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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11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量と新刊本販売数量を集計し、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 48巻、49巻、50巻、51巻の 4冊がランクインしており、 [大判コミック] ではさらに 47巻を

くわえた 5冊がトップ 10に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）」となりました。 

 

新刊単行本販売数量ランキングの 1 位は、第 22 回手塚治虫文化賞短編賞を受賞した「大家さんと僕」

でした。2位には「頭に来てもアホとは戦うな!」が、3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）」がランクインしています。そのほか、5 位には 2018 年本屋大賞

を受賞した「かがみの孤城」、9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」など、話

題書が上位を占める結果でした。 

新刊文庫本販売数量ランキングでは、1 位の「人魚の眠る家」をはじめとする映像化作品が多数ランク

インしています。 

 

【レンタルコミック部門】 

 

■ゲオ・バイヤーコメント 

 2018年のコミック市場は、社会現象にもなった海賊版サイト「漫画村」により、上半期は深刻な売り上

げへのマイナス影響を受けましたが、4月の「漫画村」サイト閉鎖以降は順調に売上が回復しています。    

年間ランキングでは「キングダム」「進撃の巨人」の最新刊が 1 位から 5 位を独占しており、変わらぬ

人気の高さがうかがえます。その他の上位タイトルでは「ONE PIECE」「七つの大罪」が幅広い読者から

支持を集めているほか、8 月に映画化し人気に拍車がかかった「僕のヒーローアカデミア」が貸出数を大

きく伸ばすことができました。少年コミックの 7位、8位にランクインしている注目の人気急上昇タイト

ル「約束のネバーランド」はマンガ大賞ノミネート以降、飛躍的に知名度を上げており、最新刊がリリー

スされるたびに貸出数が増えているため、今後さらなる伸びが期待できます。 

2019年以降もコミック原作の映画化・アニメ化作品が多数予定されていますので、映像化されるタイト

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） 

 

2018年ゲオ年間レンタルコミック貸出数量・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「大家さんと僕」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 キングダム（50） 原泰久 集英社 

3 進撃の巨人（24） 諫山創 講談社 

4 進撃の巨人（25） 諫山創 講談社 

5 キングダム（48） 原泰久 集英社 

6 キングダム（51） 原泰久 集英社 

7 ONE PIECE（88） 尾田栄一郎 集英社 

8 ONE PIECE（89） 尾田栄一郎 集英社 

9 僕のヒーローアカデミア（17） 堀越耕平 集英社 

10 七つの大罪（29） 鈴木央 講談社 

 

 

■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 ONE PIECE（89） 尾田栄一郎 集英社 

5 僕のヒーローアカデミア（17） 堀越耕平 集英社 

6 七つの大罪（29） 鈴木央 講談社 

7 約束のネバーランド（7） 出水ぽすか 集英社 

8 約束のネバーランド（8） 出水ぽすか 集英社 

9 進撃の巨人（26） 諫山創 講談社 

10 約束のネバーランド （6） 出水ぽすか 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 思い、思われ、ふり、ふられ（8） 咲坂伊緒 集英社 

3 君に届け（30） 椎名軽穂 集英社 

4 コーヒー＆バニラ（8） 朱神宝 小学館 

5 パーフェクトワールド（2） 有賀リエ 講談社 

6 パーフェクトワールド（3） 有賀リエ 講談社 

7 ばいばいリバティー（4） 八田鮎子 集英社 

8 パーフェクトワールド（4） 有賀リエ 講談社 

9 パーフェクトワールド（6） 有賀リエ 講談社 

10 パーフェクトワールド（5） 有賀リエ 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（50） 原泰久 集英社 

3 キングダム（48） 原泰久 集英社 

4 キングダム（51） 原泰久 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（47） 原泰久 集英社 

7 ゴールデンカムイ（12） 野田サトル 集英社 

8 東京喰種トーキョーグール：re（15） 石田スイ 集英社 

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

10 ゴールデンカムイ（13） 野田サトル 集英社 

 

 

 

【新刊本 販売部門】 

 

■ゲオ・バイヤーコメント 

 今年の新刊単行本ランキング1位は、お笑い芸人のカラテカ・矢部太郎の「大家さんと僕」でした。発

売以降、堅調に売上を伸ばしていたタイトルでしたが、第 22 回手塚治虫文化賞短編賞を受賞し、メディ

ア露出が一気に増加して販売数が飛躍的に伸び、新刊本の売上を牽引するタイトルとなりました。僅差で

2位となった「頭に来てもアホとは戦うな」は、昨年の10月から全国的に大きく展開されたビジネス書と

なり、サラリーマンだけでなく主婦・学生まで幅広い年齢層から支持を受けたことで、1 年以上ビジネス

書ランキングに君臨するロングセラー作品となっています。 

（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 大家さんと僕 矢部太郎 新潮社 

2 頭に来てもアホとは戦うな! 田村耕太郎 朝日新聞出版 

3 オーバーロード（13） 丸山くがね KADOKAWA 

4 BBM北海道日本ハムファイターズベースボールカード2018 - ベースボールマガジン社 

5 かがみの孤城 辻村深月 ポプラ社 

6 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 マガジンハウス 

7 コーヒーが冷めないうちに 川口俊和 サンマーク出版 

8 青くて痛くて脆い 住野よる KADOKAWA 

9 おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子 河出書房新社 

10 うんこかん字ドリル 小学１年生 - 文響社 

11 大人の語彙力ノート 齋藤孝 SBクリエイティブ 

12 世界一かんたん定番年賀状 2019 - KADOKAWA 

13 下町ロケット ゴースト 池井戸潤 小学館 
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14 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 

15 うんこかん字ドリル 小学２年生 - 文響社 

16 下町ロケット ヤタガラス 池井戸潤 小学館 

17 転生したらスライムだった件（13） 伏瀬 マイクロマガジン社 

18 「すぐやる人」と「やれない人」の習慣 塚本亮 明日香出版社 

19 できる人は必ず持っている一流の気くばり力 安田正 三笠書房 

20 屍人荘の殺人 今村昌弘 東京創元社 

 

 

■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 極上の孤独 下重暁子 幻冬舎 

2 ONE PIECE novel A（1）  ひなたしょう 集英社 

3 
名探偵コナン 安室透／バーボン／降谷零シークレットアー

カイブスPLUS 
- 小学館 

4 ONE PIECE novel A（2） ひなたしょう 集英社 

5 宵物語 西尾維新 講談社 

6 僕のヒーローアカデミア 雄英白書（3）  誉司アンリ 集英社 

7 日本史の内幕  磯田道史 中央公論新社 

8 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄〜  誉司アンリ 集英社 

9 ぼくらの七日間戦争 宗田理 KADOKAWA 

10 自分のことだけ考える｡ 堀江貴文 ポプラ社 

 

 

 

【新刊本販売部門：新刊文庫本】 

 

■ゲオ・バイヤーコメント 

 新刊文庫本販売数量ランキングは、昨年の「君の膵臓をたべたい」に対抗できる大ヒット作品が不在で

したが、映画公開タイトルが2位「ラプラスの魔女」、3位「羊と鋼の森」にランクインし、文庫ジャンル

を牽引した1年となりました。 

トップ 10のうち、ライトノベルが今年は 4タイトル、残り 6タイトルが全て映画公開作品というとこ

ろから、ゲオの客層を色濃く反映したランキングになっています。 

（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 人魚の眠る家 東野圭吾 幻冬舎 

2 ラプラスの魔女 東野圭吾 KADOKAWA 

3 羊と鋼の森 宮下奈都 文藝春秋 
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4 君の膵臓をたべたい 住野よる 双葉社 

5 スマホを落としただけなのに 志駕晃 宝島社 

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

7 ノーゲーム・ノーライフ（10） 榎宮祐 KADOKAWA 

8 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 

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

10 祈りの幕が下りる時 東野圭吾 講談社 

11 この素晴らしい世界に祝福を！（14）紅魔の試練 暁なつめ KADOKAWA 

12 億男 川村元気 文藝春秋 

13 魔法科高校の劣等生（24） 佐島勤 KADOKAWA 

14 魔法科高校の劣等生（26） 佐島勤 KADOKAWA 

15 時給三〇〇円の死神 藤まる 双葉社 

16 空也十番勝負 青春篇 剣と十字架 佐伯泰英 双葉社 

17 ユートピア 湊かなえ 集英社 

18 コンビニ人間 村田沙耶香 文藝春秋 

19 魔法科高校の劣等生（25） 佐島勤 KADOKAWA 

20 また、同じ夢を見ていた 住野よる 双葉社 

 

 

 

【新刊本販売部門：新刊コミック、新刊雑誌】 

 

■ゲオ・バイヤーコメント 

新刊コミック販売数量ランキングでは 1位～3位が「ONE PIECE」で、4位以下に大きく差を付けて

おり、4位、5位の「進撃の巨人」は、TVアニメ第3期が放送されたことにより、販売数を伸ばす結果と

なりました。そのほかにも、8月より劇場アニメ公開の「七つの大罪」「僕のヒーローアカデミア」が劇場

アニメ公開後、大きく販売数を伸ばし、コミックの売り上げを牽引しました。 

次年度は、アニメ放送予定の「約束のネバーランド」など、少年コミックスでは今後も注目の発売が多

く、コミック売上全体を大きく牽引することが予測されます。 

 ランキングトップ10ではありませんが、18位にランクインした「転生したらスライムだった件」が10

月のTVアニメ放送開始後より大きく販売数を伸ばし、好調に推移しています。 

（株式会社ゲオ メディア商品部 メディア商品3課 宮下浩平） 

 

 

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 ONE PIECE（90） 尾田栄一郎 集英社 

4 進撃の巨人（25） 諫山創 講談社 

5 進撃の巨人（26） 諫山創 講談社 

6 HUNTER×HUNTER（35） 冨樫義博 集英社 
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7 東京喰種トーキョーグール：re（14） 石田スイ 集英社 

8 キングダム（49） 原泰久 集英社 

9 キングダム（50） 原泰久 集英社 

10 東京喰種トーキョーグール：re（15） 石田スイ 集英社 

11 ワンパンマン（16） 村田雄介 集英社 

12 僕のヒーローアカデミア（17） 堀越耕平 集英社 

13 キングダム（51） 原泰久 集英社 

14 東京喰種トーキョーグール：re（16） 石田スイ 集英社 

15 HUNTER×HUNTER（36） 冨樫義博 集英社 

16 ワンパンマン（17） 村田雄介 集英社 

17 僕のヒーローアカデミア（18） 堀越耕平 集英社 

18 転生したらスライムだった件（7） 川上泰樹 講談社 

19 七つの大罪（30） 鈴木央 講談社 

20 転生したらスライムだった件（8） 川上泰樹 講談社 

 

■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 / 08 / 10 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 / 05/ 15 小学館 

5 コロコロコミック 2018 / 03 / 15 小学館 

6 コロコロコミック 2018 / 07 / 15 小学館 

7 コロコロコミック 2018 / 09 / 15 小学館 

8 コロコロコミック 2018 / 08/ 15 小学館 

9 コロコロコミック 2018 / 06 / 15 小学館 

10 「ニードルフェルトでねこあつめ」第1号 2018 / 01 / 30 デアゴスティーニ・ジャパン 

 

 

 

以上 


