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株式会社レーベルゲートは、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～」で、2014 年 12 月 8 日（月）に発表した「mora 2014 年 年間ダウンロードランキング TOP100」

の集計の中から特に人気のあるジャンルとしてアニソン（アニメソング/声優/ボカロ/ゲームテーマ曲を

含む）ランキングを本日公開しました。このランキングは、2013 年 12 月 1 日から 2014 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】部門では、ディズニー映画『アナと雪の女王』の関連曲が TOP10 内に 5 曲ランク 

インし、その中でも見事 1 位を獲得したのは、日本版劇中歌となっているエルサ役の“松たか子”が歌う

「レット・イット・ゴー～ありのままで～(日本語歌)」。アナ雪は音楽シーンにおいても、子供から大人ま 

でをも惹きつける人気ぶりで、2014 年でもっとも注目を浴び支持された作品となりました。また、3 位に

は、『映画クレヨンしんちゃん バカうまっ！Ｂ級グルメサバイバル！！』の主題歌となっている SEKAI 

NO OWARI の「RPG」がランクイン。『2013 年 年間アニソン シングルランキング』では 1 位だった同タイ

トルは、昨年の 5 月に配信となり現在に至るまで 19 ヶ月間連続で TOP70 にチャートインし続けるなど、

モンスター級のロングセラーとなりました。 

 

【アニソン アルバム】部門で、見事 1 位に輝いたのも上半期に続きディズニー映画『アナと雪の女王』よ

り『アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック 【日本版】』。そして、2 位と 3 位には“Kalafina”が 7 月

に 2 枚同時リリースしたベストアルバム『THE BEST “Blue”』『THE BEST “Red”』のハイレゾ音源が 

ランクイン！ 『魔法少女まどか☆マギカ』や『Fate/Zero』など、人気アニメのタイアップソングが多数収

録されています。ハイレゾ音源は他にも TOP10 内に、“ClariS”(4 位)、“SQUARE ENIX”(8 位)、“藍井エ

イル”(9 位)と、それぞれランクインし、アニソン界でもハイレゾ音源の需要に高まりを感じる結果となりま

した。 

 

 なお、上記の他にも既に発表済みの「総合」「ハイレゾ」「ビデオ」など各種ランキングを「mora」サイト上

で掲載しております。 

 

 

 

 

 

「mora ～WALKMAN®公式ミュージックストア～」 

2014 年  

年間アニソン・ランキング発表！ 



記 
 
＜アニソン シングル・TOP10＞ 

順位 アーティスト名 楽曲タイトル 備考 

1 松たか子 
レット・イット・ゴー～ありのままで

～(日本語歌) 
ディズニー映画『アナと雪の女王』日本版劇中歌 

2 イディナ・メンゼル レット・イット・ゴー ディズニー映画『アナと雪の女王』字幕版劇中歌 

3 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

サバイバル！！』主題歌 

4 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 

5 May J. 
レット・イット・ゴー～ありのままで

～(日本語歌) 

ディズニー映画『アナと雪の女王』の日本版エンド

ソングを歌う May J.が、映画のキャンペーンを通

じて歌ってきたもう一つの劇中歌（カヴァーVer.）。

6 神田沙也加, 松たか子 生まれてはじめて(日本語歌) ディズニー映画『アナと雪の女王』日本版劇中歌 

7 LiSA Rising Hope 
TV アニメ『魔法科高校の劣等生』 

オープニングテーマ 

8 いきものがかり 熱情のスペクトラム TV アニメ『七つの大罪』オープニングテーマ 

9 藍井エイル IGNITE 
TV アニメ『ソードアート・オンライン II』 

オープニングテーマ 

10 
神田沙也加, 稲葉菜月,  

諸星すみれ 
雪だるまつくろう(日本語歌) ディズニー映画『アナと雪の女王』日本版劇中歌 

 

＜アニソン アルバム・TOP10＞※ 

順位 アーティスト名 アルバムタイトル 備考 

1 V.A. 
アナと雪の女王 オリジナル・サウ

ンドトラック 【日本版】 

ディズニー映画『アナと雪の女王』より、 

日本語歌を収録したオリジナル・サウンドトラッ

ク。 

2 Kalafina ◎THE BEST “Blue” 

初ベスト盤、2 タイトル同時配信。Blue 盤には、 

TV アニメ『アルドノア・ゼロ』オープニングテーマ

「heavenly blue」など収録。 

3 Kalafina ◎THE BEST “Red” 

初ベスト盤、2 タイトル同時配信。Red 盤には 

TV アニメ『空の境界 第一章 俯瞰風景』主題歌

「oblivious」など収録。 

4 ClariS ◎PARTY TIME 

3 作目となるフルアルバム。『劇場版 魔法少女

まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語』主題歌「カラ

フル」など収録。 

5 V.A. 
アナと雪の女王 オリジナル・サウ

ンドトラック 

ディズニー映画『アナと雪の女王』より、 

オリジナル英語歌を収録したオリジナル・サウンド

トラック。 

6 

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)、

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)、 

μ's 

Love wing bell/ 

Dancing stars on me！ 

新世代アイドルプロジェクト「ラブライブ！」から 

誕生したスクールアイドル”μ's” TV アニメ『ラブ

ライブ!』2 期 第 5 話＆6 話挿入歌を収録。 

7 μ's 
KiRa-KiRa Sensation！/ 

Happy maker！ 

TV アニメ『ラブライブ!』 

2 期 第 12 話＆13 話挿入歌を収録。 

8 SQUARE ENIX 
◎FINAL FANTASY ORCHESTRAL 

ALBUM 

FINAL FANTASY 25 周年を飾るにふさわしい、 

フルオーケストラアルバム。 

9 藍井エイル ◎AUBE 
2nd アルバム。TV アニメ『キルラキル』 

オープニングテーマ「シリウス」など収録。 

10 キング・クリームソーダ 
祭り囃子でゲラゲラポー/ 

初恋峠でゲラゲラポー 

大人気『妖怪ウォッチ』の最新ゲーム『妖怪ウォッ

チ 2 元祖・本家』テーマソングを収録。 

 



※＜アニソン アルバム TOP10＞は、シングルパッケージ作品を含め、アニメタイアップがついた楽曲含む複数曲が収録さ

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。 

 

●2014 年 年間アニソンランキング TOP100 は以下でご覧いただけます。 

  http://mora.jp/special/animesong_ranking2014 

 

●「mora」アニメページ 

最新のアニメ主題歌、ロングヒット、キャラクターソング、サウンドトラック、ゲームミュージック、ボーカ

ロイドなど、幅広く人気コンテンツをご紹介しております。さらに、「2014 年 アニメ主題歌特集」、「アニ

ソンヒストリー特集」などのアニメ関連の特集ページも豊富に展開しております。 

http://mora.jp/index_anime 

 

レーベルゲートは、PC・スマホ（Android/iPhone）、タブレット等に同一サービスとして「mora」

(http://mora.jp/)を提供。2013 年 10 月からはハイレゾ音源の音楽ダウンロードサービスをスタート。 

現時点でアルバム約 4,800 タイトル（約 58,000 曲）のハイレゾ音源をラインナップしております。 

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。 

 

以上 

 

【お問い合わせ先】  

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 広報チーム メールアドレス press@sonymusic.co.jp

ホームページ http://www.sme.co.jp/


