
【総合】全集は含まず

書　名 著　者 出版社 定価(円)

1 日本をダメにした九人の政治家 浜田幸一 講談社 1,500

2 大往生 永　六輔 岩波書店 580

3 マディソン郡の橋
ロバート・Ｊ・ウォラー
村松　潔　訳

文藝春秋 1,400

4 遺書 松本人志 朝日新聞社 1,000

5 ＦＢＩ心理分析官
ロバート・Ｋ・レスラー他
相原真理子　訳

早川書房 1,800

6 ファイナルファンタジーⅥ　４点（※１） キャラメル・ママ　編 ＮＴＴ出版
(設)570(基)750
(冒)800(完)900

7 天使の自立（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行　訳

アカデミー出版 各1,250

8 ガン再発す 逸見政孝・晴恵 廣済堂出版 1,200

9 「超」整理法 野口悠紀雄 中央公論社 720

10 日本一短い「母」への手紙 福井県丸岡町　編 大巧社 1,100

11 新・太陽の法 大川隆法 幸福の科学出版 2,000

12 理想国家日本の条件 大川隆法 幸福の科学出版 1,500

13 ワイルド・スワン（上・下）
ユン・チアン
土屋京子　訳

講談社 各1,800

14 ロマンシング　サ・ガ（２）　３点（※２） キャラメル・ママ　編 ＮＴＴ出版
（基）　750
（冒）　800
（完）　850

15 ナニワ金融道　カネと非情の法律講座 青木雄二　監修 講談社 1,200

16 ももこのいきもの図鑑 さくらももこ マガジンハウス 950

17 ドラゴンクエストⅠ・Ⅱ　公式ガイドブック エニックス　編 エニックス 990

18 完全自殺マニュアル 鶴見　済 太田出版 1,200

19 心に残るとっておきの話（１・２） 潮文社編集部　編 潮文社 各1,500

20 アムリタ（上・下） 吉本ばなな 福武書店 各1,200

＊定価はすべて税込み価格です。

＊本資料を新聞・雑誌などに掲載される場合は,「トーハン調べ」と明記して下さい。

※1　設定資料編・基礎知識編・冒険ガイドブック・完全攻略編

※2　基礎知識編・冒険ガイドブック・完全攻略編

トーハン調べ   １９９４年 年間ベストセラー

株式会社トーハン



【単行本・文芸】
書　名 著　者 出版社 定価(円)

1 マディソン郡の橋
ロバート・Ｊ・ウォラー
村松　潔　訳

文藝春秋 1,400

2 天使の自立（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行　訳

アカデミー出版 各1,250

3 ワイルド・スワン（上・下）
ユン・チアン
土屋京子　訳

講談社 各1,800

4 アムリタ（上・下） 吉本ばなな 福武書店 各1,200

5 ビリー・ミリガンと23の棺（上・下）
ダニエル・キイス
堀内静子　訳

早川書房 各1,500

6 スローワルツの川
ロバート・Ｊ・ウォラー
村松　潔　訳

文藝春秋 1,500

7 ねじまき鳥クロニクル（１・２） 村上春樹 新潮社
（１）1,600
（２）1,700

8 南仏プロヴァンスの12か月
ピーター・メイル
池　央耿　訳

河出書房新社 1,600

9 金田一少年の事件簿（１） 天樹征丸 講談社 780

10 アンネの日記　完全版
アンネ・フランク
深町眞理子　訳

文藝春秋 1,600

【単行本・ノンフィクション他】

1 遺書 松本人志 朝日新聞社 1,000

2 ＦＢＩ心理分析官
ロバート・Ｋ・レスラー他
相原真理子　訳

早川書房 1,800

3 ファイナルファンタジーⅥ　４点（＊１） キャラメル・ママ　編 ＮＴＴ出版
(設)570(基)750
(冒)800(完)900

4 ガン再発す 逸見政孝・晴恵 廣済堂出版 1,200

5 日本一短い「母」への手紙 福井県丸岡町　編 大巧社 1,100

6 新・太陽の法 大川隆法 幸福の科学出版 2,000

7 理想国家日本の条件 大川隆法 幸福の科学出版 1,500

8 ロマンシング　サ・ガ（２）　３点（＊２） キャラメル・ママ　編 ＮＴＴ出版
（基）　750
（冒）　800
（完）　850

9 ナニワ金融道　カネと非情の法律講座 青木雄二　監修 講談社 1,200

10 ももこのいきもの図鑑 さくらももこ マガジンハウス 950

【単行本・ビジネス】

1 日本をダメにした九人の政治家 浜田幸一 講談社 1,500

2 知の技法 小林康夫 他編 東京大学出版会 1,545

3 マーフィーの法則（正・続）
(正)アーサー・ブロック
(続)日本マーフィー普及会 編 アスキー

（正）1,600
（続）1,200

4 「超」価格破壊の時代 長谷川慶太郎 東洋経済新報社 1,400

5 リエンジニアリング革命
マイケル・ハマー他
野中郁次郎　訳

日本経済新聞社 2,000

6 政と官 後藤田正晴 講談社 1,500

7 1995―2010世界大恐慌
ラビ・バトラ
藤原直哉　訳

総合法令 1,600

8 リエンジニアリングがわかる本 日本能率協会　編
日本能率協会マネ
ジメントセンター

1,500

9 小さくともキラリと光る国・日本 武村正義 光文社 1,400

10 人事破壊 日下公人 ＰＨＰ研究所 1,300

＊1　設定資料編・基礎知識編・冒険ガイドブック・完全攻略編

＊2　基礎知識編・冒険ガイドブック・完全攻略編

■ トーハン調べ　１９９４年 年間ベストセラー 

株式会社トーハン



【新書・ノベルス】
書　名 著　者 出版社 定価(円)

1 新書判　明け方の夢（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行 他訳

アカデミー出版
（上）　650
（下）　750

2 歌わない笛 内田康夫 徳間書店 750

3 三毛猫ホームズの卒業 赤川次郎 光文社 760

4 十津川警部、沈黙の壁に挑む 西村京太郎 光文社 780

5 北緯四三度からの死の予告 西村京太郎 角川書店 720

6 喪われた道 内田康夫 祥伝社 780

7 三毛猫ホームズの安息日 赤川次郎 光文社 760

8 特急ワイドビューひだ殺人事件 西村京太郎 徳間書店 750

9 奥能登に吹く殺意の風 西村京太郎 光文社 760

10 諏訪・安曇野殺人ルート 西村京太郎 講談社 740

【新書・ノンフィクション】

1 大往生 永　六輔 岩波書店 580

2 「超」整理法 野口悠紀雄 中央公論社 720

3 文章の書き方 辰濃和男 岩波書店 620

4 マジカル頭脳パワー!!　Ⅳ
日本テレビ
「マジカル頭脳パワー!!」編

日本テレビ放送網 700

5 蓮如 五木寛之 岩波書店 620

6 マルチメディア 西垣　通 岩波書店 580

7 ついに解明された1999年 高坂満津留 光言社 800

8 ゾウの時間ネズミの時間 本川達雄 中央公論社 660

9 郵便局でお金をふやす秘密集・改訂新版 井上隆司 経済界 800

10 平成不況の政治経済学 佐和隆光 中央公論社 680

【全集】
　 書　名 全巻       最新回数/巻数 出版社 定価(円)

1 池田大作全集 全75巻　　　 26／56 聖教新聞社 2,900

2 マンガ　日本の古典 全32巻　　　　1／1 中央公論社 1,300

3 マンガ　日本の歴史　現代篇 全7巻　　　　 7／7 中央公論社 1,100

4 生命　40億年はるかな旅 全5巻　  　　 4／4 日本放送出版協会 3,200

5 少年少女古典文学館 全26巻　　　 24／24 講談社 1,700

6 21世紀こどもクラシック 全5巻　　　　 1／1 小学館 4,400

7 講座　日本通史 全21巻別巻4　14／10 岩波書店 2,800

8 漱石全集 全28巻別巻1　11／11 岩波書店 3,600

9 世界美術大全集 全28巻　　　 12／12 小学館 20,000

10 新　ちくま文学の森 全16巻　　　　2／3 筑摩書房 1,800

■ トーハン調べ　１９９４年 年間ベストセラー 

株式会社トーハン


