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2022 年 6 月 15 日 

報道関係各位 

GMO メディア株式会社 

 

「プリ小説 byGMO」、TikTok フォロワー440 万人超の 

男性 6 人組アーティスト「ONE
ワ ン

 N'
エン

 ONLY
オ ン リ ー

」とコラボし 

今秋 Spotify 独占配信のオーディオドラマ原作小説を募集 

～「ONE N' ONLY」の楽曲をイメージした小説作品のコンテストを実施～ 

 
GMO インターネットグループの GMO メディア株式会社（代表取締役社長：森 輝幸 以下、GMO メデ

ィア）が運営するチャット型小説サービス「プリ小説 byGMO」（URL:https://novel.prcm.jp/）は、

「第 33 回プリ小説コンテスト」として、スターダストプロモーション所属の男性 6 人組ダンス&ボーカル

ユニット「ONE N' ONLY」とスペシャルコラボ企画を実施いたします。 

 コラボ企画では、「ONE N' ONLY」の楽曲『My Love』と『Bla Bla Bla』をイメージした小説作品のコ

ンテストを実施します。本日 2022 年 6 月 15 日（水）から 7 月 31 日（日）までの期間中に応募いただき

グランプリを獲得した小説作品は、今秋にオーディオストリーミングサービス「Spotify」（URL：

https://www.spotify.com/jp/）で独占配信するオーディオドラマの原作となる予定です。 

コンテスト特設サイト：https://novel.prcm.jp/campaign/novel-contest-33th 

 

【今回のコラボに対しての 「ONE N' ONLY」／NAOYA からのコメント】 

 僕たちの楽曲をテーマにした「プリ小説 byGMO」、今からどんなものになるの

かとても楽しみです！ 

 沢山の人が参加してくれるといいなと思っています。正解はないと思うのであなた

が思い描くものを書いてきてください！ 

 グランプリで選ばれた作品では、僕たちも声優として参加させて頂く予定ですの

で、一緒に作品を作れることを楽しみにしてます！ 

 

 

https://novel.prcm.jp/
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■「ONE N' ONLY」プロフィール 

スターダストプロモーション所属。ボーカルの TETTA・REI・EIKU、ラップ&ダンサーHAYATO・

KENSHIN・NAOYA の 6 人組。 

J-POP でも K-POP でもない”JK-POP“として唯一無二のスタイルを貫くダンス&ボーカルユニット。 

2018 年 11 月に 1st Single『I’M SWAG』でデビュー。2019 年 5 月リリース 2nd Single 

『Dark Knight』は２作目にしてオリコンウィークリー1 位、Billboard JAPAN HOT100 1 位の 

２冠を達成！さらに同年 10 月 16 日にリリースした 3rd double A-side Single 

『Category / My Love』も２作連続となるオリコンウィークリー１位を獲得。 

日本のみならず海外からのアクセスも多く、YouTube 上に公開された Music Video は世界各国注目され、

特にアジア・中南米・欧州からのアクセスが殺到し、合計再生回数は 1800 万回を突破！ 

そして、TikTok のフォロワー数は日本人音楽アーティスト 1 位の 440 万人超え！ 

TikTok の合計再生回数は 2 億回を突破！！ 

 

【コンテスト実施の背景】 

 「プリ小説 byGMO」ではクリエイター支援の一環として、2021 年に「プリ小説 byGMO」のオリジナ

ル小説 4 作品のオーディオドラマを Spotify で公開いたしました。オーディオドラマには人気若手俳優が総

勢 20 名以上出演し、Spotify のポッドキャストで上位にランクインするなど、Spotify の中でも人気作品と

なりました。そこでこの度、クリエイターの支援をより充実させていくために、コンテストを実施すること

といたしました。 

 コンテストは「プリ小説 byGMO」のメインユーザー層である中高生の多くが利用している TikTok で

440 万超のフォロワーを誇る「ONE N' ONLY」とコラボ、さらに Spotify での独占配信も決定するなど、

本コンテストを通じてクリエイターの活躍の場を提供することを目的としています。 

 

【Spotify 音声コンテンツ事業統括 西ちえこのコメント】 

今回、Spotify が次世代の音声コンテンツクリエイターの支援を目的に現在対象者を公募している「クリエ

イター・サポート・プログラム」の一環として、10 代のクリエイターが多く集まる「プリ小説 byGMO」で

の原作応募コンテストと連携できることになったことを大変嬉しく思います。この連携を通じて、創作する

ことの楽しさや自身の創作したストーリーを多くのリスナーに届ける喜びを一人でも多くのクリエイターに

感じてもらうきっかけになればと思います。 
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【「プリ小説 byGMO」 「ONE N' ONLY」コンテスト概要】 

 特設サイトにある要件や応募条件、注意事項などをご確認いただき、応募方法に従ってご応募ください。 

特設サイト：https://novel.prcm.jp/campaign/novel-contest-33th 

  

期 間 2022 年 6 月 15 日（水）～7 月 31 日（日）23:59 

応 募 方 法 「プリ小説 byGMO」で「第 33 回プリコン」というタグをつけて小説を作成・公

開し、書き終えたらステータスを「完結」にしてください。 

 

※「プリ小説 byGMO」への会員登録が必要となります 

※小説を書き終えたら、編集画面で公開設定を「完結」にして「変更を適用す

る」ボタンを押してください 

※ステータスが「完結」になっていない作品は、選考対象外となります 

対 象 楽 曲 『My Love』 

https://open.spotify.com/track/60UNklf4OpTpENLJEQ9brm?si=3ef50cd

80d604985 

  

『Bla Bla Bla』 

https://open.spotify.com/track/4snpnaOqTS1oLfDhK1ddfe?si=b8b2b88

d098f45f9 

要 件 ①小説の登場人物が 2～5 名（そのうち男性 1 名以上必須）であること 

②本編話数が 20 話以上（1 話 1500 文字以上）であること 

 人物紹介、まえがき/あとがきなどは本編に含まれません 

③オリジナル作品であること 

④応募期間内（2022 年 6 月 15 日（水）から 7 月 31 日（日）23:59）に「プリ

小説」に新規投稿・公開された完結済み作品であること 

⑤公開範囲が「全体公開」であること 

 

※何作品でもご応募いただけます 

 

その他 NG 行為などに関しては、以下の応募要項をご確認ください 

URL：https://novel.prcm.jp/campaign/novel-contest-33th 

賞 品 グランプリ：1 名  

Amazon ギフト券 5 万円分 ＋ 2022 年秋に Spotify で独占配信となるオーディオ

ドラマのシナリオ原案として採用される権利 

準グランプリ：1 名  

Amazon ギフト券 3 万円分 

発 表 方 法 2022 年 8 月頃に特設サイト内で発表予定 

 

【「Spotify」とは】（URL：https://www.spotify.com/jp/） 

 「Spotify」は、全世界 183 の国と地域で 4 億 2,200 万人以上のユーザー（※）が利用するオーディオス

トリーミングサービスです。スマホ、パソコン、タブレットなど様々なデバイスを通じていつでも好きな場

所で 8,200 万曲以上の音楽や 400 万番組以上のポッドキャストなどを無料でも楽しむことができます。 

（*） 2022 年 6 月現在 

 

https://open.spotify.com/track/60UNklf4OpTpENLJEQ9brm?si=3ef50cd80d604985
https://open.spotify.com/track/60UNklf4OpTpENLJEQ9brm?si=3ef50cd80d604985
https://open.spotify.com/track/4snpnaOqTS1oLfDhK1ddfe?si=b8b2b88d098f45f9
https://open.spotify.com/track/4snpnaOqTS1oLfDhK1ddfe?si=b8b2b88d098f45f9
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【「プリ小説 byGMO」とは】（URL：https://novel.prcm.jp/） 

「プリ小説 byGMO」は、2017 年 10 月にサービスを開始した登場人物が会話をしているようなチャッ

ト型の小説を読んだり投稿したりできるサービスです。サービス開始以来、手軽に小説が読めるサービスと

して人気を集め、2022 年 4 月時点で利用者数は 182 万を超えています。 

2020 年 7 月 29 日（水）には、人気連載作品『色のない世界で、君と』（榊 あおい著 URL：

https://prcm.jp/campaign/ironai）が株式会社 KADOKAWA から書籍化され発売、さらにはコミカライ

ズ企画も進行中など「プリ小説 byGMO」で活躍するクリエイターの支援も行っています。 

2021 年 11 月には Spotify でプリ小説のオリジナル作品をオーディオドラマとして公開、「耳で楽しむ

チャット型小説」も発信しています。 

 

■アプリ版「プリ小説 byGMO」 

 URL QR コード 

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1459100798  

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=media.gmo.prcmnovel

&hl=ja 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

【GMO メディア株式会社】 （URL：https://www.gmo.media/） 

会社名 GMO メディア株式会社 （東証グロース 証券コード：6180） 

所在地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 セルリアンタワー 

代表者 代表取締役社長 森 輝幸 

事業内容 ■メディア事業   ■ソリューション事業 

資本金 7 億 6,197 万円 

【GMO インターネット株式会社】 （URL：https://www.gmo.jp/） 

会社名 GMO インターネット株式会社 （東証プライム 証券コード：9449） 

所在地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 セルリアンタワー 

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿 

事業内容 ■インターネットインフラ事業 ■インターネット広告・メディア事業 

■インターネット金融事業   ■暗号資産事業 

資本金 50 億円 

 

●GMO インターネット株式会社  
グループコミュニケーション部  
広報担当 新野 
TEL：03-5456-2695 E-mail：pr@gmo.jp 

 

 

 

【報道関係お問い合わせ先】 
●GMO メディア株式会社 広報担当 森島  

TEL：03-5456-2626  FAX：03-5459-6077 
E-mail：pr@gmo.media 
 

【サービスに関するお問い合わせ先】 
●GMO メディア株式会社 瀧尾 

TEL：03-5456-2626  FAX：03-5459-6077 
E-mail：info@gmo.media 
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