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                    2018年7月6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、2018 年 1月 1 日から 6 月

30日まで、全国ゲオショップのレンタルコミック貸出数と新刊本販売数を集計し、それぞれの順位をまと

めましたので発表します。なお、対象となる店舗数は、新刊本が109店舗、レンタルコミックが916店舗

です。 

 

【ランキング結果ダイジェスト】 

 レンタルコミック貸出数量ランキング（総合）の、1 位は「キングダム （49）」でした。同作品は総合

トップ10に49巻、48巻、50巻の3冊がランクインしており、大判コミックトップ10ではさらに47巻

をくわえた4冊がランクインしています。少年コミックでは、1位は「進撃の巨人 （24）」、2位が「進撃

の巨人 （25）」となり、「進撃の巨人」がワンツーフィニッシュでした。少女コミック1位は、「思い、思

われ、ふり、ふられ （7）」でした。 

 

 新刊単行本販売数量ランキングでは、1位はテレビでも多数取り上げられ話題となった「漫画 君たちは

どう生きるか」でした。2 位には 2018 年 1 月から 4月にかけてアニメが放映されていた「オーバーロー

ド （13）」が、3位には2018年本屋大賞を受賞した「かがみの孤城」、がランクインしております。そ

のほか、6位には第158回芥川賞を受賞した「おらおらでひとりいぐも」、8位には第22回手塚治虫文化

賞の短編賞を受賞した「大家さんと僕」など、話題書が上位を占める結果となりました。 

新刊文庫本販売数量ランキングでは、1 位の「ラプラスの魔女」をはじめとする映像化作品が多数ラン

クインしております。 

 

【レンタルコミック部門】 

 

■ゲオ・バイヤーコメント 

大型タイトルの「キングダム」「進撃の巨人」がヒットしており、最新刊がリリースされるたびにレンタ

ル数が増え、売り上げに大きく貢献しました。 

また、アニメ化作品の原作コミックがレンタル数を大きく伸ばし、「東京喰種トーキョーグール：re」「ゴー

ルデンカムイ」は大ヒットとなりました。その他、2 年連続マンガ大賞ノミネート作品の「約束のネバー

ランド」、7ヶ月ぶりに最新刊がリリースされ、テレビ朝日系「アメトーーク！」で特集された「HUNTER

×HUNTER」など、メディア露出により関心が高まった作品が売り上げを牽引しています。 

レンタルコミックはヒット作が一つ生まれるとシリーズ全体の需要が高まり、その後レンタル開始される

最新刊のレンタル数が飛躍的に伸びる傾向があるため、今後もコミック原作で実写化・アニメ化されるタ

イトルには注目しています。 

（株式会社ゲオ メディア商品部 メディア商品1課 平野尚輝） 

ゲオ 2018年上半期レンタルコミック貸出・新刊本販売 数量ランキング 

レンタルコミック（総合）貸出数量は「キングダム（49）」、 

新刊単行本 販売数量では「漫画 君たちはどう生きるか」が1位 
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以下、レンタルコミック貸出数量ランキングの詳細データです。 

 

■レンタル コミック総合 貸出数量ランキング 

順位 タイトル 著者 出版社 

1 キングダム（49） 原泰久 集英社 

2 進撃の巨人（24） 諫山創 講談社 

3 キングダム（48） 原泰久 集英社 

4 キングダム（50） 原泰久 集英社 

5 進撃の巨人（25） 諫山創 講談社 

6 ONE PIECE （88） 尾田栄一郎 集英社 

7 七つの大罪（29） 鈴木央 講談社 

8 ワンパンマン（15） 村田雄介 集英社 

9 東京喰種トーキョーグール：re（14） 石田スイ 集英社 

10 ゴールデンカムイ（12） 野田サトル 集英社 

 

 

■レンタル 少年コミック貸出数量ランキング 

順位 タイトル 著者 出版社 

1 進撃の巨人（24） 諫山創 講談社 

2 進撃の巨人（25） 諫山創 講談社 

3 ONE PIECE（88） 尾田栄一郎 集英社 

4 七つの大罪（29） 鈴木央 講談社 

5 ワンパンマン（15） 村田雄介 集英社 

6 約束のネバーランド（7） 出水ぽすか 集英社 

7 ONE PIECE（87） 尾田栄一郎 集英社 

8 七つの大罪（30） 鈴木央 講談社 

9 約束のネバーランド （6） 出水ぽすか 集英社 

10 HUNTER×HUNTER （35） 冨樫義博 集英社 

 

 

■レンタル 少女コミック貸出数量ランキング 

順位 タイトル 著者 出版社 

1 思い、思われ、ふり、ふられ（7） 咲坂伊緒 集英社 

2 君に届け（30） 椎名軽穂 集英社 

3 ちはやふる（37） 末次由紀 講談社 

4 椿町ロンリープラネット（9） やまもり三香 集英社 

5 午前0時、キスしに来てよ（7） みきもと凜 講談社 

6 PとJK（11） 三次マキ 講談社 

7 ちはやふる（36） 末次由紀 講談社 

8 私たちには壁がある。（7） 築島治 講談社 

9 コーヒー＆バニラ（8） 朱神宝 小学館 

10 私たちには壁がある。（4） 築島治 講談社 
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■レンタル 大判コミック貸出数量ランキング 

順位 タイトル 著者 出版社 

1 キングダム（49） 原泰久 集英社 

2 キングダム（48） 原泰久 集英社 

3 キングダム（50） 原泰久 集英社 

4 東京喰種トーキョーグール：re（14） 石田スイ 集英社 

5 ゴールデンカムイ（12） 野田サトル 集英社 

6 キングダム（47） 原泰久 集英社 

7 食糧人類 －Starving Anonymous－（4） イナベカズ 講談社 

8 東京喰種トーキョーグール：re（15） 石田スイ 集英社 

9 東京喰種トーキョーグール：re（13） 石田スイ 集英社 

10 いぬやしき（10）  奥浩哉 講談社 

 

 

【新刊本 販売部門】 

 

■ゲオ・バイヤーコメント 

2018年上半期の新刊単行本販売数量ランキング1位は「漫画 君たちはどう生きるか」です。また、原

作の小説「君たちはどう生きるか」も4位にランクインしました。これらの2タイトルは今年の1月に「世

界一受けたい授業」をはじめ、多数のTV番組で紹介され大ベストセラーとなりました。実用書・ビジネ

ス・教養書を中心にTVで紹介された本については、軒並み反響がありますので注力していく方針です。 

 2位は、「オーバーロード」の最新刊 13巻となりました。TOP30位以内に同作品の既刊が 1巻、6巻、

7 巻、12巻、13巻と 5タイトルランクインしております。2018年 1月から 4月にかけて第 2期のアニ

メ放映の影響で販売数を伸ばしており,第3期のアニメ放映開始の2018年7月以降もさらに期待が持てる

結果となっております。 

 そのほか、上半期で出版業界の大きいニュースといえば、8 位にランクインしたカラテカ・矢部太郎の

コミックエッセイ「大家さんと僕」が手塚治虫文化賞の短編賞を受賞したことです。このニュース以降、

重版が止まらずゲオでもランキング上位に入り売り上げを牽引しています。 

（株式会社ゲオ メディア商品部 メディア商品3課 近藤健一） 

 

以下、新刊単行本・新刊新書販売数量ランキングのジャンル別詳細データです。 

 

■新刊単行本 販売数量ランキング 

順位 タイトル 著者 出版社 

1 漫画 君たちはどう生きるか 羽賀翔一 マガジンハウス 

2 オーバーロード （13） 丸山くがね KADOKAWA 

3 かがみの孤城 辻村深月 ポプラ社 

4 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 マガジンハウス 

5 頭に来てもアホとは戦うな！  田村耕太郎 朝日新聞出版 

6 おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子 河出書房新社 

7 青くて痛くて脆い 住野よる KADOKAWA 

8 大家さんと僕 矢部太郎 新潮社 

9 うんこかん字ドリル 小学１年生 - 文響社 

10 屍人荘の殺人 今村昌弘 東京創元社 

11 転生したらスライムだった件 （12） 伏瀬 マイクロマガジン社 
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12 大人の語彙力ノート 齋藤孝 SBクリエイティブ 

13 うんこかん字ドリル 小学２年生 - 文響社 

14 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子 小学館 

15 心を癒す大人のスクラッチアート 『猫 the CAT’S ミニ』 ゴトウマキエ 東京書店 

16 「すぐやる人」と「やれない人」の習慣 塚本亮 明日香出版社 

17 コーヒーが冷めないうちに 川口俊和 サンマーク出版 

18 僕はロボットごしの君に恋をする 山田悠介 河出書房新社 

19 心がやすらぐスクラッチアート 幻想の花園 片桐慶子 コスミック出版 

20 おちゃめに100歳！寂聴さん 瀬尾まなほ 光文社 

21 がんばる理由が、君ならいい 0号室 ベストセラーズ 

22 オーバーロード （12） 丸山くがね KADOKAWA 

23 うんこ漢字ドリル 小学３年生 - 文響社 

24 オーバーロード（1）  丸山くがね KADOKAWA 

25 寝る前5分暗記ブック 中1 - 学研教育出版 

26 東大ナゾトレAnotherVisionからの挑戦状 第1巻 
東京大学謎解き制作集団 

AnotherVision 
扶桑社 

27 オーバーロード（7） 丸山くがね KADOKAWA 

28 嫌われる勇気 自己啓発の源流｢アドラー｣の教え 岸見一郎 ダイヤモンド社 

29 オーバーロード（6） 丸山くがね KADOKAWA 

30 例解学習国語辞典［第十版・オールカラー版］ 深谷圭助 小学館 

 

 

■新刊新書 販売数量ランキング 

順位 タイトル 著者 出版社 

1 ONE PIECE novel A （1）  ひなたしょう 集英社 

2 極上の孤独 下重暁子 幻冬舎 

3 宵物語 西尾維新 講談社 

4 僕のヒーローアカデミア 雄英白書 （3）  誉司アンリ 集英社 

5 ONE PIECE novel A （2） ひなたしょう 集英社 

6 日本史の内幕 磯田道史 中央公論新社 

7 妻に捧げた1778話 眉村卓 新潮社 

8 不死身の特攻兵 軍神はなぜ上官に反抗したか 鴻上尚史 講談社 

9 自分のことだけ考える｡  堀江貴文 ポプラ社 

10 NARUTO-ナルト- ナルト新伝 宮本深礼 集英社 

 

■ゲオ・バイヤーコメント 

 文庫本販売数量ランキングは、嵐の櫻井翔主演で映画化された東野圭吾の「ラプラスの魔女」がライト

ノベルの人気シリーズを抑えてダントツで1位となりました。実写映画化原作本は、30位中7タイトル、

ライトノベルは、30位中12タイトルとなりゲオの客層を良く表しております。夏から秋にかけての文庫

作品は住野よるの最新刊「また、同じ夢を見ていた」、「君の膵臓をたべたい」、「下町ロケット」、そして、

ゲオがこの夏おすすめするスタジオ地図・細田守監督原作の「未来のミライ」など映像化作品の話題が絶

えない状況となっているため、DVDの取り扱いを行っているゲオならではの売場計画を進行中です。 

（株式会社ゲオ メディア商品部 メディア商品3課 近藤健一） 
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以下、新刊文庫本 販売数量ランキングの詳細データです。 

 

■新刊文庫本 販売数量ランキング 

順位 タイトル 著者 出版社 

1 ラプラスの魔女 東野圭吾 KADOKAWA 

2 羊と鋼の森 宮下奈都 文藝春秋 

3 ソードアート・オンライン プログレッシブ （5） 川原礫 KADOKAWA 

4 ノーゲーム・ノーライフ （10） 榎宮祐 KADOKAWA 

5 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか （13） 大森藤ノ SBクリエイティブ 

6 ソードアート・オンライン プログレッシブ （6） 川原礫 KADOKAWA 

7 君の膵臓をたべたい 住野よる 双葉社 

8 祈りの幕が下りる時 東野圭吾 講談社 

9 空也十番勝負 青春篇 剣と十字架 佐伯泰英 双葉社 

10 魔法科高校の劣等生 （24） 佐島勤 KADOKAWA 

11 魔法科高校の劣等生 （25） 佐島勤 KADOKAWA 

12 ようこそ実力至上主義の教室へ （7.5） 衣笠彰梧 KADOKAWA 

13 ノベライズ版 8年越しの花嫁 奇跡の実話 岡田惠和 主婦の友社 

14 去年の冬、きみと別れ 中村文則 幻冬舎 

15 がん消滅の罠 完全寛解の謎 岩木一麻 宝島社 

16 空也十番勝負 青春篇 異郷のぞみし 佐伯泰英 双葉社 

17 物語のおわり 湊かなえ 朝日新聞出版 

18 嘘を愛する女 岡部えつ 徳間書店 

19 ようこそ実力至上主義の教室へ（8） 衣笠彰梧 KADOKAWA 

20 Re：ゼロから始める異世界生活 （16） 長月達平 KADOKAWA 

21 時給三〇〇円の死神 藤まる 双葉社 

22 りゅうおうのおしごと！ （7） 白鳥士郎 SBクリエイティブ 

23 人魚の眠る家 東野圭吾 幻冬舎 

24 孤狼の血 柚月裕子 角川書店 

25 新・酔いどれ小籐次 『げんげ』 （10） 佐伯泰英 文藝春秋 

26 りゅうおうのおしごと！ （1） 白鳥士郎 SBクリエイティブ 

27 君は月夜に光り輝く 佐野徹夜 KADOKAWA 

28 新装版 ブラックペアン1988 海堂尊 講談社 

29 交換ウソ日記 櫻いいよ スターツ出版 

30 ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン （1） 時雨沢恵一 KADOKAWA 
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■ゲオ・バイヤーコメント 

コミック販売数量ランキングは1位「ワンピース （88）」2位「ワンピース （89）」3位「進撃の巨人 （25）」

と、集英社・講談社の大型 2 タイトルが、3 位以下に大きく差を付けています。4 位につけております

「HUNTER×HUNTER （35）」に関しては、半年振りの新刊発売、また5月24日に「アメトーーク！」

にて特集された結果、これまで同作品を読んだことがなかった新規客層が興味を示し、既刊を含めて、販

売数を伸ばす結果となりました。 

下期はアニメ化が発表され、来年1月に放送開始となる「約束のネバーランド」や今年4月に公開され

た劇場最新作「名探偵コナン ゼロの執行人」でも主要キャラとして描かれている「安室透」にスポットを

当てた作品の発売も予定されているため、さらに盛り上がること事が予測されます。 

（株式会社ゲオ メディア商品部 メディア商品3課 甘利高史） 

 

以下、新刊コミック・雑誌 販売数量ランキングのジャンル別詳細データです。 

 

■新刊コミック 販売数量ランキング 

順位 タイトル 著者 出版社 

1 ONE PIECE （88） 尾田栄一郎 集英社 

2 ONE PIECE （89） 尾田栄一郎 集英社 

3 進撃の巨人 （25） 諫山創 講談社 

4 HUNTER×HUNTER（35） 冨樫義博 集英社 

5 東京喰種トーキョーグール：re （14） 石田スイ 集英社 

6 キングダム （49） 原泰久 集英社 

7 キングダム （50） 原泰久 集英社 

8 ワンパンマン （16） 村田雄介 集英社 

9 東京喰種トーキョーグール：re （15） 石田スイ 集英社 

10 僕のヒーローアカデミア （17） 堀越耕平 集英社 

11 七つの大罪 （30） 鈴木央 講談社 

12 七つの大罪 （31） 鈴木央 講談社 

13 ハイキュー!! （30） 古舘春一 集英社 

14 僕のヒーローアカデミア （18） 堀越耕平 集英社 

15 転生したらスライムだった件 （7） 川上泰樹 講談社 

16 ハイキュー!! （31） 古舘春一 集英社 

17 七つの大罪 （32） 鈴木央 講談社 

18 ヲタクに恋は難しい （5） ふじた 一迅社 

19 転生したらスライムだった件 （8） 川上泰樹 講談社 

20 約束のネバーランド （7） 出水ぽすか 集英社 

21 ゴールデンカムイ （13） 野田サトル 集英社 

22 食戟のソーマ （28） 佐伯俊 集英社 

23 ブラッククローバー （15） 田畠裕基 集英社 

24 ダンジョン飯 （6） 九井諒子 KADOKAWA 

25 よつばと！ （14） あずまきよひこ KADOKAWA 

26 約束のネバーランド （8） 出水ぽすか 集英社 

27 ドラゴンボール超 （5） とよたろう 集英社 

28 ブラッククローバー （16） 田畠裕基 集英社 

29 青の祓魔師 （21） 加藤和恵 集英社 

30 ダイヤのA act2 （11） 寺嶋裕二 講談社 



 

 

 本件に関するお問い合わせは下記までお願いします 

株式会社ゲオホールディングス 広報部 広報課 担当：芝田 

TEL：03-5911-5784  E-mail：geo-pr@geonet.co.jp  

 

■新刊雑誌 販売数量ランキング 

順位 タイトル 発売日 出版社 

1 コロコロコミック 2018 / 02 / 15 小学館 

2 コロコロコミック 2018 / 05 / 15 小学館 

3 コロコロコミック 2018 / 03 / 15 小学館 

4 コロコロコミック 2018 / 04 / 15 小学館 

5 コロコロコミック 2018 / 06 / 15 小学館 

6 ニードルフェルトでねこあつめ全国―創刊― 2018 / 01 / 30 デアゴスティーニ・ジャパン 

7 週刊少年ジャンプ 2018 / 02 / 26 集英社 

8 ち ゃ お 2018 / 06 / 01 小学館 

9 ち ゃ お 2018 / 03 / 01 小学館 

10 週刊少年ジャンプ 2018 / 05 / 21 集英社 

 

以上 


