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                    2019年11月12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 2019 年 10 月 31 日まで、全国のゲオショップで取り扱ったDVD の貸出数量と販売数量を集計し、

「2019年ゲオ年間レンタルDVD貸出数量・新品DVD販売数量ランキング」として、レンタルDVDの

貸出数量の総合、洋画、邦画、アニメと、新品DVD の販売数量の総合、洋画、邦画、アニメ、その他、

それぞれの順位を発表します。なお、対象となる店舗数は、レンタルDVDが約1200店舗、新品DVDが

773店舗です。 

 

■ランキング結果ダイジェスト 

 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、邦画「劇場版コード・ブルー –ドクター

ヘリ緊急救命–」、次いで洋画「MEG ザ・モンスター」、木村拓哉主演で話題を呼んだ邦画「検察側の罪

人」の順でした。アニメランキングでは「ドラゴンボール超 ブロリー」が1位でした。 

 

 セル部門の DVD 販売数量ランキング総合では、1 位がクイーンの再ブームなどの社会現象を巻き起こ

した洋画「ボヘミアン・ラプソディ」、2 位は活動休止を発表し、話題になった嵐のビデオ・クリップ集

「5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019」でした。「5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019」は2019

年10月16日の発売から半月で、早くも1位の「ボヘミアン・ラプソディ」に迫る勢いです。レンタル部

門同様、邦画ランキングの 1 位は「劇場版コード・ブルー –ドクターヘリ緊急救命–」で、アニメランキ

ングの1位は「ドラゴンボール超 ブロリー」でした。 

 

 

＜レンタル部門＞ 

 

■レンタル DVD 貸出数量ランキング［総合編］ 

順位 タイトル ジャンル 監督 主演 

1 劇場版コード・ブルー –ドクターヘリ緊急救命– 邦画 西浦正記 山下智久 

2 MEG ザ・モンスター 洋画 ジョン・タートルトーブ ジェイソン・ステイサム 

3 検察側の罪人 邦画 原田眞人 木村拓哉、二宮和也 

4 ドラゴンボール超 ブロリー アニメ 長峯達也 野沢雅子 

5 ヴェノム 洋画 ルーベン・フライシャー トム・ハーディ 

6 銀魂2 掟は破るためにこそある 邦画 福田雄一 小栗旬 

7 未来のミライ アニメ 細田守 上白石萌歌 

8 スマホを落としただけなのに 邦画 中田秀夫 北川景子 

9 シュガー・ラッシュ：オンライン アニメ リッチ・ムーア ジョン・C・ライリー 

10 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 洋画 デイビッド・イェーツ エディ・レッドメイン 

「平成」から「令和」へ時代をまたぐランキング！ 

2019年ゲオ年間レンタルDVD貸出数量・新品セルDVD販売数量ランキング 

レンタルDVD総合1位は「劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-」、 

新品セルDVD総合1位は「ボヘミアン・ラプソディ」 
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【ゲオバイヤーコメント：株式会社ゲオ メディア商品部 メディア商品1課 小谷理恵】 

2019年レンタルDVD年間貸出数量ランキング1位は、上半期同様に「劇場版コード・ブルー –ドクター

ヘリ緊急救命-」でした。2018年の邦画興行収入 1位とあって、レンタルでも人気は衰えることなく高視

聴を得ることが出来ました。 

洋画で急上昇したのは3位の「ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生」で、GWや夏休

みなどの長期休みに貸出数が大幅に伸びたことでランクアップしました。 

アニメでは、「ドラゴンボール超 ブロリー」が 1 位を獲得しました。6 月リリースにも関わらず年間 1

位に輝けたのは、男性のみならず多くの女性にもレンタルしていただけたことが要因と考えます。 

2020 年上半期には、興行収入 100 億円越えの「天気の子」や「トイ・ストーリー4」、続編も期待され

る「キングダム」のリリースも控えており、全ジャンルで期待が持てます。 

 

 

以下、レンタルDVD貸出数量ランキングのジャンル別ランキング詳細です。 

 

■レンタル DVD貸出数量ランキング［洋画編］ 

順位 タイトル 監督 主演 

1 MEG ザ・モンスター ジョン・タートルトーブ ジェイソン・ステイサム 

2 ヴェノム ルーベン・フライシャー トム・ハーディ 

3 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 デイビッド・イェーツ エディ・レッドメイン 

4 ミッション：インポッシブル/フォールアウト クリストファー・マッカリー トム・クルーズ 

5 ボヘミアン・ラプソディ ブライアン・シンガー ラミ・マレック 

6 アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー ジョー・ルッソほか ロバート・ダウニー・Jr． 

7 ザ・プレデター シェーン・ブラック ボイド・ホルブルック 

8 アントマン＆ワスプ ペイトン・リード ポール・ラッド 

9 ジュラシック・ワールド／炎の王国 J.A.バヨナ クリス・プラット 

10 アクアマン ジェームズ・ワン ジェイソン・モモア 

 

■レンタルDVD貸出数量ランキング［邦画編］ 

順位 タイトル 監督 主演 

1 劇場版コード・ブルー –ドクターヘリ緊急救命– 西浦正記 山下智久 

2 検察側の罪人 原田眞人 木村拓哉、二宮和也  

3 銀魂2 掟は破るためにこそある 福田雄一 小栗旬 

4 スマホを落としただけなのに 中田秀夫 北川景子 

5 万引き家族 是枝裕和 リリー・フランキー 

6 マスカレード・ホテル 鈴木雅之 木村拓哉 

7 空飛ぶタイヤ 本木克英 長瀬智也 

8 コーヒーが冷めないうちに 塚原あゆ子 有村架純 

9 人魚の眠る家 堤幸彦 篠原涼子 

10 不能犯 白石晃士 松坂桃李 
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■レンタルDVD貸出数量ランキング［アニメ編］ 

順位 タイトル 監督 主演 

1 ドラゴンボール超 ブロリー 長峯達也 野沢雅子 

2 未来のミライ 細田守 上白石萌歌 

3 シュガー・ラッシュ：オンライン リッチ・ムーア ジョン・C・ライリー 

4 映画 クレヨンしんちゃん 爆盛！カンフーボーイズ～拉麺大乱～ 髙橋渉 矢島晶子 

5 インクレディブル・ファミリー ブラッド・バード クレイグ・T・ネルソン 

6 名探偵コナン ゼロの執行人 立川譲 高山みなみ 

7 ボス・ベイビー トム・マクグラス アレック・ボールドウィン 

8 グリンチ ヤーロウ・チェイニーほか ベネディクト・カンバーバッチ 

9 リメンバー・ミー リー・アンクリッチ アンソニー・ゴンザレス 

10 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ～2人の英雄～ 長崎健司 山下大輝 

 

 

＜セル部門＞ 

 

■新品DVD 販売数量ランキング［総合編］ 

順位 タイトル ジャンル 監督 主演 

1 ボヘミアン・ラプソディ 洋画 ブライアン・シンガー ラミ・マレック 

2 5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019 その他 ― 嵐 

3 ドラゴンボール超 ブロリー アニメ 長峯達也 野沢雅子 

4 愛だけがすべて -What do you want?-  その他 ― Hey! Say! JUMP 

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

6 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 洋画 デイビッド・イェーツ エディ・レッドメイン 

7 名探偵コナン 紺青の拳（フィスト） アニメ 永岡智佳 高山みなみ 

8 ボス・ベイビー アニメ トム・マクグラス アレック・ボールドウィン 

9 SING／シング アニメ ガース・ジェニングス マシュー・マコノヒー 

10 怪盗グルーのミニオン大脱走 アニメ ピエール・コフィンほか スティーヴ・カレル 

 

【ゲオバイヤーコメント：株式会社ゲオ メディア商品部 メディア商品1課 赤峰奈美】 

2019年セルDVD年間販売数量ランキングは、今までクイーンを知らなかった若い世代からも支持を受

け話題になった「ボヘミアン・ラプソディ」が首位獲得となりました。2位は活動休止を発表し話題になっ

ている嵐のビデオ・クリップ集です。 

洋画編2位は今年劇場公開された「ワイルド・スピード／スーパーコンボ」の前作である「ワイルド・

スピード ICE BREAK」となりました。シリーズが進むごとにファンも増え、衰えることのない作品となっ

ています。 

邦画編の 1 位は、山下智久が主演の「劇場版コード・ブルー –ドクターヘリ緊急救命–」となっていま

す。特に若い女性の支持が多いです。 

アニメ編の１位は、「ドラゴンボール超 ブロリー」となっています。「ドラゴンボール」シリーズの劇

場版20作目となる本作は、昔から変わることなく幅広い年代のファンが多い作品です。 

今年もまだ、12月には「ワイルド・スピード／スーパーコンボ」、「ライオンキング」などのリリースが

続きますので今後にも期待ができます。 
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以下、新品DVD販売数量ランキングのジャンル別ランキング詳細です。 

 

 

■新品DVD 販売数量ランキング［洋画編］ 

順位 タイトル 監督 主演 

1 ボヘミアン・ラプソディ ブライアン・シンガー ラミ・マレック 

2 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 

3 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 デイビッド・イェーツ エディ・レッドメイン 

4 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 

5 トランスフォーマー/最後の騎士王 マイケル・ベイ マーク・ウォールバーグ 

6 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 

7 ジュラシック・ワールド／炎の王国 J.A.バヨナ クリス・プラット 

8 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 

9 タイタニック ジェームズ・キャメロン レオナルド・ディカプリオ 

10 MEG ザ・モンスター ジョン・タートルトーブ ジェイソン・ステイサム 

 

 

■新品DVD 販売数量ランキング［邦画編］ 

順位 タイトル 監督 主演 

1 劇場版コード・ブルー –ドクターヘリ緊急救命– 西浦正記 山下智久 

2 銀魂2 掟は破るためにこそある 福田雄一 小栗旬 

3 HiGH＆LOW THE MOVIE3 / FINAL MISSION 久保茂昭ほか AKIRA 

4 HiGH＆LOW THE MOVIE2 / END OF SKY 久保茂昭ほか 岩田剛典 

5 脱衣麻雀バトルロワイアル マック・P・フォーエヴァー Nina 

6 翔んで埼玉 武内英樹 二階堂ふみ 

7 空飛ぶタイヤ 本木克英 長瀬智也 

8 雪の華 橋本光二郎 登坂広臣 

9 検察側の罪人 原田眞人 木村拓哉 

10 BLEACH 佐藤信介 福士蒼汰 

 

 

■新品DVD 販売数量ランキング［アニメ編］ 

順位 タイトル 監督 主演 

1 ドラゴンボール超 ブロリー 長峯達也 野沢雅子 

2 名探偵コナン 紺青の拳（フィスト） 永岡智佳 高山みなみ 

3 ボス・ベイビー トム・マクグラス アレック・ボールドウィン 

4 SING／シング ガース・ジェニングス マシュー・マコノヒー 

5 怪盗グルーのミニオン大脱走 ピエール・コフィンほか スティーヴ・カレル 

6 ペット ヤーロウ・チェイニーほか ルイス・C・K 

7 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS 髙橋滋春 種崎敦美 

8 怪盗グルーの月泥棒 ピエール・コフィンほか スティーヴ・カレル 

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 怪盗グルーのミニオン危機一発 ピエール・コフィンほか スティーヴ・カレル 
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■新品DVD 販売数量ランキング［その他編］ 

順位 タイトル 主演 

1 5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019 嵐 

2 愛だけがすべて -What do you want?- Hey! Say! JUMP 

3 Hey!Say!JUMP LIVE TOUR SENSE or LOVE Hey! Say! JUMP 

4 ONE OK ROCK 2018 AMBITIONS JAPAN DOME TOUR ONE OK ROCK 

5 B'z LIVE-GYM Pleasure 2018-HINOTORI- B'z 

6 ONE OK ROCK with Orchestra Japan Tour 2018 ONE OK ROCK 

7 関ジャニ'sエイターテインメント GR8EST 関ジャニ∞ 

8 NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA NEWS 

9 十五祭 関ジャニ∞ 

10 NEWS 15th Anniversary LIVE 2018 “Strawberry” NEWS 

 

 

以上 


