
PR E S S R E L E A S E 株式会社カカオピッコマ

『東京卍リベンジャーズ』『盗掘王』など
「ピッコマAWARD 2022」受賞9作品へ、愛を伝えるチャンス！

5/28（⼟）〜“お祝い・応援メッセージ”を募集スタート
“お祝い・応援メッセージ”は読者ハガキ⾵印刷にて著者へお届け

2022年5⽉28⽇

電⼦マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」では、「ピッコマAWARD 2022」の発表に際し、受

賞9作品の著者へファンの皆さまからのお祝い・応援のメッセージを届けるキャンペーンを開始

いたします。

今年で5回⽬を迎えた、約1,600万⼈のピッコマの読者データから選ばれた“絶対に⾯⽩い作品”

への賞です。2021年3⽉〜2022年2⽉までピッコマで読まれた全作品を対象に、「売上」「読者

数」「いいね数」の3つのカテゴリーでランキング化し、上位作品から「ピッコマAWARD

2022」受賞作の9作品を選出。

9作品は、マンガ・SMARTOON・ノベルのカテゴリからそれぞれ3作品ずつ選ばれます。受賞し

た作品には、「毎⽇を楽しくしてくれた」ことへの感謝として、⽉・⽕・⽔・⽊・⾦・⼟・⽇

をラテン語にした、LUNA・IGNIS・AQUA・ARBOR・AURUM・TERRA・SOL、また「⽇常を

豊かにしてくれた」ことへの感謝として、光・⾵をラテン語にしたLUX・VENTUSと名付けた9

つの賞を授与いたします。

「ピッコマAWARD」って？
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本⽇5/28(⼟)に発表された2022年の受賞作品は『東京卍リベンジャーズ』(LUNA（⽉曜）賞・

マンガ)／『蜘蛛ですが、なにか？』(IGNIS（⽕曜）賞・ノベル)／『お⽗さん、私この結婚イ

ヤです！』(AQUA（⽔曜）賞・SMARTOON)／『4000年ぶりに帰還した⼤魔導⼠』(ARBOR

（⽊曜）賞・SMARTOON)／『にぶんのいち夫婦』(AURUM（⾦曜）賞・マンガ)／

『無職転⽣ 〜異世界⾏ったら本気だす〜』(TERRA（⼟曜）賞・ノベル)／『盗掘王』(SOL

（⽇曜）賞・SMARTOON)／『捨てられた皇妃』（LUX（光）賞・ノベル）／『静かなるド

ン』（VENTUS（⾵）賞・マンガ）の9作品。

5/28（⼟）より、ピッコマアプリ・WEBにて、各受賞作品ごとにメッセージを募集。著者への

お祝い・応援メッセージを読者ハガキ⾵に印刷し、著者へ「ピッコマAWARD 2022」のトロ

フィーと⼀緒にプレゼントいたします。

ピッコマAWARDのテーマでもある「毎⽇を楽しくしてくれる」「⽇常を豊かにしてくれる」作

品を創作し続けてくださるクリエイター・著者の皆さまへ、⼼から受賞のお祝いと応援の思い

を届けたいと考えております。

【応募期間】

5/28（⼟）〜6/12（⽇）

【応援メッセージ募集ページ】

URL：〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【対象作品】

LUNA（⽉曜）賞：『東京卍リベンジャーズ』和久井健／講談社（マンガ）

IGNIS（⽕曜）賞：『蜘蛛ですが、なにか？』著者：⾺場翁、イラスト：輝⻯司／KADOKAWA

（ノベル）

AQUA（⽔曜）賞：『お⽗さん、私この結婚イヤです！』作画：Roal、⽂：yuri、原作：Hong 

Heesu／C&C Revolu7on（SMARTOON）

ARBOR（⽊曜）賞：『4000年ぶりに帰還した⼤魔導⼠』漫画：kd-dragon(REDICE STUDIO)、脚

⾊：フジツボ、原作：落下傘／RIVERSE（SMARTOON）

AURUM（⾦曜）賞：『にぶんのいち夫婦』漫画：⿊沢明世、原作：夏川ゆきの／マンガボッ

クス（マンガ）

TERRA（⼟曜）賞：『無職転⽣ 〜異世界⾏ったら本気だす〜』著者：理不尽な孫の⼿、イラ
スト：シロタカ／KADOKAWA（ノベル）

SOL（⽇曜）賞：『盗掘王』漫画：3B2S、原作：SAN.G、脚⾊：Yuns(REDICE STUDIO)

／RIVERSE（SMARTOON）
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LUX（光）賞：『捨てられた皇妃』Yuna／D&C MEDIA（ノベル）

VENTUS（⾵）賞：『静かなるドン』新⽥たつお／実業之⽇本社（マンガ）

【応募⽅法】

①応援メッセージ募集ページ(上記参照)から、各作品のメッセージ⼊⼒フォームへ移動

②作家さんへのメッセージと必要事項（ペンネーム／性別／年齢）を⼊⼒

③メッセージを最終確認し、送信ボタンを押して送信完了

※メッセージは最⼤250⽂字まで

※⼿紙は各作品⼀⼈１回（計9回）送信可能です

【注意事項】

・本イベントにおけるメッセージ送信者（以下「送信者」といいます。）が送信したメッセー

ジ（以下「メッセージ」といいます。）は、送信者のオリジナルのものであり、第三者の権利

を侵害していないものとします。

・メッセージは、ピッコマAWARDを受賞した各作品につき「ピッコマ」アプリ、またはWEB

から１回のみ送信できます。また、メッセージ送信後にメッセージ内容の修正・取消は⾏えま

せん。

・当社（ピッコマ）がメッセージに対し、誤字脱字や機種依存⽂字を修正するなど、必要に応

じて軽微な修正を⾏う場合がございます。

・⾃⾝のメッセージが選出され、作家へ送られたか否か、メッセージの選出基準等に関するご

質問にはお答えしかねます。

・その他のお問い合わせに関しては、「ピッコマ」アプリ内またはWEB内お問い合わせフォー

ムをご利⽤ください。

ピッコマAWARD 2022 受賞作品

花垣タケミチは、中学時代に付き合っていた⼈⽣唯⼀の彼
⼥・橘ヒナタが、悪党連合“東京卍會”に殺されたことを
ニュースで知る。壁の薄いボロアパートに住み、バイト先で
は6歳年下の店⻑からバカ扱い。極めつけはドーテー……。そ
んなどん底⼈⽣まっただ中のある⽇、12年前の中学時代にタ
イムリープする!! ヒナタを救うため、逃げ続けた⼈⽣を変え
るため、ダメフリーター・タケミチが、関東最凶不良軍団の
頂点を⽬指す!!!?

5/28（⼟）〜6/12（⽇）まで1巻分無料 作品閲覧ページ

『東京卍リベンジャーズ』和久井健／講談社（マンガ）

©和久井健/講談社

https://piccoma.com/web/product/1865
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⼥⼦⾼⽣だったはずの「私」は⽬覚めると……なんと「蜘
蛛」に転⽣していた！周囲は毒ガエルや猿の化け物、果ては
⿓まで……って、コレもう詰んでない!? 種族底辺・メンタ
ル最強⼥⼦の、迷宮サバイバル開幕！

5/28（⼟）〜6/12（⽇）まで100話分無料 作品閲覧ページ

『蜘蛛ですが、なにか？』著者：⾺場翁、イラスト：輝⻯司／KADOKAWA（ノベル）

©Okina Baba イラスト：輝⻯ 司

皆に嫌われる悪⼥「ジュベリアン」。 愛した恋⼈からも、
たった⼀⼈の家族であるお⽗さんにも捨てられ、寂しく死ん
でしまった悪役…。そんなジュベリアンに⽣まれ変わったっ
て？ こうなった以上仕⽅ない。 お⽗さんのお⾦を思う存分
使って、派⼿なお嬢さんライフを送ろうとしていたのに、サ
イコパスな皇太⼦が私の結婚相⼿だなんて！それなら⽅法は
たった⼀つ、契約恋愛だけ。その相⼿はお⽗さんの教え⼦が
いいだろうと結論を出した。その男が皇太⼦であることも知
らずに…。

5/28（⼟）〜6/12（⽇）まで8話分無料 作品閲覧ページ

『お⽗さん、私この結婚イヤです！』
作画：Roal、⽂：yuri、原作：Hong Heesu／C&C Revolution（SMARTOON）

©Roal, yuri, Hong Heesu

フレイ・ブレイクは魔法学校ウエストロード・アカデミーの
劣等⽣で、名⾨家紋ブレイク家の恥と⾔われていた。学校で
は陰惨なイジメを受け、家では⽗親からの無慈悲な宣告。つ
らく苦しい⼈⽣に絶望したフレイは、⾃ら命を絶ってしま
う。しかしその瞬間、彼の⾁体に新しい魂が宿る。「なん
だ？この軟弱な体は？ゼロから鍛え上げないとだめだな…」
その魂の正体は4000年前、神を⾃称する存在"デミゴッド"と
の戦いの末、奈落の底に封印されてしまった"⼤魔道⼠ルー
カス·トロウマン"だった。劣等⽣フレイ・ブレイクの⾁体を
器にし蘇った、彼の痛快な復讐劇の幕が上がる！

5/28（⼟）〜6/12（⽇）まで10話分無料 作品閲覧ページ

『4000年ぶりに帰還した⼤魔導⼠』
漫画：kd-dragon(REDICE STUDIO)、脚⾊：フジツボ、原作：落下傘
／RIVERSE（SMARTOON）

©kd-dragon(REDICE STUDIO), フジツボ, 落下傘 / RIVERSE

https://piccoma.com/web/product/54191
https://piccoma.com/web/product/66124
https://piccoma.com/web/product/37285
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「⾃慢の夫だと思っていた…“あの⽇”までは」 結婚２年⽬、
29歳の⽂（あや）は、周囲も羨むイケメンで誠実な夫と平穏
な⽣活を送っていた。ある⽇、⽂は夫の携帯電話に届いた意
味深なメッセージを⾒てしまう。そして帰りが遅くなり始め
る夫…。「本当に仕事が忙しいの？それとも何か他に理由が
あるの…!?」 夫を問いただして夫婦関係が壊れるかもしれな
いリスクをとるか、⾃分の⼼にしまってこれからの⽇常を守
るか…。迷いの結婚⽣活が始まる――。

5/28（⼟）〜6/12（⽇）まで3巻・37話分無料

作品閲覧ページ

『にぶんのいち夫婦』漫画：⿊沢明世、原作：夏川ゆきの／マンガボックス（マンガ）

©⿊沢明世・夏川ゆきの/マンガボックス

事故死した34歳無職の男。⽬覚めればそこは剣と魔法の異世
界！ ⾚ん坊として⽣まれ変わった彼は、今度こそ後悔なき
⼈⽣を送ろうと決意する。前世の知識を活かし、魔術の才能
を開花させた彼の新たな⼈⽣とは!?

5/28（⼟）〜6/12（⽇）まで100話分無料 作品閲覧ページ

『無職転⽣ 〜異世界⾏ったら本気だす〜』
著者：理不尽な孫の⼿、イラスト：シロタカ／KADOKAWA（ノベル）

©Rifujin na Magonote イラスト:シロタカ

世界各地に現れた謎の「墓」。その中には遺物と呼ばれる存在
がいた。遺物は⼈間に異能⼒を与え、その⼒を⼿に⼊れたある
者は巨万の富を⼿に⼊れ、ある者は世界を我が物にしようと企
んでいた。遺物によって変わり始めた世界…そんなある⽇、嵐
の如く現れ、次々と遺物を奪っていく者がいた。⼈々は彼をこ
う呼んだ。「盗掘王」と。凄惨な死から蘇った復讐の化⾝が繰
り広げる痛快異能⼒アクション⼤作！

5/28（⼟）〜6/12（⽇）まで18話分無料 作品閲覧ページ

『盗掘王』漫画：3B2S、原作：SAN.G、脚⾊：Yuns(REDICE STUDIO)
／RIVERSE（SMARTOON）

©3B2S, Yuns(REDICE STUDIO), SAN.G / RIVERSE

https://piccoma.com/web/product/9587
https://piccoma.com/web/product/5694
https://piccoma.com/web/product/16070
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「ピッコマ」サービス概要

話題の⼈気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎⽇待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電⼦マンガ・ノベル

サービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4⽉20⽇のサービスリリース以来、累計3,200万ダウンロードを突破しておりま

す。※累計ダウンロード数は 2022年2⽉時点の iOS/Android の合算です。

サービス名 ピッコマ I プラットホーム iOS / Android / Web I     利⽤料⾦ 無料（⼀部サービス内課⾦あり）

運営会社 株式会社カカオピッコマ 〒106-0032 東京都港区六本⽊7-7-7 Tri-Seven Roppongi 7F 

ピッコマ利⽤ WEB  公式サイト APP  App Store Google Play I ピッコマ公式チャンネル Twitter Facebook

YouTube

お問い合わせ先 株式会社カカオピッコマ 広報担当 : 清原 あすか E-mail  sue.kiyohara@kakaopiccoma.com

【いいね！数3,900万突破の⼤⼈気ファンタジーのノベル版がつ
いに登場！】モニーク侯爵家に神のお告げにより産まれた「アリ
スティア」 未来の皇后として育てられた彼⼥だが、ある⽇異世
界から やってきた少⼥「美優」の出現で皇后ではなく皇妃とし
て 迎えられることに… そんな中反逆罪に問われ⼼⾎を捧げた甲
斐もなく儚く散り逝くのだが… ⽬覚めたら9歳の⾃分に転⽣！？
転⽣した「アリスティア」の残酷な運命は繰り返されるの
かーー！

5/28（⼟）〜6/12（⽇）まで15話分無料 作品閲覧ページ

『捨てられた皇妃』Yuna／D&C MEDIA（ノベル）

©Yuna 2013 / D&C MEDIA

近藤静也は昼は下着会社で働くさえないデザイナー、夜は関
東最⼤の広域暴⼒団・新鮮組の三代⽬総⻑。昼と夜の⼆⾜の
ワラジをはく静也の前途は……？そして、ヒロイン・秋野さ
んとの恋の⾏⽅は……？

5/28（⼟）〜6/12（⽇）まで20巻・214話分無料

作品閲覧ページ

『静かなるドン』新⽥たつお／実業之⽇本社（マンガ）

©新⽥たつお/実業之⽇本社

https://www.kakaopiccoma.com/
https://piccoma.com/web/
https://apps.apple.com/jp/app/apple-store/id1091496983
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kakao.piccoma&referrer=utm_source%3Dpiccoma_W%26utm_medium%3DLP%26utm_campaign%3Dw_about_piccoma
https://twitter.com/piccoma_jp
https://www.facebook.com/piccoma/
https://www.youtube.com/channel/UCFdTl8u_pD_RuzYxoFvXKTg/featured
https://piccoma.com/web/product/29202
https://piccoma.com/web/product/3718

