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2007 年 5 月 21 日 

関係各位 

株式会社セルシス    

株式会社ボイジャー  

株式会社インフォシティ 

 

 

総合電子書籍ビューア『BookSurfing』の利用が 300 サイトを突破 

 

  株式会社セルシス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野﨑 愼也、以下：セルシス）、株式会社ボイジャー

（本社：東京都渋谷区、代表取締役：萩野 正昭、以下：ボイジャー）、株式会社インフォシティ（本社：東京都渋谷区、

代表取締役：岩浪 剛太、以下：インフォシティ）の 3 社は、総合電子書籍ビューア『BookSurfing(ブックサーフィン)』を

利用する携帯電話向けのサイト数が 300 サイト*1 を超えたことを発表しました。『BookSurfing』は、コミック、小説、写

真集などあらゆるタイプの電子書籍をカバーし、au(KDDI)、NTT ドコモ、ソフトバンクの 3 キャリアに対応しています。 

 

  『BookSurfing』は電子出版・デジタルコンテンツ等の技術開発において実績を持つセルシス、ボイジャー、インフォ

シティ 3 社 の提 携 により、携 帯 版 電 子 本 ビューア「T-Time(ティータイム)」と携 帯 電 話 用 コミックビューア

「ComicSurfing（コミックサーフィン）」を統合・発展し、誕生いたしました。 

  2003年11月より、au(KDDI)のCDMA 1X WIN向けに「ComicSurfing」の提供が開始され、翌年の2004年6月にはNTT

ドコモFOMA 900iシリーズ、同年12月にはボーダフォン（現 ソフトバンク）のVodafone 3GCに対応しました。利用サイト

数は、2006年2月に100を超え、同年10月の『BookSurfing』の提供開始後に200サイトを突破しました。電子書籍の閲

覧に適した液晶画面サイズを持つ第三世代携帯電話とパケット定額制の普及、さらにコミック、写真集、小説、雑誌

といったラインナップの充実、コンテンツ数の増加などの要因による電子書籍・コミック市場の成長とともに、

『BookSurfing』の利用サイト数も着実に増加し、この度300サイトを突破しました。 

  最初の 100 サイト達成まではサービス開始から 2 年 3 ヶ月を要しましたが、200 から 300 サイトへはわずか 6 ヶ月

で到達し、携帯電話向け電子書籍・コミック市場の急速な立ち上がりを確認できます。『BookSurfing』を利用したコン

テンツのファイル数も現在、約 47 万ファイル*2 に達しています。 

 

  『BookSurfing』は、多彩な画面効果やサウンド、バイブレーション機能などデジタルならではの演出に対応し、携

帯電話の表示領域やコンテンツの特性に合わせた表示方法で電子書籍を見やすく表示します。1 枚のページ画像

をスクロールしながら再生する「スクロールビュー」、ページから切り出した 1 枚の画像を紙芝居のように展開する「紙

芝居ビュー」、テキストの再生に特化した「テキストビュー」の 3 つの表示方式をサポートしています。 

 

  セルシス、ボイジャー、インフォシティの 3 社は『BookSurfing』に加え、それぞれの得意分野や経験、技術を生かし、

BookSurfing コンテンツ制作ツールやコンテンツ配信サーバの提供、受託コンテンツ制作などを行う電子書籍配信ソ

リューションを共同で展開しています。 

 
*1 2007 年 5 月 16 日現在、セルシス調べ。 

*2 2007 年 5 月 16 日現在、セルシス調べ。 
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(参考資料)  『BookSurfing』利用サイト一覧 

au(KDDI)

アイドルマックス ケータイ☆ブラッド Sweetコミック １００シーンの恋コミック
あいどる!マニア ケータイ★まんが王国 セクシーグラビアBook フォト＆ブックス
アイドルワンブックス けーたい漫画屋さん セクシー書店 ベスチョイ！フォトグラビア
I LOVEコミックMODE ゲゲゲの妖怪村 セクシーDX写真館TV ベストヒットアニコミ
アニコミMAX 月刊ビッグバーン そらゆめBOOKS ベストヒットCOMICS
アニコミワールド GENZO/幻冬舎コミックス 着セクシーBOOK ベストヒット写真集
※アニコミワールド 恋コミ つや缶ありマス ぽけ☆グラ
アニ読メ GO★BOOKS 艶☆もぎたて出版 ポケットフォトブック
※アニ読メ・巨人の星 コダワリ編集部イチオシ！ デジタルコミックス ポケメロJOYSOUND
eBookJapanコミック コナミネットＤＸ 手塚治虫アニメブック 毎日モバコミ
※e-mangaモバイル コミック☆うぃん ※手塚治虫コミックス マンガ市場ドットコム
石ノ森章太郎 コミックWalker 手塚治虫＋ez まんがクラブF
いまよむ コミック★COMIC 手塚治虫マンガノムシ まんがこっち
動く!!写真集 コミックゴンザレス 東映アニメ☆コミック まんが堂
※S-eCOMICS コミックシーモア TOKYO MX まんがの森
エンタEX写真集 コミック小学館 同人☆エデンの園 マンガ！マンガ！マンガ！
男のケータイコミック コミック小学館ブックス どこでも読書 まんが★読み放題
乙女庭園 J.GARDEN Mobile コミックCｈ ドラえもんステーション まんちゅ
お約束写真館 comic.jp ドラマティックブックス 見ナイト★読まナイト
ガールズ☆写真王国 コミックファンタジア 白泉社e-コミックス ※見ナイト★読まナイト　ホラー編
恐コミ！！Ｋ子の怖い話 ※コミックマックスfor GIRLS パピレスDXグラビア館 ミミブック
グラ魂書房 コミックmini パピレスＤＸコミック館 名作の本棚
グラどる書店 comicリイド ぱらぱらアニメ めちゃ☆コミ
グラビアidolコレクション 最強☆グラドル☆虎の穴 Handyコミック めちゃコミックス
グラビア★デジ写真集 三省堂書店BOOKレビュー Handy写真集 モバ★キャバ
グラビアパーク ジーステーション 韓流★チャンネル やっぱり本が好き♪
グラフォト★小学館 ※シティーハンター BL楽園 よみっち
グラ満タン♀1000♂ 週刊！まんが大王 BL MODE ※ラブロマ！eBookJapan
携帯竹書房書店 秋水社ガールズコミック☆Kiss 美.CONCIERGE リアル★グラビア完全版!!
ケータイコミック 少女ブックス Visual☆ストーリー ルパン THE COMIC
ケータイ写真王国 少年ブックス VISION FACTORY PhotoAlbum ワンダーコミック
ケータイ週プレBook 女子力向上書店 BIGLOBEケータイ書店

サイト名の頭に※印がついたサイトはEZチャンネルのサイトです。

NTTドコモ

I ドル　SEXY ch 恋コミ 手塚治虫アニメブック ベストヒット★ロードモーション！！
Iラブ　コミックMODE GO★BOOKS 手塚治虫＋ｉ ポケットフォトブックス
@Pouch コダワリ編集部イチオシ！ 電撃モバイルｉ ポケメロJOYSOUND
アニコミMAX コナミネットＤＸ 電子書店パピレス ポニーキャニオン　フォト＆ブックス
アニコミワールド コミックｉ 東映アニメ☆コミック 枕草子
アニ読メ コミックWalker どこでも読書 魔法の図書館plus
eBookJapanコミック コミック★COMIC ドラえもんステーション まんがこっち
動く!!写真集 comic.jp nike.jp まんが堂
楳図かずおのウメズマ コミック小学館 白泉社e-コミックス まんがの森
男の願望 コミック小学館ブックス ＨＡＰＰY！コミック まんちゅ
お約束写真館 コミックチャージモバイル ぱらぱらアニメ 見ナイト読まナイト
恐コミ！！Ｋ子の怖い話 comic.jp￥0 Handyコミック MusicフルMODE
グラどる書店 コミックモビ Handy写真集 みんなＮらんど
※グラどる書店 コミックリイド ※Handyブックショップ めちゃコミ
携帯竹書房書店 最強☆読書生活 P-SHOCK めちゃコミックス
携帯マンガ　毎日モバコミ Sweetコミック P-SQUARE やっぱり本が好き
ケータイ写真王国 セガカラMelody♪ Visual☆ストーリー リアル☆グラビア完全版
ケータイ週プレBook セクシーDX写真館TV BIGLOBEケータイ書店 ルパン THE COMIC
ケータイ双葉社 中京テレビ 100シーンの恋 ワンダーコミック
ケータイ☆ブラッド 艶☆もぎたて出版 ファッションウォーカー
ケータイ★まんが王国 デジタルコミックス ベストヒットCOMICS
GENZO/幻冬舎コミックス デジタルTSUTAYAブックス ベストヒット写真集

サイト名の頭に※印がついたサイトはYahoo!モバイル内のサイトです。

ソフトバンク

あいどる！マニア ケータイ☆ブラッド 秋水社ガールズコミック Visual☆ストーリー
アイドルワンブックス ケータイ★まんが王国 女子力向上コミック BIGLOBEグラビア
I LOVE☆コミックMODE けーたい漫画屋サン セクシーDX写真館 BIGLOBE書店コミック
アニコミMAX ゲゲゲの妖怪村 つや缶ありマス １００シーンの恋★コミック
アニコミワールド 月刊ビッグバーン 艶☆もぎたて出版 ぷるるん♪写真館
アニ読メ 限界!もぎたて娘 デジタルコミックス ベスチョイ！フォトグラビア
アルク語学コミック GENZO/幻冬舎コミックス 手塚治虫アニメブック ベストヒットアニコミ
eBookJapanコミック 恋コミ 東映アニメ☆コミック ベストヒットCOMICS
石ノ森章太郎 GO★BOOKS TOKYOMXマガジン ベストヒット写真集
動く！！写真集 コダワリ！編集部イチオシ！ どこでも読書 ポケットフォトブックス
エンタEX写真集 コナミネットＤＸ ドラえもんコミック まんがこっち
お約束写真館 コミックWalker 白泉社e-コミックス まんが堂
キャラ生活ジーステーション コミック★COMIC パピレス★グラビア館 まんがの森
恐コミＫ子の怖い話 コミックシーモア パピレス★コミック館 マンガ！マンガ！マンガ！
グラ魂書房 comic.jp ぱらぱらアニメ まんが★読み放題
グラどる書店 コミック小学館 Handyコミック まんちゅ
グラビアidolコレクション コミック小学館ブックス Handy写真集 見ナイト★読まナイト
グラビアデジ写真集 コミックNewtype 韓流★チャンネル めちゃコミ
グラビアパーク コミックびゅう Ｐ-ｅｇｇ めちゃコミックス
グラ満タン♀1000♂ コミック編集部イチオシ！ BL MODE 萌えキャラコレクション
携帯竹書房書店 comicリイド PCコミックス リアルグラビア完全版
ケータイ写真王国 最強☆コミック PC フォト＆ブックス ルパン THE COMIC
ケータイ週プレBook 週刊★まんが大王 美.CONCIERGE ワンダーコミック

五十音順　計 304サイト (2007年5月16日現在)
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株式会社セルシスは、1991 年 5 月に設立。プロシューマー向けアニメーション制作ソフト「RETAS!PRO」やマンガ制作ソフト

「ComicStudio」などグラフィックアプリケーションソフトの開発・販売を行う「ツール事業」、携帯電話など新しいデジタルメデ

ィアへのコンテンツ流通を支援する「モバイル事業」、インタラクティブ性の高いマルチメディアコンテンツの企画・制作を行う

「マルチメディアコンテンツ事業」を営んでおります。当社は、日本が世界に誇るコンテンツ文化であるアニメ・マンガ産業の

発展に貢献するため、制作環境や流通手法などを IT 技術で支援し、両分野におけるトータルソリューションプロバイダを目

指しております。 

 

 

 

 

株式会社ボイジャーは、1992 年 10 月設立、電子本ビューア『T-Time』を開発、TTX という HTML ベースのタグ体系のソ

ースファイルをもち、商業的配布に対してはドットブック（.book）という出版フォーマット化を実現させています。講談社・角川

書店・新潮社・文藝春秋・集英社・筑摩書房などが採用。T-Time で作成されるドットブック（.book）ファイルと Web ブラウ

ザ用プラグインを用いて、日本語本来のたて書き・ルビといった表示を実現、携帯電話を含む液晶デバイスに最適な機能

を有するところから、業界で活用されています。 

 

 

 

 

 

株式会社インフォシティは、設立当初より“Digital Media Technology”というコンセプトを掲げ、通信や放送などに関わる

様々なソフトウェアの開発を行っています。PC を中心として、Unix 系サーバ、移動体通信端末、AV 機器系 STB 等にお

いて、アプリケーションソフトウェア、Web システムからデバイスドライバ、各種プロトコル、API の策定等、幅広い技術開発

業務に対応しています。 

 

 

 

 
BookSurfing は、株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。 

その他の会社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。 

 

 

（注） ニュースリリースに記載されている内容は報道発表時の情報です。ご覧になった時点で内容等が変更になっている

場合がございますのであらかじめご了承ください。 

 

 

報道関係者様からのお問い合わせ先 

 

株式会社セルシス 業務企画部 マーケティング・コミュニケーション室 酒井 美津子 

TEL：03-5304-8853 / e-mail：press@celsys.co.jp 

 

株式会社ボイジャー 鎌田 純子 

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-41-14 

TEL：03-5467-7070 / e-mail：kamata@voyager.co.jp 

 

株式会社インフォシティ 池尾 乃婦 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-7-5 URD 渋谷第 2 ビル 

TEL：03-5469-5620 / e-mail：press@infocity.co.jp 

 

株式会社セルシスについて 

株式会社ボイジャーについて 

株式会社インフォシティについて 
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