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ジャンプ小説新人賞作品が書籍販売と同時に無料連載開始
人気コミックスのノベライズ作品も読める！
～【ストリエ】4 月の新連載～
JUMPjBOOKS・ルルル文庫より全 6 タイトル開始
コンテンツ＆ソリューション事業を展開している株式会社インデックス（本社：東京都品川区 代表
取締役社長：中井川 俊一、以下 インデックス）が運営する、小説でもマンガでもない“トークアプリ
風読み物アプリ”『ストリエ』（URL：http://storie.jp/）は、集英社 JUMPjBOOKS、小学館ルルル文庫か
ら合計 6 タイトルの新連載を 4 月 4 日（月）～4 月 25 日（月）に開始します。

今回ストリエにて展開されるのは、集英社 JUMPjBOOKS より『罪人教室』、『怪談彼女 2～口裂け女
～』、『魔滅のトーコ２』、『ヒキコモリパワード メタルジャック！』の 4 作品と、小学館ルルル文庫より
『ハチミツにはつこい ～アーリーデイズ～』、『小林が可愛すぎてツライっ!! ─ 秘密のＷデート!? ─』
の 2 作品です。ストリエでは、恋愛や学園物、ファンタジー作品だけではなく、幅広いジャンルの作品
を扱っております。
＜ジャンプ小説新人賞フリー部門<金賞>作品＞
『罪人教室』（集英社 JUMPjBOOKS）
「ジャンプ小説新人賞フリー部門<金賞>」を受賞したアブノーマル学園コメディが、書籍発売と同時に
ストリエにも登場。
＜コミックス累計 320 万部突破のノベライズ作品＞
『小林が可愛すぎてツライっ!! ─ 秘密のＷデート!? ─』（小学館 FC ルルル novels）
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＜コミックス累計 200 万部突破のノベライズ作品＞
『ハチミツにはつこい ～アーリーデイズ～』（小学館 FC ルルル novels）
＜ジャンプ小説新人賞キャラクター小説部門<金賞>作品の続刊＞
『魔滅のトーコ２』（集英社 JUMPjBOOKS）
「ジャンプ小説新人賞キャラクター小説部門<金賞>」を受賞したオカルトコメディ!!『魔滅のトーコ』の
続刊。

＜集英社 JUMPjBOOKS から 4 月新連載の 4 作品＞
【4 月 4 日（月）連載開始 毎週月曜日連載】
■『罪人教室』
集英社 JUMPjBOOKS（作：埼田要介/イラスト：掃除朋具）
ようこそ、犯罪者候補生の学園へ。
ごく普通の高校生・平桔平は、ある日突然、【犯罪者予備軍】の青少年が
集められた学園に転校させられる。一般人代表として転入させられた桔
平は、危険人物ばかりの同級生たちや、巻き起こる殺人事件を前に、生
き延びられるのか!?
ジャンプ小説新人賞フリー部門<金賞>受賞の学園ディザスターノベル、
解禁!!
公式サイト
http://j-books.shueisha.co.jp/pickup/zaininkyoshitsu/
★この作品はストリエ配信用に再編集を行ったものです。
著者の原画をもとにストリエで着彩、キャラクターの表情差分を作成しております。
ⓒ埼田要介・掃除朋具/集英社

【4 月 12 日（火）連載開始 毎週火曜日連載】
■『怪談彼女 2〜口裂け女〜』
集英社 JUMPjBOOKS（作：永遠月心悟/イラスト：ミウラタダヒロ）
ヤンデレ彼女が大反響!! ストリエに待望の続編登場！
怪異『てけてけ』の事件は幕を閉じ、季節は夏。中学生・斉藤槍牙は考え
ていた、黒川夢乃のことを。自身の特殊な性質、怪異をこの世に定着さ
せてしまう『最悪器官』によって、彼女を怪異にしてしまったことを。そん
な槍牙の前に現れた、新たな怪異『口裂け女』。槍牙と夢乃の過去を知
る彼女の訪れが、物語に新たな局面をもたらす…。
公式サイト
http://j-books.shueisha.co.jp/news_newrelease/kaidan_kanojo2
★この作品はストリエ配信用に再編集を行ったものです。
著者の原画をもとにストリエで着彩、キャラクターの表情差分を作成しております。
ⓒ永遠月心悟・ミウラタダヒロ/集英社
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【4 月 14 日（木）連載開始 毎週木曜日連載】
■『魔滅のトーコ２』
集英社 JUMPjBOOKS（作：畑中りんご/イラスト：暁月あきら）
コスプレ・ケモ耳に続き、妹キャラ登場!? 萌えに死角なし！
「お姉ちゃんの恋人を殺すの、手伝って」——いつものように魔滅社でこき
使われていた純平の前に、トーコさんの妹・神凪茉子があらわれた！ そ
の目的は、トーコさんの恋人…本社のエリート社員で、十六夜支店に助っ
人として加入した男・伯道を殺すこと!? ふたつ返事で引き受けた純平だ
が、陰陽師としての実力も高い伯道の前にはなすすべもなく敗れ去って
しまう。伯道を倒すために、純平はさらなるゲスな作戦を考えるのだが
…!? 伯道が、そしてマコが十六夜市を訪れた本当の目的とは!? 純平
の身に隠された秘密が明らかに!? 無垢な妹を前にして、純平のセクハ
ラはさらに過激に!! 大人気オカルトコメディ、第２弾です!!
公式サイト
http://j-books.shueisha.co.jp/news_newrelease/mametsu_no_toko2
★この作品はストリエ配信用に再編集を行ったものです。
著者の原画をもとにストリエで着彩、キャラクターの表情差分を作成しております。
ⓒ畑中りんご・暁月あきら/集英社

【4 月 17 日（日）連載開始 毎週日曜日連載】
■『ヒキコモリパワード メタルジャック！』
集英社 JUMPjBOOKS（作：ひなたしょう/イラスト：高山としのり）
ヒロインに会えない系ラブコメ!!
すべてのひきこもりに幸あれ！ ホアァアアアアッ！！
ひきこもりスペシャリスト森内メタルは仲羽良さんが好きだった。本当に
好きだった。ある朝、目が覚めるとダンボールをかぶっているメタル。な
ん…だと…。そこへ薄型モニタ少女レウがあらわれ、ダンボールのそれ
が異世界パンドラ社の技術、自立支援用パワードヘッド・メタルジャック
であることが告げられる。 脱ひきこもりに激しくガッデムしながらも、メタ
ルはダンボール姿のまま、仲羽良さんと出会うため、外出することに！と
ころが、近接格闘型生体兵器パワードアニマル・ベヒモス改がたちふさ
がり...！？ メタルは愛しの存在仲羽良さんに出会えるのか？ !
公式サイト
http://j-books.shueisha.co.jp/pickup/metaljack/pc/index.html
★この作品はストリエ配信用に再編集を行ったものです。
著者の原画をもとにストリエで着彩、キャラクターの表情差分を作成しております。
ⓒひなたしょう・高山としのり/集英社
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＜小学館ルルル文庫から 4 月新連載の 2 作品＞
【4 月 24 日（日）連載開始 毎週日曜日連載】
■『ハチミツにはつこい ～アーリーデイズ～』
小学館 FC ルルル novels（著：高瀬ゆのか／原作・イラスト：水瀬藍）
Ｓｈｏ－Ｃｏｍｉで大人気の『ハチミツにはつこい』を初ノベライズ！
主人公カップルの中学生時代の甘酸っぱい日々を、オリジナルエピソー
ドでお贈りします。
女友達と恋バナしたり、初めて下着を買いに行ったり、初めての×××を
迎えたり…！？そして修学旅行では…！？生まれたときからお隣同士の
幼なじみ、小春と夏生の中学生時代の、揺れる心と微妙につかず離れず
な距離がお楽しみいただけます！！
★この作品はストリエ配信用に再編集を行ったものです。
著者の原画をもとにストリエで着彩、キャラクターの表情差分を作成しております。
★この作品はお試し読み用です。巻の途中までの配信となります。
ⓒ高瀬ゆのか・水瀬藍／小学館

【4 月 25 日（月）連載開始 毎週月曜日連載】
■『小林が可愛すぎてツライっ!! ─ 秘密のＷデート!? ─』
小学館 FC ルルル novels（著：時海結以／原作・イラスト：池山田剛）
Ｓｈｏ－Ｃｏｍｉで大人気の『小林が可愛すぎてツライっ！！』をオリジナル
エピソードでノベライズ！
ひょんなことから大人気歌手・千沙と偽装デートすることになったみつ
る！？かたや、めごは蒼と戦国展にデート気分で出かけて…！？ドキド
キのすれ違い＆秘密の休日Ｗデート、結果はいかに！！？？
★この作品はストリエ配信用に再編集を行ったものです。
著者の原画をもとにストリエで着彩、キャラクターの表情差分を作成しております。
★この作品はお試し読み用です。巻の途中までの配信となります。
ⓒ時海結以・池山田剛／小学館

＜ストリエとは＞
ストーリーとイラストを組み合わせたこれまでにない「“トークアプリ風”読み物フォーマット」を、
“読める”、“投稿できる”完全無料のサービスが『ストリエ』です。
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＜ストリエ＞
・正式サービス名 ： ストリエ
※ロゴはローマ字表記ですが、サービス名はカタカナで「ストリエ」です。
・PC サイト
https://storie.jp/
・アプリダウンロード
■（Android アプリ）：
■（iPhone アプリ）：
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.storie https://goo.gl/huZOGT

＜会社概要＞
株式会社インデックスは、コンテンツ配信、システム開発、インターネット広告等のコンテンツ＆ソリュ
ーション事業を中心とした事業を展開しており、これまでの事業活動で蓄積した技術やノウハウを活
かし、新規事業にも積極的に進出しています。
・社名 ：株式会社インデックス (英文表記: Index Corporation)
・所在地
：〒154-0004 東京都世田谷区太子堂 4-1-1 キャロットタワー
・設立 ：2014 年 4 月
・代表者
：代表取締役社長 中井川 俊一
・URL ：http://www.indexweb.jp

【報 道 関 係 お問 い合 わせ先 】
＜株 式 会 社 インデックスに関 するお問 い合 わせ＞
株 式 会 社 インデックス 広 報 担 当 ：浦 嶋 ・前 田
[TEL] 03-5779-5313
/
[MAIL] pr@indexweb.co.jp

