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ブックリスタ年間ランキング 2 0 1 4 発表 

今年最も売れた電子書籍は『進撃の巨人』! 

コミック部門 2 連覇達成『進撃の巨人』最新第 15 巻は本日発売 

電子書籍関連事業を展開する株式会社ブックリスタは、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 2014」を、本日 12 月 9 日(火)に発表いたし

ました。 

2014年の年間ランキングは、上半期ランキング（2014年 7月発表）に引き

続き『進撃の巨人 attack on titan』が上位を独占。その中でも 2013 年 12

月に発売された第 12巻が、総合 1位に輝きました。コミック部門では昨年の

年間ランキングに続いての 2 連覇です。リヴァイ兵長が主役のスピンオフ『進

撃の巨人 悔いなき選択』第 1巻もランクイン（総合 38 位）しています。 

2015年には実写映画の公開も予定されている本作、本日 12 月 9日より最新

第 15 巻が単行本・電子書籍で同時発売になりました。中央憲兵への取り調べ

により、レイス家が本物の王家であることが判明。クリスタとエレンの運命

は？ ますます加速する『進撃の巨人』の世界をお楽しみください。 

『進撃の巨人 attack on titan (12)』© 諫山創／講談社 

ブックリスタ年間ランキング 2014 

総合 ※20位まで抜粋 

1 進撃の巨人 attack on titan (12) 諫山創 講談社 

2 進撃の巨人 attack on titan (13) 諫山創 講談社 

3 進撃の巨人 attack on titan (14) 諫山創 講談社 

4 進撃の巨人 attack on titan (1) 諫山創 講談社 



 

 

5 機動戦士ガンダム THE ORIGIN (1) 
安彦良和、矢立肇、富野由悠季、

大河原邦男 
KADOKAWA / 角川書店 

6 進撃の巨人 attack on titan (2) 諫山創 講談社 

7 君は淫らな僕の女王 岡本倫、横槍メンゴ 集英社 

8 進撃の巨人 attack on titan (11) 諫山創 講談社 

9 機動戦士ガンダム THE ORIGIN (2) 
安彦良和、矢立肇、富野由悠季、

大河原邦男 
KADOKAWA / 角川書店 

10 進撃の巨人 attack on titan (3) 諫山創 講談社 

11 進撃の巨人 attack on titan (10) 諫山創 講談社 

12 進撃の巨人 attack on titan (9) 諫山創 講談社 

13 機動戦士ガンダム THE ORIGIN (3) 
安彦良和、矢立肇、富野由悠季、

大河原邦男 
KADOKAWA / 角川書店 

14 進撃の巨人 attack on titan (8) 諫山創 講談社 

15 進撃の巨人 attack on titan (4) 諫山創 講談社 

16 ロスジェネの逆襲 池井戸潤 ダイヤモンド社 

17 進撃の巨人 attack on titan (5) 諫山創 講談社 

18 イニシエーション・ラブ 乾くるみ 文藝春秋 

19 進撃の巨人 attack on titan (6) 諫山創 講談社 

20 

あなたのコミュニケーション力を 10

倍にする本 世界 NO.1が教える売れま

くりの法則 

桑原正守 ゴマブックス 

21 位～50位までは ブックリスタ年間ランキング 2014 特設ページ にてご確認下さい。 

https://www.booklista.co.jp/ranking2014/ 

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 万能鑑定士 Qの事件簿 松岡圭祐 KADOKAWA / 角川書店 

2 百舌シリーズ 逢坂剛 集英社 

3 グイン・サーガ 
栗本薫、五代ゆう、宵野ゆめ、

天狼プロダクション 
早川書房 

4 銀河英雄伝説 田中芳樹 らいとすたっふ 

5 万能鑑定士 Qの推理劇 松岡圭祐 KADOKAWA / 角川書店 

6 人類資金 福井晴敏 講談社 

7 ロスジェネの逆襲 池井戸潤 ダイヤモンド社 

8 妖怪アパートの幽雅な日常 香月日輪 講談社 

9 空飛ぶタイヤ 池井戸潤 講談社 

10 鬼平犯科帳 池波正太郎 文藝春秋 

11 位～30位までは ブックリスタ年間ランキング 2014 特設ページ にてご確認下さい。 

https://www.booklista.co.jp/ranking2014/ 

https://www.booklista.co.jp/ranking2014/
https://www.booklista.co.jp/ranking2014/


 

 

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 attack on titan 諫山創 講談社 

2 弱虫ペダル 渡辺航 秋田書店 

3 ONE PIECE モノクロ版 尾田栄一郎 集英社 

4 L・DK 渡辺あゆ 講談社 

5 キングダム 原泰久 集英社 

6 
東京喰種トーキョーグール リマス

ター版 
石田スイ 集英社 

7 宇宙兄弟 小山宙哉 講談社 

8 ダイヤの A 寺嶋裕二 講談社 

9 ちはやふる 末次由紀 講談社 

10 NARUTO―ナルト― モノクロ版 岸本斉史 集英社 

11 位～30位までは ブックリスタ年間ランキング 2014 特設ページ にてご確認下さい。 

https://www.booklista.co.jp/ranking2014/ 

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 ノーゲーム・ノーライフ 榎宮祐 
KADOKAWA / メディア

ファクトリー 

2 魔弾の王と戦姫 川口士、片桐雛太、よし☆ヲ 
KADOKAWA / メディア

ファクトリー 

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。（イラスト完全版） 
渡航、ぽんかん(8) 小学館 

4 東京レイヴンズ あざの耕平、すみ兵 
KADOKAWA / 富士見書

房 

5 六畳間の侵略者!? 健速、ポコ HJ 文庫 

6 ミニスカ宇宙海賊 笹本祐一、松本規之 朝日新聞出版 

7 精霊使いの剣舞 志瑞祐、桜はんぺん 
KADOKAWA / メディア

ファクトリー 

8 緋弾のアリア 赤松中学、こぶいち 
KADOKAWA / メディア

ファクトリー 

9 カンピオーネ！ 丈月城、シコルスキー 集英社 

10 
アウトブレイク・カンパニー 萌える

侵略者 
榊一郎、ゆーげん 講談社 

11 位～30位までは ブックリスタ年間ランキング 2014 特設ページ にてご確認下さい。 

https://www.booklista.co.jp/ranking2014/ 

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 

https://www.booklista.co.jp/ranking2014/
https://www.booklista.co.jp/ranking2014/


 

 

1 
つい他人(ひと)に自慢したくなる 無

敵の雑学 
なるほど倶楽部 

KADOKAWA / 角川学芸

出版 

2 

あなたのコミュニケーション力を 10

倍にする本 世界 NO.1が教える売れま

くりの法則 

桑原正守 ゴマブックス 

3 1 日 1 分で英語脳 世界英語研究会 スマートゲート 

4 あなたの常識力を 10倍にする本 平成常識力委員会 スマートゲート 

5 
心にしみる 31の物語 仕事の作法・生

き方の仕法 
小倉 広 ゴマブックス 

6 嫌われる勇気 岸見一郎、古賀史健 ダイヤモンド社 

7 暮らしに役立つ 265の裏ワザ 知恵袋研究会 スマートゲート 

8 
プロ整体師が教える！3 日 3 分モテ腹

ストレッチ 
川村芳彦 ゴマブックス 

9 
あなたの思考に革命を起こす！「考え

ること」リスト 
中島孝志 ゴマブックス 

10 
誰でもできる！新プラス思考術 ～最

高の人生の見つけかた～ 
安憲二郎 ゴマブックス 

11 位～30位までは ブックリスタ年間ランキング 2014 特設ページ にてご確認下さい。 

https://www.booklista.co.jp/ranking2014/ 

雑誌部門 ※雑誌タイトルごとに集計しています 

1 週刊アスキー KADOKAWA / アスキー・メディアワークス 

2 FLASH (フラッシュ) 光文社 

3 週刊プレイボーイ／週プレ 集英社 

4 デジモノステーション エムオン・エンタテインメント 

5 DIME (ダイム) 小学館 

6 週刊東洋経済 東洋経済新報社 

7 flick! エイ出版社 

8 週刊アサヒ芸能［ライト版］ 徳間書店 

9 SPA！ 扶桑社 

10 デジタルカメラマガジン インプレス 

11 位～30位までは ブックリスタ年間ランキング 2014 特設ページ にてご確認下さい。 

https://www.booklista.co.jp/ranking2014/ 

 

 

 

集計期間：2013/12/1～2014/11/30 

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 

https://www.booklista.co.jp/ranking2014/
https://www.booklista.co.jp/ranking2014/


 

 

 

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

場を提供してまいります。 

 

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。電子書籍ストア「Reader Store」（運営：ソ

ニーマーケティング株式会社）や「ブックパス」（運営：KDDI株式会社）のサポートをする他、ブラウザビュー

アの開発や電子出版ブランド「otoCoto」の設立など、幅広く手掛けています。 

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

 

 

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。 

『進撃の巨人 attack on titan』 © 諫山創／講談社 

 

※ “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。 

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

