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2022年7月13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

グループ会社、株式会社ゲオストア（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：高井政典）は、2022

年1月1日から2022年6月30日まで、全国のゲオショップで取り扱ったBD・DVDの貸出数量と販売

数量を集計し、「2022年ゲオ上半期レンタル映像貸出数量・新品セル映像販売数量ランキング」として発

表します。なお、対象となる店舗数は、レンタル映像貸出数量ランキングが約 1,100 店舗、新品DVD 販

売数量ランキングが約600店舗です。 

 

ランキングジャンル 

・レンタルBD・DVDの貸出数量：総合、洋画、邦画、アニメの4ジャンル 

・新品BD・DVDの販売数量：総合、洋画、邦画、アニメ、その他の5ジャンル 

 

ランキング結果ダイジェスト 

 レンタル部門の DVD 貸出数量ランキング総合で最も貸し出されたのは、邦画「東京リベンジャーズ」

となりました。次いで、洋画「ワイルド・スピード／ジェットブレイク」、アニメ「映画 クレヨンしんちゃ

ん 謎メキ！花の天カス学園」の順でした。 

 セル部門の新品 DVD 販売数量ランキング総合では、洋画「スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム」

が1位となりました。次いで、洋画「ワイルド・スピード／ジェットブレイク」が2位、洋画「007／ノー・

タイム・トゥ・ダイ」が3位となり、人気作品の続編が上位にランクインしました。 

邦画ランキングの 1 位は「東京リベンジャーズ」で、その他ランキングの 1 位は「This is 嵐 LIVE 

2020.12.31」でした。 

 

＜レンタル部門＞ 

■レンタル映像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 

レンタル開始日 

1 東京リベンジャーズ 邦画 英勉 北村匠海 2021/12/22 

2 ワイルド・スピード／ジェットブレイク 洋画 ジャスティン・リン ヴィン・ディーゼル 2021/12/15 

3 
映画 クレヨンしんちゃん 

謎メキ！花の天カス学園 
アニメ 髙橋渉 小林由美子 2022/02/04 

4 マスカレード・ナイト 邦画 鈴木雅之 木村拓哉 2022/03/16 

5 007／ノー・タイム・トゥ・ダイ 洋画 
キャリー・ジョージ・

フクナガ 
ダニエル・クレイグ 2022/03/02 

6 キャッシュトラック 洋画 ガイ・リッチー ジェイソン・ステイサム 2022/03/09 

7 
ヴェノム： 

レット・ゼア・ビー・カーネイジ 
洋画 アンディ・サーキス トム・ハーディ 2022/04/08 

2022年ゲオ上半期レンタル映像貸出数量･新品セル映像販売数量ランキング 

レンタル映像総合1位は「東京リベンジャーズ」、 

新品セル映像総合1位は「スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム」 
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8 ザ・ファブル 殺さない殺し屋 邦画 江口カン 岡田准一 2021/11/17 

9 孤狼の血 LEVEL2 邦画 白石和彌 松坂桃李 2021/12/22 

10 竜とそばかすの姫 アニメ 細田守 中村佳穂 2022/04/13 

 

【ゲオバイヤーコメント】 

 2022年上半期は、コロナ禍によるタイトル不足が少しずつ改善されており、劇場公開作品がランキン

グを占めました。洋画ではシリーズ続編が並び、「ワイルド・スピード」「007」「ヴェノム」など、前作

から人気が継続しています。その中で主演ジェイソン・ステイサム×監督ガイ・リッチーのアクション

「キャッシュトラック」は、まさにレンタル向きのタイトルとして堂々のランクインとなりました。 

邦画も同様に「マスカレード・ナイト」「孤狼の血」などの人気シリーズがランクインしましたが、1

位の「東京リベンジャーズ」は世間的なブームにも乗り、レンタル全体でも上位となりました。アニメで

はコロナ禍で延期された「クレヨンしんちゃん」「名探偵コナン」が上位にランクインしました。 

視聴を楽しみにされているお客さまに、今年は作品を届けることができました。2022年下期も劇場で

盛り上がった作品が続々とレンタル化される予定のため、店頭での展開を楽しみにお待ちください。 

 (株)ゲオ ゲオ商品部 ゲオ商品1課 小谷 

 

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。 

  

■レンタル映像 貸出数量ランキング［洋画編］ 

順位 タイトル 監督 主演 レンタル開始日 

1 ワイルド・スピード／ジェットブレイク ジャスティン・リン ヴィン・ディーゼル 2021/12/15 

2 007／ノー・タイム・トゥ・ダイ 
キャリー・ジョージ・ 

フクナガ 
ダニエル・クレイグ 2022/03/02 

3 キャッシュトラック ガイ・リッチー ジェイソン・ステイサム 2022/03/09 

4 ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ アンディ・サーキス トム・ハーディ 2022/04/08 

5 マトリックス レザレクションズ ラナ・ウォシャウスキー キアヌ・リーブス 2022/04/20 

6 スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム ジョン・ワッツ トム・ホランド 2022/05/03 

7 DUNE／デューン 砂の惑星 ドゥニ・ヴィルヌーヴ ティモシー・シャラメ 2022/03/02 

8 G.I.ジョー：漆黒のスネークアイズ ロベルト・シュヴェンケ ヘンリー・ゴールディング 2022/02/02 

9 バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ ヨハネス・ロバーツ カヤ・スコデラリオ 2022/05/11 

10 ゴジラvsコング アダム・ウィンガード 
アレクサンダー・ 

スカルスガルド 
2021/11/03 

 

 

■レンタル映像 貸出数量ランキング［邦画編］ 

順位 タイトル 監督 主演 レンタル開始日 

1 東京リベンジャーズ 英勉 北村匠海 2021/12/22 

2 マスカレード・ナイト 鈴木雅之 木村拓哉 2022/03/16 

3 ザ・ファブル 殺さない殺し屋 江口カン 岡田准一 2021/11/17 

4 孤狼の血 LEVEL2 白石和彌 松坂桃李 2021/12/22 

5 鳩の撃退法 タカハタ秀太 藤原竜也 2022/01/19 

6 るろうに剣心 最終章 The Beginning 大友啓史 佐藤健 2021/11/10 

7 地獄の花園 関和亮 永野芽郁 2021/11/05 
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8 キャラクター 永井聡 菅田将暉 2021/11/24 

9 土竜の唄 FINAL 三池崇史 生田斗真 2022/04/20 

10 CUBE 一度入ったら、最後 清水康彦 菅田将暉 2022/03/02 

 

 

 

■レンタル映像 貸出数量ランキング［アニメ編］ 

順

位 
タイトル 監督 主演 

レンタル開始日 

1 映画 クレヨンしんちゃん 謎メキ！花の天カス学園 髙橋渉 小林由美子 2022/02/04 

2 竜とそばかすの姫 細田守 中村佳穂 2022/04/13 

3 名探偵コナン 緋色の弾丸 永岡智佳 高山みなみ 2021/10/27 

4 
僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 

ワールド ヒーローズ ミッション 
長崎健司 山下大輝 2022/02/16 

5 ボス・ベイビー ファミリー・ミッション トム・マクグラス 
アレック・ 

ボールドウィン 
2022/05/03 

6 
映画 クレヨンしんちゃん 

激突！ラクガキングダムとほぼ四人の勇者 
京極尚彦 小林由美子 2021/02/10 

7 劇場版 アーヤと魔女 宮崎吾朗 寺島しのぶ 2021/12/01 

8 パウ・パトロール ザ・ムービー カル・ブランカー 潘めぐみ 2021/12/03 

9 劇場版ポケットモンスター ココ 矢嶋哲生 松本梨香 2021/07/14 

10 映画 えんとつ町のプペル 廣田裕介 窪田正孝 2021/11/03 

 

＜セル部門＞ 

■新品映像 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 

発売日 

1 スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム 洋画 ジョン・ワッツ トム・ホランド 2022/04/27 

2 ワイルド・スピード／ジェットブレイク 洋画 ジャスティン・リン ヴィン・ディーゼル 2021/12/15 

3 007／ノー・タイム・トゥ・ダイ 洋画 
キャリー・ジョージ・ 

フクナガ 
ダニエル・クレイグ 2022/03/02 

4 
ヴェノム： 

レット・ゼア・ビー・カーネイジ 
洋画 アンディ・サーキス トム・ハーディ 2022/04/08 

5 マトリックス レザレクションズ 洋画 
ラナ・ 

ウォシャウスキー 
キアヌ・リーブス 2022/04/20 

6 エターナルズ 洋画 クロエ・ジャオ ジェンマ・チャン 2022/03/04 

7 
バイオハザード： 

ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ 
洋画 ヨハネス・ロバーツ カヤ・スコデラリオ 2022/05/11 

8 ワイルド・スピード／スーパーコンボ 洋画 デヴィッド・リーチ ドウェイン・ジョンソン 2020/07/08 

9 ミラベルと魔法だらけの家 アニメ 
バイロン・ハワード、

ジャレド・ブッシュ 

ステファニー・ 

ベアトリス 
2022/02/18 

10 東京リベンジャーズ 邦画 英勉 北村匠海 2021/12/22 
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【ゲオバイヤーコメント】 

上半期は劇場公開の復調に伴い、洋画タイトルが中心のランキングとなりました。「スパイダーマン」「ワ

イルド・スピード」「007」など多くのお客様が待ち望んでいたシリーズの続編タイトルがランキング上位

を占めており、特に1位の「スパイダーマン：ノーウェイホーム」は予約も好調で売上に大きく貢献しま

した。 

ランキングの中で特徴的だったのは「バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ」で、ゲー

ム原作の作品ということも影響したのか、予約・売上ともに予測を大きく上回る実績で、7 位にランクイ

ン。邦画・アニメは予約販売が中心ですが、総合ランキングに各１タイトルずつランクインしました。 

下半期も劇場公開でヒットした作品のリリースが続きますので、発売を楽しみにお待ちください。 

(株)ゲオ ゲオ商品部 ゲオ商品1課 鴫原  

 

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。 

 

■新品映像 販売数量ランキング［洋画編］ 

順位 タイトル 監督 主演 発売日 

1 スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム ジョン・ワッツ トム・ホランド 2022/04/27 

2 ワイルド・スピード／ジェットブレイク ジャスティン・リン ヴィン・ディーゼル 2022/12/15 

3 007／ノー・タイム・トゥ・ダイ キャリー・ジョージ・フクナガ ダニエル・クレイグ 2022/03/02 

4 ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ アンディ・サーキス トム・ハーディ 2022/04/08 

5 マトリックス レザレクションズ ラナ・ウォシャウスキー キアヌ・リーブス 2022/04/20 

6 エターナルズ クロエ・ジャオ ジェンマ・チャン 2022/03/04 

7 
バイオハザード： 

ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ 
ヨハネス・ロバーツ カヤ・スコデラリオ 2022/05/11 

8 ワイルド・スピード／スーパーコンボ デヴィッド・リーチ ドウェイン・ジョンソン 2020/07/08 

9 トップガン スペシャル・エディション トニー・スコット トム・クルーズ 2011 /04/28 

10 キングスマン：ファースト・エージェント マシュー・ヴォーン レイフ・ファインズ 2022/03/18 

 

■新品映像 販売数量ランキング［邦画・ドラマ編］ 

順位 タイトル 監督 主演 発売日 

1 東京リベンジャーズ 英勉 北村匠海 2021/12/22 

2 99.9－刑事専門弁護士－THE MOVIE 木村ひさし 松本潤 2022/06/08 

3 
かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～ 

ファイナル 
河合勇人 平野紫耀 2022/03/25 

4 マスカレード・ナイト 鈴木雅之 木村拓哉 2022/03/16 

5 土竜の唄 FINAL 三池崇史 生田斗真 2022/04/20 

6 ザ・ファブル 殺さない殺し屋 江口カン 岡田准一 2021/12/22 

7 るろうに剣心 最終章 The Final 大友啓史 佐藤健 2021/10/13 

8 コンフィデンスマンJP 英雄編 田中亮 長澤まさみ 2022/05/18 

9 るろうに剣心 最終章 The Beginning 大友啓史 佐藤健 2021/11/10 

10 心が叫びたがってるんだ。 熊澤尚人 中島健人 2018/03/07 
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■新品映像 販売数量ランキング［アニメ編］ 

順位 タイトル 監督 主演 発売日 

1 ミラベルと魔法だらけの家 
バイロン・ハワード、 

ジャレド・ブッシュ 
ステファニー・ベアトリス 2022/02/18 

2 
パウ・パトロール カーレース大作戦 

GO！ GO！ 

チャールズ・Ｅ・ 

バスティアン 
石上静香 2021/11/10 

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 2019/03/06 

4 竜とそばかすの姫 細田守 中村佳穂 2022/04/20 

5 ペット2 クリス・ルノー パットン・オズワルト 2019/12/04 

6 SING／シング ガース・ジェニングス マシュー・マコノヒー 2017/08/02 

7 怪盗グルーのミニオン大脱走 
ピエール・コフィン、 

カイル・バルダ 
スティーヴ・カレル 2018/07/04 

8 
映画 クレヨンしんちゃん 

謎メキ！花の天カス学園 
髙橋渉 小林由美子 2022/02/04 

9 ボス・ベイビー ファミリー・ミッション トム・マクグラス 
アレック・ 

ボールドウィン 
2022/05/03 

10 
トムとジェリー どどーんと32話 

てんこもりパック Vol.1 
‐ 肝付兼太、堀絢子 2013/08/21 

 

■新品映像 販売数量ランキング［その他編］ 

順位 タイトル 主演 発売日 

1 This is 嵐 LIVE 2020.12.31 嵐 2021/12/29 

2 King & Prince CONCERT TOUR 2021 ～Re：Sense～ King & Prince 2022/01/12 

3 
なにわ男子First Arena Tour 2021 

♯なにわ男子しか勝たん 
なにわ男子 2022/02/23 

4 THE LEGENDS－PREMIUM－ ‐ 2022/04/06 

5 I LOVE K－POP －BEST OF 2021－OFFICIAL MIXDVD ‐ 2021/11/24 

6 
I LOVE K－POP 2022 BOYS & GIRLS PROJECT 150

－OFFICIAL MIXDVD－ 
‐ 2022/03/30 

7 
BEST OF 2022 TIK TOKER － SNS RANKING 150 －

OFFICIAL MIXDVD 
‐ 2022/04/27 

8 Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania Snow Man 2022/ 05/04 

9 PV ALLSTARS－PREMIUM BOX SET－ ‐ 2022/03/02 

10 KANJANI’S Re：LIVE 8BEAT 関ジャニ∞ 2022/05/18 

 

 

以上 


