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「いつでもどこでも」本を「耳で楽しめる」オーディオエンターテインメントサービス「Audible
オ ー デ ィ ブ ル

」より 

「Amazonランキング大賞 2018上半期」発表 

総合ランキング 1位はメンタリスト DaiGo著『自分を操る超集中力』 

INFORMATION                                                                 2018年 6月 7日 

Amazon.com, Inc.の関連会社である Audible, Inc.（以下、Audible）は、デジタル・オーディオブックの「Amazon

ランキング大賞 2018上半期」を発表しました。 

総合ランキングの他、ビジネス・自己啓発、小説・ラノベ、洋書・語学の 4部門それぞれ TOP20を発表していま

す。総合ランキング TOP3は、1位にメンタリスト DaiGo著「自分を操る超集中力」、2位に芥川賞受賞の又吉 直

樹著「火花』、３位に大村 大次郎「お金の流れでわかる世界の歴史」がランクインする結果となりました。                                     

※2017年 11月 13日～2018年 4月 30日の間のダウンロード数を元に算出 

 

「Amazonランキング大賞 2018上半期」https://www.amazon.co.jp/b?node=5388208051 

 

総合ランキング 1位 「自分を操る超集中力」著者： メンタリストDaiGo 

ナレーター： 橋本 信明 視聴 URL：https://bit.ly/2IXO80R 

【内容】 

「気が散ってしまい、いつも集中が続かない」、「仕事や勉強で毎日疲れている」 

「本番や締切りが近づいて、せっぱ詰まっている」。そう思う方、必読です。 

本書で、あなたの集中力を劇的にアップさせる、食事、睡眠、場所、運動、時間…など、 

私が日々実行している即効性の高い 18のメンタリズムをご紹介します。 

 

総合ランキング 2位 「火花」著者：又吉 直樹 

ナレーター： 堤 真一 視聴URL：https://bit.ly/2J3pgFa 

【内容】 

300万部を突破し、第 153回芥川賞受賞、同賞受賞作として単行本発行部数歴代 1位を獲

得した話題作、 又吉 直樹氏の『火花』が遂にオーディオ版！ 原作に込められたリアルな

息遣いを、俳優・堤 真一の名演でお届けします。  

 

総合ランキング 3位 「お金の流れでわかる世界の歴史」 著者： 大村 大次郎 

ナレーター： 広瀬 竜一 視聴 URL： http://bit.ly/2JpNZ5I  

【内容】  

「ローマ帝国は“脱税”で滅んだ」「ナポレオンは“金融破綻”で敗れた」――お金の流れを読

むだけで、歴史はよくわかる、さらに面白く見えてくる！「お金」「経済」「権力」の５０

００年の動きを徹底的に追跡調査！ 

 

■総合ランキング TOP10 

順位 タイトル 著者／ナレーション 

1 自分を操る超集中力 メンタリスト DaiGo／橋本 信明 

2 火花 又吉 直樹／堤 真一 

3 お金の流れでわかる世界の歴史 大村 大次郎／広瀬 竜一 

4 コンビニ人間 村田 沙耶香／大久保 佳代子 

5 7つの習慣プライベートコーチ レッスン 1主体的にいこう フランクリン・コヴィー・ジャパン／小松 史法 

6 留学しないで「英語の頭」をつくる方法 齋藤 兼司／水村 有里 

7 人を操る禁断の文章術 メンタリスト DaiGo／片山 公輔 

8 デール・カーネギーの話し方入門 デール・カーネギー, 関岡 孝平／佐々木 健 

9 知らないと恥をかく世界の大問題７ 池上 彰／白川 周作 

10 デール・カーネギーの人を動かす方法 デール・カーネギー, 関岡 孝平／佐々木 健 

 

https://www.amazon.co.jp/b?node=5388208051
https://bit.ly/2IXO80R
https://bit.ly/2J3pgFa
http://bit.ly/2JpNZ5I
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■ビジネス・自己啓発 
https://www.amazon.co.jp/b/ref=gbpp_itr_m-4_41e7_Business?node=5381453051&ie=UTF8 
 

順位 Product Title 著者／ナレーション 

1 自分を操る超集中力 メンタリスト DaiGo／橋本 信明 

2 お金の流れでわかる世界の歴史 大村 大次郎／広瀬 竜一 

3 7つの習慣プライベートコーチ レッスン 1主体的にいこう フランクリン・コヴィー・ジャパン／小松 史

法 

4 人を操る禁断の文章術 メンタリスト DaiGo／片山 公輔 

5 デール・カーネギーの話し方入門 デール・カーネギー,関岡 孝平／佐々木 健 

6 デール・カーネギーの人を動かす方法 デール・カーネギー,関岡 孝平／佐々木 健 

7 頭に来てもアホとは戦うな! 人間関係を思い通りにし、最高のパフォーマ

ンスを実現する方法 

田村 耕太郎／近藤 浩徳 

8 世界一受けたいお金の授業 和仁 達也／市村 徹 

9 頭のいい朝の習慣術 箱田 忠昭／大橋 俊夫 

10 世界の大富豪 2000人がこっそり教えてくれた 3週間で人生を変える法 トニー 野中／中島 智彦 

 
 
■小説・ラノベ 
https://www.amazon.co.jp/b/ref=gbpp_itr_m-4_d152_NovelLig?node=5381452051&ie=UTF8 
 

順位 タイトル 著者／ナレーション 

1 火花 又吉 直樹／堤 真一 

2 コンビニ人間 村田 沙耶香／大久保 佳代子 

3 この素晴らしい世界に祝福を！ あぁ、駄女神さま（上） 暁 なつめ／雨宮 天 

4 劇場 又吉 直樹／豊原 功補 

5 通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか？（上） 井中 だちま／茅野 愛衣 

6 対岸の彼女 角田 光代／小林 さやか 

7 パーク・ライフ 吉田 修一／早川 剛史 

8 この素晴らしい世界に祝福を！ あぁ、駄女神さま（下） 暁 なつめ／雨宮 天 

9 校閲ガール 宮木 あや子／中嶋 ヒロ 

10 最終便に間に合えば 林 真理子／きっかわ 佳代 

 
 
 

■洋書・語学 
https://www.amazon.co.jp/b/ref=gbpp_itr_m-4_4aa4_Foreignb?node=5381451051&ie=UTF8 
 

順位 Product Title 著者／ナレーション 

1 留学しないで「英語の頭」をつくる方法 齋藤 兼司 ／水村 有里 

2 究極の英語リスニング Vol.1 SVL1000語レベルで 1万語 (アルク) アルク／アルク 

3 もっとやさしい 起きてから寝るまで英語表現 600 (アルク/英会話/オ

ーディオブック版) 

アルク／アルク 

4 ENGLISH JOURNAL（イングリッシュジャーナル） 2018年 3月号（ア

ルク） 

アルク／アルク 

5 セリフで覚える！ 声優英単語帳〔基礎編〕 後藤 和幸／綾間 テルヨシ 

6 「赤毛のアン」で英語づけ 茂木 健一郎／藤谷 文子 

7 起きてから寝るまで英語表現 700 完全改訂版 (アルク/英会話/オーデ

ィオブック版) 

アルク／アルク 

8 英会話ペラペラビジネス 100 【完全版】(アルク/ビジネス英語) スティーブ・ソレイシィ,ロビン・ソレイシィ

／アルク 

9 ENGLISH JOURNAL（イングリッシュジャーナル） 2018年 1月号（ア

ルク） 

アルク／アルク 

10 声に出して読みたい日本語 5－心の琴線にふれる言葉 斎藤 孝／三好 翼 

 
 

https://www.amazon.co.jp/b/ref=gbpp_itr_m-4_41e7_Business?node=5381453051&ie=UTF8
https://www.amazon.co.jp/b/ref=gbpp_itr_m-4_d152_NovelLig?node=5381452051&ie=UTF8
https://www.amazon.co.jp/b/ref=gbpp_itr_m-4_4aa4_Foreignb?node=5381451051&ie=UTF8
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Audible（オーディブル）について 
Audible は、すでに世界で何百万人もの人々に利用されており、本を音声化したものや、音楽以外の音声コンテン
ツを聴くことができます。海外では、すでに広く一般的なコンテンツの楽しみ方として広まっています。同サービ
スは、Amazonの関連会社の Audible社が提供しています。同社は、本を音声化したもの以外にも、オリジナル脚
本のドラマやコミックなどのコンテンツをオーディオ化して提供しており、世界最大級の音声化された本および音
声によるデジタル・コンテンツの制作・配信事業社です。同社は 1995年に米国で創業され、現在、米・英・独・
仏・豪・日・伊・加の 8か国で展開しています。2015年 7月より日本向けサービスを開始。会員プランは月額 1,500
円（税込）で、著名な作家の作品をはじめ、ビジネス書から落語、語学など 20 以上のジャンルの豊富なタイトル
から、Audible でしか聴くことのできないスペシャルコンテンツまで、プロのナレーター・俳優たちの朗読でいく
つでも自由に聴くことができます。また、最初の１か月間は無料でご体験いただけます。 
 
 
■日本でのサービス概要 

 

サービス名称 Audible（オーディブル） 

会員プランの会費 
月額 1,500 円（税込） 
※登録後 1 か月間は無料体験可能 

使用方法 

 Audible ウェブサイトにて会員登録後、無料体験に申し込み 
※タイトルによっては、会員プラン登録せずに iTunes からコンテンツごとに購入し、ダウンロード可能 
※スマートフォン、パソコン、タブレットに対応 
(別の端末に切り替えても続きから聴くことができます。専用アプリは iOS、Android、および
Windows10 端末に対応) 

便利な機能 

① 朗読スピードを調整可能（iOS 0.75～３倍速／Android 0.5～3 倍速／Windows 10 
0.25～4 倍速） 

② 後で聴きなおすことができるブックマーク＋メモ機能 
③ 就寝前に便利なスリープタイマー 
④ 通勤電車や飛行機でも通信環境の影響を受けずにダウンロード方式でも利用可能 
⑤ PC サイト(Windows、Mac)から、ストリーミングで気軽に再生可能 

URL www.audible.co.jp 

お客様お問い合わせ先 
Audible カスタマーサービス 
TEL：0120-899-217  MAIL：customerservice@audible.co.jp 

http://www.audible.co.jp/

