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＼＼ブックリスタ年間ランキング 2019 発表／／ 

今年、最も売れた電子書籍は、コミック版 

『転生したらスライムだった件（１１）』 

同名タイトルが、原作のラノベ部門とともに２冠を達成しました！ 

 

 

 

電子書籍関連事業を展開する株式会社ブックリスタ https://www.booklista.co.jp （東京都港区）は、12 

月 24 日（火）に「ブックリスタ年間ランキング 2019」を発表いたしました。ランキングは、ブックリスタが

運営をサポートする電子書籍ストアの「ブックパス※1」と「Reader Store※2」で有料販売された金額を合算し

た、ブックリスタ独自のものとなります。 

※１「ブックパス」（運営：KDDI 株式会社 http://bookpass.auone.jp ） 

※２「Reader Store」（運営：株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント https://ebookstore.sony.jp ） 

https://www.booklista.co.jp/
http://bookpass.auone.jp/
https://ebookstore.sony.jp/


「総評」―――――――――――――  

2019 年の年間ランキング総合 1 位は『転生したらスライムだった件（１１）』。2016 年から 3 年連続で総合

１位を獲得してきた『進撃の巨人』を抑えての快挙です！ 『進撃の巨人』も依然として勢いを失うことなく、

２位と３位を占める結果となりました。 

コミック部門は、実写映画版にて話題を集めた『キングダム』が昨年に引き続き１位となり、2 位にはアニメ

化によって一大旋風を巻き起こした『鬼滅の刃』が、昨年の圏外からランクインしました！ 

小説・エッセイ部門では、『幼女戦記』が 1 位を獲得。文学賞受賞作や人気シリーズが続々と続きます。ラノ

ベ部門は総合１位のコミック版と同名タイトル『転生したらスライムだった件』の書籍版が１位になり、「異世

界転生もの」の強さ見せつける結果となりました。 

雑誌部門では、『週プレ』が初めての１位に輝きました。 

 

【発表】ブックリスタ年間ランキング 2019 ※各ランキング 10 位まで 

総合 

順位 作品名 著者 出版社 

1 転生したらスライムだった件（１１） 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー 講談社 

2 進撃の巨人（２８） 諫山創 講談社 

3 進撃の巨人（２９） 諫山創 講談社 

4 転生したらスライムだった件（１２） 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー 講談社 

5 キングダム 53 原泰久 集英社 

6 キングダム 54 原泰久 集英社 

7 夫の扶養からぬけだしたい ゆむい KADOKAWA 

8 転生したらスライムだった件 14 （原作ラノベ） 伏瀬┴みっつばー マイクロマガジン社 

9 キングダム 55 原泰久 集英社 

10 転生したらスライムだった件 15 （原作ラノベ） 伏瀬┴みっつばー マイクロマガジン社 

 

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 作品タイトル名 著者 出版社 

1 キングダム 原泰久 集英社 

2 鬼滅の刃 吾峠呼世晴 集英社 

3 盾の勇者の成り上がり 藍屋球┴アネコユサギ┴弥南せいら KADOKAWA 

4 転生したらスライムだった件 川上泰樹┴伏瀬┴みっつばー 講談社 

5 進撃の巨人 諫山創 講談社 

6 ザ・ファブル 南勝久 講談社 

7 ONE PIECE モノクロ版 尾田栄一郎 集英社 

8 約束のネバーランド 白井カイウ┴出水ぽすか 集英社 



9 かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～ 赤坂アカ 集英社 

10 賢者の孫 吉岡剛┴緒方俊輔┴菊池政治 KADOKAWA 

  

小説・エッセイ部門 ※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 作品タイトル名 著者 出版社 

1 幼女戦記 カルロ・ゼン┴篠月しのぶ KADOKAWA 

2 小説 ぬけがら 夏川椎菜 
ソニー・ミュージックエンタテ

インメント 

3 一切なりゆき 樹木希林のことば 樹木希林 文藝春秋 

4 ノーサイド・ゲーム 池井戸潤 ダイヤモンド社 

5 猟奇犯罪捜査班・藤堂比奈子 内藤了 KADOKAWA 

6 蜜蜂と遠雷 恩田陸 幻冬舎 

7 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 文藝春秋 

8 高校事変 松岡圭祐 KADOKAWA 

9 これは経費で落ちません！ 青木祐子┴uki 集英社 

10 宝島 真藤順丈 講談社 

 

ラノベ部門 ※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 作品タイトル名 著者 出版社 

1 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 

2 本好きの下剋上 香月美夜┴椎名優 TO ブックス 

3 盾の勇者の成り上がり アネコユサギ┴弥南せいら KADOKAWA 

4 デスマーチからはじまる異世界狂想曲 愛七ひろ┴ｓｈｒｉ KADOKAWA 

5 
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 

6 私、能力は平均値でって言ったよね！ ＦＵＮＡ┴亜方逸樹 
アース・スター エンターテイメ

ント 

7 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ 理不尽な孫の手┴シロタカ KADOKAWA 

8 魔法科高校の劣等生 佐島勤┴石田可奈 KADOKAWA 

9 ありふれた職業で世界最強 白米良┴たかや Ki オーバーラップ 

10 薬屋のひとりごと 日向夏┴しのとうこ 主婦の友社 

 

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 作品タイトル名 出版社 

1 週プレ 集英社 

2 週刊アスキー 角川アスキー総合研究所 



3 FRIDAY 講談社 

4 FLASH（フラッシュ） 光文社 

5 anan マガジンハウス 

6 文藝春秋 文藝春秋 

7 LDK the Beauty (エル・ディー・ケー ザ ビューティー) 晋遊舎 

8 週刊ポスト 小学館 

9 電撃 PlayStation KADOKAWA Game Linkage 

10 Tarzan マガジンハウス 

※ランキング集計について 

集計期間：2019/1/1 ～ 2019/11/30 

集計対象：ブックリスタがストアシステムを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 

 

ランキングの詳細は、「ブックリスタ年間ランキング 2019 特設ページ」 にてご確認下さい。 

https://www.booklista.co.jp/ranking2019/ 

 

2020 年も、さまざまな作品との出逢いがありますように。 
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ブックパスについて 

 

ブックパスは KDDI 株式会社が運営する国内最大級の品揃えで、単品購入と定額読み放題プラン（「総合コース」「マガジン

コース」）を提供する電子書籍ストアです。au 以外のお客様もご利用いただけます。  

http://bookpass.auone.jp/ 

https://www.facebook.com/auBookPass/ （公式 Facebook） 

https://twitter.com/aubookpass （公式 Twitter） 

※“ブックパス”は、KDDI 株式会社の登録商標です 

 

Reader Store について 

 

Reader Store は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが運営する国内最大級の品揃えの電子書籍ストアです。 

https://ebookstore.sony.jp/ 

https://facebook.com/readerstore.jpn/（公式 Facebook） 

https://twitter.com/ReaderStore_JP （公式 Twitter） 

※“Reader Store”、および“Reader”ロゴは、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。 

https://www.booklista.co.jp/ranking2019/
http://bookpass.auone.jp/
https://www.facebook.com/auBookPass/
https://twitter.com/aubookpass
https://ebookstore.sony.jp/
https://facebook.com/readerstore.jpn/
https://twitter.com/ReaderStore_JP


 

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/  

 

本件に関するお問い合わせ 

株式会社ブックリスタ 

問い合わせ窓口 [MAIL] info@booklista.co.jp 

https://www.booklista.co.jp/corp/
mailto:info@booklista.co.jp

