News Release
2018 年 6 月 25 日
株式会社トゥ・ディファクト
― ハイブリッド型総合書店「honto」―

2018 年 上半期ランキングを発表
『漫画 君たちはどう生きるか』が電子書籍ストア・本の通販ストアともに 1 位を獲得！
～2018 年 6 月 25 日より honto 電子書籍ストアで対象作品 20%OFF クーポンを配布～
株式会社トゥ・ディファクトと大日本印刷（DNP）およびDNPグループの書店が共同で運営するハイブリッド型
総合書店「honto（https://honto.jp/）」(※1)はこの度、電子書籍ストアと本の通販ストアにおいて、総合＆ジ
ャンル別に2018年上半期ランキング（集計期間：2018年1月1日～6月3日）を発表します。

■2018年上半期ランキングについてhonto広報担当が解説
2018年上半期は電子書籍ストア・本の通販ストアともに『漫画 君たちはどう生きるか』が1位を獲得。honto
が毎月発表している月間ランキングでは2017年10月から常に総合ランキングトップ10入りを果たしている本作。
長く読み継がれてきた歴史的名著初の漫画化ということで、読者もまずは手に取ってみようとハードルが下がっ
ていることが伺えます。ランクインはしていませんが、漫画版をきっかけに原作の新装版や岩波文庫版も人気と
なっています。不安を抱える現代人に「生き方」を示し、考え直すきっかけを与えてくれる内容も時代にフィッ
トしているのでしょう。
honto電子書籍ストアでは『進撃の巨人』『キングダム』などランキング常連のコミックタイトルが並ぶ中、注
目したいのは『凪のお暇』です。3月に発表された「漫画大賞2018」で3位にランクインして以降、空気を読みす
ぎるアラサ―女子の等身大の姿に共感を覚えた女性の支持を獲得しながら売上を伸ばしてきています。最新刊と
なる4巻は7月13日発売予定ですので、単行本派の方はもう少しで続きが読めますね。
honto本の通販ストアでは1月に発売された『広辞苑 第7版』がしっかりと2位を確保。10年ぶりの改訂というこ
とや「ブラック企業」「LGBT」とニュースでよく耳にするようになった新語が1万語追加されるなど、連日話題に
なりました。第158回芥川賞『おらおらでひとりいぐも』、発売間もなく在庫切れの書店が続出した、奇跡のアラ
フィフと称される女優 石田ゆり子さんのフォトエッセイ『Lily 日々のカケラ』も健闘しました。
ジャンル別の経済・ビジネスランキングでもランクインしていますが、ビットコインなどの仮想通貨ブームを
背景に『お金2.0 新しい経済のルールと生き方』やAI時代到来に向けた『AI vs.教科書が読めない子どもたち』
などトレンドワードをテーマにした作品も読まれています。暮らし・実用ランキングでは、テレビ番組で特集さ
れると反応が如実に現れ『モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイエット』や『医者が教える食事術 最強の教
科書』がランクインしています。
この機会に上半期ランキングを参考にお得なクーポンを使用して読みそびれていた作品や興味を持った作品に
トライしてみてはいかがでしょう。

（honto広報担当：土佐 勝彦）

■2018年上半期ランキング
≪ランキング集計概要≫
ハイブリッド型総合書店hontoの本の通販ストア、電子書籍ストアで販売されている書籍の売上順でのランキング
を抽出。＜集計期間：2018年1月1日～6月3日＞
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■2018 年上半期ジャンル別ランキング
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hontoサイトでは、他にも新書、ライトノベル、児童書、雑誌、BL（ボーイズラブ）、TL（ティーンズラブ）な
ど多彩なジャンル別ランキングを紹介しています。
また、2018年上半期ランキング発表を記念して、honto電子書籍ストアでは2018年6月25日（月）～7月8日（日）
の期間中、対象各ジャンル50作品（シリーズ）が20％OFFになるクーポンを配布します。この機会に上半期人気の
本をお得にお楽しみください。
※2018年上半期ランキングサイトURL：https://honto.jp/cp/hybrid/recent/half-ranking

≪クーポン概要≫
■クーポン名：hotno電子書籍ストア 2018年上半期ランキング対象作品（シリーズ）で使える20％OFFクーポン
■開催期間：2018年6月25日（月）から2018年7月8日（日）23:59まで
■対象店舗：hotno電子書籍ストア
■内容：期間中に配布される電子書籍20％OFFクーポン使用で「honto電子書籍ストア2018年上半期ランキング」
対象各ジャンル50作品（シリーズ）が20％OFFでご購入できます。
■キャンペーンサイトURL：https://honto.jp/cp/hybrid/recent/half-ranking/ebook

＜ハイブリッド型総合書店「honto」について＞（※1）
「honto」は、ネット書店（本の通販ストア、電子書籍ストア）と、丸善、ジュンク堂
書店、文教堂、啓林堂などのリアル書店を連携させた総合書店です。「読みたい本を、
読みたいときに、読みたい形で」提供するサービスで、本を愛する人をサポートしま
す。
2018年6月現在、honto会員は約460万人、hontoサイトと共通で利用できるhontoポイ
ントサービスは187店舗で展開しています。
≪ハイブリッド型総合書店「honto」公式サイト https://honto.jp/≫

＜株式会社トゥ・ディファクト 会社概要＞
・会社名：株式会社トゥ・ディファクト（2Dfacto, Inc.）
・社長：加藤 嘉則
・株主：大日本印刷株式会社
・所在地：〒141-8001 東京都品川区西五反田3-5-20

http://www.2dfacto.co.jp/

