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「カルチュア・インフラ」を、つくっていくカンパニー。 

 

 

2013年 12月 17日 

報道各位 

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 TSUTAYAカンパニー 

 

2013年 ＤＶＤ・ブルーレイレンタル年間ランキング 

総合 1位は『テッド』 
～邦画がベスト 10に過去最高 8作品ランクイン～ 

全国に「TSUTAYA」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社エンタテインメント事業本部

は事業本部として独自に 12 億件以上のビッグデータを集計分析し、TSUTAYA年間ランキングとして各部

門別に発表します。 

DVD・ブルーレイレンタル年間ランキングで総合 1 位となった『テッド』は、男女ともに幅広い年代層にお

楽しみいただいており、累計レンタル回数が 5 ヶ月間で 180 万回を突破するなど、近年では『アバター』を

上回る超人気作品となりました。また、今年のランキングの傾向として、邦画作品の人気が高く、アニメラ

ンキングで 1位となっている総合 3位の『おおかみこどもの雨と雪』も含めるとベスト 10内に過去最高の 8

作品がランクインしました。（これまでは 2010年、2011年の 4作品が最高）。また、アニメランキングでは今

年引退を発表した宮崎駿監督の『となりのトトロ』が近年最高位の 13位にランクインしています。 

■ＤＶＤ・ブルーレイレンタル 総合人気ランキング 年間ベスト20 （集計対象期間：2013年1月1日～11月30日） 

順位 タイトル 監督 主演 

1 テッド セス・マクファーレン マーク・ウォールバーグ 

2 アウトレイジ ビヨンド 北野武 ビートたけし 

3 おおかみこどもの雨と雪 細田守   

4 ヘルタースケルター 蜷川実花 沢尻エリカ 

5 ＢＲＡＶＥ ＨＥＡＲＴＳ 海猿 羽住英一郎 伊藤英明 

6 のぼうの城 犬童一心 野村萬斎 

7 悪の教典 三池崇史 伊藤英明 

8 るろうに剣心 大友啓史 佐藤健 

9 テルマエ・ロマエ 武内英樹 阿部寛 

10 アベンジャーズ ジョス・ウェドン ロバート・ダウニー・Ｊｒ 

11 バイオハザードＶ：リトリビューション ポール・Ｗ・Ｓ・アンダーソン ミラ・ジョヴォヴィッチ 

12 ダイ・ハード／ラスト・デイ ジョン・ムーア ブルース・ウィリス 

13 トータル・リコール レン・ワイズマン コリン・ファレル 

14 プロメテウス リドリー・スコット ノオミ・ラパス 

15 ００７／スカイフォール サム・メンデス ダニエル・クレイグ 

16 踊る大捜査線 ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ 新たなる希望 本広克行 織田裕二 

17 ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ＦＩＬＭ Ｚ    

18 映画「闇金ウシジマくん」 山口雅俊 山田孝之 

19 ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ ＥＶＡＮＧＥＬＩＯＮ：３．３３ ＹＯＵ ＣＡＮ （ＮＯＴ） ＲＥＤＯ． 庵野秀明   

20 アウトロー クリストファー・マッカリー トム･クルーズ 
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■邦画部門（実写） ＤＶＤ・ブルーレイレンタル ランキング （集計対象期間：2013年 1月 1日～11月 30日） 

 

順位 タイトル 監督 主演 

1 アウトレイジ ビヨンド 北野武 ビートたけし 

2 ヘルタースケルター 蜷川実花 沢尻エリカ 

3 ＢＲＡＶＥ ＨＥＡＲＴＳ 海猿 羽住英一郎 伊藤英明 

4 のぼうの城 犬童一心 野村萬斎 

5 悪の教典 三池崇史 伊藤英明 

6 るろうに剣心 大友啓史 佐藤健 

7 テルマエ・ロマエ 武内英樹 阿部寛 

8 踊る大捜査線 ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ 新たなる希望 本広克行 織田裕二 

9 映画「闇金ウシジマくん」 山口雅俊 山田孝之 

10 鍵泥棒のメソッド 内田けんじ 堺雅人 

11 桐島、部活やめるってよ 吉田大八 神木隆之介 

12 ストロベリーナイト 佐藤祐市 竹内結子 

13 映画 ホタルノヒカリ 吉野洋 綾瀬はるか 

14 劇場版 ＳＰＥＣ～天～ 警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿 堤幸彦 戸田恵梨香 

15 宇宙兄弟 森義隆 小栗旬 

16 藁の楯 わらのたて 三池崇史 大沢たかお 

17 プラチナデータ 大友啓史 二宮和也 

18 脳男 瀧本智行 生田斗真 

19 カラスの親指 伊藤匡史 阿部寛 

20 僕等がいた 後篇 三木孝浩 生田斗真 

 

■洋画部門（実写） ＤＶＤ・ブルーレイレンタル 別ランキング （集計対象期間：2013年 1月 1日～11月 30日） 
順位 タイトル 監督 主演 

1 テッド セス・マクファーレン マーク・ウォールバーグ 

2 アベンジャーズ ジョス・ウェドン ロバート・ダウニー・Ｊｒ 

3 バイオハザードＶ：リトリビューション ポール・Ｗ・Ｓ・アンダーソン ミラ・ジョヴォヴィッチ 

4 ダイ・ハード／ラスト・デイ ジョン・ムーア ブルース・ウィリス 

5 トータル・リコール レン・ワイズマン コリン・ファレル 

6 プロメテウス リドリー・スコット ノオミ・ラパス 

7 ００７／スカイフォール サム・メンデス ダニエル・クレイグ 

8 アウトロー クリストファー・マッカリー トム・クルーズ 

9 最強のふたり エリック・トレダノ／オリヴィエ・ナカシュ フランソワ・クリュゼ 

10 エクスペンダブルズ２ サイモン・ウェスト シルベスター・スタローン 

11 ライフ・オブ・パイ／トラと漂流した２２７日 アン・リー スラージ・シャルマ 

12 ハンガー・ゲーム ゲイリー・ロス ジェニファー・ローレンス 

13 ボーン・レガシー トニー・ギルロイ ジェレミー・レナー 

14 ロックアウト スティーヴン・セイント・レジャー／ジェームズ・マザー ガイ・ピアース 

15 アイアンマン３ シェーン・ブラック ロバート・ダウニー・Ｊｒ 

16 レ・ミゼラブル トム・フーパー ヒュー・ジャックマン 

17 アルゴ ベン・アフレック ベン・アフレック 

18 ホビット 思いがけない冒険 ピーター・ジャクソン イアン・マッケラン 

19 メン・イン・ブラック ３ バリー・ソネンフェルド ウィル・スミス 

20 ＳＡＦＥ／セイフ ボアズ・イェーキン ジェイソン・ステイサム 
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■ＤＶＤ・ブルーレイレンタル ジャンル別ランキング アニメ部門 （集計対象期間：2012年 1月 1日～12月 7日） 
順位 タイトル 

1 おおかみこどもの雨と雪 

2 ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ＦＩＬＭ Ｚ 

3 ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ ＥＶＡＮＧＥＬＩＯＮ：３．３３ ＹＯＵ ＣＡＮ （ＮＯＴ） ＲＥＤＯ． 

4 シュガー・ラッシュ 

5 ドラゴンボールＺ 神と神 

6 メリダとおそろしの森 

7 モンスターズ インク 

8 マダガスカル３ 

9 塔の上のラプンツェル 

10 ロラックスおじさんの秘密の種 

11 モンスター・ホテル 

12 フランケンウィニー 

13 となりのトトロ 

14 名探偵コナン １１人目のストライカー 

15 ももへの手紙 

16 魔女の宅急便 

17 劇場版 ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ 緋色の幻影 

18 コクリコ坂から 

19 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 「キュレムＶＳ聖剣士ケルディオ」 

20 ティンカー・ベルと輝く羽の秘密 

 

韓国テレビドラマ、海外テレビドラマの年間ランキングは、別途ニュースリリースにて発表を致しておりま

すのでご参照ください。 

 

【ランキング転載、報道におけるお願い】  

 全てのランキングデータについて、テレビ・新聞・雑誌等での転載は無償で可能です。なお、ご利用される場合は、「TSUTAYA年間ランキ

ング」もしくは「TSUTAYA調べ」と必ずご記載下さい。 

 インターネット媒体等で利用する際は「 TSUTAYA 年間ランキング」もしくは「 TSUTAYA 調べ」とご記載頂いた上で、

http://www.tsutaya.co.jp/rank/year.html 表記を行ってください。また、ランキングデータより該当商品へのリンクバナーなどを張られる場

合は、TSUTAYA online の該当商品サイトに対して、リンクを張っていただけますようお願いいたします。なお、TSUTAYA オンラインショッ

ピングを運営する株式会社 T-MEDIA ホールディングスではアフィリエイトプログラムをご用意いたしております。アフィリエイトプログラム

をご希望の方は、http://shop.tsutaya.co.jp/affiliate.html より詳細をご確認ください。 

 
 
本件に関するお問い合せ：    

エンタテインメント事業本部 広報担当 高橋 祐太 
TEL：03-6800-4764 
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