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本発表に関し、株式会社 KADOKAWA と Audible 社よりプレスリリースをそれぞれ配信いたします。 

重複して配信される場合がありますことをご了承いただけますようお願いいたします。 
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News Release                                          2018年 1月 30日 
 

株式会社 KADOKAWA 

Audible, Inc. 

Amazon.com, Inc.の関連会社である Audible, Inc.（以下、Audible。読み：オーディブル）と、株式会社

KADOKAWA（以下、KADOKAWA）は、ライトノベルの領域において、さらなる両社の連携を図り、Audible

の配信する KADOKAWA発刊のライトノベルのオーディオブックのラインアップを、“耳がしあわせ！！聴こ

うぜラノベ！”をスローガンに掲げ、大幅に拡充します。同ラインアップは、Audible の KADOKAWA 発刊の

ライトノベル専門トップページである「KADOKAWA ラノベチャンネル」よりご紹介します。 

第 1 弾として、2018 年 2 月

8 日（木）より、TVアニメ化も

され話題となった超人気作『こ

の素晴らしい世界に祝福を！ 

第一巻（上）』を、TVアニメで

アクア役の声優を務めた“雨宮 

天（あまみや そら）さん”、第

29 回ファンタジア大賞《大賞》

受賞作の『通常攻撃が全体攻撃

で二回攻撃のお母さんは好きで

すか？』を、 “茅野 愛衣（かやの あい）さん”による、豪華声優陣の朗読でオーディオブックとして配信開始

します。さらに、同日以降も順次、『オーバーロード』や『幼女戦記』等の近年の大人気タイトルから、『ス

レイヤーズ』や『ロードス島戦記』等の伝説的な人気タイトルまで、幅広いライトノベルファンの皆様に楽し

んでいただける作品を配信予定です。今後の配信予定タイトルに関する詳細は、下記からご確認ください。 

 

Audibleの「KADOKAWAラノベチャンネル」トップページURL：

http://www.amazon.co.jp/adblLIGHTNOVEL 
 

■今回の両社の連携に際しての両社からのコメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いつでもどこでも」本を「耳で楽しめる」オーディオエンターテインメントサービス「Audible

オーディブル

」  
Audible の「KADOKAWA ラノベチャンネル」大幅拡充 

大人気タイトルを豪華声優陣が朗読するオーディオブックを 

2018年 2月 8日（木）より順次配信開始 

～第 1弾は、声優の雨宮 天さん朗読の『この素晴らしい世界に祝福を！第一巻（上）』～ 

～株式会社 KADOKAWA エンタテインメントノベル局 局長 三坂 泰二（みさか たいじ）～ 

「Audible にはすでにたくさんの人気ライトノベルを配信いただいていますが、このたびさらに連携を強化し、これまで以

上に多彩なラインナップをお届けできることになりました。オーディオブック化はアニメ化やコミック化と同様にメディア

ミックスのひとつ。声優さんの素晴らしい朗読によって『文字で読む』こととは別の新しい魅力が生まれ、作品世界がさら

に広がることだと思います。読者の皆様には、原作小説ともどもお楽しみいただけるとうれしいです！」 

～Audible 日本オペレーション統括 逢阪 志麻（おおさか しま）～ 

「長年に渡り、名実ともに日本のライトノベルをけん引する KADOKAWA とこれまで以上に緊密な連携により、日本の幅広

いライトノベルファンの皆様に、皆様が大好きな声優の皆様の魅力的な声による朗読で、多くの人気ライトノベルタイトル

を楽しんでいただけるラインアップをこの度お届けできることを、大変嬉しく思っています。ぜひオーディオブックでライ

トノベルを楽しんで、皆様の“耳が幸せ”になることを期待しています」 

 

 

XXXXXX」 

http://www.amazon.co.jp/adblLIGHTNOVEL
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■Audibleの「KADOKAWAラノベチャンネル」主な配信予定タイトル（＊印：既に配信中タイトル新巻） 
タイトル 朗読 配信予定 タイトル 朗読 配信予定 

この素晴らしい世界に祝福

を！ あぁ、駄女神さま

（上）、（下） 

雨宮 天 

（上）2018/2/8  

■21:00 予定■ 

（下）2018/3/9 

幼女戦記 1 Deus lo vult

（前編） 

近日発表 

予定 
2018/3/23 

この素晴らしい世界に祝福

を！ 2 中二病でも魔女が

したい！（上）、（下） 

高橋 李依 2018 年春以降 

スレイヤーズ 1 

スレイヤーズ 2 アトラスの

魔道士 

森 なな子 

１：2018/2/16 

２ アトラスの魔道

士：2018/3/16 

この素晴らしい世界に祝福

を！ 3 よんでますよ、ダ

クネスさん（上）、（下） 

茅野 愛衣 2018 年春以降 

フルメタル・パニック！戦

うボーイ・ミーツ・ガール

(新装版) 

松本 忍 

松嵜 麗 
2018/3/2 

この素晴らしい世界に祝福

を！ オーディオブック特

別短編集（１）、（２）、

（３） 

福島 潤 

1：2018/3/9 

2：2018 年春以降 

3：2018 年春以降 

 

新装版 ロードス島戦記 灰

色の魔女 

新装版 ロードス島戦記 

２ 炎の魔神 

高橋 研二 

〆野 潤子 

灰色の魔女：

2018/2/23 

２ 炎の魔神：

2018/3/23 

通常攻撃が全体攻撃で二回

攻撃のお母さんは好きです

か？ （上）、（下） 

茅野 愛衣 
（上）2018/2/8 

（下）2018/3/9 

フェアリーテイル・クロニ

クル ～空気読まない異世

界ライフ～ 11・12* 

矢尾 幸子 
11：2018/2/8 

12：2018/4/13 

オーバーロード 1 不死者の

王（前編） 

近日発表 

予定 
2018/3/30 

盾の勇者の成り上がり 13・

14* 
矢尾 幸子 

13：2018/3/９ 

14：2018/5/11 

  

 

 

 

 

 

 

 

雨宮 天             茅野 愛衣           高橋 李依             福島 潤 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audible の「KADOKAWA ラノベチャンネル」では、新たに配信されるライトノベルタイトルの他にも、大

人気声優の“釘宮 理恵（くぎみや りえ）さん”が朗読する、異世界召喚ライトノベルの先駆けともいわれてい

る『ゼロの使い魔』をはじめ、人気シリーズ『盾の勇者の成り上がり』、『フェアリーテイル・クロニクル』

等のオーディオブックを引き続き配信中です。 

 

今回の同チャンネルのラインアップ大幅拡充を記念して、Audibleでは「“Audible で耳がしあわせ”キャン

ペーン」を本日より実施します。同キャンペーンでは、『この素晴らしい世界に祝福を！』シリーズの配信を

記念して、声優のサイン入りグッズが当たるプレゼントキャンペーンの他、すでに Audible ではお馴染みの

“釘宮 理恵さん”の声の入った、Audible 限定のライトノベルファンの皆様向けの特別動画の公開やコンテンツ

等を展開します。キャンペーン詳細は以下をご覧ください。 

 

■「“Audibleで耳がしあわせ”キャンペーン」概要 

【キャンペーン全体期間】2018 年 2 月 8 日（木）～2018 年８月頃予定 

【キャンペーン全体構成】下記の 3 つの内容で構成されます。 

１）大人気声優の“釘宮 理恵さん”の声の入った、Audible 限定の特別動画の公開 

２）大人気声優の“釘宮 理恵さん”の声による期間限定の特別イントロ・アウトロの配信 

３）『この素晴らしい世界に祝福を！』シリーズ配信記念「ラノベを聴いて当たるプレゼントキャンペーン」 
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■『この素晴らしい世界に祝福を！』配信記念「ラノベを聴いて当たるプレゼントキャンペーン」 

 
【キャンペーン概要】Audible が指定する対象ライトノベルタイトルの中から 1 タイトル以上をダウンロード
して 5 分以上聴いた方の全員が自動的にキャンペーンに応募となり、その中から抽選でプレゼントが当たる。
指定期間にそれぞれ 1 つ以上のタイトルを聴くことで、第 1 弾～第 4 弾（予定）のキャンペーンの各プレゼン
トに応募が可能。 
 
【応募条件】無料体験中および既存の Audible 会員の方で、キャンペーン期間中に対象のライトノベルタイト
ルを 1 つ以上ダウンロードして 5 分以上聴いた方。対象タイトルは、今回新たに配信する KADOKAWA 発刊の
ライトノベルのオーディオブック全て、および既に配信中のタイトル。対象タイトルの詳細他、プレゼントキャ
ンペーン詳細は、http://www.amazon.co.jp/adblLIGHTNOVEL よりご覧ください。 
 
【第 1 弾】 
応募期間：2018 年２月 8 日（木）11:00～2018 年 2 月 28 日（水）23:59 
賞品：声優の雨宮 天さん直筆サイン入り、『この素晴らしい世界に祝福を！』単行本第一巻（3 名様）、同サイ
ン入り SONY 製ヘッドフォン（2 名様）※賞品は選べません。 
当選者発表：2018 年 3 月上旬予定。アカウントに登録されている email アドレス宛の Audible 社からのご連
絡を以て発表とします。 
 
【第 2 弾】 
応募期間：2018 年 3 月９日（金）0:00～2018 年 4 月 2 日（月） 23:59 
賞品：声優の茅野 愛衣さん直筆サイン入り、『通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか？』単行
本第一巻（3 名様）、同サイン入り SONY 製ヘッドフォン（2 名様）※賞品は選べません。 
当選者発表：2018 年 4 月中旬予定。以下、同上。 
 
※第 3 弾以降のプレゼンとキャンペーンの詳細については、順次、上記ウェブサイトなどで発表。 

■大人気声優”釘宮 理恵さん“の声の入った Audible 限定の特別動画の公開 
 
”釘宮 理恵さん”のナレーションによる Audible の「KADOKAWA ラノベチャンネル」説明動画を、2 月 8 日
（木）～5 月 10 日（木）の期間限定で公開!!  
※本動画はどなたでも同チャンネル（http://www.amazon.co.jp/adblLIGHTNOVEL）より無料でご覧になれます。 

 

■大人気声優の“釘宮 理恵さん”の声による期間限定の特別イントロ・アウトロの配信 
 
期間中に KADOKAWA 発刊の指定のライトノベルのオーディオブックを Audible からダウンロードすると、“釘
宮 理恵さん”特別バージョンのイントロ・アウトロがついてくる!! イントロ・アウトロは、オーディオブック
の本編の最初と終わりについてくるオープニング部分とエンディング部分。バージョンは通常版を含め、全部で
４パターン。通常版以外はそれぞれ期間限定での配信。 
 
第 1 弾：まだまだ寒い冬編  2018 年 2 月 8 日（木）2018 年 3 月 8 日（木）の限定配信 
第 2 弾：お楽しみ編 2018 年３月９日（金）～2018 年 4 月 12 日（木）の限定配信 
第 3 弾：春がやって来た編 2018 年 4 月 13 日（金）～2018 年 5 月 10 日（木）の限定配信 
2018 年 5 月 11 日以降、通常版 
※イントロ・アウトロをダウンロードするには、Audible の会員（無料体験中および既存の会員でも可）登録が必要です。

同一タイトルを複数回ダウンロードすると、イントロ・アウトロを含め先にダウンロードされていた音声が上書きされます。

全４パターンをダウンロードしたい場合は、4 つの異なるタイトルのダウンロードが必要です。なお、退会後すると音声デ

ータは全て自動的に消去されます。 

http://www.amazon.co.jp/adblLIGHTNOVEL
http://www.amazon.co.jp/adblLIGHTNOVEL
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株式会社 KADOKAWA について 

株式会社 KADOKAWA は 1945 年に創業。年間約 5,000 冊の新刊を刊行している書籍・雑誌の出版事業から創出

される IP(Intellectual Property)を中核に、電子書籍、アニメ、映画、ゲーム、グッズ、広告等幅広い事業を営み、

コンテンツの価値を最大化するメディアミックス展開、クロスメディア展開を行っている総合メディア企業です。

2013 年には、グループ会社のアスキー・メディアワークス、エンターブレイン、角川学芸出版、角川書店、角川プ

ロダクション、角川マガジンズ、中経出版、富士見書房、メディアファクトリーとの合併、2014 年には株式会社ド

ワンゴとの経営統合を行い、スピード感を持って優良なコンテンツをご提供するとともに、デジタル化を強力に進

め、コンテンツとプラットフォームの双方においてリアルとデジタルの良さを活かしたビジネスモデルの構築を進

めています。 www.kadokawa.co.jp 

 

Audible（オーディブル）について 

Audible は、世界で何百万人もの人々が利用している、オーディオブックをアプリで自由に聴く定額制サービスで
す。オーディオブックは、「耳で読む本」と言われており、書籍を音声化したものです。海外では、すでに広く一般
的なコンテンツの楽しみ方です。同サービスは、Amazon の関連会社の Audible 社が提供しています。同社は、オ
ーディオブック以外にも、オリジナル脚本のドラマやコミックなどのコンテンツをオーディオ化して提供しており、
世界最大級のオーディオブックおよび音声によるデジタル・コンテンツの制作・配信事業社です。同社は 1995 年
に米国で創業され、現在、米・英・独・仏・豪・日・伊・加の 8 か国で展開しています。2015 年 7 月より日本向
けサービスを開始。月額 1,500 円（税込）で、著名な作家の作品をはじめ、ビジネス書から落語、語学など 20 以
上のジャンルの豊富なタイトルから、Audible でしか聴くことのできないスペシャルコンテンツまで、プロのナレ
ーター・俳優たちの朗読をいくつでも自由に聴くことができます。また、最初の１か月間は無料でご体験いただけま
す。 

 

■日本でのサービス概要 

 

サービス名称 Audible（オーディブル） 

価格 
月額 1,500 円（税込）の定額制 
※登録後 1 か月間は無料体験可能 

使用方法 
 Audible ウェブサイトにて会員登録後、無料体験に申し込み 
 iTunes からコンテンツをダウンロード（コンテンツごとに購入） 

便利な機能 

① 朗読スピードを調整可能（iOS 0.75～３倍速／Android 0.5～3 倍速／Windows 10 
0.25～4 倍速） 

② 後で聴きなおすことができるブックマーク機能 
③ 就寝前に便利なスリープタイマー 
④ 通勤電車や飛行機でも通信環境の影響を受けずにダウンロード方式でも利用可能 

URL www.audible.co.jp 

お客様お問い合わせ先 
Audible カスタマーサービス 
TEL：0120-899-217  MAIL：customerservice@audible.co.jp 

http://www.audible.co.jp/

