
【選定雑誌　一覧】 ※金額は予定になります

雑   誌   名 出 版 者 刊 別 分野
価格

（１冊平均）
年間受入

冊数 金額合計

ＡＥＲＡ（アエラ） 朝日新聞社 週　刊 総合 ¥385 52 ¥20,000

アクアライフ エムピージェー 月　刊 趣味 ¥1,000 12 ¥12,000

ｕｐＰＬＵＳ（アッププラス） ネコ・パブリッシング 月　刊 女性 ¥590 12 ¥7,080

ａｎ・ａｎ（アンアン） マガジンハウス 週　刊 女性 ¥471 52 ¥24,480

illustration(イラストレーション） 玄光社 季刊 趣味 ¥1,760 4 ¥7,040

栄養と料理 女子栄養大学出版部 月　刊 家庭 ¥750 12 ¥9,000

おきなわ釣王国 おきなわ釣王国社 隔月刊 郷土 ¥763 6 ¥4,578

学校図書館 全国学校図書館協議会 月　刊 専門 ¥756 12 ¥9,072

家庭画報 世界文化社 月　刊 女性 ¥1,300 12 ¥15,600

キネマ旬報 キネマ旬報社 月２回 趣味 ¥918 24 ¥22,032

kｕ：ｎｅｌ マガジンハウス 隔月刊 女性 ¥900 6 ¥5,400

ｃｏｏｙｏｎ（クーヨン） クレヨンハウス 月　刊 専門 ¥807 12 ¥9,680

暮しの手帖 暮らしの手帖社 隔月刊 家庭 ¥998 6 ¥5,989

軍事研究 ジャパン・ミリタリー・レビュー月　刊 専門 ¥1,324 12 ¥15,888

芸術新潮 新潮社 月　刊 専門 ¥1,570 12 ¥18,840

ＴＨＥ２１ ＰＨＰ研究所 月　刊 総合 ¥700 12 ¥8,400

ＳＡＰＩＯ（サピオ） 小学館 月　刊 総合 ¥700 12 ¥8,400

小説新潮 新潮社 月刊 総合 ¥1,000 12 ¥12,000

ＣＮＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｅｘｐｒｅｓｓ 朝日新聞社 月　刊 専門 ¥1,263 12 ¥15,156

週刊新潮 新潮社 週　刊 総合 ¥510 52 ¥26,500

週刊文春 文藝春秋社 週　刊 総合 ¥471 52 ¥24,500

週刊ベースボール ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社 週　刊 趣味 ¥481 52 ¥24,990

ジュリスト 有斐閣 月　刊 専門 ¥1,707 12 ¥20,482

新・幼児と保育 小学館 隔月刊 専門 ¥1,200 6 ¥7,200

ＳＣＲＥＥＮ（スクリーン） 近代映画社 月　刊 趣味 ¥860 12 ¥10,320

スポーツイベント ハンドボール スポーツイベント 月刊 趣味 ¥1,320 12 ¥15,840

世界 岩波書店 月刊 総合 ¥935 12 ¥11,220

ひらがなタイムズ ひらがなタイムズ　 月刊 専門 ¥501 12 ¥6,012

ＭＡＲＴ（マート） 光文社 季刊 女性 ¥1,100 4 ¥4,400

みんなの図書館 教育史料出版会 月　刊 専門 ¥810 12 ¥9,720

ムー 学習研究社 月　刊 趣味 ¥835 12 ¥10,020



雑   誌   名 出 版 者 刊 別 分野
価格

（１冊平均）
年間受入

冊数 金額合計

ＭＥＮ’Ｓ　ＮＯ・ＮＮＯ（メンズ　ノンノ）集英社 月　刊 大衆 ¥755 12 ¥9,060

ＭＯＲＥ（モア） 集英社 月　刊 女性 ¥910 12 ¥10,920

モーターサイクリスト 八重洲出版 月　刊 趣味 ¥880 12 ¥10,560

ＭＯＮＯＱＬＯ（モノクロ） 晋遊舎 月　刊 大衆 ¥700 12 ¥8,400

山と渓谷 山と渓谷社 月　刊 趣味 ¥1,192 12 ¥14,300

アニメージュ 徳間書店 月 刊 趣味 ¥1,000 12 ¥12,000

アルバトロスビュー 小池書院 月２回 趣味 ¥650 24 ¥15,600

ｗｉｔｈ（ウィズ） 講談社 月刊 女性 ¥680 12 ¥8,160

美しいキモノ アシェット婦人画報社 季　刊 女性 ¥1,975 4 ¥7,900

ｅ’ｃｌａｔ（エクラ） 集英社 月　刊 女性 ¥1,180 12 ¥14,160

NHKきょうの健康 NHK出版 月　刊 家庭 ¥555 12 ¥6,660

NHKすてきにハンドメイド NHK出版 月　刊 家庭 ¥628 12 ¥7,536

FQ JAPAN アクセスインターナショナル 季　刊 家庭 ¥550 4 ¥2,200

オーシャンズ ライトハウスメディア 月　刊 大衆 ¥880 12 ¥10,560

おきなわ野球大好き イーストライン 月　刊 郷土 ¥390 12 ¥4,680

会社 四季報 東洋経済新報社 季　刊 専門 ¥2,192 4 ¥8,768

家電批評 普遊舎 月　刊 趣味 ¥790 12 ¥9,480

からだにいいこと 世界文化社 隔月刊 女性 ¥620 6 ¥3,720

ＣＡＰＡ（キャパ） ワン・パブリッシング 月刊 趣味 ¥800 12 ¥9,600

ＣＬＡＳＳＹ（クラッシー） 光文社 月　刊 女性 ¥845 12 ¥10,140

月刊碁ワールド 日本棋院 月　刊 趣味 ¥983 12 ¥11,800

月刊　俳句界 文學の森 月　刊 専門 ¥1,000 12 ¥12,000

月刊バレーボール 日本文化出版 月　刊 趣味 ¥850 12 ¥10,200

月刊ｐｉａｎｏ ヤマハミュージックメディア 月　刊 趣味 ¥763 12 ¥9,156

月刊ＨｏｂｂｙＪＡＰＡＮ 株式会社ホビージャパン 月　刊 趣味 ¥1,100 12 ¥13,200

COTTON TIME（コットンタイム） 主婦と生活社 隔月刊 趣味 ¥1,020 6 ¥6,120

この本読んで！ （財）出版文化産業振興財団季　刊 専門 ¥1,100 4 ¥4,400

サッカーダイジェスト 日本スポーツ企画出版社 月　刊 趣味 ¥1,160 12 ¥13,920

サライ 小学館 月　刊 総合 ¥770 12 ¥9,240

週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 週　刊 専門 ¥702 52 ¥36,500

週刊東洋経済 東洋経済新報社 週　刊 専門 ¥683 52 ¥35,500

将棋世界 日本将棋連盟 月　刊 趣味 ¥820 12 ¥9,840
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スマッシュ 日本スポーツ企画出版 月　刊 趣味 ¥750 12 ¥9,000

ダ・ヴィンチ メディア・ファクトリー 月　刊 総合 ¥680 12 ¥8,160

卓球王国 卓球王国 月　刊 趣味 ¥800 12 ¥9,600

dancyu（ダンチュウ） プレジデント社 月 刊 料理 ¥900 12 ¥10,800

中央公論 中央公論社 月　刊 総合 ¥950 12 ¥11,400

Ｄaytona ネコ・パブリッシング 月　刊 家庭 ¥731 12 ¥8,772

ドゥーパ！ 立風書房 隔月刊 趣味 ¥1,025 6 ¥6,151

TRANSIT（トランジット） ユーフォリアファクトリー 季　刊 趣味 ¥1,787 4 ¥7,148

Ｎｕｍｂｅｒ（ナンバー） 文藝春秋社 月２回 趣味 ¥667 24 ¥16,000

日経ＰＣ２１ 日経ＢＰ社 月　刊 専門 ¥711 12 ¥8,526

日経マネー 日経ＢＰ社 月　刊 専門 ¥750 12 ¥9,000

Ｎｅｗｔｏｎ(ニュートン） ニュートンプレス 月　刊 専門 ¥1,109 12 ¥13,308

猫びより （株）日本出版社 隔月刊 趣味 ¥1,044 6 ¥6,262

ＢｉＣＹＣＬＥ　ＣＬＵＢ（ﾊﾞｲｼｸﾙｸﾗﾌﾞ） マイナビ出版 月刊 趣味 ¥1,000 12 ¥12,000

バンドジャーナル 音楽之友社 月　刊 趣味 ¥1,060 12 ¥12,720

ＢＲＵＴＵＳ（ブルータス） マガジンハウス 月２回 趣味 ¥543 24 ¥13,020

ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ（プレジデント） プレジデント社 月２回 総合 ¥780 24 ¥18,720

フローリスト 誠文堂新光社 月　刊 女性 ¥1,001 12 ¥12,012

文學界 文藝春秋社 月　刊 総合 ¥990 12 ¥11,880

文藝春秋 文藝春秋社 月　刊 総合 ¥960 12 ¥11,520

本の雑誌 本の雑誌社 月　刊 専門 ¥758 12 ¥9,093

Ｍａｃ　Ｆａｎ（マック　ファン） 毎日コミュニケーションズ 月　刊 専門 ¥800 12 ¥9,600

ｍｉｎｉ（ミニ） 宝島社 月　刊 女性 ¥1,020 12 ¥12,240

ミュージック・マガジン ミュージックマガジン 月　刊 趣味 ¥880 12 ¥10,560

ＭＯＥ（モエ） 白泉社 月　刊 趣味 ¥910 12 ¥10,920

ｍｏｎｏ（モノ・マガジン） ワールド・フォトプレス 月２回 大衆 ¥595 24 ¥14,274

やさい畑 光の家協会 隔月刊 趣味 ¥922 6 ¥5,532

ゆほびか マキノ出版 月　刊 家庭 ¥770 12 ¥9,240

ランナーズ ランナーズ 月　刊 趣味 ¥780 12 ¥9,360

歴史人 KKベストセラーズ 月　刊 専門 ¥850 12 ¥10,200

レディブティック ブティック社 季刊 女性 ¥900 4 ¥3,600

ＷＡＮ！（ワン） 緑書房 隔月刊 趣味 ¥1,375 6 ¥16,500


