
【総合】全集は含まず

書　名 著　者 出版社 本体価格(円)

1 新・人間革命（１・２・３） 池田大作 聖教新聞社 各1,238

2 幸福の革命 大川隆法 幸福の科学出版 1,600

3 ビストロスマップＫＡＮＴＡＮレシピ
ビストロスマップ制作委員
会　編

フジテレビ出版発行
扶桑社発売

1,524

4 大河の一滴 五木寛之 幻冬舎 1,429

5 小さいことにくよくよするな！
リチャード・カールソン
小沢瑞穂　訳

サンマーク出版発行
サンマーク発売

1,500

6 他人をほめる人、けなす人
フランチェスコ・アルベローニ
大久保昭男　訳

草思社 1,600

7 ダディ 郷　ひろみ 幻冬舎 1,555

8 ループ 鈴木光司 角川書店 1,600

9 ケータイ着メロ　ドレミＢＯＯＫ（１・２） ぽにーてーる　編 双葉社 各552

10 バイオハザード２　公式ガイドブック スタジオベントスタッフ
カプコン発行
アスペクト発売

1,300

11 ももこの話 さくらももこ 集英社 1,000

12 釈迦の本心 大川隆法 幸福の科学出版 2,000

13 新ゴーマニズム宣言スペシャル　戦争論 小林よしのり 幻冬舎 1,500

14 本当は恐ろしいグリム童話 桐生　操 ベストセラーズ 1,500

15 ドラゴンクエストモンスターズ キャラメル・ママ 集英社 619

16
テイルズ　オブ　デスティニー　オフィシャルガイ
ドブック

ファミ通書籍編集部　編
ナムコ発行
アスペクト発売

1,200

17 母の曲 池田大作 聖教新聞社 952

18 松本人志　愛 松本人志 朝日新聞社 1,200

19 絶対音感 最相葉月 小学館 1,600

20 あなたのお客さんになりたい！ 中谷彰宏 三笠書房 1,143

＊集計期間＝1997年12月～1998年11月

＊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。

トーハン調べ   １９９８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 本体価格(円)

1 大河の一滴 五木寛之 幻冬舎 1,429

2 ループ 鈴木光司 角川書店 1,600

3 鉄道員（ぽっぽや） 浅田次郎 集英社 1,500

4 金田一少年の事件簿　雷祭殺人事件 天樹征丸 講談社 760

5 女医（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行 訳

アカデミー出版
（上）1,150
（下）1,250

6 男というもの 渡辺淳一 中央公論社 1,400

7 レディ・ジョーカー（上・下） 髙村　薫 毎日新聞社 各1,700

8 チョコレート語訳　みだれ髪（Ⅰ・Ⅱ） 俵　万智 河出書房新社 各1,000

9 理由 宮部みゆき 朝日新聞社 1,800

10 小説「聖書」旧約篇
ウォルター・ワンゲリン
仲村明子　訳

徳間書店 1,900

【単行本・ノンフィクション他】

1 新・人間革命（１・２・３） 池田大作 聖教新聞社 各1,238

2 幸福の革命 大川隆法 幸福の科学出版 1,600

3 ビストロスマップＫＡＮＴＡＮレシピ
ビストロスマップ制作委員会
編

フジテレビ出版発行
扶桑社発売

1,524

4 小さいことにくよくよするな！
リチャード・カールソン
小沢瑞穂　訳

サンマーク出版発行
サンマーク発売

1,500

5 他人をほめる人、けなす人
フランチェスコ・アルベローニ

大久保昭男　訳
草思社 1,600

6 ダディ 郷　ひろみ 幻冬舎 1,555

7 ももこの話 さくらももこ 集英社 1,000

8 釈迦の本心 大川隆法 幸福の科学出版 2000

9 新ゴーマニズム宣言スペシャル　戦争論 小林よしのり 幻冬舎 1,500

10 本当は恐ろしいグリム童話 桐生　操 ベストセラーズ 1,500

【単行本・ビジネス】

1 あなたのお客さんになりたい！ 中谷彰宏 三笠書房 1,143

2 宣戦布告「ＮＯ」と言える日本経済
石原慎太郎
一橋総合研究所

光文社 1,200

3 あるべき明日 堺屋太一 ＰＨＰ研究所 1,429

4 自分の壁を破る人　破れない人 渡部昇一 三笠書房 1,333

5 人は人によって人となる 井上昌俊 プレジデント社 1,500

6 稲盛和夫の実学―経営と会計 稲盛和夫 日本経済新聞社 1,200

7 恥と無駄の超大国・日本 落合信彦 ザ・マサダ 1,500

8 人はなぜ、足を引っ張り合うのか 齊藤　勇 プレジデント社 1,600

9 人の気持ちが読める人　読めない人 山形琢也 三笠書房 1,238

10 ７つの習慣
スティーブン・Ｒ・コヴィー
川西　茂 他訳

キングベアー出版 1,942

■ トーハン調べ　１９９８年 年間ベストセラー 

株式会社トーハン

、



【単行本・コンピュータ関連書】
書　名 著　者 出版社 本体価格(円)

1 できるExcel97　Windows版
コアダンプ
インプレス書籍編集部 編

インプレス発行
インプレス販売発売

1,380

2 できるWord97　Windows版
田中　亘
インプレス書籍編集部 編

インプレス発行
インプレス販売発売

1,380

3 超図解EXCEL97　基礎編 エクスメディア エクスメディア 1,359

4 できるWindows98
田中　亘
インプレス書籍編集部 編

インプレス発行
インプレス販売発売

1,380

5 できるWindows95　改訂版
田中　亘
インプレス書籍編集部 編

インプレス発行
インプレス販売発売

1,359

6 超図解WORD97　基礎編 エクスメディア エクスメディア 1,359

7 できるWindows95　ＩＥ4.0対応版
田中　亘
インプレス書籍編集部 編

インプレス発行
インプレス販売発売

1,380

8 超図解Windows98 エクスメディア エクスメディア 1,400

9 超図解Internet Explorer 4.0 for Windows95 エクスメディア エクスメディア 1,400

10 見てわかるパソコン解体新書 大島　篤 ソフトバンク 2,000

【単行本・ゲーム関連書】

1 ケータイ着メロ　ドレミＢＯＯＫ（１・２） ぽにーてーる 編 双葉社 各552

2 バイオハザード２　公式ガイドブック スタジオベントスタッフ
カプコン発行
アスペクト発売

1,300

3 ドラゴンクエストモンスターズ キャラメル・ママ 集英社 619

4
テイルズ　オブ　デスティニー
オフィシャルガイドブック

ファミ通書籍編集部 編
ナムコ発行
アスペクト発売

1,200

5 チョコボの不思議なダンジョン解体真書 スタジオベントスタッフ
アスキー発行
アスペクト発売

1,300

6 ファイナルファンタジーⅦ解体真書<改訂版> スタジオベントスタッフ
アスキー発行
アスペクト発売

1,250

7
スターオーシャンセカンドストーリー公式ガイドブッ
ク徹底攻略編

エニックス 編 エニックス 1,300

8
J.LEAGUE　プロサッカークラブをつくろう！２
オフィシャルガイド完全データ編

セガサターンマガジン編集
部、アミューズメント書籍
編集部 編

セガ・エンタープラ
イゼス発行
ソフトバンク発売

1,400

9
ドラゴンクエストモンスターズ
テリーのワンダーランド公式ガイドブック（上）

キャラメル・ママ 編 エニックス 933

10 ポケットピカチュウ！とあそぶほん ティーツー出版 編 ティーツー出版 580

■ トーハン調べ　１９９８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 本体価格(円)

1 塗仏の宴（宴の支度・宴の始末） 京極夏彦 講談社 各1,200

2 創竜伝（11） 田中芳樹 講談社 760

3 クロスファイア（上・下） 宮部みゆき 光文社 各819

4 蜃気楼 内田康夫 講談社 790

5 新書判　髪の吹かす風（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行 訳

アカデミー出版
（上）600
（下）800

6 秋田新幹線「こまち」殺人事件 西村京太郎 光文社 781

7 三毛猫ホームズの四捨五入 赤川次郎 光文社 762

8 十津川警部白浜へ飛ぶ 西村京太郎 講談社 790

9 上越新幹線殺人事件 西村京太郎 講談社 790

10 三毛猫ホームズの暗闇 赤川次郎 光文社 762

【新書・ノンフィクション】

1 商人（あきんど） 永　六輔 岩波書店 640

2 日本社会の歴史（下） 網野善彦 岩波書店 640

3 ノストラダムスの大予言　最終解答編 五島　勉 祥伝社 829

4 大臣 菅　直人 岩波書店 640

5 マネー敗戦 吉川元忠 文藝春秋 660

6 忠実を歩く 吉村　昭 文藝春秋 680

7 天下御免の向こう見ず 爆笑問題 二見書房 1,000

8 飲んで治す「高血圧」の特効食 板倉弘重 青春出版社 810

9 ダイオキシンの正体と危ない話 脇本忠明 青春出版社 840

10 特捜検察 魚住　昭 岩波書店 640

【全集】
　 書　名  全巻     最新回数/巻数 出版社 本体価格(円)

1 池田大作全集 全150巻　　　　50／81 聖教新聞社 2,476

2 源氏物語 全10巻　　　　 10／10 講談社 2,524

3 ユネスコ世界遺産 全13巻　　　 　13／13 講談社 5,631

4 世界の歴史 全30巻　　　　 24／1 中央公論新社 2,524

5 世界の名作 全18巻　　　　 14／14 小学館 1,600

6 日本の近代 全16巻　　　　  1／1 中央公論新社 2,400

7 双調平家物語 全12巻　　　　　1／1 中央公論新社 1,600

8 痛快世界の冒険文学 全24巻　　　　 14／14 講談社 1,500

9 故宮博物院 全15巻　　　　 11／8 日本放送出版協会 2,600

10 新日本古典文学大系 全100巻別巻1　 89／87 岩波書店 5,000

■ トーハン調べ　１９９８年 年間ベストセラー 

株式会社トーハン



＜参考＞

前掲の9ジャンルに含まれないベストセラーとして「広辞苑　第五版」（新村出編、岩波書店刊、普通版6,800円・
机上版11,000円）を特別に付記いたします。
※価格は1999年5月31日までの特別本体価格


