
 

2009 年 10 月 9日 

各位 

株式会社フォーサイド・ドット・コム 

 

コミックサイトコミックサイトコミックサイトコミックサイト『『『『何何何何ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ﾓﾓﾓﾓ揃揃揃揃うううう ebookebookebookebook』』』』    

協業協業協業協業にてにてにてにて配信配信配信配信スタートスタートスタートスタート！！！！    
  

 株式会社フォーサイド・ドット・コム（本社：東京都新宿区、代表取締役：安嶋 幸直、以下、

フォーサイド）は、株式会社メディア・トラスト（本社：東京都千代田区、代表取締役:近藤 雅

信）の協力のもと、NTT ドコモ・KDDI・ソフトバンクの主要 3 キャリア向けに、        

2009 年 10 月 13 日（火）より電子書籍サイト『『『『何何何何ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ﾓﾓﾓﾓ揃揃揃揃うううう ebookebookebookebook』』』』の配信サービスを

順次スタートいたしますので、下記にお知らせいたします。 

 

 

■ 『『『『何何何何ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ﾓﾓﾓﾓ揃揃揃揃うううう ebookebookebookebook』』』』とはとはとはとは？？？？■■■■    

・ 定番コミックから今話題の人気のコミックまで多数掲載！ 

・ 他のユーザーの評価がわかるレコメンド機能付き！ 

  ⇒作品の口コミから購入検討が可能・レビュー書き込みで１０％ポイント還元！ 

・ セットで一括購入！ 

⇒まとめ買い購入をすると最大１０％ポイント還元！ 

 

■ 各社各社各社各社サービスサービスサービスサービス概要概要概要概要■■■■    

 

NTTNTTNTTNTT ドコモドコモドコモドコモ    

コンテンツ名称 何何何何ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ﾓﾓﾓﾓ揃揃揃揃うううう ebookebookebookebook    

サービス開始日 2009 年 10 月 13 日(火)  

アクセス手順・サ

イト URL・QR コー

ド 

    

【【【【iiii ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙】】】】    

    

「ゲーム/コミック/占い」⇒「コミック/小

説/写真集」⇒「コミック」 

 

http://anyebook.jp/ 

 



課金方法 

    

＜＜＜＜月額料金設定月額料金設定月額料金設定月額料金設定＞＞＞＞    

月額無料  ：0 ポイント  

月額 315 円（税込み）  ：320 ポイント  

月額 525 円（税込み）  ：620 ポイント        

月額 1,050 円（税込み） ：1,220 ポイント      

月額 2,100 円（税込み） ：2,220 ポイント                                                    

    

＜＜＜＜個別課金設定個別課金設定個別課金設定個別課金設定＞＞＞＞    

個別課金 315 円（税込み） ：300 ポイント 

個別課金 525 円（税込み） ：500 ポイント 

個別課金 1,050 円（税込み） ：1,000 ポイント  

個別課金 2,100 円（税込み） ：2,000 ポイント  

 

その他 
付加付加付加付加コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ満載満載満載満載！！！！！！！！    

⇒⇒⇒⇒デコメールデコメールデコメールデコメール®/Flash/Flash/Flash/Flash ゲームゲームゲームゲーム/Flash/Flash/Flash/Flash 待受待受待受待受////きせかえきせかえきせかえきせかえツールツールツールツール®    

 

 

KDDIKDDIKDDIKDDI    

コンテンツ名称 何何何何デモデモデモデモ揃揃揃揃うううう☆☆☆☆ebook!!ebook!!ebook!!ebook!!    

サービス開始日 2009 年 10 月 15 日(木)  

アクセス手順・サ

イト URL・QR コー

ド 

    

【【【【EZwebEZwebEZwebEZweb】】】】    

    

「電子書籍/コミック/写真集」⇒「コミック」 

 

http://k.anyebook.jp/ 

 

 

 

課金方法 

    

＜＜＜＜月額料金設定月額料金設定月額料金設定月額料金設定＞＞＞＞    

月額 315 円（税込み）  ：320 ポイント  

月額 525 円（税込み）  ：620 ポイント        

月額 1,050 円（税込み） ：1,220 ポイント      

月額 2,100 円（税込み） ：2,220 ポイント                                                    

    

＜＜＜＜従量課金設定従量課金設定従量課金設定従量課金設定＞＞＞＞    

従量課金 315 円（税込み） ：300 ポイント 

従量課金 525 円（税込み） ：500 ポイント 

従量課金 1,050 円（税込み） ：1,000 ポイント  

従量課金 2,100 円（税込み） ：2,000 ポイント  

 

    
    



ソフトバンクソフトバンクソフトバンクソフトバンク    
コンテンツ名称 何何何何デモデモデモデモ揃揃揃揃うううう☆☆☆☆ebook!!ebook!!ebook!!ebook!!    

サービス開始日 2009 年 10 月 14 日(水)  

アクセス手順・サ

イト URL・QR コー

ド 

    

「書籍・コミック・ 写真集」⇒「電子コミ

ック」 

 

http://s.anyebook.jp/ 

 

 

課金方法 

    

＜＜＜＜月額料金設定月額料金設定月額料金設定月額料金設定＞＞＞＞    

月額無料  ：0 ポイント  

月額 315 円（税込み）  ：320 ポイント  

月額 525 円（税込み）  ：620 ポイント        

月額 1,050 円（税込み） ：1,220 ポイント      

    

＜＜＜＜従量課金設定従量課金設定従量課金設定従量課金設定＞＞＞＞    

従量課金 315 円（税込み） ：300 ポイント 

従量課金 525 円（税込み） ：500 ポイント 

従量課金 1,050 円（税込み） ：1,000 ポイント   

 

その他 
付加付加付加付加コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ満載満載満載満載！！！！！！！！    

⇒⇒⇒⇒デコメールデコメールデコメールデコメール®/Flash/Flash/Flash/Flash ゲームゲームゲームゲーム/FLASH/FLASH/FLASH/FLASH 待受待受待受待受////きせかえきせかえきせかえきせかえツールツールツールツール®    

 

フォーサイドは、今期（2009 年 12 月期第 2 四半期末現在）電子書籍サイトが売上過去

最高となりました。引き続き協業会社とともにあらゆるユーザー層とのコンタクトポイ

ントの拡大に取り組み、ユーザーの要望を汲んだバラエティーに富んだ企画をご提供す

ることで、コンテンツ会員獲得と継続利用を促進いたします。そして、国内最大の電子

書籍サイト運営企業を目指してまいります。 

 

【【【【株式会社株式会社株式会社株式会社メディアメディアメディアメディア・・・・トラストトラストトラストトラストについてについてについてについて】（】（】（】（http://www.mediahttp://www.mediahttp://www.mediahttp://www.media----trust.com/index.htmltrust.com/index.htmltrust.com/index.htmltrust.com/index.html））））    
 
社 名 株式会社メディア・トラスト 

代 表 者 代表取締役  近藤 雅信 

所 在 地 東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル 北館 19階 

資 本 金 368.5百万円 

事 業 内 容 

①ビジネスプロデュース事業 

②データマネジメント事業 

③オリジナルプロダクト事業 

④ファームウェア事業 
 
 
 

【【【【株式会社株式会社株式会社株式会社フォーサイドフォーサイドフォーサイドフォーサイド・・・・ドットドットドットドット・・・・コムコムコムコムについてについてについてについて】（】（】（】（http://www.forhttp://www.forhttp://www.forhttp://www.for----side.side.side.side.com/com/com/com/））））    
  
2000 年 3月設立。着うた®・着うたフル®配信サービス・電子コミック・人気アイドル電子写

真集・デコメール®等、主要 3 キャリア向けのサービスを行っており、約 60サイト（協業サ

イト含む）を運営するコンテンツ事業や、音楽ソフト・映像ソフトのコンテンツ権利を獲得



し、コンテンツホルダーとして多角化した商品につなげていくことに取り組むマスターライ

ツ事業を展開している。 

社 名 株式会社フォーサイド・ドット・コム 

代 表 者 代表取締役 安嶋 幸直 

所 在 地 〒163-6030 東京都新宿区西新宿 6-8-1 住友不動産新宿オークタワー30 階 

資 本 金 4,102,592（千円） 

事 業 内 容 1：コンテンツ事業、2：マスターライツ事業 

 

ごごごご参考参考参考参考：【：【：【：【モバイルコンテンツモバイルコンテンツモバイルコンテンツモバイルコンテンツ市場市場市場市場についてについてについてについて】】】】 
 

一般社団法人モバイルコンテンツフォーラムが発表した『統計 2008 年モバイルコンテンツ

関連の市場規模』（2009 年 7 月発表）では、市場規模が対前年（2007 年）比 113％の 4,835

億円であると公表されました。「着うた®市場」「着うたフル®市場」を合わせた「着うた®系

市場」が 1,190 億円となり、昨年度に引き続き最大規模の市場となっております。また、コ

ミックを中心に好調な「電子書籍市場」は 2007 年に比べて 179％の 395 億円となり、着信音

系、モバイルゲームに次ぐ市場に成長しております。  

 

 

 

 

 

 

 

 
*「SoftBank」及び「ソフトバンク」の名称、ロゴは日本国及びその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標また

は商標です。 

*「i モード」は株式会社ＮＴＴドコモの商標または登録商標です。 

*「au」「EZweb」はそれぞれ KDDI 株式会社の登録商標または商標です。 

*「Flash」は、Adove Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商

標です。 

*「着うた®」及び「着うたフル®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。 

*「きせかえツール®」「デコメール®」「デコメ®」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。 

【【【【当当当当リリースリリースリリースリリースにににに関関関関するするするする報道関係者報道関係者報道関係者報道関係者おおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先】】】】    

株式会社フォーサイド・ドット・コム ＩＲ担当 

TEL：03-5339-5820 Email：ir-info@for-side.com 

 


