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株式会社レーベルゲート

「

～WALKMAN®公式ミュージックストア～」

2015 年間ダウンロードランキング

アニソン部門 発表！
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、年間アニソンランキング TOP100 を 12 月 11 日
（金）に発表いたしました。12 月 7 日（月）に発表した「mora 2015 年 年間ダウンロードランキング TOP100」を元に、
アニソン（アニメソング/声優/ボカロ/ゲームテーマ曲を含む）を 2014 年 12 月 1 日から 2015 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。

【アニソンシングル（単曲）】部門
1位

UNISON SQUARE GARDEN 「シュガーソングとビターステップ」

2位

秦基博 「ひまわりの約束」

3位

藍井エイル 「ラピスラズリ」

「mora」アニソンシングル部門で年間ランキング 1 位となったのは、上半期ランキングに引き続き、TV アニメ
『血界戦線』エンディングテーマの UNISON SQUARE GARDEN「シュガーソングとビターステップ」です。TOP3
はすべて上半期から息長く売れ続けている、まさに 2015 年を代表するようなアニソンになりました。

【アニソンアルバム（まとめ買い）】部門
1位

ClariS 『ClariS ～SINGLE BEST 1st～』

2位

μ's/星空凛(CV．飯田里穂)・西木野真姫(CV．Pile)・小泉花陽(CV．久保ユリカ)
『Angelic Angel/Hello，星を数えて』

3位

μ's/絢瀬絵里(CV．南條愛乃)・東條希(CV．楠田亜衣奈)・矢澤にこ(CV．徳井青空)
『SUNNY DAY SONG/？←HEARTBEAT』

「mora」アニソンアルバム部門も年間ランキング 1 位となったのは、上半期ランキングから引き続いて、ClariS 初
のベストアルバム『ClariS ～SINGLE BEST 1st～』ハイレゾ版です。そして、紅白初出場など 2015 年の顔とも言
えるμ's のタイトルが TOP3 の 2 位、3 位を占める結果となりました。こちらのハイレゾ版は 12 月 16 日に配信
開始予定となっています。

記
＜アニソンシングル（単曲）・TOP10＞
順位

アーティスト名

タイトル

備考

1

UNISON SQUARE GARDEN

シュガーソングとビターステップ

TV アニメ『血界戦線』ED テーマ

2

秦基博

ひまわりの約束

3DCG アニメ映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌

3

藍井エイル

ラピスラズリ

TV アニメ『アルスラーン戦記』ED テーマ

4

ポルノグラフィティ

オー！リバル

映画『名探偵コナン 業火の向日葵』主題歌

5

Aimer(エメ)

Brave Shine

TV アニメ『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』
2nd シーズン OP テーマ
6

AKINO from bless4

海色（みいろ）

7

戸松遥

courage

TV アニメ『艦隊これくしょん -艦これ-』OP テーマ
TV アニメ『ソードアート・オンライン II』2nd クール OP
テーマ
MBS/TBS 系 TV アニメ『機動戦士ガンダム 鉄血のオ

8

MAN WITH A MISSION

Raise your flag
ルフェンズ』OP テーマ

SEKAI NO OWARI

RPG

『映画クレヨンしんちゃん バカうまっ！Ｂ級グルメサバ

9
イバル！！』主題歌
10

西沢幸奏

吹雪

TV アニメ『艦隊これくしょん -艦これ-』ED テーマ

＜アニソンアルバム（まとめ買い）・TOP10＞※
順位

アーティスト名

タイトル

備考
TV アニメ『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』OP

1

ClariS

◎ClariS ～SINGLE BEST 1st～

テーマ、TV アニメ『魔法少女まどか☆マギカ』OP テー
マなど収録

μ's/星空凛(CV．飯田里穂)・
2

西木野真姫(CV．Pile)・小泉

Angelic Angel/Hello，星を数えて

劇場版『ラブライブ！The School Idol Movie』挿入歌

SUNNY DAY SONG/？←HEARTBEAT

劇場版『ラブライブ！The School Idol Movie』挿入歌

◎THE BEST "Blue"

TV アニメ『アルドノア・ゼロ』テーマ曲など収録

僕たちはひとつの光/Future style

劇場版『ラブライブ！The School Idol Movie』挿入歌

花陽(CV．久保ユリカ)
μ's/絢瀬絵里(CV．南條愛
3

乃)・東條希(CV．楠田亜衣
奈)・矢澤にこ(CV．徳井青空)

4

Kalafina
μ's、高坂穂乃果(CV．新田

5

恵海)・南ことり(CV．内田彩)・
園田海未(CV．三森すずこ)

TV アニメ『ソードアート・オンライン II』OP テーマ、TV ア
6

藍井エイル

◎D'AZUR
ニメ『アルスラーン戦記』ED テーマなど収録
TV アニメ『魔法科高校の劣等生』OP テーマ、TV アニ

7

LiSA

◎Launcher
メ『ソードアート・オンライン II』ED テーマなど収録
TV アニメーション「ハロー！！きんいろ

8

モザイク」オープニングテーマ「夢色パ

TV アニメ『ハロー！！きんいろモザイク』OP テーマ、

レード」/エンディングテーマ「My Best

ED テーマを収録

Rhodanthe*
Friends」

9

水樹奈々

エデン

TV アニメ 『DOG DAYS″』 OP テーマなど収録

10

和楽器バンド

戦-ikusa- / なでしこ桜

TV アニメ『戦国無双』OP&ED テーマを収録

※ ＜アニソンアルバム（まとめ買い）・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ています。
※ “◎”はハイレゾ音源のタイトルです。

なお、上記の他に既に発表済みの「総合」「ハイレゾ」「ビデオ」など各種の 2015 年 年間ランキングも
「mora」サイト上で掲載しております。

2015 年の音楽ヒット情報を取り上げる際には、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」の 2015 年間ダウンロードランキング アニソン部門は以下よりご覧いただけます。
http://mora.jp/special/animesong_ranking2015/

●「mora」アニメ関連ページ
最新のアニソン、ゲームミュージック、ボカロ関連曲から幅広く話題曲を紹介しています。
年 4 回クール毎に更新している最新のアニソンを番組毎にまとめた「アニメ主題歌特集」をはじめ、
「アイドルマスター」「ラブライブ！」等、人気作品の特集も充実しています。
http://mora.jp/index_anime
「mora」は、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、700 万曲をラインナップ。
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。
今後も配信タイトルを続々と追加し、音楽ファンの皆様に「mora」ならではの選ぶ楽しみや聴く楽しみを提供
して参ります。
※ 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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