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                    2017年7月18日 

各位 

株式会社ゲオホールディングス 

 

 株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：遠藤結蔵）の子会社、

株式会社ゲオ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：吉川恭史）は、2017 年１月 1 日から 6 月

30日まで、全国のゲオショップ約1,200店で取り扱ったDVDに関するデータを集計し、「ゲオ2017年上

半期 DVD レンタル・新品 DVD 売上ランキング」として、DVD（総合）、洋画、邦画、アニメそれぞれ

の貸出数量（レンタルランキング）、売上数量（売上ランキング）の順位をまとめましたので発表します。 

 

 レンタル部門のDVD 総合ランキングで最も貸し出されたのは、洋画ランキングでもトップの「バイオ

ハザード：ザ・ファイナル」、次いで「シン・ゴジラ」、「ONE PIECE FILM GOLD」の順でした。総合

のトップ10に邦画が4作品ランクインしています。邦画のレンタルは「シン・ゴジラ」が、アニメは「ONE 

PIECE FILM GOLD」が1位でした。 

 

 セルDVD部門の総合ランキングでは、嵐の「ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy?」が、

「バイオハザード：ザ・ファイナル」、「シン・ゴジラ」を抑えてトップ。洋画、邦画、アニメの売上ラン

キング1位は、レンタルと変わらず、「バイオハザード：ザ・ファイナル」、「シン・ゴジラ」、「ONE PIECE 

FILM GOLD」でした。 

 

 

■ゲオ・バイヤーコメント 

 レンタル部門では、シリーズ作品が上位を占める結果でした。特に「バイオハザード」は過去実績も高

く、“ファイナル”ということが更に貸出数量を高める要因となりました。また、セル部門ではアーティス

ト系作品の強さが目立つ中で、洋画は「ワイルドスピード」の過去作品が販売を伸ばし、最新作への期待

が高まっています。アニメでは、ディズニーや邦画劇場作品とともに、「ミニオンズ」「怪盗グルーのミニ

オン危機一発」など、イルミネーション・エンターテインメント（米国カリフォルニア州）作品がランク

インしており、今後もこのアニメスタジオの新作に期待しています。（株式会社ゲオ メディア商品部 メデ

ィア商品1課 重藤昌史） 

 

 

 

 

ゲオ 2017年上半期DVDレンタル 

・新品DVD売上ランキング 

レンタルは「バイオハザード：ザ・ファイナル」、 

新品販売は嵐の「ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy?」が1位 

NEWS RELEASE NEWS RELEASE 
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【レンタル部門】 

 

■レンタル DVD 総合ランキング 

順位 タイトル 監督 主演 

1 バイオハザード：ザ・ファイナル ポール・W・S・アンダーソン ミラ・ジョヴォヴィッチ 

2 シン・ゴジラ 樋口真嗣ほか 長谷川博己 

3 ONE PIECE FILM GOLD 宮元宏彰 - 

4 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 デイビッド・イェーツ エディ・レッドメイン 

5 ペット ヤーロウ・チェイニーほか − 

6 スーサイド・スクワッド デヴィッド・エアー ウィル・スミス 

7 ミュージアム 大友啓史 小栗旬 

8 ジェイソン・ボーン ポール・グリーングラス マット・デイモン 

9 闇金ウシジマくん the Final 山口雅俊 山田孝之 

10 闇金ウシジマくんPart3 山口雅俊 山田孝之 

    
■レンタル 洋画DVDランキング 

順位 タイトル 監督 主演 

1 バイオハザード：ザ・ファイナル ポール・W・S・アンダーソン ミラ・ジョヴォヴィッチ 

2 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 デイビッド・イェーツ エディ・レッドメイン 

3 スーサイド・スクワッド デヴィッド・エアー ウィル・スミス 

4 ジェイソン・ボーン ポール・グリーングラス マット・デイモン 

5 グランド・イリュージョン 見破られたトリック ジョン・M・チュウ ジェシー・アイゼンバーグ 

6 ジャック・リーチャー NEVER GO BACK エドワード・ズウィック トム・クルーズ 

7 キング・オブ・エジプト アレックス・プロヤス ブレントン・スウェイツ 

8 インフェルノ ロン・ハワード トム・ハンクス 

9 メカニック：ワールドミッション デニス・ガンゼル ジェイソン・ステイサム 

10 ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー  ギャレス・エドワーズ フェリシティ・ジョーンズ 

    
■レンタル 邦画DVDランキング 

順位 タイトル 監督 主演 

1 シン・ゴジラ 樋口真嗣ほか 長谷川博己 

2 ミュージアム 大友啓史 小栗旬 

3 闇金ウシジマくん the Final 山口雅俊 山田孝之 

4 闇金ウシジマくんPart3 山口雅俊 山田孝之 

5 TOO YOUNG TO DIE！若くして死ぬ 宮藤官九郎 長瀬智也 

6 デスノート Light up the NEW world 佐藤信介 東出昌大 

7 秘密 THE TOP SECRET 大友啓史 生田斗真 

8 64-ロクヨン- 後編 瀬々敬久 佐藤浩市 

9 64-ロクヨン- 前編 瀬々敬久 佐藤浩市 

10 超高速！参勤交代 リターンズ 本木克英 佐々木蔵之介 
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■レンタル アニメDVDランキング 

順位 タイトル 監督 

1 ONE PIECE FILM GOLD 宮元宏彰 

2 ペット ヤーロウ・チェイニーほか 

3 ズートピア バイロン・ハワードほか 

4 ファインディング・ドリー アンドリュー・スタントンほか 

5 ルドルフとイッパイアッテナ 湯山邦彦ほか 

6 名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア） 静野孔文 

7 映画クレヨンしんちゃん 爆睡！ ユメミーワールド大突撃 髙橋渉 

8 ミニオンズ ピエール・コフィンほか 

9 映画『聲の形』 山田尚子 

10 アーロと少年 ピーター・ソーンほか 

 

 

【セル部門】 

 

■新品DVD 総合売上ランキング 

順位 タイトル 監督 主演 

1 ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy? − 嵐 

2 バイオハザード：ザ・ファイナル ポール・W・S・アンダーソン ミラ・ジョヴォヴィッチ 

3 シン・ゴジラ 樋口真嗣 長谷川博己 

4 HiGH&LOW THE MOVIE 久保茂昭 EXILE AKIRAほか 

5 Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2016 DEAR.  − Hey! Say! JUMP 

6 HiGH&LOW THE LIVE − EXILE AKIRAほか 

7 ファンタスティック・ビーストー魔法使いの旅 デイビッド・イェーツ エディ・レッドメイン 

8 ONE PIECE FILM GOLD 宮元宏彰 - 

9 namie amuro LIVE STYLE 2016-2017 − 安室奈美恵 

10 HiGH & LOW THE RED RAIN 山口雄大 EXILE TAKAHIROほか 

    
■新品洋画DVD 売上ランキング 

順位 タイトル 監督 主演 

1 バイオハザード：ザ・ファイナル ポール・W・S・アンダーソン ミラ・ジョヴォヴィッチ 

2 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 デイビッド・イェーツ エディ・レッドメイン 

3 ワイルド・スピード SKY MISSION ジェームズ・ワン ヴィン・ディーゼル 

4 ワイルド・スピード EURO MISSION ジャスティン・リン ヴィン・ディーゼル 

5 ワイルド・スピード MEGA MAX ジャスティン・リン ヴィン・ディーゼル 

6 ワイルド・スピードMAX ジャスティン・リン ヴィン・ディーゼル 

7 ワイルド・スピード ロブ・コーエン ヴィン・ディーゼル 

8 007 スペクター サム・メンデス ダニエル・クレイグ 

9 ワイルド・スピード×2 ジョン・シングルトン ポール・ウォーカー 

10 ジュラシック・ワールド コリン・トレボロウ クリス・プラット 

    
 

 

 

■新品邦画DVD 売上ランキング 
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順位 タイトル 監督 主演 

1 シン・ゴジラ 樋口真嗣 長谷川博己 

2 HiGH&LOW THE MOVIE 久保茂昭 EXILE AKIRAほか 

3 HiGH & LOW THE RED RAIN 山口雄大 EXILE TAKAHIROほか 

4 ゲームセンターCX DVD-BOX13 - 有野晋哉(よゐこ) 

5 ミュージアム 大友啓史 小栗旬 

6 闇金ウシジマくん the Final 山口雅俊 山田孝之 

7 デスノート Light up the NEW world 佐藤信介 東出昌大 

8 真田十勇士 堤幸彦 中村勘九郎 

9 

ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!! (祝)大晦日放送

10回記念DVD 

 初回限定永久保存版(22) 

(罰)絶対に笑ってはいけない名探偵24時 

- ダウンタウンほか 

10 闇金ウシジマくんPart3 山口雅俊 山田孝之 

 

 

■新品アニメDVD 売上ランキング 

順位 タイトル 監督 

1 ONE PIECE FILM GOLD 宮元宏彰 

2 ミニオンズ ピエール・コフィンほか 

3 映画『聲の形』 山田尚子 

4 怪盗グルーのミニオン危機一発 ピエール・コフィンほか 

5 ミニオンズ 9ミニ・ムービー・コレクション − 

6 怪盗グルーの月泥棒 ピエール・コフィンほか 

7 NHK-DVD いないいないばあっ！ ワンツー！パンツー！ − 

7 となりのトトロ 宮崎駿 

9 トムとジェリー どどーんと32話 てんこもりパック Vol.1 − 

10 おかあさんといっしょ メモリアルベスト しあわせをありがとう − 

 

 

以上 


