
雑誌タイトル一覧

タイトル 出版社 発行 ジャンル 対象

1 ＡＥＲＡ ｱｴﾗ 朝日新聞出版 週１ 社会 一般

2 AQUA　LIFE　 ｱｸｱﾗｲﾌ エムピージェイ 月１ 熱帯魚 一般

3 アサヒカメラ ｱｻﾋｶﾒﾗ 朝日新聞出版 月１ カメラ 一般

4 家の光 ｲｴﾉﾋｶﾘ JAグループ 月１ 生活 一般

5 NHK囲碁講座 ｲｺﾞｺｳｻﾞ NHK出版 月１ 囲碁 一般

6 一枚の絵 ｲﾁﾏｲﾉｴ 一枚の絵（株） 月１ 絵画 一般

7 WITH ｳｨｽﾞ 講談社 月１ ﾌｧｯｼｮﾝ 一般

8 美しいキモノ ｳﾂｸｼｲｷﾓﾉ ハースト婦人画報社 季刊 着物 一般

9 ｅｃｌａｔ ｴｸﾗ 集英社 月１ ﾌｧｯｼｮﾝ 一般

10 ESSE ｴｯｾ 扶桑社 月１ 生活 一般

11 男の隠れ家 ｵﾄｺﾉｶｸﾚｶﾞ 朝日新聞出版 月１ 趣味 一般

12 おとなスタイル ｵﾄﾅｽﾀｲﾙ 講談社 季刊 シニア 一般

13 おとなの週末 ｵﾄﾅﾉｼｭｳﾏﾂ 講談社 月１ 旅行 一般

14 おひさま ｵﾋｻﾏ 小学館 隔月 おはなし 児童

15 オレンジページ ｵﾚﾝｼﾞ オレンジページ 月２ 料理 一般

16 会社四季報 ｶｲｼｬｼｷﾎｳ 東洋経済新報社 季刊 企業 一般

17 かがくのとも ｶｶﾞｸﾉﾄﾓ 福音館書店 月１ 科学絵本 児童

18 かぞくのじかん ｶｿﾞｸﾉｼﾞｶﾝ 婦人之友社 季刊 子育て 一般

19 家庭画報 ｶﾃｲｶﾞﾎｳ 世界文化社 月１ 生活 一般

20 関西ウォーカー ｶﾝｻｲｳｫｰｶｰ 角川ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 隔週 タウン誌 一般

21 キネマ旬報 ｷﾈﾏｼﾞｭﾝﾎﾟｳ キネマ旬報社 月２ 映画 一般

22 NHKきょうの料理 ｷｮｳﾉﾘｮｳﾘ NHK出版 月１ 料理 一般

23 ｋｕ：ｎｅｌ ｸｳﾈﾙ マガジンハウス 隔月 生活 一般

24 月刊　クーヨン ｸｰﾖﾝ クレヨンハウス 月１ 子育て 一般

25 CLasism ｸﾗｼｽﾞﾑ ゆめディア 季刊 総合 一般

26 暮しの手帖 ｸﾗｼﾉﾃﾁｮｳ 暮しの手帖社 隔月 生活 一般

27 クロワッサン ｸﾛﾜｯｻﾝ マガジンハウス 月２ 生活 一般

28 芸術新潮 ｹﾞｲｼﾞｭﾂｼﾝﾁｮｳ 芸術新潮社 月１ 芸術 一般

29 健康365 ｹﾝｺｳｻﾝﾛｸｺﾞ ｴｲﾁ＆ｹｲ 月１ 健康 一般

30 COTTON　TIME ｺｯﾄﾝﾀｲﾑ 主婦と生活社 隔月 手芸 一般

31 コットンフレンド ｺｯﾄﾝﾌﾚﾝﾄﾞ ブティック社 季刊 洋裁 一般

32 こどもとしょかん ｺﾄﾞﾓﾄｼｮｶﾝ 東京子ども図書館 季刊 読書 一般

33 子供の科学 ｺﾄﾞﾓﾉｶｶﾞｸ 誠文堂新光社 月１ 科学 児童

34 こどものとも ｺﾄﾞﾓﾉﾄﾓ 福音館書店 月１ 絵本 児童

35 こどものとも　年中版 ｺﾄﾞﾓﾉﾄﾓ 福音館書店 月１ 絵本 児童

36 こどものとも　年少版 ｺﾄﾞﾓﾉﾄﾓ 福音館書店 月１ 絵本 児童

37 ゴルフダイジェスト ｺﾞﾙﾌﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ ゴルフダイジェスト社 月１ スポーツ 一般

38 Ｓａｉｔａ ｻｲﾀ ｾｳﾞﾝ＆ｱｲ 月１ 生活 一般

39 SAVVY ｻﾋﾞｲ 京阪神エルマガジン 月１ 趣味 一般

40 サライ ｻﾗｲ 小学館 月１ 趣味 一般

41 サンキュ ｻﾝｷｭ ベネッセ 月１ 生活 一般
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42 サンデー毎日 ｻﾝﾃﾞｰﾏｲﾆﾁ 毎日新聞社 週１ 社会 一般

43 JTB　時刻表 ｼﾞｺｸﾋｮｳ JTBパブリッシング 月１ 時刻表 一般

44 週刊朝日 ｼｭｳｶﾝｱｻﾋ 朝日新聞出版 週１ 社会 一般

45 週刊新潮 ｼｭｳｶﾝｼﾝﾁｮｳ 新潮社 週１ 社会 一般

46 週刊ダイヤモンド ｼｭｳｶﾝﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ダイヤモンド社 週１ ビジネス 一般

47 週刊文春 ｼｭｳｶﾝﾌﾞﾝｼｭﾝ 文藝春秋 週１ 社会 一般

48 週刊ベースボール ｼｭｳｶﾝﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ ベースボール・マガジン社 週１ スポーツ 一般

49 ジュニアエラ ｼﾞｭﾆｱｴﾗ 朝日新聞出版 月１ 社会 児童

50 趣味の園芸 ｼｭﾐﾉｴﾝｹﾞｲ NHK出版 月１ 園芸 一般

51 将棋世界 ｼｮｳｷﾞｾｶｲ 毎日コミュニケーションズ 月１ 将棋 一般

52 小説新潮 ｼｮｳｾﾂｼﾝﾁｮｳ 新潮社 月１ 文芸 一般

53 小説すばる ｼｮｳｾﾂｽﾊﾞﾙ 集英社 月１ 文芸 一般

54 人権と部落問題 ｼﾞﾝｹﾝﾄﾌﾞﾗｸﾓﾝﾀﾞｲ 人権と部落問題研究所 月１ 人権 一般

55 新潮４５ ｼﾝﾁｮｳ45 新潮社 月１ 社会 一般

56 ｓｕｕｍｏリフォーム ｽｰﾓﾘﾌｫｰﾑ リクルート 隔月 住まい 一般

57 スクリーン ｽｸﾘｰﾝ 近代映画社 月１ 映画 一般

58 すてきにハンドメイド ｽﾃｷﾆﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ ＮＨＫ出版 月１ 手芸 一般

59 STORY ｽﾄｰﾘｰ 光文社 月１ ﾌｧｯｼｮﾝ 一般

60 住まいの設計 ｽﾏｲﾉｾｯｹｲ 扶桑社 隔月 住まい 一般

61 世界 ｾｶｲ 岩波書店 月１ 社会 一般

62 壮快 ｿｳｶｲ マキノ出版 月１ 健康 一般

63 大法輪 ﾀﾞｲﾎｳﾘﾝ 大法輪閣 月１ 仏教 一般

64 ダイヤモンドZAI ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞザイ ダイヤモンド社 月１ 経済 一般

65 たくさんのふしぎ ﾀｸｻﾝﾉﾌｼｷﾞ 福音館書店 月１ 科学絵本 児童

66 ダ・ヴィンチ ﾀﾞｳﾞｨﾝﾁ リクルート 月１ 読書 一般

67 短歌 ﾀﾝｶ 角川 月１ 短歌 一般

68 ちいさなかがくのとも ﾁｲｻﾅｶｶﾞｸﾉﾄﾓ 福音館書店 月１ 科学絵本 児童

69 中央公論 ﾁｭｳｵｳｺｳﾛﾝ 中央公論社 月１ 社会 一般

70 つり人 ﾂﾘﾋﾞﾄ つり人社 月１ 釣り 一般

71 鉄道ファン ﾃﾂﾄﾞｳﾌｧﾝ 交友社 月１ 鉄道 一般

72 天然生活 ﾃﾝﾈﾝｾｲｶﾂ 地球丸 月１ 生活 一般

73 ドゥーパ ﾄﾞｩｰﾊﾟ 学研マーケティング 隔月 ＤＩＹ 一般

74 図書館雑誌 ﾄｼｮｶﾝｻﾞｯｼ 日本図書館協会 月１ 図書館 一般

75 Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵ 日経ナショナル 月１ 科学 一般

76 ナチュリラ ﾅﾁｭﾘﾗ 主婦と生活社 季刊 ﾌｧｯｼｮﾝ 一般

77 ナンバー ﾅﾝﾊﾞｰ 文芸春秋 月２ スポーツ 一般

78 日経トレンディ ﾆｯｹｲﾄﾚﾝﾃﾞｨ 日経BP出版センター 月１ モノ情報 一般

79 日経PC２１ ﾆｯｹｲﾋﾟｰｼｰﾆ 日経ＢＰホ出版センター 月１ パソコン 一般

80 ニューズウィーク　日本版ﾆｭｰｽﾞｳｨｰｸ CCCメディアハウス 週１ 社会 一般

81 NEWSがわかる ﾆｭｰｽｶﾞﾜｶﾙ 毎日新聞社 月１ 時事 ＹＡ

82 Newton ﾆｭｰﾄﾝ ニュートンプレス 月１ 科学 一般

83 ｎｏｎ－ｎｏ ﾉﾝﾉ 集英社 月１ ﾌｧｯｼｮﾝ ＹＡ
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84 俳句界 ﾊｲｸｶｲ 文学の森 月１

85 母の友 ﾊﾊﾉﾄﾓ 福音館書店 月１ 子育て 一般

86 ｈａｒｕ－ｍｉ ﾊﾙﾐ 扶桑社 季刊 料理 一般

87 月刊　ピアノ ﾋﾟｱﾉ ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾒﾃﾞｨｱ 月１ 音楽 一般

88 ＰＨＰくらしラク～る ﾋﾟｲｴｲﾁﾋﾟｲ PHP研究所 月１ 生活 一般

89 BE-PAL ﾋﾞｰﾊﾟﾙ 小学館 月１ アウトドア 一般

90 ひととき ﾋﾄﾄｷ ウエッジ 月１ 旅行 一般

91 fishiｎｇ　ｃａｆｅ ﾌｨｯｼﾝｸﾞｶﾌｪ 月１

92 婦人画報 ﾌｼﾞﾝｶﾞﾎｳ ハースト婦人画報社 月１ 女性 一般

93 婦人公論 ﾌｼﾞﾝﾝｺｳﾛﾝ 中央公論社 月２ 女性 一般

94 プラス１リビング ﾌﾟﾗｽﾜﾝ 主婦の友社 季刊 住まい 一般

95 Preーｍｏ ﾌﾟﾚﾓ 主婦の友社 月１ マタニティ 一般

96 月刊　文化財 ﾌﾞﾝｶｻﾞｲ 第一法規 月１ 文化財 一般

97 文藝春秋 ﾌﾞﾝｹﾞｲｼｭﾝ 文藝春秋 月１ 文芸 一般

98 ＭＡＭＯＲ ﾏﾓﾙ 月１

99 ミセス ﾐｾｽ 文化出版局 月１ ﾌｧｯｼｮﾝ 一般

100 みんなのうた ﾐﾝﾅﾉｳﾀ ＮＨＫ出版 隔月 音楽 一般

101 MOE ﾓｴ 白泉社 月１ 絵本情報 ＹＡ

102 モーターサイクリスト ﾓｰﾀｰｻｲｸﾘｽﾄ 八重洲出版 月１ 乗り物 一般

103 モーターマガジン ﾓｰﾀｰﾏｶﾞｼﾞﾝ モーターマガジン社 月１ 乗り物 一般

104 momo（モモ） ﾓﾓ マイルスタッフ 季刊 子育て 一般

105 やさい畑 ﾔｻｲﾊﾞﾀｹ 家の光協会 隔月 菜園 一般

106 ゆうゆう ﾕｳﾕｳ 主婦の友社 月１ シニア 一般

107 旅行読売 ﾘｮｺｳﾖﾐｳﾘ 読売旅行出版社 月１ 旅行 一般

108 歴史街道 ﾚｷｼｶｲﾄﾞｳ PHP研究所 月１ 歴史 一般

合計


