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                    2019年7月10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、代表取締役社長執行役員：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、2019 年 1 月 1 日

から 6 月 30 日まで、全国ゲオショップの新刊本販売数（単行本、新書、文庫本、コミック、雑誌）とレ

ンタルコミック貸出数を集計し、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108店舗、レンタルコミックが895店舗です。 

 

 

■ランキング結果ダイジェスト 

【新刊本販売数量部門】 

単行本ランキングの 1 位は「樹木希林 120 の遺言」、新書ランキングの 1 位は「一切なりゆき 樹木

希林のことば」、文庫本ランキングの1位は「君は月夜に光り輝く」、新刊コミックランキングの1位は

「ONE PIECE（92）」、雑誌ランキングの1位は「コロコロコミック」でした。単行本と新書の2ジャ

ンルで樹木希林さんの本が1位となりました。 

 

【レンタルコミック貸出部門】 

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（53）」、レンタル 少年コミッ

クランキングの1位は「進撃の巨人（27）」、レンタル 少女コミックの1位は「深夜のダメ恋図鑑（5）」、

レンタル 大判コミックランキングの 1 位は「キングダム（53）」でした。レンタルコミックでは、実

写映画化作品が上位にランクインする結果となりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲオ2019年上半期新刊本販売数量・レンタルコミック貸出数量ランキング 

新刊単行本 販売数量では「樹木希林 120の遺言」が1位 

レンタルコミック（総合）貸出数量は「キングダム（53）」が1位 
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■新刊本販売数量部門 

 

■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 樹木希林 120の遺言 樹木希林 宝島社 

2 転生したらスライムだった件（14） 伏瀬 マイクロマガジン社 

3 メモの魔力 -The Magic of Memos- 前田裕二 幻冬舎 

4 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 文藝春秋 

5 すとろべりーめもりー vol.1 −− サニーサイドアップ 

6 頭に来てもアホとは戦うな！  田村耕太郎 朝日新聞社 

7 日本国紀 百田尚樹 幻冬舎 

8 鴻池剛と猫のぽんた ニャアアアン！（3） 鴻池剛 KADOKAWA 

9 うんこひらがなドリル −− 文響社 

10 Disney癒しのなかまたちポストカード isotope 学研 

11 転生したらスライムだった件 公式設定資料集 （13.5） 伏瀬 マイクロマガジン社 

12 トラペジウム 高山一実 KADOKAWA 

13 意味が分かると怖い話 藤白圭 河出書房新社 

14 府中三億円事件を計画・実行したのは私です 白田 ポプラ社 

15 超効率勉強法 メンタリストDaiGo 学研プラス 

16 学びを結果に変えるアウトプット大全 樺沢紫苑 サンクチュアリ出版 

17 宝島 真藤順丈 講談社 

18 バカとつき合うな 堀江貴文、西野亮廣 徳間書店 

19 かみさまは小学５年生 すみれ サンマーク出版 

20 嫌われる勇気 岸見一郎、古賀史健 ダイヤモンド社 

 

 

 

 

■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 一切なりゆき 樹木希林のことば 樹木希林 文藝春秋 

2 約束のネバーランド～ママたちの追想曲～ 七緒 集英社 

3 妻のトリセツ 黒川伊保子 講談社 

4 約束のネバーランド～ノーマンからの手紙～ 七緒 集英社 

5 余物語 西尾維新 講談社 

6 混物語 西尾維新 講談社 

7 読書する人だけがたどり着ける場所 齋藤孝 SBクリエイティブ 

8 鬼滅の刃 しあわせの花 矢島綾 集英社 

9 僕のヒーローアカデミア 雄英白書 祭 誉司アンリ 集英社 

10 「さみしさ」の研究 ビートたけし 小学館 
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■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 君は月夜に光り輝く 佐野徹夜 KADOKAWA 

2 十二人の死にたい子どもたち 冲方丁 文藝春秋 

3 マスカレード・ホテル 東野圭吾 集英社 

4 フォルトゥナの瞳 百田尚樹 新潮社 

5 魔法科高校の劣等生（28） 佐島勤 KADOKAWA 

6 パラレルワールド・ラブストーリー 東野圭吾 講談社 

7 七つの会議 池井戸潤 集英社 

8 ようこそ実力至上主義の教室へ（10） 衣笠彰梧 KADOKAWA 

9 魔法科高校の劣等生（29） 佐島勤 KADOKAWA 

10 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（15） 大森藤ノ SBクリエイティブ 

11 ようこそ実力至上主義の教室へ（11） 衣笠彰梧 KADOKAWA 

12 生きてさえいれば 小坂流加 文芸社 

13 鼠草紙 新・酔いどれ小籐次（13）  佐伯泰英 文藝春秋 

14 コンビニ人間 村田沙耶香 文藝春秋 

15 マスカレード・イブ 東野圭吾 集英社 

16 居眠り磐音 奈緒と磐音 佐伯泰英 文藝春秋 

17 君は月夜に光り輝く +Fragments 佐野徹夜 KADOKAWA 

18 蜜蜂と遠雷（上） 恩田陸 幻冬舎 

19 騎士団長殺し―第１部 顕れるイデア編（上）― 村上春樹 新潮社 

20 スマホを落としただけなのに 志駕晃 宝島社 

 

＜ゲオ・書籍バイヤーコメント＞ 

2019 年上半期販売数量ランキングでは、単行本・新書の 2 ジャンルで樹木希林さんの本が 1 位となり

ました。1位にランクインした「樹木希林 120の遺言」、「一切なりゆき 樹木希林のことば」の2作品は、

昨年秋の発売にも関わらず現在でも書籍ジャンルの売上を牽引し、ロングセラー商品となっています。 

単行本ランキングでは、1 月よりアニメ放映が開始された「転生したらスライムだった件」の最新刊で

ある 14巻が 2位にランクインしました。1巻～13巻の既刊についてもアニメ開始以降、安定した売れ行

きとなっています。また、5位にランクインした「すとろべりーめもりー Vol.1」は、6月に発売されたば

かりにも関わらずランクインしており、人気の高さがうかがえる結果となりました。 

文庫ランキングでは、10位以内に入った日本文学のタイトルが全て劇場公開された映画の原作本となり、

映画好きのユーザーが多いゲオの客層を色濃く反映した結果となっています。下半期の注目タイトルとし

ては新海誠最新作「小説 天気の子」が劇場公開前日の7 月18日に発売されますので、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3課 近藤健一） 
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■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（92） 尾田栄一郎 集英社 

2 進撃の巨人（28） 諫山創 講談社 

3 キングダム（53） 原泰久 集英社 

4 キングダム（54） 原泰久 集英社 

5 ワンパンマン（19） 村田雄介 集英社 

6 転生したらスライムだった件（11） 川上泰樹 講談社 

7 約束のネバーランド（12） 出水ぽすか 集英社 

8 僕のヒーローアカデミア（22） 堀越耕平 集英社 

9 七つの大罪（35） 鈴木央 講談社 

10 五等分の花嫁（9） 春場ねぎ 講談社 

11 五等分の花嫁（8） 春場ねぎ 講談社 

12 僕のヒーローアカデミア（23） 堀越耕平 集英社 

13 約束のネバーランド（13） 出水ぽすか 集英社 

14 七つの大罪（36） 鈴木央 講談社 

15 約束のネバーランド（14） 出水ぽすか 集英社 

16 ハイキュー！！（37） 古舘春一 集英社 

17 ハイキュー！！（36） 古舘春一 集英社 

18 五等分の花嫁（10） 春場ねぎ 講談社 

19 五等分の花嫁（7） 春場ねぎ 講談社 

20 五等分の花嫁（5） 春場ねぎ 講談社 

 

＜ゲオ・書籍バイヤーコメント＞ 

コミック販売数量ランキングは、1位が「ONE PIECE（92）」、2位が「進撃の巨人（28）」、3位が「キ

ングダム（53）」となり、集英社・講談社のビッグタイトルがランクインしました。 

7 位にランクインした「約束のネバーランド」は、1 月から 3 月まで TV アニメが放送され、放送終了

後も売上を大きく牽引しています。TV アニメ第 2 期も制作が決定しているため、今後も好調に推移する

と予測されます。その他にも、TV アニメ放送により爆発的な人気となった「五等分の花嫁」が上位にラ

ンクインしました。講談社漫画賞も受賞し、「七つの大罪」「僕のヒーローアカデミア」などのビッグタイ

トルに匹敵する人気となり、上半期で最も人気が上がったタイトルと言えるほど販売が好調となりました。 

下半期でも、4 月よりTV アニメの放送が開始となった「鬼滅の刃」が 7 月以降も放送となっており、

その他にも少年コミックのアニメ化が多数控えているため、期待を持って注目しています。 

（株式会社ゲオ メディア商品部 メディア商品3課 宮下浩平） 
 

■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 2019/03/15 小学館 

2 コロコロコミック 2019/04/15 小学館 

3 コロコロコミック 2019/01/15 小学館 

4 コロコロコミック 2019/05/15 小学館 

5 コロコロコミック 2019/02/15 小学館 

6 コロコロコミック 2019/06/14 小学館 

7 週刊少年ジャンプ 2019/04/27 集英社 

8 週刊少年ジャンプ 2019/02/09 集英社 

9 ちゃお 2019/03/03 小学館 

10 Vジャンプ 2019/02/21 集英社 
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■レンタルコミック貸出部門 
 

■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（53） 原泰久 集英社 

2 進撃の巨人（27） 諫山創 講談社 

3 約束のネバーランド（12） 出水ぽすか 集英社 

4 キングダム（52） 原泰久 集英社 

5 約束のネバーランド（11） 出水ぽすか 集英社 

6 ONE PIECE（91） 尾田栄一郎 集英社 

7 キングダム（54） 原泰久 集英社 

8 ワンパンマン（18） 村田雄介 集英社 

9 約束のネバーランド（10） 出水ぽすか 集英社 

10 キングダム（51） 原泰久 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（27） 諫山創 講談社 

2 約束のネバーランド（12） 出水ぽすか 集英社 

3 約束のネバーランド（11） 出水ぽすか 集英社 

4 ONE PIECE（91） 尾田栄一郎 集英社 

5 ワンパンマン（18） 村田雄介 集英社 

6 約束のネバーランド（10） 出水ぽすか 集英社 

7 約束のネバーランド（13） 出水ぽすか 集英社 

8 約束のネバーランド（9） 出水ぽすか 集英社 

9 約束のネバーランド（8） 出水ぽすか 集英社 

10 約束のネバーランド（7） 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 深夜のダメ恋図鑑（5） 尾崎衣良 小学館 

2 棘にくちづけ（4） 如月ひいろ 小学館 

3 コーヒー＆バニラ（11） 朱神宝 小学館 

4 ラブファントム（8） みつきかこ 小学館 

5 春待つ僕ら（11） あなしん 講談社 

6 思い、思われ、ふり、ふられ（11） 咲坂伊緒 集英社 

7 椿町ロンリープラネット（12） やまもり三香 集英社 

8 コーヒー＆バニラ（10） 朱神宝 小学館 

9 初めて恋をした日に読む話（6） 持田あき 集英社 

10 棘にくちづけ（3） 如月ひいろ 小学館 
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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（53） 原泰久 集英社 

2 キングダム（52） 原泰久 集英社 

3 キングダム（54） 原泰久 集英社 

4 キングダム（51） 原泰久 集英社 

5 キングダム（50） 原泰久 集英社 

6 キングダム（49） 原泰久 集英社 

7 ザ・ファブル（16） 南勝久 講談社 

8 キングダム（48） 原泰久 集英社 

9 転生したらスライムだった件（10） 川上泰樹 講談社 

10 キングダム（47） 原泰久 集英社 

 

＜ゲオ・レンタルコミックバイヤーコメント＞ 

2019年上半期は、映像化作品の原作コミックが売上を牽引しました。中でも、実写映画化され、劇場で

も大ヒットを記録した「キングダム」が、映画公開のタイミングでレンタル数を飛躍的に伸ばし、上半期

の売上に大きく貢献しました。 

アニメ化された作品では、「約束のネバーランド」「転生したらスライムだった件」の人気が急上昇して

おり、最新刊がリリースされるたびにレンタル数が伸びているため、今後もさらなる伸びが期待できます。 

また、少女コミックは人気作品が実写化された後、レンタル数がさらに伸びる傾向にあるため、今後も

2019年7月からドラマが放送される「コーヒー＆バニラ」や、2020年に実写映画化とアニメ映画化が決

まっている「思い、思われ、ふり、ふられ」など、映像化作品に注目しています。 

（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） 

 

以上 


