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 株式会社ブックリスタ News Release 

 

上半期最も売れた電子書籍のコミックは『進撃の巨人』完結巻!! 

ストア独占配信のミュージカル公演プログラムも上位を独占 

「Reader Store」2021 年上半期ランキングを発表 
 

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）が運営をサポートする、電子書籍ストア「Reader 

Store」にて、「Reader Store」の有料販売実績を集計した 2021 年の上半期（2021 年 1 月 1 日～6 月 30 日）のラ

ンキングを発表いたします。 

 

コミック、ライトノベル、小説、ビジネス・実用など各ジャンルの上半期ランキングを発表! 

「Reader Store」コミックランキングの 1 位は、『進撃の巨人』34 巻。本作品は、6 月 9 日に原作コミック完結巻として発

売され、上半期中 1 ヶ月未満の集計期間にも関わらず、堂々の 1 位に輝きました。『進撃の巨人』は、多くのファンはもちろ

ん、世界的に注目を集めており、今冬放送開始予定の TV アニメ「進撃の巨人」The Final Season Part2 も期待されて

います。 

 

ライトノベルランキングの 1 位は、メディアミックス多数、ラノベ界で圧倒的な人気を誇る”ダンまち”の最新刊『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 17【電子特装版】』。小説ランキングの 1 位は、2021 年「本屋大賞」を受賞した感

動作『52 ヘルツのクジラたち』と、電子書籍以外でも上半期話題となった人気作品がランクインしました。 

また、「Reader Store」で独占配信となった、舞台やミュージカルの公演プログラム、ビジュアルブックが、ビジネス・実用書ラ

ンキングの上位を占めております。キャストによる音声コメントや限定動画が視聴できる公演プログラムもランクインし、

「Reader Store」の独自機能を活かしたランキングになりました。 

 

詳しい上半期ランキングは、「Reader Store」特設ページにてご覧ください。 



■『2021 年上半期ランキング』特設ページ 

https://ebookstore.sony.jp/stc/article/campaign/16719/?utm_source=news-

release&utm_medium=other&utm_campaign=first-half-ranking2021 

 

「Reader Store」 2021 年上半期ランキング 

 

コミック 

順位 作品名 著者 出版社 

1 進撃の巨人（34） 諫山創(著) 講談社 
 

2 キングダム 61 
 

原泰久(著) 集英社 

3 呪術廻戦 16 芥見下々(著) 集英社 

4 薬屋のひとりごと 8 巻 
 

日向夏(著), ねこクラゲ(著), 七緒一綺

(著), しのとうこ(著) 

スクウェア・エニックス 

5 ゆるキャン△ 12 巻 あｆろ(著) 芳文社 

6 異世界迷宮でハーレムを（7） 氷樹一世(漫画), 蘇我捨恥（ヒーロー

文庫／主婦の友インフォス）(原作), 四

季童子(キャラクター原案) 

KADOKAWA 

7 ゴブリンスレイヤー 11 巻 蝸牛くも(著), 黒瀬浩介(著), 神奈月

昇(著) 

スクウェア・エニックス 

8 亜人（17） 桜井画門(著) 講談社 

9 転生したらスライムだった件（17） 川上泰樹(著), 伏瀬(原作), みっつ

ばー(その他) 

講談社 

10 アルスラーン戦記（15） 荒川弘(著), 田中芳樹(原作) 講談社 

 

ライトノベル 

順位 作品名 著者 出版社 

1 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 17【電

子特装版】 

大森藤ノ(著), ヤスダスズヒト(イラスト

レーター) 

SB クリエイティブ 

2 【小説 26 巻】本好きの下剋上～司書になるためには手段

を選んでいられません～第五部「女神の化身 V」 
 

香月美夜(著), 椎名優(イラスト) TO ブックス 

3 転生したらスライムだった件 18 伏瀬(小説), みっつばー(イラスト) マイクロマガジン社 

4 デスマーチからはじまる異世界狂想曲 22 
 

愛七ひろ(著), ｓｈｒｉ(イラスト) KADOKAWA 
 

5 続・魔法科高校の劣等生 メイジアン・カンパニー（2） 佐島勤(著), 石田可奈(イラスト) KADOKAWA 

6 聖女の魔力は万能です 7 橘由華(著), 珠梨やすゆき(イラスト) KADOKAWA 

7 八男って、それはないでしょう！ 22 Ｙ．Ａ(著), 藤ちょこ(イラスト) 
 

KADOKAWA 

8 薬屋のひとりごと 11 日向夏(著), しのとうこ(画) 主婦の友社 
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9 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 14 むらさきゆきや(著), 鶴崎貴大(イラスト) 講談社 

10 くま クマ 熊 ベアー 17【電子版特典付】 くまなの(著), ０２９(イラスト) 主婦と生活社 

 

小説 

順位 作品名 著者 出版社 

1 52 ヘルツのクジラたち 町田そのこ(著) 中央公論新社 

2 掟上今日子の鑑札票 
 

西尾維新(著) 講談社 

3 新 謎解きはディナーのあとで 東川篤哉(著) 小学館 

4 三体Ⅲ 死神永生 上 
 

劉 慈欣(著), 大森 望(訳), ワン チャ

イ(訳), 光吉 さくら(訳), 泊 功(訳) 

早川書房 

5 三体Ⅲ 死神永生 下 劉 慈欣(著), 大森 望(訳), ワン チャ

イ(訳), 光吉 さくら(訳), 泊 功(訳) 

早川書房 

6 天使たちの課外活動 8 ガーディ少年と暁の天使（下） 茅田砂胡(著) 中央公論新社 
 

7 これは経費で落ちません！8 ～経理部の森若さん～ 青木祐子(著), uki(イラストレーター) 集英社 

8 千里眼の復活 松岡圭祐(著) KADOKAWA 

9 要訣 百万石の留守居役（十七） 上田秀人(著) 講談社 

10 月下のサクラ 柚月裕子(著) 徳間書店 

 

ビジネス・実用書 

順位 作品名 著者 出版社 

1 ミュージカル『スリル・ミー』2021ver. 公演プログラム ホリプロ(著) ホリプロ 

2 ミュージカル『17 AGAIN』公演プログラム 
 

ホリプロ(著) ホリプロ 

3 ミュージカル『ロミオ＆ジュリエット』ビジュアルブック ホリプロ(著) ホリプロ 

4 ミュージカル『ロミオ＆ジュリエット』公演プログラム 
 

ホリプロ(著) ホリプロ 

5 こうちゃんとスイカ【音楽を奏でる電子絵本】 ちぇりー(作), ふたきなみこ(絵), チェリー

（ベイビー・ブー）feat.椎名へきる(歌), 

井上あずみとチェリー(歌) 

ホーホーチルドレン 

6 『終わりよければすべてよし』公演プログラム ホリプロ(著) ホリプロ 

7 サクラタイムマシーン【音楽を奏でる電子絵本】 フルヤトモコ(作), あかみねひろえ(絵), 

ベイビー・ブー(歌) 

ホーホーチルドレン 

8 志麻さんの自宅レシピ 「作り置き」よりもカンタンでおいし

い！ 

タサン志麻(著) 講談社 

9 実力も運のうち 能力主義は正義か？ マイケル サンデル(著), 鬼澤 忍(訳) 早川書房 

10 独学大全―――絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のた

めの５５の技法 

読書猿(著) ダイヤモンド社 

※ランキング集計期間：2021 年 1 月 1 日 ～ 2021 年 6 月 30 日 

※各ランキング 10 位まで掲載 



 

「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/（Facebook） 

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

※“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の登録商標です。 

 

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 お問い合わせ窓口  [MAIL] info@booklista.co.jp 
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