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魔法のiらんど とは

1999年に誕生し、『恋空―切ナイ恋物語』等多くの人気作品を生み出してきました。

読みたい小説が必ず見つかる＆作家デビューを目指せる
10代～20代女性のための総合小説サイトです。

読みたい！

・300万以上の作品が無料で読み放題
・女子のキモチに寄り添う様々な小説ジャンル

書きたい！

・小説投稿企画をコンスタントに実施
・KADOKAWAで書籍化デビューも狙える



10代以下 20代 30代 40代 50代以上
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ユーザーの特徴

月間UU

約130万人

女性比率

女性 99％

ページビュー数

月間 約3億PV

魔法のiらんどには、10代～20代女性を中心に、
全国各地に女性ユーザーが数多く存在しています。

メインユーザーは

10代～20代

※2020/04/01～2021/01/31集計データより

北海道3%

東北4%

関東43%

甲信越2%

北陸2%

東海11%
近畿23%

中国4%

四国2%

九州・沖縄8%

アクセスポイントは、
関東を中心に

全国各地

※2020/04/01～2021/03/31集計データより
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コンテンツ

300万以上の小説が無料で読み放題！≪公式COMICも連載中≫
女子のキモチに寄り添う多彩なジャンルで好みの作品が見つかる！

キャラや関係性を選ぶだけの
「シチュエーション検索」で
簡単に好きな作品に出会える！⇒

★人気検索キーワード★
【俺様✕学園】 【眼鏡✕激甘】 【アイドル✕純愛】

～投稿作品例～

～書籍化作品例～
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書籍化作品ピックアップ

学園もの
×

青春
×

溺愛

「ワケあり生徒会！」
原作：小説春川 こばと (原著), 文月 路亜 (イラスト, デザイン)
漫画版：宛 (著)

シリーズ累計45万部（紙＋電子合算）超の人気小説！
コミック版も登場！

＜STORY＞
美鷹高校には超イケメン揃いの生徒会がある。でも、その実態は……数ある不良
どもを従える最強集団だった。 転入早々、彼らに目をつけられた高１の瞳。
しかも「俺の女になれ」 と会長・昴に強引に入れられて!?!?

漫画版試し読み

青春
×

切ない
×

激甘

「今日から家政婦さんっ！」
原作小説：きたこ キャラクターデザイン：ｗａｃｏ
漫画版：夏葉 じゅん

アプリゲーム化も果たした大人気ラブコメディ！
コミック版も登場！

＜STORY＞
訳あって藤崎学園に転入してきた地味っこ女子の田中うめこ（17歳）。 目立た
ないことを目標に、平和な学園ライフを楽しむはずが…… 先輩・あやめの代打
で、７人の超絶イケメン生徒会メンバー専用の男子寮で住み込みの家政婦をす
ることになっちゃって――!?!?

原作試し読み

漫画版試し読み原作試し読み

https://maho.jp/works/15591074771453348293#15591074771453348353
https://maho.jp/works/16743963567765803969#16743963567765892245
https://maho.jp/works/16743963567764460354
https://maho.jp/works/16743963567761132203
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人気作品ピックアップ

ラブコメ
×

切ない
×

胸キュン

「お堅い王子の艶事」
原作小説：桜瀬 亜夢
漫画版：たなこ

「魔法のiらんど」総合ランキングで第1位を獲得した、超人
気の学園ラブコメ！コミック版も登場！

＜STORY＞
花巻メイは、とある事情で章英高校特進科に転校してきた高校2年生。生来の
天然ぶりを発揮し、転校初日から浮き気味の彼女の隣の席になったのは、学
園一の女子人気を誇るイケメン御曹司、日野坂郁だった。同じ高校に通うメ
イの初恋の相手、唯の登場により、2人の関係は変化していく。メイの悲しい
過去を知った郁は次第に心惹かれていき……。

セレブ
×

ヤンキー
×

逆ハ—

「お女ヤン！！」
原作小説：岬
漫画版：貴里みち

シリーズ累計70万部（紙＋電子合算）突破＆“第4回iらんど
大賞”最優秀賞作！コミック版も登場！

＜STORY＞
高校２年生の綾瀬ミホは超セレブなお嬢様。男勝りな性格を隠し、おしとやか
な振る舞いを続ける毎日にうんざり。そんなとき突然現れたスーパー☆美フェ
イス☆の千里に本性がバレたミホは思わず彼を投げ飛ばしてしまうが実は超有
名なヤンキーで…。それをキッカケに謎の最強イケメンヤンキー集団と一緒に
過ごすことに――？！

漫画版試し読み原作試し読み

漫画版試し読み原作試し読み

https://maho.jp/works/16743963567765804023
https://maho.jp/works/16743963567766433500
https://maho.jp/works/16743963567765803970#16743963567765892755
https://maho.jp/works/16743963567760978553
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コンテスト実績

魔法のiらんどに投稿した作品は、KADOKAWAの各レーベルからデビューのチャンス！
各レーベルとコラボしたコンテストも実施しています。

カクヨム×魔法のiらんどコンテスト
カクヨム×魔法のiらんど×ビーズログ文庫による、大型コンテスト。
大賞はビーズログ文庫または単行本化で書籍化！
https://contest.kadokawa.co.jp/kakuyomu_maho2018/

★応募総数：547作品

角川ビーンズ小説大賞
魔法のiらんどから応募が可能！
大賞は賞金100万円＆ビーンズ文庫より刊行予定！
https://maho.jp/special/entry/beans_contest-2019

★応募総数：約500作品

魔法のiらんど小説＆コミック大賞
賞金総額300万円以上！書籍化・コミック化デビューを確約。
「小説」「コミック」「コミックシナリオ」
3つの大賞に賞金各100万円！それぞれ部門賞・特別賞あり
https://maho.jp/special/entry/mahoaward/

★応募総数：1,930作品

https://contest.kadokawa.co.jp/kakuyomu_maho2018/
https://maho.jp/special/entry/beans_contest-2019
https://maho.jp/special/entry/mahoaward/
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広告メニュー

魔法のiらんど
タイアップ＆広告メニュー

※広告掲載に関しての諸規定は、下記URLをご参照ください。
https://mediaguide.kadokawa.co.jp/keisai_kijyun.html
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スマホ広告：小説ページ【レクタングル枠】

ユーザーサイトの小説ページに広告を掲載します。
スマホレクタングルバナーによる大容量でのリーチが可能です。

≪原稿規定≫
【サイズ】 300×250ピクセル
【形式】 JPEGまたはGIF

※アニメーション可
【容量】 100KB以内
【リンク先】 iOS / Android毎の

バナー・URL設定が可能

掲載イメージ

≪メニュー概要≫
【保証形態】 imp保証
【掲載方法】 ローテーション
【原稿本数】 ４本以内
【差し替え】 週1回迄
【掲載面】 小説ページ
【デバイス】 SP
【入稿期限】 5営業日前

想定
掲載期間

保証掲載量 掲載単価 想定CTR
金額

(グロス/税別)
2週間程度 10,000,000 imps ¥0.080 0.11～0.36% 800,000円

【注意事項】
●掲載開始日及び差し替え日時は、土日祝除く営業日の13時となります。
●CTRは過去の実績から算出した想定値であり、これを保証するものではございません。
●PV及びCTRは弊社カウントでの報告となり、クライアント様側との乖離につきまして、
弊社はその責任を一切負いません。

●バナーのデザインには、社名・ロゴ・サイト名など情報提供者がわかる表記を含み、
表示枠を付けてください。
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スマホ広告：小説ページ【オーバーレイ枠】

魔法のiらんどの小説本文ページに下部固定で掲載します。
視認性が高く、ユーザーにしっかりと訴求することができます。

想定
掲載期間

保証掲載量 掲載単価 想定CTR
金額

(グロス/税別)
2週間 10,000,000 imps ¥0.058 0.10～0.84% 580,000円

≪原稿規定≫
【サイズ】 300×100ピクセル
【形式】 JPEGまたはGIF

※アニメーション可
【容量】 100KB以内
【リンク先】 iOS / Android毎の

バナー・URL設定が可能

≪メニュー概要≫
【保証形態】 imp保証
【掲載方法】 ローテーション
【原稿本数】 ４本以内
【差し替え】 週1回まで
【掲載面】 小説ページ
【デバイス】 SP
【入稿期限】 5営業日前

掲載イメージ

【注意事項】
●掲載開始日及び差し替え日時は、土日祝除く営業日の13時となります。
●CTRは過去の実績から算出した想定値であり、これを保証するものではございません。
●PV及びCTRは弊社カウントでの報告となり、クライアント様側との乖離につきまして、
弊社はその責任を一切負いません。

●バナーのデザインには、社名・ロゴ・サイト名など情報提供者がわかる表記を含み、
表示枠を付けてください。



想定
掲載期間

保証掲載量 掲載単価 想定CTR
金額

(グロス/税別)

2週間 10,000,000 imps ¥0.050
0.05～0.08%
（一般案件）

0.08～0.13%
（コミック案件）

500,000円

４週間 50,000,000 imps ¥0.050
バルク価格（20％off）

2,000,000円

４週間 100,000,000 imps ¥0.050
バルク価格（40％off）

3,000,000円
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スマホ広告：小説ページ【バナー枠】

ユーザーサイトの小説ページに広告を掲載します。
大量配信が可能なメガリーチ商品です。

≪原稿規定≫
【サイズ】 320×100ピクセル
【形式】 JPEGまたはGIF

※アニメーション可
【容量】 100KB以内
【リンク先】 iOS / Android毎の

バナー・URL設定が可能

≪メニュー概要≫
【保証形態】 imp保証
【掲載方法】 ローテーション
【原稿本数】 ４本以内
【差し替え】 週1回
【掲載面】 小説ページ
【デバイス】 SP
【入稿期限】 5営業日前

掲載イメージ

【注意事項】
●掲載開始日及び差し替え日時は、土日祝除く営業日の13時となります。
●CTRは過去の実績から算出した想定値であり、これを保証するものではございません。
●PV及びCTRは弊社カウントでの報告となり、クライアント様側との乖離につきまして、弊社はその責任を一切負いません。
●バナーのデザインには、社名・ロゴ・サイト名など情報提供者がわかる表記を含み、表示枠を付けてください。
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スマホ広告：ランキングページ

ユーザーが小説を探す方法で最も多く使われている小説ランキングページ掲載。
注目を集めやすく、幅広いリーチが可能です。

掲載イメージ

想定
掲載期間

保証掲載量 掲載単価 想定CTR
金額

(グロス/税別)

2週間 6,000,000 imps ¥0.100 0.05～0.36% 600,000円

≪原稿規定≫
【サイズ】①320x100ピクセル

②300x250ピクセル
【形式】 JPEGまたはGIF

※アニメーション可
【容量】 100KB以内
【リンク先】 iOS / Android毎の

バナー・URL設定が可能

≪メニュー概要≫
【保証形態】 imp保証
【掲載方法】 ローテーション
【原稿本数】 各サイズ４本以内
【差し替え】 週1回まで
【掲載面】 ランキングページ

（TOPページ含む）
【デバイス】 SP
【入稿期限】 5営業日前

【注意事項】
●掲載開始日及び差し替え日時は、土日祝除く営業日の13時となります。
●CTRは過去の実績から算出した想定値であり、これを保証するものではございません。
●PV及びCTRは弊社カウントでの報告となり、クライアント様側との乖離につきまして、
弊社はその責任を一切負いません。

●バナーのデザインには、社名・ロゴ・サイト名など情報提供者がわかる表記を含み、
表示枠を付けてください。
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広告メニュー

クライアント商材に合わせて作品の投稿コンテストを実施。
ユーザー参加型かつ、商材のテーマ・世界観についてより深い訴求が可能です。

オリジナルコンテスト開催メニュー

掲載デバイス PC・SP

構成
コンテスト運営
募集/告知ページ制作
バナー制作

コンテスト期間 約 ３か月

想定PV数 約 50,000PV

金額
（グロス/税別）

2,600,000円～

応募ページ

※想定PV数は想定であり、これを保証するものではありません。

※賞品は、原則クライアント様側でのご用意となります。

※タイアップページへの誘導枠のクリエイティブは弊社にて制作可能です。

（ロゴや、商材写真等の素材はご提供下さい）

※誘導枠の設置位置及び設置期間は弊社任意とさせていただきます。

※企画の内容によって金額が変動する場合がございます。

※全ての表記・表現・写真掲載に関しては、

弊社編集統一表記および、広告掲載基準に準じさせていただきます。

魔法のiらんどの
各誘導枠より誘導

誘導枠
（コンテストページ）

誘導枠
（TOPページ）

①募集ページ
②結果発表ページ

結果ページ

掲載開始日：土日祝除く営業時間内
誘導枠：弊社任意
申込締切：開始日の40営業日前正午

結果発表のタイミングでページ
が切り替わります。結果発表

ページは、特にご要望ない場合
アーカイブとして残ります。

クライアント様
サイトなどへ

誘導

魔法のiらんど公式twitter/メルマガ
/LINEでの情報発信もご相談可能です。



商品紹介ページ
（取材なし）
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魔法のiらんどの作家が商材に合わせたオリジナル小説を書き下ろし、
ユーザーが日々読み慣れているストーリーコンテンツを通して商材を訴求します。

①タイアップページ1P
②魔法のiらんど小説記事(1本)

ストーリー内に商品を
登場、または商品イメー

ジの小説を執筆し、
読者に訴求致します。

掲載デバイス PC・SP

構成
書き下ろし小説1本(8,000字程度)

タイアップページ制作
バナー制作

掲載期間 要相談

想定PV 約40,000PV

金額
（グロス/税別）

1,900,000円～

クライアント様
サイトなどへ

誘導

魔法のiらんどの
各誘導枠より誘導

掲載開始日：土日祝除く営業時間内
誘導枠：弊社任意
申込締切：開始日の30営業日前正午

掲載日から半年間の
二次利用費込み！

（テキストのみのご納品）

※想定PV数は想定であり、これを保証するものではありません。

※誘導枠の設置位置及び設置期間は弊社任意とさせていただきます。

※タイアップページへの誘導枠のクリエイティブは弊社にて制作可能です。

（ロゴや、商材写真等の素材は、ご提供ください）

※企画の内容によって金額が変動する場合がございます。

※小説は作品のため、ご要望をお聞きした上で作家主導で制作致します。

基本的には事実確認のみ修正が可能です。

※全ての表記・表現・写真掲載に関しては、弊社編集統一表記および、

広告掲載基準に準じさせていただきます。

オリジナル小説書き下ろしメニュー

書き下ろし小説
(8,000字程度)

誘導枠
（TOPページ）
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広告メニュー

魔法のiらんど
タイアップ事例
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集英社様 「少年のアビス」事例

https://maho.jp/special/entry/collab-abyss 2020年10月実施

週刊ヤングジャンプで連載中の『少年のアビス』とのコラボコンテスト。
応募総数200作品以上。大賞受賞作を元に、峰浪りょう先生が描き下ろした漫画も公開!!

◆募集内容
“私のアビス（深淵）”を題材とした「テーマお題」と、『少年の
アビス』漫画内のワンシーンから自由に連想する「イラストお
題」の2部門を設置。各部門の題目から連想したオリジナル小説
や応募者自身の体験を綴ったエッセイなどを募集

◆募集受付期間
2020年10月2日（金）13:00 ～ 2020年10月30日（金）13:00投稿
分まで

◆応募方法
「魔法のiらんど」BOOK機能から、上記の募集期間中、応募作品
にテーマお題専用のタグを付けて投稿

◆賞・賞品
＜大賞＞ 1名
作品を元に、峰浪りょう先生が短編漫画を描き下ろし、「魔法のi
らんど」等で発表
＜部門賞＞ 各部門1名
『少年のアビス』複製原画
＜参加賞＞ 10名
残念ながら受賞されなかった方の中から抽選で10名に、「峰浪
りょう先生の直筆サイン入りミニ色紙」を進呈

結果発表にあわせ、
大賞受賞作を元にした、
「少年のアビス」作者
“峰浪りょう先生”の描き
下ろし漫画を公開！

オリジナルコンテスト開催メニュー

コンテスト内容

https://maho.jp/special/entry/collab-abyss


17

ピアス様 「ナチュリエ」事例

ぷるぷるスイーツ系男子と甘い肌恋～胸キュンデートSTORY

2017年3月実施

イケメンインフルエンサー5名との妄想デートストーリーを楽しめる小説企画。
読んだあとは、ツイートをRTするとハトムギ化粧水＆イケメンのチェキが当たります。

小説と組み合わせたRT企画が大人気となりました。

ハトムギ化粧水が胸キュン小説
と一緒にのべ50万人の
フォロワーにリーチ！

総RT数：約5,000件!!

オリジナル小説描き下ろしメニュー
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ユニバーサルミュージック様 事例

GReeeeN＆whiteeeen×ゆーりコラボ小説！
「ホントのキモチ」sideリョウ sideアキ

2017年5月実施

人気アーティスト「GReeeeN」「whiteeeen」の新曲プロモーション。
アーティストのイメージに合わせ、青春ストーリーに定評のある「ゆーり」が

MVとリンクした小説を書き下ろし、魔法のiらんど内外で人気に！

2小説合算

12万PVオー
バー！

胸キュンMVの「前日談」をイメージした小説を書き下ろし！

＜作品抜粋＞

「え、リョウ？」

急に近づいてきたリョウ。ドキッとしたけど、隣の彼に用があるのかと思った。

でも、

「っ」

突然掴まれた手首にびっくりしてしまう。

「話があるから、この子貸して」

「お、おう…」

「え？！」

少し離れた場所へ私を連れてきたリョウ。

何故今、こんなことになっているのかわからないけれど、離された手首はまだ熱を持っていた。

YouTubeでのMV視聴を促進！

オリジナル小説描き下ろしメニュー
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リクルートライフスタイル様 事例

『青春カフェテリア』(KADOKAWA)を手掛けるイラストレーター「雨宮うりさん」と、
『CLOUD―裂鬼15代目総長―』（魔法のｉらんど文庫）でデビューの作家「新井夕花さん」が

“じゃらんニュース”に、オリジナル小説&イラストを書き下ろし、納品しました。

週間ランキング
人気記事1位
（17/07/10～17/07/16）

【終わった恋の忘れ方】弾丸トラベルで知り合った男性と二人で…旅×恋愛小説

記事納品

じゃらんニュース タイアップ記事

オリジナル小説描き下ろしメニュー
https://www.jalan.net/news/article/179704/ 2017年7月実施

株式会社KADOKAWA  ビジネスプロデュース局 メディア業務課 魔法のiらんど担当
〒102-8077 東京都千代田区五番町3-1 五番町グランドビル２F （iland-adsales@ml.asciimw.jp）

お問合せ先

https://www.jalan.net/news/article/179704/
mailto:iland-adsales@ml.asciimw.jp

