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ケータイの普及と定額制で大きく伸びる

電子書籍市場の動向
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の中心的な読者が 20 代、30 代の男性で

一方、ケータイ向けサイト利用者の男
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あるという実態が浮き彫りになった。

（書店ではお求めになれません）

女比の平均は 51%： 49%とほぼ同数で
あった。男性の比率が高かったのは、
「コミックｉ」
「Handy ブックショップ（V）」
「まんが稲妻大革命（ I ）」といったコミッ
ク中心のサイトで、女性の比率が高かっ
たのは「どこでも読書（ I ）」
「どこでも読
書（E）」
「SpaceTown ブックス」といった
文芸中心のサイトである。
PC/PDA 向けサイトとケータイ向けサ
イトでは、男女比に大きな差があった。
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