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西原理恵子、しりあがり寿など、有名漫画家 15 名による 

「ブラックジャックによろしく」の 2 次創作 

『「ブラックジャックによろしく」にヨロシク！ 愛の大炎上パロディー祭り！』 

本日より作品発表開始 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

株式会社 BookLive（本社：東京都台東区、代表取締役社長：淡野 正、以下：当社）は、トータル

電子書籍ストア「BookLive!（http://booklive.jp）」にて、 「ブラックジャックによろしく」（佐藤秀峰）の

名場面を自由に加工し、新たな短編漫画を創作する 『「ブラックジャックによろしく」にヨロシク！ 

愛の大炎上パロディー祭り！』を本日より実施し、西原理恵子、しりあがり寿、ダ・ヴィンチ恐山、和

田ラヂオなど、著名漫画家ら 15 名による作品の公開を開始します。また、第一回の本日は、

error403、しりあがり寿、辛酸なめ子、花くまゆうさく、マン臭キツ子ら 5 名の作品を配信し

ます。 

 

 
 
『「ブラックジャックによろしく」にヨロシク！ 愛の大炎上パロディー祭り！』では、佐藤秀峰氏の「ブ

ラックジャックによろしく」本編から作家が自由にコマを利用し、フキダシの書き換えやコマの並び替

えだけではなく、新しいキャラクターを書き加えるなど、様々な方法によりパロディー作品を創作し

ています。本日から 3 週にわたって、毎週 5 名の作品、合計 15 作品を順次「BookLive!」にて無料

配信、併せてユーザーからの人気投票を行い、15 名の作品から毎週 1 作品、計 3 作品の「ベスト

パロディー賞」を選出します。作品は、全て今回の企画のために、新たに創作されたものです。 

 

BookLive!では、読者参加型のパロディー投稿企画『炎上に便乗！あなたが創る「ブラよろ」名シ

ーン！』も同時開催しています。これは、「ブラックジャックによろしく」のフキダシを空白にした画像

データをサイトからダウンロードし、ユーザーが自由にフキダシを入れ、ハッシュタグをつけて投稿

をするもので、作品は当社公式 Twitter、Facebook で紹介します。既に数多くの傑作が投稿されて

おり、11 月 9 日（金）まで実施しています。 

 

 

http://booklive.jp/


当社では、今後も、短期間で作品を配信できるといった、電子書籍ならではの強みを活用した多

様な企画を実施し、ユーザーに作品との新たな出会いを提供していきます。 

 

■ 『「ブラックジャックによろしく」にヨロシク！ 愛の大炎上パロディー祭り！』概要 

『ブラックジャックによろしく』全 13 巻の無料配信開始を記念し、ギャクマンガ家やクリエイターたちが、

『ブラックジャックによろしく』の名場面からフキダシを空白にした画像データを加工するなどして、新たな

爆笑パロディー作品創りに挑み、読者の投票をもとに「ベストパロディー賞」を選出します。 

「ブラよろ」ベストパロディー賞をつかむのは誰だ！？ 

 

・作品配信開始日 ：2012 年 10 月 12 日（金） ※3 週にわたり、各作家の作品を順次無料配信 

・投票結果発表 ：2012 年 11 月 9 日（金） 

・参加作家  ：【10 月 12 日（金）配信 ≪Vol.1≫】 

                error403、しりあがり寿、辛酸なめ子、花くまゆうさく、マン臭キツ子 

【10 月 19 日（金）配信 ≪Vol.2≫】 

           和田ラヂヲ、カラスヤサトシ、平井太朗、西原理恵子、林雄司 

            【10 月 26 日（金）配信 ≪Vol.3≫】 

            ヨシナガ、上野顕太郎、田中圭一、犬山紙子、ダ・ヴィンチ・恐山 

計 15 名 

 

■ 連動企画 『炎上に便乗！あなたが創る「ブラよろ」名シーン！』 概要 

 BookLive! キャンペーン特設ページより、「ブラックジャックによろしく」のフキダシを空白にした画像デ

ータを無料ダウンロード。画像に面白いフキダシを入れたら、ハッシュタグ #burayoroyoro をつけてツイ

ッターにアップ！傑作はキャンペーン公式アカウントがリツイートします。優秀作品はキャンペーン公式

Facebook ページでも紹介していきます。 

 
・開催期間  ：2012 年 9 月 21 日（金）～11 月 9 日（金） 

・キャンペーン特設ページ ：http://booklive.jp/feature/index/id/bycp 

 ●公式 Twitter  ：@BJyoro_BookLive／https://twitter.com/BJyoro_BookLive 
●公式 Facebook ：http://www.facebook.com/bjyorobooklive 

 

 

 

 

■トータル電子書籍ストア「BookLive!」について 

Android・iOS・Windows Phone・Windows PCに対応した、国内最大級の蔵書数を取り揃える電

子書籍ストアです。購入した書籍はクラウド上の管理書庫「My本棚」に保管され、最大 3 端末へ同期

して読書できます。端末毎に最適化された読書環境の提供や、利用者に嬉しいお得なポイント制度な

ど、利便性と満足度の高いサービスを提供していきます。 

 

■株式会社BookLiveについて 

「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」 を企業理念とし、2011 年 1 月にトッパング

ループの電子書籍ビジネスを担う会社として、設立されました。電子書籍ストア「BookLive!」の運営と

電子書籍配信プラットフォーム事業を行っています。 

所在地：東京都台東区台東 1-5-1 

設立：2011 年 1 月  資本金：30 億円 

●電子書籍ストア「BookLive!」 http://booklive.jp/ 
●コーポレートサイト  http://www.booklive.co.jp/ 

 

 

※ 本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先】 

株式会社 BookLive  広報担当 

連絡先：03-3835-6201  e-mail：press@booklive.co.jp 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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≪参考資料≫ 

10 月 12 日（金）配信≪Vol.1≫ 作家一覧 

作家名 プロフィール パロディー作品紹介（一部） 

error403 

 

 

フリーのクリエイターとして活動。 

Twitterでは「＠error403」というアカウントで

14 万人以上のフォロワーがついている。 

今 年 の 主 な 活 動 と し て 「 Quick Japan 

vol.101」（太田出版）に漫画を掲載、自主制

作マンガ誌「ジオラマ 第 3 号」の表紙を手掛

けるなど。 

ウェブサイト「夕刊ガジェット通信」(@nifty、ガ

ジェット通信)にて『error403 のオチとは』を連

載中。 

 

 

しりあがり寿 

 

 
1958 年生まれ、静岡県静岡市出身。 

多摩美術大学卒業。 

漫画家として活動しながら、現在は神戸

芸術工科大学特任教授を務める。 

代表作として『真夜中の弥次さん喜多さ

ん』(マガジンハウス)、『弥次喜多inDEEP』

(エンターブレイン)など。 

近刊は『オーイ・メメントモリ 完全版』

(メディアファクトリー)、『みらいのゆく

すえ』（春風社）など。 

 
辛酸なめ子 

 

 
1974 年、東京都生まれ、埼玉県育ち。武蔵

野美術大学短期大学部デザイン科グラフィ

ックデザイン専攻卒業。漫画家、コラムニスト

として活動。近刊は『厄除開運人生』（祥伝

社）、『サバイバル女道』（サイゾー）、『辛酸な

め子の現代社会学』（幻冬舎）、『霊道紀行』

（角川書店）など。 

 

花くまゆうさく 

 

 
1967 年生まれ、東京都北区出身。セツ・

モードセミナー卒業。 
主な作品に『東京ゾンビ』（青林工藝舎）、

『メカ★アフロくん』（マガジンハウス、

幻冬舎文庫）など。 
「東京IT新聞」（ICE）にて『ITの汁』を

連載中。 

 

マン臭キツ子 

 

 

漫画家として活動。 

自身の運営するブログ「まんしゅうきつこのオ

リモノわんだーらんど」にエッセイ風のマンガ

を掲載し、大きな支持を得ている。 

 

 



10 月 19 日（金）配信≪Vol.2≫ 作家一覧 

作家名 プロフィール パロディー作品紹介（一部） 

 

 

 

 

カラスヤサトシ 

 

 

1973 年生まれ、大阪府牧方市出身。 

関西大学社会学部卒業。 

1995 年、『海辺の人々』ほか 3 編により第 6

回COMICアレ!漫画賞優秀賞を受賞し、漫

画家としてデビュー。 

近刊は『モテないのではない モテたくない

のだ!!』（双葉社）、『強風記』（講談社）など。 

「グランドジャンプ」（集英社）にて『トモダチ大

作戦』、「すくすくパラダイスぷらす」（竹書房）

にて『子がなくては親は育たぬ』を連載中。 

 

 

 

 

西原理恵子 

 

 

1964 年生まれ、高知県高知市出身。武蔵

野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業。 

大学在学中に漫画家としてデビュー。 

代表作として『ぼくんち』、『パーマネン

ト野ばら』、『毎日かあさん』など。 

近刊は『生きる悪知恵 正しくないけど

役に立つ 60 のヒント』（文藝春秋）、『と

りあたまJAPAN 日はまた昇る！編』（新

潮社）など。 

 

 

 

 

林雄司 

 

 
1971 年生まれ、東京都練馬区生まれ。埼玉

大学教養学部卒業。 

ウェブサイト「Webやぎの目」、「東京トイレ」な

どを運営。 

＠niftyの「デイリーポータルZ」にウェブマスタ

ーとして参加し、同サイトのライターも担当し

ている。 

 

 

 

 

 

平井太朗 

 

 
漫画家として活動。『パソコンで描く イ
ラストとマンガの教科書  「CG illust 
NEO」「COMIC WORKS NEO」公式ガ

イドブック』（アスキー・メディアワーク

ス、監修・デリーター株式会社）や『あ

なたもマンガが描ける ComicStudio 4.0 
公式ガイド』（アスキー）などの解説書を

手掛ける。  
自身のホームページにて『35 歳はじめて

物語』、『家族の食卓』などの作品を公開

中。 
 
 

 

 

 

 

和田ラヂヲ 

 

 

1964 年生まれ、愛媛県松山市出身。 

1991 年、「週刊ヤングジャンプ」（集英社）か

ら『イキナリどうだ』で漫画家としてデビュー。 

主な作品に『ラヂヲの時間 バカ党』（小学

館）、『和田ラヂヲのここにいます』（集英

社）、『和田ラヂヲの新世界』（河出書房新

社）など。 

 

 

 

 

 

 



10 月 26 日（金）配信≪Vol.3≫ 作家一覧 

作家名 プロフィール パロディー作品紹介（一部） 

 

 

 

 

犬山紙子 

 

 

編集者やニート生活を経て『負け美女』の出

版をきっかけに作家デビュー。 

現在はブロガー、コラムニスト、エッセイストと

して活動。 

近刊は『邪道モテ！オンナの王道をゆけな

い女子のための新・モテ 論』（宝島社、共

著・峰なゆか）など。 

「SPA!」（扶桑社）にて『痛男（イタメン）』、

「GINA」（ぶんか社）にて『悲しき負け美女の

口癖』を連載中。 

 

 

 

 

 

上野顕太郎 

 

 

1963 年生まれ、東京都目黒区出身。 

21 歳のときに「週刊少年チャンピオン」

（秋田書店）から『煙草撲滅委員会』で

漫画家としてデビュー。 

近刊は『帽子男』、『五万節』、『明日の夜

は千の眼を持つ』、『さよならもいわずに』

（いずれもエンターブレイン）など。 

 

 
 

 

 

ダ・ヴィンチ・恐山 

 

 
2009 年からTwitter上で人気を集め、2011 年

に開催された『第四回ギャグ漫画家大喜利

バトル』で優勝したことで注目を集める。 

現在では主に漫画家・漫画原作者として活

動。 

「月刊ビッグガンガン」（スクウェア・エニック

ス）にて『くーろんず』、ウェブサイト「ダ・ヴィン

チ電子ナビ」（メディアファクトリー）にて『ダ・

ヴィンチ恐山の降霊大喜利』を連載中。 

 

 

 

 

田中圭一 

 

 
1962 年生まれ、大阪府枚方市出身。近畿

大学法学部卒業。 
大学在学中に小池一夫劇画村塾に入学、

翌 1984 年に『ミスターカワード』で漫画

家デビュー。 
大学卒業後は会社員として働きながら漫

画を発表し続けている。 
主な作品に『ドクター秩父山』（アスペク

ト）、『神罰』（イースト・プレス）、『サラ

リーマン田中K一がゆく！』（角川グルー

プパブリッシング）など。 
 

 

 

 

 

ヨシナガ 

 

 

1979 年生まれ、静岡県静岡市出身。会社員

として働きながら、ブロガー、クリエイターとし

て活動。 

ウェブサイト「僕の見た秩序。」、メルマガ「ネ

ットの今。」などを運営。 

主な作品に「特ダネ！投稿DO画」（NHK）キ

ャラデザイン、『ハイブリッドワーカー』（講談

社）など。 

 

 

 

 

 

 

 


