
         

       「mora ～WALKMAN®公式ミュージックストア～」 
   2016年 年間ダウンロードランキング発表 
 

2016 年 12月5日 
株式会社 レーベルゲート 

 株式会社レーベルゲート（本社：東京都港区、代表取締役：一志 順夫）は、運営する音楽ダウンロードサービス「mora 
～WALKMAN®公式ミュージックストア～」において、年間ダウンロードランキングTOP100を12月5日（月）に発表いたしました。この
ランキングは、2015年12月1日から2016年11月30日までの期間について、ダウンロード購入件数を集計したものです。 

報道関係各位 
《インフォメーション》 

 【総合シングル（単曲）】部門 
1位 浦島太郎 (桐谷健太) 「海の声」 
2位 RADWIMPS 「前前前世 (movie ver.)」 
3位 AKB48 「365日の紙飛行機」 
  
 総合シングル部門1位は、2016年上半期総合シングルランキングに続きBEGIN作曲の「海の声」が首を位獲得しました。auの
CM『三太郎』シリーズで桐谷健太扮する“浦ちゃん”こと浦島太郎が歌う熱い歌声が印象に残る楽曲です。2位は8月に公開し、
社会現象となった映画『君の名は。』の主題歌「前前前世 (movie ver.)」がランクイン。3位のAKB48 「365日の紙飛行機」
も、2016年上半期総合シングルランキングに続きランクインいたしました。1年通してCMソングや映画、テレビ主題歌など、よく耳
にするタイアップ楽曲が上位となりました。 

  【総合アルバム（まとめ買い）】部門 
1位 宇多田ヒカル 『Fantôme』 ハイレゾ 
2位 宇多田ヒカル 『Fantôme』 
3位 RADWIMPS 『君の名は。』 
  
 総合アルバム部門は、宇多田ヒカルの 『Fantôme』 がハイレゾ音源・通常音源で、1位・2位を独占しました。8年半ぶりのオリ
ジナルアルバムは、 2016年上半期ハイレゾシングルランキング1位・2位を獲得した「花束を君に」、「真夏の通り雨」、椎名林檎と
の共演作「二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎」、本人出演の“サントリー天然水”テレビCM曲「道」を含む全11曲収録、
母となり優しさとぬくもりを感じさせる心温まる作品です。また、今回の総合アルバムランキングTOP10内にハイレゾ音源が半分以
上入っており、同じアルバムでもいい音で音楽を楽しむ方が増えてきているのが、ランキングからもわかる結果となりました。3位の
RADWIMPS 『君の名は。』は、劇中音楽すべてをRADWINPSが担当したため、映画全体のストーリーに見事にマッチした作
品です。 



【ハイレゾアルバム（まとめ買い）】部門 
1位 宇多田ヒカル 『Fantôme』 
2位 Hollywood Movie Works 『ベスト・サウンドトラック・ハイレゾ・セレクション・プレミアム ～オールタイム・ベスト～』 
3位 ワルキューレ 『TVアニメーション「マクロスΔ」ボーカルアルバム Walküre Attack!』 
  
 ハイレゾアルバム部門1位は、総合アルバムランキング共に宇多田ヒカル『Fantôme』のダブル受賞となりました。2位の
Hollywood Movie Works 『ベスト・サウンドトラック・ハイレゾ・セレクション・プレミアム ～オールタイム・ベスト～』も上半期ハイ
レゾアルバムランキングに続きランクイン。3位は、ワルキューレ 『TVアニメーション「マクロスΔ」ボーカルアルバム Walküre 
Attack!』 4月から放送していたTVアニメ「マクロスΔ」に登場する、銀河系最強の戦術音楽ユニット “ワルキューレ”。番組本編で
毎話オンエアされる、主題歌、挿入歌を惜しみなく収録した、豪華1stフルアルバムです。 

順位 アーティスト名 タイトル 
1 浦島太郎 (桐谷健太) 海の声 
2 RADWIMPS 前前前世 (movie ver.) 
3 AKB48 365日の紙飛行機 
4 宇多田ヒカル 花束を君に 
5 星野 源 SUN 
6 星野 源 恋 
7 RADIO FISH PERFECT HUMAN 
8 Perfume FLASH 
9 安室奈美恵 Hero 
10 back number クリスマスソング 

                                     記 
＜総合シングル（単曲）・TOP10＞ 

＜総合アルバム（まとめ買い）・TOP10＞※ 
順位 アーティスト名 タイトル 

1 宇多田ヒカル ◎Fantôme 
2 宇多田ヒカル Fantôme 
3 RADWIMPS 君の名は。 

4 Hollywood Movie Works ◎ベスト・サウンドトラック・ハイレゾ・セレクション・プレミアム ～オールタ
イム・ベスト～ 

5 ワルキューレ ◎TVアニメーション「マクロスΔ」ボーカルアルバム Walküre Attack! 
6 RADWIMPS ◎君の名は。 
7 星野 源 YELLOW DANCER 
8 いきものがかり ◎超いきものばかり～てんねん記念メンバーズBESTセレクション～ 
9 back number シャンデリア 
10 ワルキューレ ◎一度だけの恋なら / ルンがピカッと光ったら 

【ハイレゾシングル（単曲）】部門 
1位 宇多田ヒカル 「花束を君に」 
2位 RADWIMPS 「前前前世 (movie ver.)」 
3位 宇多田ヒカル 「真夏の通り雨」 
  
 ハイレゾシングル部門1位と3位は、今年紅白初出場の宇多田ヒカルが、2016年上半期ハイレゾシングルランキングに続き上位
にランクイン。優しく包み込んでくれるような温かさが溢れる「花束を君に」は、ＮＨＫ連続テレビ小説『とと姉ちゃん』の主題歌。歌
詞の一つ一つが儚く、健気で何度聴いても心に響き渡ってくる「真夏の通り雨」 は、日本テレビ『NEWS ZERO』テーマ曲で、活
動再開のきっかけになった作品です。 2位RADWIMPS「前前前世 (movie ver.)」は、総合シングルランキング共に上位にラン
クインいたしました。 



＜ハイレゾシングル（単曲）・TOP10＞ 

順位 アーティスト名 タイトル 
1 宇多田ヒカル 花束を君に 
2 RADWIMPS 前前前世 (movie ver.) 
3 宇多田ヒカル 真夏の通り雨 
4 高橋洋子 残酷な天使のテーゼ(Director's Edit. Version) 
5 RADWIMPS スパークル (movie ver.) 
6 RADWIMPS なんでもないや (movie ver.) 
7 Aimer with chelly (EGOIST) ninelie 
8 藍井エイル 翼 
9 MISIA オルフェンズの涙 
10 RADWIMPS 夢灯籠 

＜ハイレゾアルバム（まとめ買い）・TOP10＞※ 
順位 アーティスト名 タイトル 

1 宇多田ヒカル Fantôme 

2 Hollywood Movie Works ベスト・サウンドトラック・ハイレゾ・セレクション・プレミアム ～オールタイ
ム・ベスト～ 

3 ワルキューレ TVアニメーション「マクロスΔ」ボーカルアルバム Walküre Attack! 
4 RADWIMPS 君の名は。 
5 いきものがかり 超いきものばかり～てんねん記念メンバーズBESTセレクション～ 
6 ワルキューレ 一度だけの恋なら / ルンがピカッと光ったら 
7 Various Artists ハイレゾクラシック the First Selection 

8 宇多田ヒカル Utada Hikaru Single Collection Vol.1(2014 
Remastered) 

9 Cafe lounge Jazz ゆったり聴きたいカフェBGM プレミアムジャズベスト 

10 ワルキューレ TVアニメーション「マクロス&Delta;」ボーカルアルバム2 Walküre 
Trap! 

※ ＜ハイレゾアルバムTOP10＞は、シングルパッケージ作品を含め、複数曲が収録された作品を全曲まとめて 
   ダウンロード購入された件数を集計し「アルバムランキング（まとめて購入ランキング）」として掲載しています。 

 2016年の音楽ヒットを語る際には、国内外の人気音源が豊富に揃い、「邦楽」「洋楽」「ハイレゾ」など各種ランキングを発表している
「mora」のランキングを、一般的なCDセールスランキングなどと併せてぜひご参考にして下さい。 

◆「mora」2016年年間ランキングTOP100は以下でご覧いただけます。 
総合     http://mora.jp/ranking?genre=all&term=yearly&month=curMonth&year=2016&period=yearly 
邦楽     http://mora.jp/ranking?genre=j&term=yearly&month=curMonth&year=2016&period=yearly 
洋楽     http://mora.jp/ranking?genre=i&term=yearly&month=curMonth&year=2016&period=yearly 
ビデオ   http://mora.jp/ranking?genre=video&term=yearly&month=curMonth&year=2016&period=yearly 
ハイレゾ  http://mora.jp/ranking?genre=hires&term=yearly&month=curMonth&year=2016&period=yearly 

※ ＜総合アルバムTOP10＞は、シングルパッケージ作品を含め、複数曲が収録された作品を全曲まとめてダウン 
   ロード購入された件数を集計し「アルバムランキング（まとめて購入ランキング）」として掲載しています。 
※ “◎”はハイレゾ音源のアルバムです。 



  
-ハイレゾ音源とは- 
「ハイレゾ音源」とは、従来のCD を超える情報量を持つ高音質音源。 
従来の圧縮音源では十分に伝えきれなかった楽器や声の生々しさや艶、ライブ会場の空気感や臨場感などのディテールに触れることで、音楽をより感
動的に体感することが可能です。 
  
《「mora」に関して》 
最新ヒット曲から邦楽、洋楽の名盤、アニメ他、話題のハイレゾまで充実のラインナップ。 
豊富な決済方法でパソコン、スマホ（Android/iPhone）等から簡単に購入、再生ができます。 
購入した楽曲はいろいろな端末で10回まで再ダウンロードできます。 
「mora ～WALKMAN®公式ミュージックストア～」  http://mora.jp/ 
 
※ WALKMAN®、ウォークマン®、およびそのロゴは、ソニー株式会社の日本国およびその他の国における登録商標または商標です。 
※ 「mora」およびモーラの名称、ロゴは、株式会社レーベルゲートの登録商標です。 
※ その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。 
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