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今年最も売れた電子書籍は『進撃の巨人』19巻! 

ブックリスタ年間ランキング 2016発表 

上半期ランキングに引き続き 2冠達成 
 

電子書籍関連事業を展開する株式会社ブックリスタ（東京都港区）は、ブックリスタがプラットフォーム提供する電子書籍

ストアの販売実績を集計した「ブックリスタ年間ランキング 2016（https://www.booklista.co.jp/ranking2016/）」を、12 

月 16 日（金）に発表いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『進撃の巨人 19 巻』©諫山創／講談社 

ブックリスタ年間ランキング 2016 

総合 ※20 位まで抜粋 

順位 作品名 著者 出版社 

1 進撃の巨人 19 巻 諫山創 講談社 

2 進撃の巨人 20 巻 諫山創 講談社 

3 火花 又吉直樹 文藝春秋 

2016 年の年間ランキング総合 1 位は『進撃の巨人』19 巻。上半期ランキングに引き

続き、堂々の 2 冠を達成です。また、最新刊である『進撃の巨人』20 巻も 2 位にランクイ

ンし、現在も継続的な人気を得ています。 

小説部門では、2015 年の年間ランキングで 1 位を獲得した、第 153 回芥川賞受賞

の『火花』が再び 1 位を獲得。さらに、西尾維新の『<物語>』シリーズ、新海誠の『小説 

君の名は。』など、今年アニメ映画として大ヒットした作品の原作もランキング上位となって

います。 

コミック部門では、『キングダム』『ちはやふる』などの人気作品がランクイン。また、ライトノ

ベル部門では、TV アニメ 2 期の放送も間近の『この素晴らしい世界に祝福を！』が 1 位

を獲得。コミック、ライトノベル共に、映像化やメディアで話題となった作品が多く人気を集

めました。 

https://www.booklista.co.jp/ranking2016/


 

 

4 
あと 100 円でもう一品！ 楽天レシピ 節約お料理ベ

スト 100【文春 e-Books】 
文藝春秋・編 文藝春秋 

5 キングダム 41 原泰久 集英社 

6 善悪の屑（1） 渡邊ダイスケ 少年画報社 

7 キングダム 40 原泰久 集英社 

8 ダンジョン飯 3 巻 九井諒子 
KADOKAWA / エンターブ

レイン 

9 キングダム 42 原泰久 集英社 

10 天に恋う 8 望月桜、梨千子 宙出版 

11 
透明なゆりかご 産婦人科医院看護師見習い日記 

1 巻 
沖田×華 講談社 

12 善悪の屑（2） 渡邊ダイスケ 少年画報社 

13 
透明なゆりかご 産婦人科医院看護師見習い日記 

2 巻 
沖田×華 講談社 

14 小説 君の名は 新海誠 
KADOKAWA / メディアファ

クトリー 

15 ONE PIECE モノクロ版 80 尾田栄一郎 集英社 

16 キングダム 43 原泰久 集英社 

17 
透明なゆりかご 産婦人科医院看護師見習い日記 

3 巻 
沖田×華 講談社 

18 HUNTER×HUNTER モノクロ版 33 冨樫義博 集英社 

19 進撃の巨人 18 巻 諫山創 講談社 

20 善悪の屑（3） 渡邊ダイスケ 少年画報社 

小説部門 ※複数巻作品・シリーズ作品は 1 作品として集計しています。 

順位 作品名 著者 出版社 

1 火花 又吉直樹 文藝春秋 

2 <物語> 西尾維新、VOFAN 講談社 

3 小説 君の名は。 新海誠 
KADOKAWA / メディアファ

クトリー 

4 守り人シリーズ電子版 上橋菜穂子、二木真希子 偕成社 

5 万能鑑定士 Q の事件簿 松岡圭祐 KADOKAWA / 角川書店 

6 探偵の鑑定 松岡圭祐 講談社 

7 64（ロクヨン） 横山秀夫 文藝春秋 

8 天才 石原慎太郎 幻冬舎 

9 神様の御用人 浅葉なつ 
KADOKAWA / アスキー・メ

ディアワークス 



 

 

10 銀河英雄伝説 田中芳樹 らいとすたっふ 

コミック部門 ※複数巻作品・シリーズ作品は 1 作品として集計しています。 

順位 作品名 著者 出版社 

1 キングダム 原泰久 集英社 

2 ちはやふる 末次由紀 講談社 

3 進撃の巨人 諫山創 講談社 

4 ONE PIECE モノクロ版 尾田栄一郎 集英社 

5 七つの大罪 鈴木央 講談社 

6 暗殺教室 松井優征 集英社 

7 テラフォーマーズ 貴家悠、橘賢一 集英社 

8 パーフェクトワールド プチキス 有賀リエ 講談社 

9 監獄学園 平本アキラ 講談社 

10 弱虫ペダル 渡辺航 秋田書店 

ライトノベル部門 ※複数巻作品・シリーズ作品は 1 作品として集計しています。 

順位 作品名 著者 出版社 

1 この素晴らしい世界に祝福を！ 暁なつめ、三嶋くろね KADOKAWA / 角川書店 

2 魔法科高校の劣等生 佐島勤、石田可奈 
KADOKAWA / アスキー・

メディアワークス 

3 灰と幻想のグリムガル 十文字青、白井鋭利 オーバーラップ 

4 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 大森藤ノ、ヤスダスズヒト SB クリエイティブ 

5 転生したらスライムだった件 伏瀬、みっつばー マイクロマガジン社 

6 ゼロの使い魔 ヤマグチノボル、兎塚エイジ 
KADOKAWA / メディアファ

クトリー 

7 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 長月達平、大塚真一郎 
KADOKAWA / メディアファ

クトリー 

8 ゲート―自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり 柳内たくみ、黒獅子 アルファポリス 

9 ノーゲーム・ノーライフ 榎宮祐、榎宮祐 
KADOKAWA / メディアファ

クトリー 

10 ソードアート・オンライン 川原礫、ａｂｅｃ 
KADOKAWA / アスキー・メ

ディアワークス 

雑誌部門 ※複数巻作品・シリーズ作品は 1 作品として集計しています。 

順位 作品名 著者 出版社 

1 週刊少年マガジン 週刊少年マガジン編集部 講談社 



 

 

2 週刊アスキー 週刊アスキー編集部 
KADOKAWA / アスキー・

メディアワークス 

3 FLASH（フラッシュ） 光文社 光文社 

4 週刊プレイボーイ／週プレ 集英社 集英社 

5 デジタルカメラマガジン インプレス インプレス 

6 SPA！ 扶桑社 扶桑社 

7 デジキャパ！ 学研プラス 学研プラス 

8 Tarzan Tarzan 編集部 マガジンハウス 

9 文藝春秋 

立花隆、塩野七生、伊集院静、塩

野七生、安倍晋三、竹中平蔵、川

村隆、似鳥昭雄、大村智、梶田隆

章、西田敏行、山本昌、五木寛

之、釈徹宗、井村雅代、佐々木則

夫、野村忠宏、北島康介 

文藝春秋 

10 ＮＨＫラジオ ラジオ英会話【リフロー版】 日本放送協会、ＮＨＫ出版 ＮＨＫ出版 

 

抜粋以外のランキングの詳細は、ブックリスタ年間ランキング 2016 特設ページ にてご確認下さい。

https://www.booklista.co.jp/ranking2016/ 

※ランキング集計について 

集計期間：2016/1/1 ～ 2016/11/15 

集計対象：ブックリスタがプラットフォーム提供する電子書籍ストアにて有料販売されたコンテンツ 

 

株式会社ブックリスタについて 

 

株式会社ブックリスタは、コンテンツ制作や取次、プラットフォーム提供、ストア運営支援、プロモーション企画など、電子書籍に

関連する様々な事業を展開する企業です。多くの皆さまに対してライフスタイルに合わせた電子出版物との出会いの場を提供

して参ります。 

https://www.booklista.co.jp/  

 

権利表記について 

作品の表紙画像を掲載される場合は、次のコピーライトを併記いただきますようお願いいたします。 

『進撃の巨人 19 巻』 © 諫山創／講談社 

https://www.booklista.co.jp/ranking2016/
https://www.booklista.co.jp/corp/

