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コミックから文芸・ビジネス書まで幅広いジャンルの本を取り揃える、国内最大級の電子書籍サービス

「honto (http://hon-to.jp/)」を運営する株式会社トゥ・ディファクトは、2011 年上半期に honto で最も読ま

れた電子書籍ベスト 20 を発表いたします。（集計期間：2011 年 1 月 12 日～2011 年 6 月 30 日。集計内容：

ドコモスマートフォン、ドコモブックリーダー、iPhone、iPad、PC すべての端末での利用を含む電子書籍

サービス全体の売上） 

 

【書籍ランキング 第 1 位】 プリンセス・トヨトミ （万城目学 著/文藝春秋） 

  

 

 

 

   

【コミックランキング 第 1 位】 星守る犬 （村上たかし 著/双葉社） 
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News Release 

(受賞コメント) 

上半期第１位、読者の皆様に選んでいただいて喜んでおります。 

万城目さんの最高傑作にして、妄想パワー炸裂の１冊。データチェックで何

度も読んでもまだ面白いのですが、正直申し上げて、これから読む方がうら

やましい！紙の文庫もまもなく 80 万部に達する勢いです。映画（メインキャ

ストは綾瀬はるか、堤真一、岡田将生、中井貴一）もロングランですね。 

壮大なホラ話であり、忘れがたい親子の絆の物語。ホロリときます。 

文藝春秋様  

(受賞コメント) 

honto コミック上半期ランキング１位を頂き有難うございます。 

ご愛読いただいた読者の皆様に心より感謝申し上げます。映画化もされ、た

くさんの方々に本作品に触れていただき嬉しい限りです。現在、編集部では

「星守る犬」の新シリーズの準備に取り掛かっており、『漫画アクション』（毎

月第１・第３火曜日発売）にて連載を予定しております。今回の結果を励み

に、より面白い作品を読者の皆様へ贈りたいと思います。 

双葉社様 
 



                        

＜書籍 ベスト20＞ 

順位 商品名 著者名 出版社 

1 プリンセス・トヨトミ 万城目学 文藝春秋 

2 
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 

3 サッカーのチカラ FOOTBALL WRITER'S AID 東邦出版 

4 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 

5 クラウド 樹林伸 幻冬舎 

6 「スローセックス」の教科書—最高の快感に達する アダム徳永 三笠書房 

7 悪人 吉田修一 朝日新聞出版 

8 伝える力 池上彰 ＰＨＰ研究所 

9 のぼうの城 上 和田竜 小学館 

10 ストーリーとしての競争戦略 楠木建 東洋経済新報社 

11 新装版 江 姫たちの戦国 上 田渕久美子 NHK 出版 

12 拝金 堀江貴文 徳間書店 

13 超訳ニーチェの言葉 
フリードリヒ・ヴィルヘルム・ 

ニーチェ/白取晴彦 

ディスカヴァー・ 

トゥエンティワン 

14 レバレッジ時間術 本田直之 幻冬舎 

15 年収２００万円からの貯金生活宣言 横山光昭 
ディスカヴァー・ 

トゥエンティワン 

16 できるポケット＋GALAXY Tab 
法林岳之/橋本保/清水理史/白

根雅彦/できるシリーズ編集部 
インプレスジャパン 

17 そうだったのか！ 現代史 池上彰 集英社 

18 全貌ウィキリークス 

マルセル・ローゼンバッハ/ホル

ガー・シュタルク/赤坂桃子（訳）

/猪股和夫（訳）/福原美穂子(訳） 

早川書房 

19 となり町戦争 三崎亜記 集英社 

20 八日目の蝉 角田光代 中央公論新社 

※本ランキング情報は電子書籍サービス「honto」の販売実績をもとに集計しております。 



                        

＜コミック ベスト20＞ 

順位 商品名 著者名 出版社 

1 星守る犬 村上たかし 双葉社 

2 侯爵家の花嫁 サラ・クレイヴン/花津美子 ハーレクイン 

3 けいおん！ かきふらい 芳文社 

4 一騎当千 塩崎雄二 ワニブックス 

5 こえでおしごと！ 紺野あずれ ワニブックス 

6 東野圭吾ミステリースペシャル 分離帯 
東野圭吾（原作） 

大竹とも（作画） 
実業之日本社 

7 Paradise Kiss 矢沢あい 祥伝社 

8 宇宙兄弟 小山宙哉（著） 講談社 

9 ジパング かわぐちかいじ 講談社 

10 女太刀卑弥呼 末田雄一郎/岬ゆきひろ 日本文芸社 

11 ＳとＭ 村生ミオ 日本文芸社 

12 だめんず・うぉ～か～ 倉田真由美 扶桑社 

13 告白 
湊かなえ（原作） 

木村まるみ（作画） 
双葉社 

14 サラリーマン金太郎 マネーウォーズ編 本宮ひろ志 サード・ライン 

15 東野圭吾ミステリースペシャル レイクサイド 
東野圭吾（原作） 

日下部拓海（作画） 
実業之日本社 

16 できるかな 西原理恵子 扶桑社 

17 リオの夜は熱く ジェニー・ルーカス/小越なつえ ハーレクイン 

18 寄生獣 岩明均（著） 講談社 

19 彼岸島 松本光司（著） 講談社 

20 カラマーゾフの兄弟 ～まんがで読破～ 
ドストエフスキー 

バラエティ・アートワークス 
イースト・プレス 

※本ランキング情報は電子書籍サービス「honto」の販売実績をもとに集計しております。 

 

 

■ honto 2011年上半期ランキング 

http://hon-to.jp/contents/StaticPage.do?html=special955 

 

 



                        

＜hontoについて＞ 

「honto（ホント）」は、株式会社トゥ・ディファクトが運営する電子書籍サービスです。取り扱い書籍数は国内最大級、コミック

から文芸・ノンフィクション、ビジネス書など、数多くのジャンルの本を取り揃えています。ドコモのスマートフォン・ブックリ

ーダー、iPhone(iPod touch含む)、iPad、PCに対応しており、取り扱っている本の多くは無料で立ち読みができます。 

 

※ドコモのスマートフォンをご利用のお客さまは、以下のようにドコモマーケットの電子書籍のメニューからアプリをダウン 

ロード後、会員登録（無料）することでサービスをご利用いただけます。 

 

 

＜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.） 

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

■代表取締役社長：小城 武彦 

■株主：大日本印刷株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、丸善CHIホールディングス株式会社 

■所在地：〒141-8001 東京都品川区西五反田3-5-20 

 

 

 
＜本ニュースリリースに関するお問い合わせ＞ 

株式会社トゥ・ディファクト  事業運営本部 担当：吉形 

TEL：03-6431-4200／FAX：03-6431-4751／E-mail: info@2dfacto.co.jp 


