ 

47 飯山カズオ 飯山カズオ 新人編集奮闘記 釣らねば！！ モノクロ 

48 しもさか保 しもさか保 0 の聖書 モノクロ 

49 飯山カズオ 飯山カズオ 葬儀屋雀忌 三途 モノクロ 

50 わたべ淳 わたべ淳 風にヨロシク モノクロ 

 

※会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 

 

■本発表に関する報道機関からのお問い合わせ先 

デザインエクスチェンジ株式会社 広報部 

TEL：０３－５７０４－７３７１        

 

 


