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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11月

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

年間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、「君の名は。」でした。次いで「バイオ

ハザード：ザ・ファイナル」、「シン・ゴジラ」、「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」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。洋画のレンタルは「バイオハザード：ザ・

ファイナル」が、邦画のレンタルは「シン・ゴジラ」が1位でした。 

 

 セルDVD部門の総合ランキングでは、レンタル部門と同じく「君の名は。」が、嵐の「ARASHI LIVE 

TOUR 2016-2017 Are You Happy?」や「シン・ゴジラ」を抑えてトップでした。また、洋画と邦画の売

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」と「シン・ゴジラ」でし

た。 

 

 

■ゲオバイヤーコメント 

 2016年の興収1位で、社会現象を巻き起こした「君の名は。」が、満を持して2017年7月に発売され

年間1位を獲得。発売当初は在庫が足りなくなる店舗が発生するなど、レンタルでも空前の大ヒットとな

りました。セルでも「ゲオ限定オリジナルスチールブック付きBlu-rayスペシャル・エディション」を発

売し、レンタルとともにセルでも年間1位に。他にも「SING／シング」が年間5位、「モアナと伝説の海」

が年間6位と、アニメ作品が上位にランクインしました。洋画では、「バイオハザード」新作が2位、「フ

ァンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」が4位となり、関連過去作を展開することでシリーズ全体

で大きな売上になりました。邦画では「シン・ゴジラ」が3位に入り、劇場興行収入の勢いのままに上位

にランクイン。ランキングには入っていませんが、「プリズン・ブレイクシーズン5」、「太陽の末裔 Love 

Under The Sun」「麗〈レイ〉〜花萌ゆる8人の皇子たち〜」、「逃げるは恥だが役に立つ」など多巻作品

でも多くヒット作が生まれました。（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） 

 

 

 

 

 

 

2017年ゲオ年間DVDレンタル・新品DVD売上ランキング 

レンタル、新品販売ともに「君の名は。」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 君の名は。 新海誠 神木隆之介 

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 樋口真嗣ほか 長谷川博己 

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 SING／シング ガース・ジェニングス マシュー・マコノヒー 

6 モアナと伝説の海 ジョン・マスカーほか アウリィ・カルバーリョ 

7 ペット クリス・ルノーほか ルイス・C・K 

8 ONE PIECE FILM GOLD 宮元宏彰 田中真弓 

9 ミュージアム 大友啓史 小栗旬 

10 スーサイド・スクワッド デヴィッド・エアー ウィル・スミス 

 

■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 ワイルド・スピード ICE BREAK F・ゲイリー・グレイ ヴィン・ディーゼル 

5 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 

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 キングコング：髑髏島の巨神 ジョーダン・ボート＝ロバーツ トム・ヒドルストン 

8 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 

9 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 

10 トリプルＸ：再起動 D・J・カルーソー ヴィン・ディーゼル 

 

■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 土竜の唄 香港狂騒曲 三池崇史 生田斗真 

4 闇金ウシジマくん ザ・ファイナル 山口雅俊 山田孝之 

5 闇金ウシジマくん Part3 山口雅俊 山田孝之 

6 新宿スワンⅡ 園子温 綾野剛 

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

8 TOO YOUNG TO DIE！ 若くして死ぬ 宮藤官九郎 長瀬智也 

9 真田十勇士 堤幸彦 中村勘九郎 

10 64‐ロクヨン‐後編 瀬々敬久 佐藤浩市 
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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 君の名は。 新海誠 

2 SING／シング ガース・ジェニングス 

3 モアナと伝説の海 ジョン・マスカーほか 

4 ペット クリス・ルノーほか 

5 ONE PIECE FILM GOLD 宮元宏彰 

6 ズートピア バイロン・ハワードほか 

7 ファインディング・ドリー アンドリュー・スタントンほか 

8 ミニオンズ ピエール・コフィンほか 

9 劇場版『名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）』 静野孔文 

10 劇場版『名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）』 静野孔文 

 

 

【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 君の名は。 新海誠 神木隆之介 

2 ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy? - 嵐 

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 TRIBEほか 

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

6 namie amuro LIVE STYLE 2016-2017 - 安室奈美恵 

7 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 

8 HiGH & LOW THE LIVE - EXILE TRIBEほか 

9 ミニオンズ ピエール・コフィンほか サンドラ・ブロック 

10 ONE PIECE FILM GOLD 宮元宏彰 田中真弓 

 

■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 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 

8 ワイルド・スピード ロブ・コーエン ヴィン・ディーゼル 

9 ワイルド・スピードX2 ジョン・シングルトン ポール・ウォーカー 

10 007 スペクター サム・メンデス ダニエル・クレイグ 
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■新品邦画DVD 売上ランキング 
  

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 HiGH&LOW THE MOVIE 久保茂昭 EXILE TRIBEほか 

3 HiGH&LOW THE RED RAIN 久保茂昭 EXILE TRIBEほか 

4 ゲームセンターCX PCエンジン スペシャル - 有野晋哉 

5 HiGH&LOW THE MIGHTY WARRIORS 久保茂昭 EXILE TRIBEほか 

6 映画『銀魂』 福田雄一 小栗旬 

7 ゲームセンターCX DVD-BOX13 - 有野晋哉 

8 無限の住人  三池崇史 木村拓哉 

9 劇場版レイプゾンビ LUST OF THE DEAD 新たなる絶望 友松直之 小沢アリス 

10 ミュージアム 大友啓史 小栗旬 

 

■新品アニメDVD 売上ランキング 
 

順位 タイトル 監督 

1 君の名は。 新海誠 

2 ミニオンズ ピエール・コフィン 

3 ONE PIECE FILM GOLD 宮元宏彰 

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 怪盗グルーの月泥棒 ピエール・コフィンほか 

6 ミニオンズ 9ミニ・ムービー・コレクション - 

7 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- 伊藤智彦 

8 劇場版『名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）』 静野孔文 

9 『映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン！』 ウシロシンジ 

10 映画『聲の形』 山田尚子 

 

 

以上 


