
【総合】全集は含まず

書　名 著　者 出版社 本体価格(円)

1 五体不満足 乙武洋匡 講談社 1,600

2 日本語練習帳 大野　晋 岩波書店 660

3 ファイナルファンタジーⅧ　アルティマニア
スタジオベントスタッフ
デジキューブ編

デジキューブ 1,500

4 本当は恐ろしいグリム童話（Ⅰ・Ⅱ） 桐生　操 ベストセラーズ 各1,500

5 繁栄の法 大川隆法 幸福の科学出版 1,600

6
スクウェア公式　ファイナルファンタジーⅧ
最速攻略本　for beginners

デジキューブ編 デジキューブ 780

7 新・人間革命（４・５・６） 池田大作 聖教新聞社 各1,238

8 小さいことにくよくよするな！
リチャード・カールソン
小沢端穂訳

サンマーク出版発行
サンマーク発売

1,500

9 子どもにウケる科学手品77 後藤道夫 講談社 820

10 節約生活のススメ 山崎えり子 飛鳥新社 1,400

11
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（下）究極モンスター育成編

キャラメル・ママ編 エニックス 933

12 鉄道員（ぽっぽや） 浅田次郎 集英社 1500

13 バースデイ 鈴木光司 角川書店 1,400

14 「少年Ａ」この子を生んで…… 「少年Ａ」の父母 文藝春秋 1333

15
遊☆戯☆王デュエルモンスターズ
パーフェクトマスターＢＯＯＫ（上・下）

STUDIO HARD編 集英社
（上）571
（下）667

16 「幸福になれない」症候群 大川隆法 幸福の科学出版 1,500

17 さくら日和 さくらももこ 集英社 1,000

18
遊☆戯☆王デュエルモンスターズⅡ　闇界決闘記
究極攻略ＢＯＯＫ（上・下）

STUDIO HARD編 集英社 各571

19 他力 五木寛之 講談社 1500

20 沈まぬ太陽（1・2・3・4・5） 山崎豊子 新潮社
(1･5)各1,600

(2･3･4)各1,700

＊集計期間＝1998年12月～1999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   １９９９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 鉄道員（ぽっぽや） 浅田次郎 集英社 1,500

2 バースデイ 鈴木光司 角川書店 1,400

3 他力 五木寛之 講談社 1,500

4 沈まぬ太陽（1・2・3・4・5） 山崎豊子 新潮社
(1･5)各1,600

(2･3･4)各1,700

5 日蝕 平野啓一郎 新潮社 1,300

6 柔らかな頰 桐野夏生 講談社 1,800

7 永遠の仔（上・下） 天童荒太 幻冬舎
（上）1,800
（下）1,900

8 顔（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行訳

アカデミー出版
（上）　952
（下）1,048

9 スプートニクの恋人 村上春樹 講談社 1,600

10 理由 宮部みゆき 朝日新聞社 1,800

【単行本・ノンフィクション他】

1 五体不満足 乙武洋匡 講談社 1,600

2 本当は恐ろしいグリム童話（Ⅰ・Ⅱ） 桐生　操 ベストセラーズ 各1,500

3 繁栄の法 大川隆法 幸福の科学出版 1,600

4 新・人間革命（４・５・６） 池田大作 聖教新聞社 各1,238

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 節約生活のススメ 山崎えり子 飛鳥新社 1,400

7 「少年Ａ」この子を生んで…… 「少年Ａ」の父母 文藝春秋 1,333

8 「幸福になれない」症候群 大川隆法 幸福の科学出版 1,500

9 さくら日和 さくらももこ 集英社 1,000

10 国民の歴史
西尾幹ニ
新しい歴史教科書をつくる会編

産経新聞ニュースサー
ビス発行／扶桑社発売

特価1,714★
（99年12月末日まで）

【単行本・ビジネス】

1 痛快！経済学 中谷　巌
集英社インターナショ
ナル発行／集英社発売

1,700

2 サラリーマン・サバイバル 大前研一 小学館 1,500

3 キャッシュフロー経営入門
中沢　恵
池田和明

日本経済新聞社 830

4 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

5 やさしくわかるキャッシュフロー
野村智夫
竹俣耕一

日本実業出版社 1,600

6 自分の壁を破る人　破れない人 渡部昇一 三笠書房 1,333

7 建設崩壊 山崎裕司 プレジデント社 1,600

8 勝ち残りの「生き方」 落合信彦 ザ・マサダ 1,500

9 日本経済・回復への青写真 リチャード・クー ＰＨＰ研究所 1,429

10 思考スピードの経営
ビル・ゲイツ
大原　進訳

日本経済新聞社 1,905

★2000年１月１日より本体1,905円

■ トーハン調べ　１９９９年 年間ベストセラー 

株式会社トーハン

飳



【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Word98（Windows版・Windows98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

各1,380

2 できるExcel98（Windows版・Windows98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

各1,380

3 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

4 できるインターネット　Windows98版
山田祥平
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 超図解　ＷＯＲＤ98 for windows98 エクスメディア エクスメディア 1,400

6 超図解　ＥＸＣＥＬ97 for windows98 エクスメディア エクスメディア 1,400

7 できるポストペット2001　Windows＆Macintosh版
モモ組
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

1,580

8 超図解　Windows98 エクスメディア エクスメディア 1,400

9 かんたん図解　Windows98 技術評論社編集部編 技術評論社 1,480

10 できるWindows98　実用編
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

1,580

【単行本・ゲーム関連書】

1 ファイナルファンタジーⅧ　アルティマニア
スタジオベントスタッフ
デジキューブ編

デジキューブ 1,500

2
スクウェア公式　ファイナルファンタジーⅧ
最速速攻攻略　for beginners

デジキューブ編 デジキューブ 780

3
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（下）究極モンスター育成編

キャラメル・ママ編 エニックス 933

4
遊☆戯☆王デュエルモンスターズ
パーフェクトマスターＢＯＯＫ（上・下）

STUDIO HARD編 集英社
（上）571
（下）667

5
遊☆戯☆王デュエルモンスターズⅡ　闇界決闘記
究極攻略ＢＯＯＫ（上・下）

STUDIO HARD編 集英社 各571

6
バイオハザード３　ラストエスケープ
公式ガイドブック　脱出遂行編

スタジオベントスタッフ
編

カプコン発行
アスペクト発売

1,100

7
バイオハザード３　ラストエスケープ
公式ガイドブック　完全征服編

スタジオベントスタッフ
編

カプコン発行
アスペクト発売

1,300

8
モンスターファーム２　ＩＭａ公式
ブリーディングガイド　テクモ公式攻略本

キャラメル・ママ編 集英社 1,048

9
テイルズ　オブ　ファンタジア
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

10 ダービースタリオン99全書
成沢大輔
ＣＢ７’s　Project編著

アスキー発行
アスペクト発売

1,500

■ トーハン調べ　１９９９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 百鬼夜行―陰― 京極夏彦 講談社 980

2 蒲生邸事件 宮部みゆき 光文社 952

3 知多半島殺人事件 西村京太郎 実業之日本社 781

4 桜の下殺人事件 西村京太郎 双葉社 781

5 クロスファイア（上・下） 宮部みゆき 光文社 各819

6 新書判　陰謀の日（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行訳

アカデミー出版
（上）619
（下）714

7 十津川警部　赤と青の幻想 西村京太郎 文藝春秋 762

8 夜 行 列 車
サンライズエクスプレス

の 女 ------------------------------- 西村京太郎 徳間書店 800

9 十津川警部　十年目の真実 西村京太郎 祥伝社 800

10 西伊豆　美しき殺意 西村京太郎 読売新聞社 800

【新書・ノンフィクション】

1 日本語練習帳 大野　晋 岩波書店 660

2 子どもにウケる科学手品77 後藤道夫 講談社 820

3 「超」整理法３ 野口悠紀雄 中央公論新社 660

4 ことばの道草 岩波書店辞典編集部編 岩波書店 560

5 コンクリートが危ない 小林一輔 岩波書店 700

6 ヘッジファンド 浜田和幸 文藝春秋 680

7 心にとどく英語 マーク・ピーターセン 岩波書店 660

8 もてない男 小谷野　敦 筑摩書房 660

9 ヒレハレ草 爆笑問題 二見書房 1,000

10 マネー敗戦 吉川元忠 文藝春秋 660

【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　　　56／105 聖教新聞社 2,857

2 カラー版　新日本大歳時記 全5巻　　　　１／秋 講談社 7,600

3 日本の近代 全16巻　　　 10／14 中央公論新社 2,400

4 世界の歴史 全30巻　　　 30／30 中央公論新社 2,524

5 世界の名作 全18巻　　　 18／18 小学館 1,600

6 えほん世界のおはなし 全18巻　　　　9／12 講談社 1,200

7 驚異の小宇宙・人体Ⅲ　遺伝子・ＤＮＡ 全6巻　　　　 6／6 ＮＨＫ出版 3,200

8 双調平家物語 全12巻　　　　5／5 中央公論新社 1,700

9 痛快世界の冒険文学 全24巻　　　 24／24 講談社 1,500

10 新日本古典文学大系
全100巻
別巻2　　　　94／33

岩波書店 4,600

■ トーハン調べ　１９９９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「葉っぱのフレディ」（レオ･バスカーリア作、みらいなな訳、島
田光雄画、童話屋刊、本体1,500円）を特別に付記いたします。


