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Amazon、フルカラーの縦読みマンガに特化した新サービス 

「Amazon Fliptoon」の提供を開始 

国内独占配信タイトルを含む数百タイトル、数千話を無料で配信 

 

Amazon は、モバイル端末での閲覧に最適化されたフルカラーの縦読みマンガに特化した新サービス「Amazon 

Fliptoon （フリップトゥーン）」（ www.amazon.co.jp/fliptoon ）の提供を 2023年 3月 7日（火）より日本において開始いた

しました。「Amazon Fliptoon」のご利用にあたっては専用アプリのダウンロードは不要で、スマートフォンやタブレット端

末のWebブラウザ上で縦読みマンガをいつでもどこでもお楽しみいただけます。「Amazon Fliptoon」のサービス提供開

始時点では数百タイトル、1 万話以上を読むことができ、そのうち数千話は無料（「待てば無料」対象の話も含む）でお楽

しみいただけます。 
 

従来のマンガとは異なり、縦読みマンガはスマートフォンやタブレットなどのモバイル端末で

読むことに特化して作られています。縦読みマンガは、端末の画面全体に収まるよう最適化

され、拡大や縮小の必要なしに縦スクロールで読むことができ、かつフルカラーのため、臨

場感のある読書体験をお楽しみいただけます。 

 

このたびサービス提供を開始した「Amazon Fliptoon」は、ロマンス、アクション、ファンタ

ジー、ドラマなど、縦読みマンガの人気ジャンルを網羅したタイトルを幅広く取り揃えていま

す。「Amazon Fliptoon」では、多くの作品の一部を無料でお楽しみいただくことができ、無料

でそのまま読める話に加えて、「待てば無料」と表示されている話の場合は、前の話の閲覧

後、一定時間（通常は 23 時間）が経過すると次の話を無料で閲覧できます。また、一定時

間待たずに次の話を読みたい場合は購入することも可能です。 

 

サービス提供開始時点では、数百の人気タイトルを取り揃え、「私のオジュン」「異界転換守

備隊バスターズ」「タルゴナ日記。」といった Amazon による国内独占配信タイトルもご用意

しています。新たな作品や著者と出会うきっかけをお客様にご提供できるよう、Amazon は

「Amazon Fliptoon」で新しい話を毎週公開していくとともに、国内外で人気のタイトルを順次

増やしていく予定です。 

 

「Amazon Fliptoon」のサービス提供開始にあたり、アマゾンジャパン合同会社 書籍事業本部 ジェネラルマネージャーの

エイミー・ワース（Amy Worth）は、「日本のお客様が『Amazon Fliptoon』において、数百タイトル、1 万話以上のフルカ

ラーの縦読みマンガをお楽しみいただけるようになったことを大変嬉しく思います。Amazon は、お客様に新たなお気に

入りの本を見つけていただき、読書をさらにお楽しみいただけるよう、2012年に日本において『Kindle本ストア』を開始し

てから 10 年以上にわたり、新しい機能の導入や作品の品揃え拡充に注力してまいりました。そしてこのたびサービス提

供を開始した『Amazon Fliptoon』においては、新しい話を毎週公開するとともに、新しいタイトルも順次増やしてまいりま

す。『Amazon Fliptoon』を通じて、フルカラーの縦読みマンガをお楽しみいただくとともに、新たなお気に入りの作品や著

者を見つけていただきたいと考えております。」と述べています。 

 

また、韓国で人気の複数の作品を「Amazon Fliptoon」に提供している出版社の Rockin’ KOREA Co., Ltd.（所在地：韓

国 ソウル特別市）＜以下、Rockin’ KOREA＞ の CEOのイ・ファシン （Hwashin Lee）氏は、「私たちの縦読みマンガを

『Amazon Fliptoon』の日本での独占配信タイトルとして日本の読者の皆さまに今回初めてお届けすることができ、大変

嬉しく思います。日本におけるファンを増やし、私たちのユニークなコンテンツを通じて文化交流を促進することは、エキ

サイティングな取り組みの第一歩ととらえています。」と述べています。 

＜｢Amazon Fliptoon｣ トップページ （イメージ）＞ 

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


＜「Amazon Fliptoon」国内独占配信タイトル（Rockin’ KOREAより提供）の一部＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

作品名：「私のオジュン」 

ジャンル：ロマンス 

著者：Lim Rira, Lim Sori 

作品名：「異界転換守備隊バスターズ」 

ジャンル：SFファンタジー 

著者：Cartman, Jun Gyuong-min 

作品名：「タルゴナ日記。」 

ジャンル：日常 

著者：DALGONA 

【あらすじ】 ツンデレで何もできない鯉の神

とのドタバタ同居ストーリー！武侠小説オ

タクのウォンヒは担当教授の頼みで中国

語の翻訳バイトをすることになる。翻訳す

べき掛け軸を受け取ると幻想を見て倒れ

たウォンヒ。しばらくすると、掛け軸から飛

び出した鯉が自分が神だと彼女に怒鳴り

つけるが…？ 古代中国から現代にやって

きたイケメンたちと彼らが愛する女性との

三角関係ロマンス。 

【あらすじ】 ヒーローアイドルバスターズ。“バ

グモブ”から地球を守れ!! ある日、異界とつな

がった次元の壁に亀裂が生じ、バグモブたち

が地球を侵略し始め、地球は大混乱に陥る

が、特別な“バイオメンタル”を持つ 5人の少

女たちは「異界転換守護隊バスターズ」に選

ばれる。彼らはバグモブから地球を守るため

のエネルギーである「ラブリーパワー」を集め

るためにアイドル歌手になって活動をするの

だが... 

【あらすじ】 やりたいことは多いけど、どこか

ら何を始めればいいのか分からない社会人

1年生のタルゴナ。何でも果敢に挑戦し、そ

んな日常で感じる様々な思いを日記に書い

ていきます。感情をささやかで愉快に解いて

いくタルゴナの可愛らしい日常。 

www.amazon.co.jp/dp/B0BL6BBVPH www.amazon.co.jp/dp/B0BMGD7LL7 www.amazon.co.jp/dp/B0BNQK3QX4 

 

「Amazon Fliptoon」では、Rockin’ KOREA が提供する作品に加えて、その他複数の出版社が提供する人気の作品も

多数取り揃えています。 
 

＜「Amazon Fliptoon」でお楽しみいただけるその他タイトル（一部）のご紹介＞ 
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作品名：「作家殿、今世では主人公です」 

ジャンル：ファンタジー、ロマンス 

著者：Lee Rita, SAN, Daldaramji 

出版社：MSTORYHUB 

作品名：「はじめまして」 

ジャンル：ロマンス 

著者：So one, Kkori 

出版社：Nexturekorea 

作品名：「１たす１は」 

ジャンル： ロマンス 

著者：ソル 

出版社：Kidari 

【あらすじ】 ウェブ小説作家の私がファンを名
乗る神のせいで連載中止小説の脇役になっ
ちゃった！小説を完結させなければ、死ぬし
かない！神に脅迫され必死に奔走していたの
に、目の前でヒロインが死んでしまうことに… 

これは主人公になってしまったウェブ小説作
家が繰り広げる冒険とロマンス、そして必死の
あがきを描いた物語。 

【あらすじ】 同じ空間、異なる時間の彼。

そして彼女の物語を描いたロマンスファ

ンタジー。メールと SNSを媒介に時空

間を越える男女のタイムスリップロマン

ス。学生時代のいじめで現実に適応でき

なかったジンハに未来からのメッセージ

が渡されるが… 

【あらすじ】 アパートの上の階に引っ越して

きた騒がしい住人。それは同じ学科の同期

であるイケメンの堀くん。優花は彼のことが

どうしても気になって仕方がない。いろんな

偶然が重なり、だんだん近づいていく二人。

果たして二人の恋の行方は？ 

www.amazon.co.jp/dp/B0BRSWYQ7Y www.amazon.co.jp/dp/B0BJVJP2T6 www.amazon.co.jp/dp/B0BFNHKHZR 

 

http://www.amazon.co.jp/dp/B0BL6BBVPH
http://www.amazon.co.jp/dp/B0BMGD7LL7
http://www.amazon.co.jp/dp/B0BNQK3QX4
http://www.amazon.co.jp/dp/B0BRSWYQ7Y
http://www.amazon.co.jp/dp/B0BJVJP2T6
http://www.amazon.co.jp/dp/B0BFNHKHZR


「Amazon Fliptoon」でご提供する縦読みマンガ各種は、「Kindle 本ストア」（ www.amazon.co.jp/kindlebooks ）内の

「Kindle マンガ」カテゴリーから、もしくは「Kindle マンガ（電子書籍）」ストア（ www.amazon.co.jp/manga ）内にある

「 Fliptoon 」 タ ブ か ら ご 覧 い た だ け ま す 。 ま た 、 「 Amazon Fliptoon 」 の ト ッ プ ペ ー ジ に は URL

（ www.amazon.co.jp/fliptoon ）からも直接アクセスできるほか、Amazon.co.jp の検索ボックスで「Fliptoon」と入力して

検索することでもアクセス可能です。「Amazon Fliptoon」のご利用にあたっては、専用アプリをダウンロードする必要が

なく、スマートフォンやタブレット端末の Web ブラウザ上でお楽しみいただけます。画面上でタップするだけでお好きなタ

イトルおよび話にアクセスすることができ、Web ページ上で縦方向にスワイプ（画面をタッチしながらスクロール）するだ

けで縦読みマンガを簡単にお楽しみいただけます。 

※「Amazon Fliptoon」は Amazonショッピングアプリや Kindle無料アプリではご利用いただけません。 

※当発表資料に記載の内容は全て 2023年 3月 7日（火）時点の情報で、今後予告なく変更となる場合があります。 

 

「Kindle本ストア」「Kindleマンガストア」「Amazon Fliptoon」について 

Amazon.co.jpの「Kindle本（電子書籍）ストア」（ www.amazon.co.jp/kindlebooks ）では、話題の新刊からロングセラーまで、700万冊以上

の電子書籍および電子コミックを取り揃えています。文学や評論はもちろん、人気のコミック、ビジネス・経済書、洋書など、幅広いジャンル

の電子書籍・電子コミックをお楽しみいただけます。また、無料で読めるコンテンツもご用意しています。「Kindle マンガ（電子書籍）ストア」

（ www.amazon.co.jp/manga ）では、ロマンス、アクション、ファンタジーなど、幅広いジャンルの電子コミックをお楽しみいただけます。そして

「Amazon Fliptoon」（ www.amazon.co.jp/fliptoon ）では、フルカラーの縦読みマンガを取り揃え、新しい読書スタイルをご提供します。

「Amazon Fliptoon」でご提供する縦読みマンガは、既存の「Kindle 本ストア」と「Kindle マンガストア」、および新たに開設した「Fliptoon」の

各トップページからそれぞれアクセス可能です。 

 

Amazonについて 

Amazonは 4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。

Amazon は、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指

しています。カスタマーレビュー、1-Click 注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazon プライム、フルフィルメント by Amazon

（FBA）、アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon 

Echo、Alexa、Just Walk Out technology, Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約（The Climate Pledge）などは、Amazonが先駆

けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazon について詳しくは Amazon Newsroom（ http://amazon-press.jp ）および

Amazon ブログ( http://blog.aboutamazon.jp ）から。 

数百タイトルの中から 

読みたいタイトルを 

タップして選択 

読みたい話が無料または「待

てば無料」の場合は、ボタンを

タップするだけで閲覧可能 

画面を縦にスワイプするだけで 

手軽にフルカラーの縦読みマ

ンガをお楽しみいただけます 

スマートフォンやタブレット端末の

Webブラウザにおいて 

「Amazon Fliptoon」にアクセス 

アクセス 
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