PRESS RELEASE
株式会社ドワンゴモバイル
2012 年 11 月 30 日

人気アニメソングが勢ぞろい！

アニメロ 2012 年間ランキング発表
株式会社ドワンゴモバイル(本社：東京都港区
港区、代表取締役社⻑：⼩林宏)が運営する、Android™OS
Android™OS を搭載したスマートフォン端末
向けアニメ総合サービス『アニメロミックス』、アニメ専門
アニメ総合サービス『アニメロミックス』、アニメ専門着うたフル®サイト『超！アニメロ』などのアニメロ各サービスの
各サービスの 2012 年間ランキングを 11 月
30 日に発表しました。人気声優が上位を独占したボイスランキングもあわせて発表しています。
人気声優が上位を独占したボイスランキングもあわせて発表しています。
アニメロ 2012 年間ランキング
着うたフル®ランキング（携帯電話＆Android
Android スマートフォン）
順位

曲名

アーティスト名

タイアップ名

1位

crossing field

LiSA

ソードアート・オンライン OP

2位

Synchrogazer

⽔樹奈々

戦姫絶唱シンフォギア OP

3位

Chase the world

May'n

アクセル・ワールド OP

4位

太陽曰く燃えよカオス

後ろから這いより隊 G

這いよれ ニャル⼦さん OP
這いよれ!

5位

Can Do

GRANRODEO

⿊⼦のバスケ OP

6位

BRIGHT STREAM

⽔樹奈々

7位

君の神話〜アクエリオン第二章

AKINO with bless4

アクエリオン EVOL OP

8位

The Everlasting Guilty Crown

EGOIST produced by ryo(supercell)

ギルティクラウン OP

9位

to the beginning

Kalafina

Fate/Zero OP

10 位

Bad Apple!!

Alstroemeria Records

-

11 位

ナイショの話

ClariS

傷物語 ED

12 位

METRO BAROQUE

⽔樹奈々

劇場版 BLOOD-C 主題歌

13 位

ZONE//ALONE

茅原実⾥

境界線上のホライゾンⅡ OP

14 位

ルミナス

ClariS

15 位

Happy Girl

喜多村英梨

16 位

Burst The Gravity

ALTIMA

アクセル・ワールド OP

17 位

oath sign

LiSA

Fate/Zero OP

18 位

→unfinished→

KOTOKO

アクセル・ワールド ED

19 位

コネクト

ClariS

もやしもん OP

20 位

INNOCENCE

藍井エイル

ソードアート・オンライン ED

▲1 位 LiSA

▲2 位⽔樹奈々
⽔樹奈々

「crossing field」

「Synchrogazer」

魔法少⼥リリカルなのは
The MOVIE 2nd A's 主題歌

劇場版 魔法少⼥まどか☆マギ
カ[前編]始まりの物語 主題歌
パパのいうことを聞きなさい！
OP

▲3 位 May'n
「Chase the world」
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▲2012 年年間ランキング

特設ページへアクセス！

ボイスランキング（携帯電話＆Android スマートフォン）
順位

タイトル

アーティスト

1位

イーッ！イーッ！メールが来たけど開かな
が来たけど開かなイーッ！ 捨てとくね

神谷浩史

2位

にょろ〜朝だにょろ〜早く起きるにょろ〜 そうしないと、僕がにょろにょろする
にょろ〜

神谷浩史

3位

ねえねえ、罵ってあげようか？

神谷浩史

4位

また、太りたいんですか？

神谷浩史

5位

寂しい思いなんてさせない 僕がずっと、そばにいるから

神谷浩史

6位

ヒロシーサーの鳴き声

神谷浩史

7位
8位
9位
10 位

オノ D!＼ワッショイ！/オノ D!＼ワッショイ！
ワッショイ！/抱いて!＼ワッショイ！/オノ D!
＼ワッショイ！/･･･ハッ！夢か･･･
きみのこと大好きだよ ねぇ、お⾦ちょうだい

⼩野大輔
神谷浩史

｢DIABOLIK LOVERS –ディアボリックラヴァーズ
ディアボリックラヴァーズ-｣アヤト＆スバル
取り合い吸血ボイス
ぬるぬるにしてやるよ、俺が

逆巻アヤト(cv.緑川光
緑川光)＆逆巻スバル(cv.近藤隆)

神谷浩史

※各ランキング集計期間：2012 年 1 月 1 日〜2012
日〜
年 11 月 15 日
※詳しいランキング結果は 2012 年年間ランキング特設ページ上で発表しています。
ランキング特設ページ上で発表しています。

【アニメロミックス】アニメ・ゲーム専門着うたフルサイト
月額 315 円(税込)／月間 315 ポイント 月額 525 円(税込)／月間 525 ポイント
●i-mode

®

［iMenu］⇒［メニューリスト］⇒ ［着うたフル］ ⇒［ キャラクター/アニメ/ゲーム］
キャラクター
⇒［超！アニメロ］

●EZweb

［au ポータル］⇒［カテゴリ（メニューリスト）］⇒［着うたフル・ビデオクリップ］
［着うたフル・ビデオクリップ］⇒［アニメ・ゲーム］

●Yahoo!ケータイ

［メニューリスト］⇒ ［着うたフル］ ⇒［映画・CM・アニメ］ ⇒［超！アニメロ］

⇒［超！アニメロ］

【アニメロミックス】Android™OS 搭載スマートフォン端末
スマートフォン端末向けアニメ総合サービス
月額料⾦ 315 円（税込）〜
URL: http://music.animelo.jp/

Android のブラウザで

「アニメロミックス
アニメロミックス」と検索！
【dwango.jp】Android™OS 搭載スマートフォン端末
スマートフォン端末向け楽曲配信サービス

利⽤料⾦：アプリダウンロード無料、月額料⾦ 315 円（税込）〜
URL: http://music.dwango.jp/
［ メニュー］⇒［メニューリスト］⇒［⾳楽/動画/芸能］⇒［⾳楽/メロディコール
メロディコール/ボイス］⇒［⾳楽］⇒［dwango.jp］
●docomo ［d
●au
［
［au
ポータル］⇒［メニューリスト］⇒［⾳楽/映像］⇒［dwango.jp
dwango.jp］
●Softbank ブラウザで「ドワンゴ」と検索
株式会社ドワンゴモバイルについて
株式会社ドワンゴモバイル（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：⼩林宏）は、ゲームや⾳楽をはじめとするエンタテインメント分野において、次世代
ネットワークコミュニケーションの創出を目指す、ネットワーク・エンタテインメント・カンパニーです。ゲームシステムの開発、運⽤を通じて培った⾼度なネットワーク技
術と、エンタテインメント性を融合させた、良質なコンテンツを様々なプラットフォーム向けに提供しています。 http://dwangomobile.co.jp

本件に関する報道関係のお問合せ先
株式会社ドワンゴモバイル ：秋⽥、林 TEL：03-6744-2857 E-mail：dwango-pr@dwango.co.jp
pr@dwango.co.jp
ドワンゴモバイル PR 事務局 : 野元、辻村、中川原 TEL：03-5775-9681 E-mail：dwangomob
mobile-pr@wgpr.co.jp
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