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オリコン 2013 年 「年間“本”ランキング」発表 
 

  

当社グループでは、現在、全国 1,941 店（2013 年 12 月現在）の調査協力店より収集した書籍の実売データに基づいて、週間の 

“本”ランキングを発表しておりますが、 本日、 2013 年の年間ランキングを発表しました（集計期間：2012 年 11 月 19 日～2013 

年 11 月 17 日）。 主なジャンルの作品別 1 位・作家別 1 位は、次のとおりです。  

 

部門 ジャンル 年間 1 位作品 著者名 出版社 
期間内推定 

売上部数 

BOOK 

BOOK（総合） 
色彩を持たない多崎つくると、 

彼の巡礼の年 
村上春樹 文藝春秋 984,783

新書 医者に殺されない 47 の心得 近藤誠 アスコム 846,985

ムック 
30 日できれいな字が書ける  

ペン字練習帳 

（監修・手本） 

中塚翠涛 
宝島社 718,552

作家別 百田尚樹 1,498,883

コミック 

総合 ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ 69 尾田栄一郎 集英社 3,147,224

シリーズ別 ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ 尾田栄一郎 集英社 18,151,599

文庫 

総合 永遠の０ 百田尚樹 講談社 1,880,401

作家別 東野圭吾 3,980,467

ライトノベル 

（BOOK・文庫） 

ソードアート・オンライン 11  

アリシゼーション・ターニング 

（著）川原礫／ 

（イラスト）abec 

アスキー・メディア 

ワークス 
364,837

シリーズ別 

（文庫ライトノベル）
ソードアート・オンライン 

（著）川原礫／ 

（イラスト）abec 

アスキー・メディア 

ワークス 
2,006,033

BOOK 

ジャンル別 

ビジネス書 聞く力 心をひらく 35 のヒント 阿川佐和子 文藝春秋 814,393

文芸・小説 
色彩を持たない多崎つくると、 

彼の巡礼の年 
村上春樹 文藝春秋 984,783

新書ノベルス 
黒子のバスケ －Replace Ⅳ－

1／6 のキセキ 

（著）平林佐和子 

／（原作・イラス 

ト）藤巻忠俊 

集英社 254,639

ファッション 

LESPORTSAC 日本上陸  

HAPPY 25th ANNIVERSARY!  

2013 SPRING ／ SUMMER 

stylｅ1 ハロー デイジー 

－ 宝島社 161,493

自己啓発 聞く力 心をひらく 35 のヒント 阿川佐和子 文藝春秋 814,393

料理・グルメ syunkon カフェごはん 3 山本ゆり 宝島社 345,417

美容・ダイエット 
はくだけ！スリッパダイエット 

美姿勢をつくるスリッパ付き 
（監修）谷英子 成美堂出版 234,097

News Release 
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スポーツ関連本 プロ野球カラー名鑑 2013 － 
ベースボール・マガ 

ジン社 
103,608

コミックエッセイ 
日本人の知らない日本語 4 

海外編 
蛇蔵＆海野凪子 メディアファクトリー 236,863

ゲーム攻略本 
とびだせ どうぶつの森  

かんぺきガイドブック 
－ エンターブレイン 694,580

旅行ガイド まっぷる 沖縄 ’13 － 昭文社 136,743

児童書 新種発見！こびと大研究 なばたとしたか 長崎出版 214,245

TV 番組関連本 ハダカの美奈子 林下美奈子 講談社 164,538

タレント本 聞く力 心をひらく 35 のヒント 阿川佐和子 文藝春秋 814,393

写真集 
AKB48 総選挙！  

水着サプライズ発表 2013 
（撮影）今村敏彦 集英社 96,254

グッズ・ 

マルチメディア 

グッズ・ 

マルチメディア 

印刷するだけびゅんびゅん 

年賀状 DVD 2013 

アスキー書籍 

編集部 

アスキー・メディア 

ワークス 
217,797

 

※各ジャンルのランキングの詳細、並びにランキングのトピックスを「ORICON STYLE」サイトにおいて特集記事として掲載して 

おりますので、以下のＵＲＬのページをご覧下さい。 

 ＵＲＬ： http://www.oricon.co.jp/entertainment/ranking/2013/bookrank1202/index.html 

 

オリコン 20１3 年「年間“本”ランキング」の概要 

 

＜集計期間＞  

2012 年 11 月 19 日（月）～2013 年 11 月 17 日（日） 
 
＜調査協力店舗総数（2013 年 12 月現在）＞ 

1,941 店舗（WEB 通販含む） 
 
＜調査協力書店様一覧（五十音順）＞ 

旭屋書店、アニメイト、Amazon.co.jp、いまじん・白揚、紀伊國屋書店、くまざわ書店、コミックとらのあな、 

三省堂書店、三洋堂書店、セブンネットショッピング、TSUTAYA、戸田書店、ネオ・ウィング、明屋書店、 

フタバ図書、ブックスタマ、丸善、未来屋書店、八重洲ブックセンター本店、有隣堂、楽天ブックス、リブロ、 

WonderGOO ほか全国書店 
 

＜発表部門＞ 

●BOOK（総合）部門 作品別 20 位、作家別 5 位 

●コミック部門 作品別 20 位、シリーズ別 5 位 

●文庫部門 作品別 20 位、作家別 5 位 

●ライトノベル（BOOK・文庫）部門 作品別 5 位、文庫ライトノベルシリーズ別 5 位 

●写真集部門 10 位 

以下の部門については、各ＴＯＰ５ 

●新書部門 ●ビジネス書部門 ●自己啓発部門 ●文芸・小説部門 ●コミックエッセイ部門  ●ファッション部門  

●料理・グルメ部門 ●美容・ダイエット部門 ●タレント本部門 ●ゲーム攻略本部門 ●旅行ガイド部門  

●新書ノベルス部門●ムック部門  ●児童書部門 ●スポーツ関連本部門 ●TV 番組関連書籍部門 

●グッズ・マルチメディア部門 各 TOP5 

 

   

  

 

 

 

本件に関する問い合わせ先 

オリコン株式会社 企業広報部 日高 

TEL：03-3405-5252（直通） FAX：03-3405-8189 
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