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ブックリスタ年間ランキング 2 0 1 3 発表 

今年最も売れた電子書籍は『ロスジェネの逆襲』 

デジタルファースト部門は『旅者の歌 第一部』が首位獲得 

 

電子書籍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売上実績を集計した「ブックリスタ年間ランキング 2013」を、本日 12 月 6日(金)に

発表いたしました。 

2013 年の年間ランキング総合 1 位は、『ロスジェネの逆襲』です。人気ドラマの続編にあたるこの作品は、

8 月の配信開始以来 常に上位にランクインし続け、年間ランキング総合 1位となりました。総合ランキング

は、10位まで全てが今年 映画・ドラマ・アニメになった原作もしくはその続編の作品です。 

また、電子書籍で配信される作品の幅が拡がった今年からは、雑誌部門とデジタルファースト部門を新設

しました。雑誌部門は 12月号に村上春樹の新作短編が掲載されたことでも話題になった『文藝春秋』が、デ

ジタルファースト部門は好評につき第二部の配信が決定している『旅者の歌 第一部』が、それぞれ第 1 位を

獲得しています。 

総合ランキングおよび、部門別ランキングは次の通りです。ブックリスタ年間ランキング 2013 特設ページ

では、総合ランキングを 50位まで、ジャンル別部門を 30 位まで発表しております。合わせてご参照ください。 

http://www.booklista.co.jp/index.php/ranking2013 

 

 

 

総合ランキング 

http://www.booklista.co.jp/index.php/ranking2012


 

 

1 

 

池井戸潤 ダイヤモンド社 

2 空飛ぶ広報室 有川浩 幻冬舎 

3 清須会議 三谷幸喜 幻冬舎 

4 オレたちバブル入行組 池井戸潤 文藝春秋 

5 オレたち花のバブル組 池井戸潤 文藝春秋 

6 進撃の巨人(10) 諫山創 講談社 

7 進撃の巨人(11) 諫山創 講談社 

8 進撃の巨人(9) 諫山創 講談社 

9 進撃の巨人(1) 諫山創 講談社 

10 進撃の巨人(8) 諫山創 講談社 

11 位～50位までは ブックリスタ年間ランキング 2013 特設ページ にてご確認下さい。 

http://www.booklista.co.jp/index.php/ranking2013 

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 

1 

 

 池井戸潤 ダイヤモンド社 

2 竜馬がゆく ～8 司馬遼太郎 文藝春秋 

3 万能鑑定士 Qの事件簿 ～12 松岡圭祐 KADOKAWA / 角川書店 

4 空飛ぶ広報室  有川浩 幻冬舎 

5 清須会議  三谷幸喜 幻冬舎 

6 オレたちバブル入行組  池井戸潤 文藝春秋 

7 オレたち花のバブル組  池井戸潤 文藝春秋 

ロスジェネの逆襲 

© 池井戸潤／ダイヤモンド社 

ロスジェネの逆襲 

© 池井戸潤／ダイヤモンド社 

http://www.booklista.co.jp/index.php/ranking2013


 

 

8 ビブリア古書堂の事件手帖 ～4 三上延 
KADOKAWA / アスキー・メディ

アワークス 

9 のぼうの城 上下 和田竜 小学館 

10 64（ロクヨン）  横山秀夫 文藝春秋 

11 位～30位までは ブックリスタ年間ランキング 2013 特設ページ にてご確認下さい。 

http://www.booklista.co.jp/index.php/ranking2013 

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 

1 進撃の巨人 ～11 諫山創 講談社 

2 ONE PIECE モノクロ版 ～71 尾田栄一郎 集英社 

3 ONE PIECE カラー版 ～65 尾田栄一郎 集英社 

4 宇宙兄弟 ～22 小山宙哉 講談社 

5 HUNTER×HUNTER モノクロ版 ～32 冨樫義博 集英社 

6 キングダム ～31 原泰久 集英社 

7 L・DK ～13 渡辺あゆ 講談社 

8 黒子のバスケ モノクロ版 ～23 藤巻忠俊 集英社 

9 ちはやふる ～20 末次由紀 講談社 

10 マギ ～18 大高忍 小学館 

11 位～30位までは ブックリスタ年間ランキング 2013 特設ページ にてご確認下さい。 

http://www.booklista.co.jp/index.php/ranking2013 

 

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 

1 はたらく魔王さま！ ～8 和ヶ原聡司、029 
KADOKAWA / アスキー・メディ

アワークス 

2 カンピオーネ！ ～15 丈月城 集英社 

3 
ガガガ文庫 やはり俺の青春ラブコメはま

ちがっている。 
～9 

渡航、ぽんかん

(8) 
小学館 

4 ハイスクール D×D ～15 
石踏一榮、みや

ま零 
KADOKAWA / 富士見書房 

5 僕は友達が少ない ～10 平坂読、ブリキ 
KADOKAWA / メディアファク

トリー 

6 デート・ア・ライブ ～7 橘公司、つなこ KADOKAWA / 富士見書房 

7 IS ＜インフィニット・ストラトス＞ ～8 
弓弦イズル、

CHOCO 
オーバーラップ 

http://www.booklista.co.jp/index.php/ranking2013
http://www.booklista.co.jp/index.php/ranking2013


 

 

8 
問題児たちが異世界から来るそうです

よ？ 
～6 竜ノ湖太郎 KADOKAWA / 角川書店 

9 ミニスカ宇宙海賊 ～11 笹本祐一 朝日新聞出版 

10 機巧少女は傷つかない ～11 
海冬レイジ、る

ろお 

KADOKAWA / メディアファク

トリー 

11 位～30位までは ブックリスタ年間ランキング 2013 特設ページ にてご確認下さい。 

http://www.booklista.co.jp/index.php/ranking2013 

新書・ビジネス書部門  ※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 

1 
つい他人（ひと）に自慢したくなる 無敵

の雑学 
～2 なるほど倶楽部 KADOKAWA / 角川学芸出版 

2 聞く力 心をひらく 35 のヒント  阿川佐和子 文藝春秋 

3 そうだったのか！現代史 ～2 池上彰 集英社 

4 スティーブ・ジョブズ ～2 

ウォルター・ア

イザックソン、

井口耕二 

講談社 

5 
ワーク・シフト 孤独と貧困から自由にな

る働き方の未来図＜2025＞ 
 

リンダ・グラッ

トン 
プレジデント社 

6 伝える力 ～2 池上彰 PHP研究所 

7 知らないと損する 池上彰のお金の学校  池上彰 朝日新聞出版 

8 知らないと恥をかく世界の大問題  池上彰 KADOKAWA / 角川マガジンズ 

9 
誰とでも 15分以上 会話がとぎれない！話

し方 66のルール 
 野口敏 すばる舎 

10 
これからの「正義」の話をしよう──いま

を生き延びるための哲学 
 

マイケル・サン

デル、鬼澤忍 
早川書房 

11 位～30位までは ブックリスタ年間ランキング 2013 特設ページ にてご確認下さい。 

http://www.booklista.co.jp/index.php/ranking2013 

雑誌部門  ※雑誌タイトルごとに集計しています 

1 文藝春秋 文藝春秋 

2 週刊プレイボーイ/週プレ 集英社 

3 週刊東洋経済 東洋経済新報社 

4 DIME (ダイム) 小学館 

5 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 

6 ニューズウィーク日本版 阪急コミュニケーションズ 

7 Best Gear (ベストギア) 徳間書店 

http://www.booklista.co.jp/index.php/ranking2013
http://www.booklista.co.jp/index.php/ranking2013


 

 

8 SPA！ 扶桑社 

9 月刊 GoodsPress (グッズプレス) 徳間書店 

10 週刊アスキー KADOKAWA / アスキー・メディアワークス 

11 位～30位までは ブックリスタ年間ランキング 2013 特設ページ にてご確認下さい。 

http://www.booklista.co.jp/index.php/ranking2013 

デジタルファースト部門 ※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 

1 旅者の歌 第一部 ～4 小路幸也 幻冬舎 

2 せいふく！ ～13 あっつん ブックウォーカー 

3 The World of 討鬼伝 ～2 ブックリスタ booklista 

4 グレウサ ～27 はしあさこ グレウサ制作委員会 

5 読んでほしいこの本、50冊 ～2 
ブックリスタ、

BACH 
ブックリスタ 

6 本好きのあなたに届けたい、この一冊 ～2 
講談社、ブック

リスタ 
ブックリスタ 

7 討鬼伝 ヲニウチ ～5 彩乃浦助 booklista 

8 島耕作 30周年記念スペシャル小冊子  弘兼憲史 講談社 

9 
マーガレット・別冊マーガレット創刊 50

周年 SPECIAL MOOK 
 

ブックリスタ、

集英社 
booklista 

10 ベスト・クラシック 100（Digital Edition）  

ソニー・ミュー

ジックジャパン

インターナショ

ナル 

ソニー・ミュージックジャパ

ンインターナショナル 

11 位～30位までは ブックリスタ年間ランキング 2013 特設ページ にてご確認下さい。 

http://www.booklista.co.jp/index.php/ranking2013 

 

 

 

 

ブックリスタ年間ランキング 2013 特設ページでは、総合ランキングを 50 位まで、ジャンル別部門を 30 位

まで発表しております。合わせてご参照ください。 

http://www.booklista.co.jp/index.php/ranking2013 

 

ブックリスタは、今後さらに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

集計期間：2012/12/1～2013/11/30 

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 

※ デジタルファースト部門のみ、無料配信コンテンツも含んでいます 

http://www.booklista.co.jp/index.php/ranking2013
http://www.booklista.co.jp/index.php/ranking2013
http://www.booklista.co.jp/index.php/ranking2012


 

 

を提供してまいります。 

 

 

権利表記について 

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

 

『ロスジェネの逆襲』 © 池井戸潤／ダイヤモンド社 

 

 

※ Reader は、ソニー株式会社の登録商標です。 

※ ブックパスは、KDDI株式会社の商標または登録商標です。 

 


