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国内初！デジタル音楽配信専門のアワード 

「DIGITAL MUSIC AWARDS 2013 powered by レコチョク」開催！ 

授賞式には 2013 年を象徴するアーティストが続々登壇！ 

～『レコチョク年間ランキング 2013』発表～ 
 
株式会社レコチョク（本社：東京都渋谷区渋谷、代表執行役社長：加藤裕一）は、当社が運営しております
iPhone/Android™などスマートフォン向け音楽ダウンロードストア「レコチョク」や、従来型携帯サイトに
おいて、毎年恒例の『レコチョク年間ランキング 2013』（集計期間：2012 年 12 月 1 日～2013 年 11 月
30 日）を発表すると共に、今年初めて「DIGITAL MUSIC AWARDS 2013 powered by レコチョク」と称
し、授賞式を 2013 年 12 月 11 日（水）に開催いたしました。 
 
「着うた®」誕生から 11 年が経ち、本年は国内においてストリーミングサービスも本格稼働し、改めてデジ
タル音楽配信に注目が集まった年と言えます。そこで、その分野において活躍されたアーティストを表彰す
る場として、国内初（※1）のデジタル音楽配信専門のアワード「DIGITAL MUSIC AWARDS 2013 powered 
by レコチョク」を開催する運びとなりました。 
 
【レコチョクランキング(※2)】１位を獲得した楽曲はゴールデンボンバーの「女々しくて」。 

2011 年より配信を開始した同楽曲は、2012 年大晦日に放送された第 63 回 NHK 紅白歌合戦出演後、2013
年 1 月９日発表のレコチョク週間ランキングにて初の１位を獲得。その後、上位ランクインを継続。また、
CM 出演や TV 番組出演により本人露出が増加、アーティスト認知度も上昇し、カラオケランキングでも同楽
曲が常に上位にランクインされるなど確固たる人気を不動のものとしました。同ランキングでは、ブレイク
のきっかけとなった「女々しくて」がゴールデンボンバー露出の度に上位へ浮上。これは、気になった時、
すぐに手元でダウンロードできる音楽配信ならではの即時性が反映したものと推測されます。年間を通しデ
イリーランキング上位をキープし続けロングセラーとなり『レコチョク年間ランキング 2013』において見事
1 位を獲得いたしました。 
 
【「着うた®」ランキング】１位は、きゃりーぱみゅぱみゅ「にんじゃりばんばん」。2 月 19 日の配信開始

より「着うた®」週間ランキング初登場 1 位を獲得。アルバム『なんだこれくしょん』（6 月 26 日発売）リ
リースに際し TV 露出が増え、同ランキングにて 5 位圏内へ再度ランクイン、その後も TV 歌唱の都度ランキ
ング上位へ食い込むなどこの楽曲の継続的な人気により年間ランキング 1 位を獲得いたしました。2 位には
フジテレビ系「テラスハウス」オープニングテーマとして使用されているテイラー・スウィフト「私たちは
絶対に絶対にヨリを戻したりしない～We Are Never Ever Getting Back Together」が獲得。3 位には連
続テレビ小説「あまちゃん」オープニングテーマの大友 良英「あまちゃん オープニングテーマ/ロングバー
ジョン」がランクイン。サビやイントロなど特徴的な部分を切り出し配信している「着うた®」らしく、世の
中の関心が大きく反映されたランキングとなりました。 

 
また注目すべき点として【ニンテンドー３DSTM「レコチョク」ランキング】ではアニメ映画『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!!』主題歌である SEKAI NO OWARI「RPG」が 1 位とな
り、ゲームとアニメの親和性の高さが反映された結果となりました。 

 
 なお、レコチョクサイトでは上記ランキング以外に洋楽、アニメ、演歌・歌謡曲等多種多様なランキング
が展開されております。（http://recochoku.com/pr/rank_all2013/） 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 11 日に開催された各部門の 1位に輝いたアーティストを表彰する「DIGITAL MUSIC AWARDS 
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2013 powered by レコチョク」では、レコチョクランキングで 1 位を獲得したゴールデンボンバー、

着信ボイスランキングにて 1 位を獲得したふなっしーのほか、アルバム部門 1 位を獲得した EXILE を

代表して MAKIDAI、新人アーティストランキング「ダウンロード（シングル）」、「着うた®」両部門 1

位を獲得したケラケラが登壇いたしました。 

 

また、当日出席できなかった AKB48、きゃりーぱみゅぱみゅ、西野カナら各アーティストもビデオ

コメントにて受賞の喜びが寄せられました。 

 

 

 [集計期間] 2012 年 12 月 1 日～2013 年 11 月 30 日 

 

レコチョクランキング※2              

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

順位 楽曲名 アーティスト名 

1 位 女々しくて ゴールデンボンバー 

2 位 恋するフォーチュンクッキー AKB48 

3 位 にんじゃりばんばん きゃりーぱみゅぱみゅ 

 

「着うた®」ランキング             

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 楽曲名 アーティスト名 

1 位 にんじゃりばんばん きゃりーぱみゅぱみゅ 

2 位 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない～We Are Never 

Ever Getting Back Together 

テイラー・スウィフト 

3 位 あまちゃん オープニングテーマ/ロングバージョン 大友 良英 

 

アーティストランキング ダウンロード（シングル）部門  

 

 

 

 

 

 

 

 

レコチョク年間ランキング２０１３ 

ゴールデンボンバー 「女々しくて」 

 

きゃりーぱみゅぱみゅ「にんじゃりばんばん」 

▼受賞コメント 

 

2013年は 2012年を上回る素敵な年でした。 

七色に輝いているトロフィーを手にすると重みもあり実感が沸きます。 

みなさんありがとうございました！！！！ 

▼受賞コメント 

こんなにもたくさんの方に聴いて頂けるなんて本当に嬉しいで

す！「にんじゃりばんばん」は、私も大好きな曲なので１位にな

れて感動です！来年もたくさん曲を聴いてもらって１位を取れる

ようにがんばります！ 

▼受賞コメント 

この度、レコチョク年間ランキング 2013 にて、アーティストランキング【ダ

ウンロード（シングル）部門】で 1位をいただき、ありがとうございます。 

渡辺麻友：私がセンターを務めさせていただきました「So long！」は、春

の卒業ソングということでしっとりバラードでしたね！ 

指原莉乃：私がセンターを務めさせていただいた「恋するフォーチュンクッ

キー」もみんながダンスしてくれることで広まって、すごく感動し、感謝して

います！ 

これからも皆様に応援していただけるよう頑張りますので、どうぞ宜しくお

願い致します。以上、AKB48でした！ 
AKB48 
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アーティストランキング 「着うた®」部門  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アルバムランキング(※4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新人アーティストランキング(※3)  ダウンロード（シングル）部門/「着うた®」部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

着信ボイスランキング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ そのほか配信各種別ランキング１位 

部門名 楽曲名 アーティスト名 

ビデオクリップランキング 恋するフォーチュンクッキー AKB48 

着信ムービーランキング 女々しくて ゴールデンボンバー 

呼び出し音ランキング 

（メロディコール・待ちうた） 

私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない～We Are Never 

Ever Getting Back Together 

テイラー・スウィフト 

ケラケラ      

 

▼受賞コメント 

去年に続き受賞させていただき、本当に嬉しく思っています。 

2013 年リリースしましたシングル３曲は全て失恋ソングだったのですが、 

それぞれいろいろな角度から描いた失恋ソングだったので皆さんにどの

曲も愛してもらえてすごく嬉しいです！ 

 

来年は失恋ソング以外にもまたチャレンジしていこうと思っています。 

聞いていただける皆さんに笑顔や元気が届けられるよう頑張りますので

ぜひ 2014 年もよろしくお願いします♪ 
西野 カナ 

▼受賞コメント 

上半期 1 位に続き年間 1 位もいただく事が出来、非常に光栄です。 

また、私たちの楽曲をダウンロードして頂いた皆さん本当にありがとうご

ざいます。 

▼受賞コメント 

うれしいなっしー！ 

みなさんのおかげなっしー！ 

1 年間お世話になりました。 

感謝を込め、梨汁ブッシャーーーー！！ 

ふなっしー「ふなっしー メール編 ●メールだなっしー..●お知らせするなっしー!..」 

▼受賞コメント 

 

デビューからの集大成となる作品が受賞し、本当にうれしいです。2014

年さらに輝きを放っていけるよう、これからも精進していきます。 

本当にありがとうございました！          （EXILE MAKIDAI） 

EXILE『EXILE BEST HITS -LOVE SIDE / SOUL SIDE-』 
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■ 再生回数ランキング（※5) 

順位 楽曲名 アーティスト名 

1 位 コール・ミー・メイビー カーリー・レイ・ジェプセン 

2 位 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない～We Are Never 

Ever Getting Back Together 

テイラー・スウィフト 

3 位 ビリーヴ シェネル 

■ レコチョク ニンテンドー3DSTM ランキング（※6) 

順位 楽曲名 アーティスト名 

1 位 RPG SEKAI NO OWARI 

2 位 女々しくて ゴールデンボンバー 

3 位 千本桜 feat.初音ミク 黒うさ P 

■ EC 各部門１位 

部門名 楽曲名 アーティスト名 

CD/DVD 通販 ランキング[CD シングル部門] さよならクロール AKB48 

CD/DVD 通販 ランキング[CD アルバム部門] ファンキーモンキーベイビーズ LAST BEST FUNKY MONKEY BABYS 

CD/DVD 通販 ランキング[音楽 DVD 部門] ARASHI アラフェス NATIONAL STADIUM 2012 嵐 

CD/DVD 通販 ランキング[映像 DVD 部門] エイトレンジャー 横山裕 

CD/DVD 通販 ランキング[書籍部門] フリースタイル 大野智作品集 大野智 
 

（順不同） 

 

詳細 URL：http://recochoku.com/pr/rank_all2013/ 
 

※集計対象…レコチョクの携帯サイト、PC・スマートフォン向け音楽ダウンロードストア「レコチョク」、ニンテンドー３DSTMソフト「レコチョク」「d ミュージック powered by 

レコチョク」「LISMO Store powered by レコチョク」にて配信している各該当種別を集計いたしました。 

※1)デジタル音楽配信単体での授賞式としては国内初。 

※2)レコチョクランキングとは「着うたフル®」「着うたフルプラス®」「ダウンロード(シングル)」の総合ランキングです。 

※3）新人アーティストとは 2012/1０/1～2013/11/30 の間に“レコチョクサイト配信デビュー”もしくは“CD デビュー”したアーティストを新人と定義いたします。ソロデビュー

や改名は含まれません。 

※4)アルバムランキングとは複数のダウンロード(シングル)をまとめて購入することができる商品「ダウンロード（アルバム）」の総合ランキングです。 

※5)定額制聴き放題サービス「レコチョク Best」「d ミュージック 月額コース」「ひかり TV ミュージック」にて再生された回数に応じたランキングです。（集計期間：2013 年 3

月 1 日～2013 年 11 月 30 日） 

※6)レコチョク ニンテンドー3DSTM ランキングの集計期間は 2012 年 12 月 3 日～2013 年 11 月 30 日となります。 

 

※本リリースに記載している会社名、製品名は、各社および各団体の商標または登録商標です。 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 株式会社レコチョク 広報担当・入澤 

TEL:03-6418-7595  FAX：03-6418-7159  E-mail: pub@recochoku.co.jp 

http://recochoku.com/pr/rank_all2013/

