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2020年12月4日 
報道関係各位 

株式会社 USEN 

『2020 年間 USEN HIT ランキング』発表 
総合ランキング グランプリのあいみょん、演歌/歌謡曲ランキング1位の真田ナオキ登壇︕ 

 
USEN-NEXT GROUP の株式会社 USEN（本社︓東京都品川区、代表取締役社長︓田村公正）は、 『2020 年間 USEN 
HIT ランキング』の発表にともない、2020年12月4日（金）『2020年間 USEN HIT ランキング』 総合ランキングおよび洋楽ラ
ンキング、演歌/歌謡曲ランキング表彰式を行いました。 
 
表彰式には、総合ランキング グランプリのあいみょん、部門別では演歌/歌謡曲ランキング 1位の真田ナオキも登壇し、USENを傘下に
もつ株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS 代表取締役社長CEO 宇野 康秀より記念の盾の授与が行われました。 
※洋楽ランキングは代理授賞 
 
総合ランキング グランプリに輝いたあいみょん「裸の心」は、週間ランキングでは 1 位総獲得週数 20週、さらに連続 18 週 1 位獲得
という史上初の快挙を成し遂げました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(写真左) 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS 代表取締役社長CEO 宇野 康秀 (写真右）『2020 年間 USEN HIT ランキング』総合ランキング グランプリ あいみょん                  

 
総合ランキング グランプリのあいみょんは、受賞にあたり、「この曲は 2017年の 22歳の時に作詞したもので、当時の気持ちはあまり覚
えていないが、2020 年の今の自分の心にとても刺さった詩です。曲を作る時は誰かのために背中を押したいというような願いは込めてい
ません。聴く人がその時々の聞いたシーン、場面によってそれぞれいろんな気持ちを感じてくれていたら嬉しいです。世の中に残り続ける音
楽を作り続ける、歌い続けるのが私の夢なので、今回このような賞をいただけてとても嬉しいです。これからも残り続ける音楽を作っていけ
るように頑張っていきたいです。」と笑顔で語りました。 
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そして、演歌/歌謡曲ランキング 1位は、真田ナオキ「恵比寿」。爽やかなルックスに反した独自のハスキーヴォイスで徐々にファンを獲得。
満を持して今年 1 月にメジャーデビューシングル「恵比寿」が見事 1位に︕デビューイヤーでの受賞に、真田ナオキは「演歌歌謡部門第
一位受賞出来て、嬉しく思います。宇野社長はじめ、USEN の皆様、USEN を通じて楽曲をリクエストしてくださった、聴いていただいた
皆様に感謝します。」と喜びをコメント。「2020 年世界的に大変な中、なんとかエンタメで力になれたらなと思う日々でした。そんな中受
賞出来て、少しでも皆様に元気を伝えられたかなと思います。まだまだ大変な日々が続きますが、USEN さんでレギュラーの番組を持た
せていただき、笑いをそして笑顔を伝えられたらと日頃努力しています。2021 年は、皆様と一緒に少しでも明るい未来を、またこうしてこ
の場にたてるように頑張りたいと思います。」と今後の抱負を語りました。 
 
また、洋楽ランキング1位はカナダ出身のR&B シンガー、ザ・ウィークエンド「ブラインディング・ライツ」。今年3 月に4 年振りにリリースさ
れたアルバムからの先行シングルで、週間ランキングへの初登場は昨年末。そこから今年末までほぼ毎週 20 位以内にランクインし続け
た大ヒット曲となりました。 

 
 
演歌/歌謡曲ランキング 1 位                                   洋楽ランキング1位 

              真田ナオキ                                         ザ・ウィークエンド代理  
 
 
総合ランキング グランプリに輝いたあいみょん「裸の心」が 

18 週連続 1 位を獲得︕ 
新記録更新を記念し「あいみょんライブラリー」を 

USEN-NEXT GROUP エントランスに OPEN︕ 

サプライズの『 「裸の心」リアルジャケ写ケーキ』に 

あいみょんも大興奮︕︕︕ 
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       2020 年間 USEN HIT 総合ランキング 

        グランプリに輝いたのは、2年連続1位のあいみょん︕︕ 
総合ランキング 1位となるグランプリに輝いたのは、あいみょん初のバラードシングル「裸の心」。週間ランキングでは 1位総獲得週数20週や、連続18週1位獲
得という史上初の快挙を成し遂げ、昨年の1位曲「マリーゴールド」も7位にランクインしながら、見事2連覇を達成しました。 

 
順位 タイトル   アーティスト(集計期間 2020年1月3日～2020年11月26日 USEN調べ) 

1 裸の心   あいみょん 
2 I LOVE...   Official髭男dism 
3 紅蓮華   LiSA 
4 Pretender   Official髭男dism 
5 白日   King Gnu 
6 夜に駆ける   YOASOBI 
7 マリーゴールド  あいみょん 
8 香水   瑛人 
9 宿命   Official髭男dism 
10 パラボラ   Official髭男dism 

 
 
・2020 年間 USEN HIT 洋楽ランキング 
2020 年間 USEN HIT 洋楽ランキングで1位に輝いたのは、カナダ出身のR&Bシンガー、ザ・ウィークエンド「ブラインディング・ライツ」でした。80ʼs風のエレクトリ
ック・サウンドが印象的な本楽曲は、今年3月に4年振りにリリースされたアルバムからの先行シングルで、週間ランキングへの初登場は昨年末。そこから今年末まで
ほぼ毎週20位以内にランクインし続けた大ヒット曲となりました。 
 
順位 タイトル    アーティスト(集計期間 2020年1月3日～2020年11月26日 USEN調べ) 

1 ブラインディング・ライツ  ザ・ウィークエンド 
2 バッド・ガイ    ビリー・アイリッシュ 
3 セイ・ソー    ドージャ・キャット 
4 レイン・オン・ミー with アリアナ・グランデ レディー・ガガ 
5 ヤミー    ジャスティン・ビーバー 
6 メモリーズ    マルーン5 
7 ブレイク・マイ・ハート   デュア・リパ 
8 インテンションズ feat. クエイヴォ  ジャスティン・ビーバー 
9 ルーズ・ユー・トゥ・ラヴ・ミー  セレーナ・ゴメス 
10 ダンス・モンキー   トーンズ・アンド・アイ 
 

 
・2020 年間 USEN HIT演歌/歌謡曲ランキング 
2020 年間 USEN HIT 演歌／歌謡曲ランキングは、真田ナオキ「恵比寿」が見事 1 位を獲得しました。2016 年にインディーズデビュー。当時から吉幾三氏が
楽曲提供し、爽やかなルックスに反した独自のハスキーヴォイスで徐々にファンを獲得。満を持して今年 1 月にメジャーデビューシングル「恵比寿」を発売しました。吉
幾三氏ならではの歯切れよいメロディーが真田ナオキの若さを引き立たせた楽曲です。週間ランキングでは、1位を発売週と2月に合計3回記録し、TOP5には合
計16回ランクインしました。 
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順位 タイトル    アーティスト(集計期間 2020年1月3日～2020年11月26日 USEN調べ) 
 

1 恵比寿    真田ナオキ 
2 残照    山内惠介 
3 母    氷川きよし 
4 別れのボレロ    山崎ていじ 
5 愛をください～Don't you cry～  純烈 
6 五島恋椿    丘みどり 
7 只見線恋歌    奥山えいじ 
8 契り酒    香西かおり 
9 瀬戸内 小豆島   水森かおり 
10 北のおんな町   三山ひろし 
 
＜発表ランキング＞ http://music.usen.com/special/ranking2020/ 
2020 年間 USEN HIT ランキングでは、各ジャンルの11位以降の曲やWEBのみ公開となるインディーズ 
ランキング、K-POPランキング、アニメランキング、J-POP／洋楽ランキング、CLASSIC ROCKランキング 
 
 
以下のサイトにあるものを12月末まで、WEBニュースなどにエンベット頂くことは、問題ございません。 
 
「2020 年間 USEN HIT 総合ランキング」TOP10ダイジェスト 
https://youtu.be/1ISHl7NyLls 

 
「2020 年間 USEN HIT 演歌／歌謡曲ランキング」TOP10ダイジェスト 
https://youtu.be/A6nw8WjrPj0 
 

 

 

 

 

【報道関係者からのお問い合わせ先】 
株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS  
グループ企画推進部 グループ PR課 清水 

電話︓03-6823-2010  
E-MAIL︓unhdpr@usen-next.jp 
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