
【総合】全集は含まず

書　名 著　者 出版社 定価(円)

1 磯野家の謎（正・続） 東京サザエさん学会編 飛鳥新社
（正）1,000
（続）　900

2 マディソン郡の橋
ロバート・Ｊ・ウォラー
村松　潔　訳

文藝春秋 1,400

3 たいのおかしら さくらももこ 集英社 950

4 私は別人（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行 他訳

アカデミー出版
（上）　950
（下）1,100

5 ドラゴンクエストⅤ　公式ガイドブック（上・下） エニックス　編 エニックス
（上）760
（下）960

6 ファイナルファンタジーⅤ（４点）　※ スクウェア　監修 ＮＴＴ出版
(基)550(戦)700
(冒)800(完)900

7 清貧の思想 中野孝次 草思社 1,500

8 日本改造計画 小沢一郎 講談社 1,500

9 生きるヒント 五木寛之 文化出版局 1,000

10 ワイルド・スワン（上・下）
ユン・チアン
土屋京子　訳

講談社 各1,800

11 サザエさんの秘密 世田谷サザエさん研究会 データハウス 1,000

12 ドラえもんの秘密 世田谷ドラえもん研究会 データハウス 1,000

13 マーフィーの法則
アーサー・ブロック
倉骨　彰　訳

アスキー 1,600

14 フランクリー・スピーキング 大川隆法 幸福の科学出版 1,500

15 とかげ 吉本ばなな 新潮社 1,100

16 ＳＥＸ ｂｙ ＭＡＤＯＮＮＡ
マドンナ
スティーブン・マイゼル
撮影

同朋舎出版 6,000

17 血族（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行 他訳

アカデミー出版
(上) 650
(下) 750

18 南仏プロヴァンスの12か月
ピーター・メイル
池 央耿  訳

河出書房新社 1,600

19 女ざかり 丸谷才一 文藝春秋 1,700

20 死ぬまでになすべきこと 式田和子 主婦の友社 1,300

＊定価はすべて税込み価格です。

＊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。

※　基礎知識編・戦闘解析編・冒険ガイドブック・完全攻略編

トーハン調べ   １９９３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 定価(円)

1 マディソン郡の橋
ロバート・Ｊ・ウォラー
村松　潔　訳

文藝春秋 1,400

2 私は別人（上・下）
シドニィ・シェルダン
天馬龍行 他訳

アカデミー出版
（上）　950
（下）1,100

3 ワイルド・スワン（上・下）
ユン・チアン
土屋京子　訳

講談社 各1,800

4 とかげ 吉本ばなな 新潮社 1,100

5 南仏プロヴァンスの12か月
ピーター・メイル
池 央耿　訳

河出書房新社 1,600

6 女ざかり 丸谷才一 文藝春秋 1,700

7 藏（上・下） 宮尾登美子 毎日新聞社 各1,300

8 マークスの山 高村薫 早川書房 1,800

9 深い河 遠藤周作 講談社 1,800

10 否認 堀田 力 読売新聞社 1,500

【単行本・ノンフィクション他】

1 磯野家の謎（正・続） 東京サザエさん学会編 飛鳥新社
（正）1,000
（続）　900

2 たいのおかしら さくらももこ 集英社 950

3 ドラゴンクエストⅤ　公式ガイドブック（上・下） エニックス　編 エニックス
（上）760
（下）960

4 ファイナルファンタジーⅤ（４点）　　　※ スクウェア　監修 ＮＴＴ出版
(基)550(戦)700
(冒)800(完)900

5 清貧の思想 中野孝次 草思社 1,500

6 生きるヒント 五木寛之 文化出版局 1,000

7 サザエさんの秘密 世田谷サザエさん研究会 データハウス 1,000

8 ドラえもんの秘密 世田谷ドラえもん研究会 データハウス 1,000

9 フランクリー・スピーキング 大川隆法 幸福の科学出版 1,500

10 ＳＥＸ ｂｙ ＭＡＤＯＮＮＡ
マドンナ
スティーブン・マイゼル撮影

同朋舎出版 6,000

【単行本・ビジネス】

1 日本改造計画 小沢一郎 講談社 1,500

2 マーフィーの法則
アーサー・ブロック
倉骨 彰 訳

アスキー 1,600

3 組織の盛衰 堺屋太一 ＰＨＰ研究所 1,500

4 お役所の掟 宮本政於 講談社 1,500

5 ポスト資本主義社会
Ｐ・Ｆ・ドラッカー
上田惇生 他訳

ダイヤモンド社 2,400

6 これが世界だ 国際情報ファイル 落合信彦 小学館 1,500

7 かくて歴史は始まる 渡部昇一 クレスト社 1,800

8 「課長島耕作」の成功方程式（1・2） 弘兼憲史 監修 講談社 各1,200

9 日本大改造案
大前研一
田原総一郎

徳間書店 1,000

10 危機を活かす 堺屋太一 講談社 1,700

※　基礎知識編・戦闘解析編・冒険ガイドブック・完全攻略編

■ トーハン調べ　１９９３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 定価(円)

1 血族(上・下)
シドニィ・シェルダン
天馬龍行 他訳

アカデミー出版
(上)650
(下)750

2 鬼首殺人事件 内田康夫 光文社 760

3 山形新幹線｢つばさ｣殺人事件 西村京太郎 光文社 740

4 九州新特急「つばめ」殺人事件 西村京太郎 光文社 740

5 三毛猫ホームズの心中海岸 赤川次郎 光文社 740

6 屍蘭 新宿鮫Ⅲ 大沢在昌 光文社 790

7 三毛猫ホームズの家出 赤川次郎 光文社 740

8 怒りの北陸本線 西村京太郎 実業之日本社 760

9 鳥取・出雲殺人ルート 西村京太郎 講談社 740

10 越後湯沢殺人事件 西村京太郎 中央公論社 750

【新書・ノンフィクション】

1 ゾウの時間ネズミの時間 本川達雄 中央公論社 660

2 醜い韓国人 朴泰赫 光文社 770

3 続 アメリカインディアンの教え 加藤諦三
発行 ニッポン放送出版
発売 扶桑社

980

4 驚異の杜仲茶健康法 高橋周七 廣済堂出版 780

5 農薬・添加物はわが家で落とせた 増尾 清 青春出版社 780

6 断筆宣言への軌跡 筒井康隆 光文社 930

7
エドガー・ケーシーの最終予告
1998年裁きの救世主

五島 勉 青春出版社 790

8 複合不況 宮崎義一 中央公論社 820

9 英語の感覚(上・下） 大津栄一郎 岩波書店 各580

10 ハプスブルク家の女たち 江村 洋 講談社 600

【全集】
　 書　名  全巻     最新回数/巻数 出版社 定価(円)

1 人間革命 全12巻 　　　12／12 聖教新聞社 1,400

2 池田大作全集 全75巻　　　 20／11 聖教新聞社 2,600

3 マンガ　日本の歴史 全48巻　　　 48／48 中央公論社 1,000

4 少年少女古典文学館 全26巻　　　 21／22 講談社 1,700

5 ＫＩＮＴＡＲＯ 全24巻 　　　11／24 講談社 980

6 集英社版 日本の歴史 全21巻別巻1  22／別1 集英社 2,400

7 大自然のふしぎ 全5巻 　　　　5／2 学習研究社 2,800

8 ちくま日本文学全集 全60巻 　　　30／59,60 筑摩書房 各1,000

9 講座　日本通史 全21巻別巻4　 3／3 岩波書店 2,800

10 世界美術大全集 全28巻　　　　6／21 小学館 20,000

■ トーハン調べ　１９９３年 年間ベストセラー 

株式会社トーハン


