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島田 金谷 川根

1 育児 月刊赤ちゃんとママ ゲッカンアカチャントママ 月刊 ¥448 ¥5,376 ◎
育児・家庭教育　日常のケアを通じて、赤ちゃんの生命力の強さを知らせるとともに、母親に育児の本
質を説く。

2 育児 月刊クーヨン ゲッカンクーヨン 月刊 ¥700 ¥8,400 ◎ ○ ◎
保育　対象：０～６歳に関わる大人・母親・保育士　オーガニックな子育て応援。女性の自分育て。絵
本、遊び、音楽、心、体等。

3 育児 ｋｏｄｏｍｏｅ（コドモエ） コドモエ 隔月 ¥690 ¥4,140 ○
「親子時間を楽しむ」子育て情報誌。小学校に入るまでの子育ての貴重な時間をより楽しく豊かに過ご
したいと考える知的好奇心旺盛なママに向け、子どもと一緒に育むテーマやコンテンツ、絵本の情報な
どを多数紹介する。

4 育児 母の友 ハハノトモ 月刊 ¥580 ¥6,960 ●
育児・家庭教育　読者：母親、父親、教育者　幼い子を持つ母親を対象に、生き方、育児、子ども向け
の童話等盛込んだ育児指導誌。

5 育児 ひよこクラブ ヒヨコクラブ 月刊 ¥680 ¥8,160 ◎
赤ちゃんが生まれた日から読む育児情報誌。専門家と共にママたちの気がかりや疑問を解消し、赤
ちゃんの健やかな成長と育児の楽しさをサポートする。

6 一般総合 ＡＥＲＡ アエラ 週刊 ¥410 ¥20,500 ● ●
一般週刊誌　読者：２０～３０代（女）対象：情報感度の高い人　政経、国際化など多様化する価値観に
対応。カラー写真が多い。

7 一般総合 一個人 イッコジン 季刊 ¥700 ¥4,200 ●
４０～５０歳代の男性に向けたライフスタイルマガジン。衣・食・住・旅などオフ・ビジネスの充実した暮ら
しを愉しむためのノウハウ・情報を掲載。

8 一般総合 男の隠れ家 オトコノカクレガ 月刊 ¥680 ¥8,160 ● ◎
それぞれの隠れ家についての多彩な考え方やシーン、自分の世界を持つ様々な男たちの魅力を探り、
空間、モノをわかりやすく紹介する団塊世代応援マガジン。

9 一般総合 おとなの週末 オトナノシュウマツ 月刊 ¥700 ¥8,400 ◎ ○ 「食を愛する」「街を楽しむ」「旅に恋する」を三本柱とした、暮らしと遊びを楽しむ大人のための情報誌。

10 一般総合 GOETHE（ゲーテ） ゲーテ 月刊 ¥800 ¥9,600 ○
30～40歳代のハイクラス・ビジネスマンをメインターゲットとする男性総合誌。仕事を充実させることで
人生を豊かにしている男たちのビジネススタイルやライフスタイルを紹介。ファッションや趣味に関する
旬の情報もハイクオリティなビジュアルで多数掲載。

11 一般総合 サライ サライ 月刊 ¥700 ¥8,400 ◎ ◎ ●
一般総合誌　大人の生活実用誌。旅、イベントスケジュール、ファッション、インテリア、アート、コラム等
の情報を掲載。

12 一般総合 サンデー毎日 サンデーマイニチ 週刊 ¥380 ¥19,000 ○ ● ●
一般週刊誌　対象：４０～５０代ビジネスマン　社会・政経・科学などの事象を、それに関わる人の動静
として分析。
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13 一般総合 週刊朝日 シュウカンアサヒ 週刊 ¥380 ¥19,000 ● 一般週刊誌　歴史と伝統のある週刊誌。ニュースから生活情報までカバーし読者の性別を問わない。

14 一般総合 週刊新潮 シュウカンシンチョウ 週刊 ¥400 ¥20,000 ○ ●
一般週刊誌　出版社系初の週刊誌。ゆるがぬ論調、あざやかな切り口で読者を魅了する本格派週刊
誌。

15 一般総合 週刊文春 シュウカンブンシュン 週刊 ¥400 ¥20,000 ● ● 一般週刊誌　対象：知識層ビジネスマン　週刊トピックス、長編ルポなど。

16 一般総合 SWITCH スイッチ 月刊 ¥972 ¥11,664 ◎ 音楽･映画・アートといったさまざまなジャンルを取り上げる。

17 一般総合 正論 セイロン 月刊 ¥740 ¥8,880 ● 一般総合誌　オピニオン雑誌。新しい国民雑誌を標榜。時期をとらえた報道、解説、評論を掲載。

18 一般総合 世界 セカイ 月刊 ¥918 ¥11,016 ● 一般総合誌　事実を正確に報道し、日本の代表意見を紹介する。

19 一般総合 ソトコト ソトコト 隔月 ¥1,000 ¥6,000 ◎ 「エンジョイ･エコ」をキーワードに楽しくエコロジーなライフスタイルを提案。

20 一般総合 ＤＩＭＥ ダイム 月刊 ¥600 ¥7,200 ◎ ◎ ●
一般情報誌　読者：２０代後半～３０代ビジネスマン（男）８５％　人･モノ・社会・現象等、次代のトレンド
をわかりやすく面白く紹介。

21 一般総合 中央公論 チュウオウコウロン 月刊 ¥930 ¥11,160 ● 一般総合誌　読者：団塊世代　対象：経営者や管理職という社会的地位の高い人　総合誌。

22 一般総合 Ｎｅｗｓｗｅｅｋ　日本版 ニューズウィークニホンバン 週刊 ¥463 ¥23,150 ●
一般週刊誌　対象：ワンランク上を目指す３０代　国際ニュース誌ニューズウィークの日本版。英語版
の翻訳記事も。

23 一般総合 ノジュール ノジュール 月刊 ¥880 ¥10,560 ○
50歳代以上のアクティブシニアをターゲットにした定期購読誌。大人のための旅プランをメインに、暮ら
しや健康などの情報も多数掲載。

24 一般総合 BRUTUS ブルータス 月２回 ¥650 ¥15,600 ●
性別・年齢も超えた全ての人が対象。ファッション、アート、食、旅行、本など、新しくかつ深い特集で、
今の生活を楽しむ読者をリード。

25 一般総合 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 月刊 ¥880 ¥10,560 ● ● 一般総合誌　読者：日本社会の中核層

26 一般総合 ｐｅｎ ﾍﾟﾝ 月２回 ¥680 ¥15,120 ○ ●
冒険心を持ち続ける大人の男性のためのデザインライフスタイル誌。ファッション、インテリア、建築、
食、車、家電などの情報を、独自の切り口で紹介。

27 一般総合 MONOQLO モノクロ 月刊 ¥680 ¥8,160 ◎ ○ ● 暮らしに必要な雑貨や家電などをテスト＆批評するモノ雑誌。

28 一般総合 ラジオ深夜便 ラジオシンヤビン 月刊 ¥360 ¥4,320 ◎ ◎
ＮＨＫラジオの深夜番組「ラジオ深夜便」の素材を中心に編集する雑誌。放送とリスナーをつなぐ月刊
誌。

29 園芸 NHK趣味の園芸 エヌエイチケイシュミノエンゲイ 月刊 ¥545 ¥6,540 ◎ ● 家庭園芸・ガーデニング　NHKテレビテキスト。

30 園芸 NHK趣味の園芸やさいの時間
エヌエイチケイシュミノエンゲイ
ヤサイノジカン

隔月 ¥896 ¥5,376 ○ ◎ ◎ 家庭菜園　NHKテキスト。
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31 園芸 現代農業 ゲンダイノウギョウ 月刊 ¥823 ¥9,876 ● 農業経営　対象：農業経営者　農業技術、経営、農政、生活などの農業と生活全般にわたる解説。

32 園芸 やさい畑 ヤサイバタケ 隔月 ¥905 ¥5,430 ◎ ◎ ◎
菜園生活生活を通じて「自然と暮らす豊かなライフスタイル」を提案する雑誌。栽培のノウハウといった実用記事
だけでなく、「育てる」「食べる」「健康」「自然と遊ぶ」の４つをキーワードに、自然と暮らす豊かなライフステージを
紹介する。

33 暮らし ESSE エッセ 月刊 ¥560 ¥6,720 ○ ◎ ３０～40代の主婦を中心に幅広い層で読まれているライフスタイル情報誌。

34 暮らし ＬＤＫ エル・ディー・ケー 月刊 ¥630 ¥7,560 ◎ ◎ 暮らしに必要な収納品・雑貨・食料品や家電などを比較検討テストする生活情報誌。

35 暮らし ELLE　DECOR エル・デコ 隔月 ¥1,620 ¥9,720 ◎
世界25か国で発行されているインターナショナル・インテリア＆デザインマガジン。デザインを通じて、
住まい・ファッション・アート・旅・クルマ・家電や嗜好品など様々なライフスタイルを紹介し、豊かな暮ら
しを提案する。

36 暮らし Casa　BRUTUS カーサ　ブルータス 月刊 ¥880 ¥10,560 ●
ブルータスが提唱する、新しい暮らしの情報誌。住む、食べる、着る、暮らしのあらゆるステージをリア
ルテイストで表現する。

37 暮らし kｕ：ｎｅｌ クウネル 隔月 ¥700 ¥4,200 ○
おしゃれとおいしいものが大好きで好奇心旺盛、自由に元気に自分らしい生き方を楽しむ50～60歳代
の女性に向けたライフスタイル誌。

38 暮らし 暮しの手帖 クラシノテチョウ 隔月 ¥926 ¥6,456 ◎ ○
日々の暮らしの中に生まれる小さな奇跡、そして、ささやかな工夫や発案、知恵を、読者と分かち合
い、暮らしを大切に、美しく、楽しくする生活実用雑誌。

39 暮らし 月刊アクアライフ ゲッカンアクアライフ 月刊 ¥980 ¥11,760 ○ 熱帯魚の飼育や水族館通信など、魚や水の生物についての幅広い情報を提供する。

40 暮らし COTTON　TIME コットンタイム 隔月 ¥880 ¥5,280 ○
布のある暮らしを楽しむハンドメイドマガジン。20～30歳代のヤングミセスを対象に、パッチワーク小物
からインテリアファブリックや、簡単なソーイングまで、読者にとって魅力的と思われるものをピックアッ
プし、今まで手作りをしたことがない人にもその魅力がわかるように伝える。

41 暮らし サンキュ！ サンキュ 月刊 ¥420 ¥5,040 ◎ ◎
２０～３０代中心の既婚女性をターゲットにした生活情報誌。
生活をより楽しく、主婦力がUPする情報を提供する。

42 暮らし 天然生活 テンネンセイカツ 月刊 ¥790 ¥9,480 ◎ ◎ ● ナチュラルな暮らしを楽しむための生活情報誌。

43 暮らし ハルメク ハルメク 月刊 ¥660 ¥7,920 ○
いつまでも新鮮で前向きな気持ちをもちながら生きる女性の、“よりよく生きる”を応援する情報誌。生き
かたや暮らしに関する情報を幅広く提供するとともに、旅行・イベント・講座など、その情報を具体的に
行動に移す場も提供する。

44 暮らし 婦人之友 フジンノトモ 月刊 ¥750 ¥9,000 ●
家庭に直結するテーマや、女性の感性を高め視野を広げる話題を具体的に取り上げ、読者と考え合う
雑誌。

45 暮らし Ｍａｒｔ マート 月刊 ¥640 ¥7,680 ○
２０～３０代のミセスを対象。おもてなしの実例、気になるグッズのカタログ企画、インテリアの提案など
「私の時間」を充実させる情報を多数掲載。

46 暮らし 毎日が発見 マイチニガハッケン 月刊 ¥680 ¥8,160 ○
「健康」「手作り」「生き方」をテーマに、100歳まで元気に美しく強く生きることを読者と一緒に目指す生
活情報誌。

47 暮らし ゆうゆう ユウユウ 月刊 ¥720 ¥8,640 ○
50歳からの人生を輝いて生きたい女性に向けた生活情報誌。ステキな人の生き方、暮らし方を軸に、
ファッション、美容、健康、お金、夫婦や親子関係など人生を豊かに楽しくするヒントを提案する。

48 暮らし リンネル リンネル 月刊 ¥700 ¥8,400 ○
心地よいファッションとライフスタイルを提案する総合ライフスタイル誌。丁寧な暮らしを大切にする読者
が多く、料理や、インテリア・美容・ヘルスケア・手作りの企画が人気。
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49 車 ＣＡＲ　and　DRIVER カーアンドドライバー 月刊 ¥610 ¥7,320 ◎
自動車・オートバイ・自転車　総合自動車誌。国産・外国産車の新車解説、試乗記。カーAV・ナビ・アク
セサリー紹介。

50 車 月刊自家用車 ゲッカンジカヨウシャ 月刊 ¥800 ¥9,600 ◎ ●
自動車・オートバイ・自転車　対象：２０～２５歳　読者参加の生情報中心の車情報誌。　国産車・外車・
用品のバイヤーズガイド。

51 経済 THE 21 ザニジュウイチ 月刊 ¥630 ¥7,560 ●
経営/経済　対象：３０代のビジネスマン　ビジネス情報誌。話題のビジネススキルやプロのノウハウ、
マネー＆ライフプラン、健康。

52 経済 週刊ダイヤモンド シュウカンダイヤモンド 週刊 ¥710 ¥35,500 ● 経営/経済　読者：中堅管理職以上のビジネスマン　直接仕事に役立つ総合情報誌。

53 経済 週刊東洋経済 シュウカントウヨウケイザイ 週刊 ¥690 ¥35,880 ○ ○
日本経済の舵取りを担う方の判断材料を提供する経済誌。４０ページ超の深彫り特集をメインに著名
執筆陣による固定欄、ニュース、企業リポートなど役立つ情報が満載。

54 経済 日経TRENDY ニッケイトレンディ 月刊 ¥650 ¥7,800 ◎
経営/経済　読者：会社員６５％　対象：２０～４０代のビジネスマン　「商品」と「サービス」のトレンドの
流行情報誌。

55 経済 日経ビジネス ニッケイビジネス 週刊 ¥690 ¥35,880 ◎
ビジネスリーダーから圧倒的支持を集める経済・経営情報誌。注目すべき企業・人物への直接取材を
もとに、独自の視点で実践に役立つ情報を発信する。

56 経済 日経マネー ニッケイマネー 月刊 ¥690 ¥8,280 ●
生活情報　マネー＆ライフプランマガジン。貯蓄・投資、ローン、税金、保険等情報。日経新聞社の蓄積
しているデータをフル活用。

57 経済 プレジデント プレジデント 月２回 ¥690 ¥16,560 ●
経営・経済　読者：経営者　ビジネス戦略情報誌。ビジネス情報、経営手法、マネジメント哲学、生活、
ライフスタイル等。

58 芸術 一枚の繪 イチマイノエ 隔月 ¥880 ¥5,280 ◎
美術・ｱｰﾄ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ　「絵と随筆と旅」が編集方針。絵の好きな人のための雑誌。掲載している絵を購入
できることが大きな特色。

59 芸術 音楽の友 オンガクノトモ 月刊 ¥998 ¥11,976 ●
音楽・オーディオ　音楽愛好家の為の趣味と教養の雑誌　世界の楽壇、日本楽壇の動き、国内外の演
奏会情報等。

60 芸術 芸術新潮 ゲイジュツシンチョウ 月刊 ¥1,440 ¥17,280 ●
美術・ｱｰﾄ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ　アートの面白さを美しく楽しく伝える新しい形のライフスタイル誌。歴史的芸術作
品、建築、古美術、現代アート。

61 芸術 美術の窓 ビジュツノマド 月刊 ¥1,646 ¥19,752 ○
絵画ファン、制作家、コレクター等を対象とした総合美術雑誌。全国の美術館・画廊で開催される展覧
会スケジュール・イベント紹介や、美術情報を掲載。

62 芸術 和樂 ワラク 隔月 ¥1,500 ¥9,000 ●
“日本文化の入り口マガジン”をキャッチフレーズに日本中から本物だけを集め、美しいビジュアルで届
けるハイクオリティマガジン。日本文化を美術、伝統文化、旅の３要素に分解して、わかりやすい文章
で発信する。

63 健康 安心 アンシン 月刊 ¥620 ¥7,440 ○ 読者からの健康に関する質問を編集の起点とした、健康ニーズに密着した健康相談雑誌。

64 健康 NHKきょうの健康 エヌエイチケイキョウノケンコウ 月刊 ¥545 ¥6,540 ◎ ◎ ◎ 家庭医学・健康　ＮＨＫテレビテキスト「心と体をすこやかにするための読む総合病院」

65 健康 NHK　ガッテン！ エヌエイチケー　ガッテン 季刊 ¥710 ¥2,840 ◎ ◎ ◎
NHKのテレビ番組「ガッテン！」が公認する生活情報誌。放送内容を、ビジュアルを使ってふんだんに
紹介。

66 健康 日経ヘルス ニッケイヘルス 隔月 ¥600 ¥3,600 ◎
家庭医学・健康　都市型生活者の健康的ライフスタイルマガジン。ダイエット、美容、機能性食品、最新
健康法、医療情報など。
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67 コンピュータ 日経PC２１ ニッケイピーシーニジュウイチ 月刊 ¥750 ¥9,000 ◎ ◎
コンピュータ/情報処理　ビジネスマンの実践情報誌。日常の仕事ですぐに役立つPC活用情報。経営、
市場動向のコラム等。

68 コンピュータ Ｍａｃ　Ｆａｎ マックファン 月刊 ¥730 ¥8,760 ◎
初心者から中級者までカバー。Ｍacを使い始めて間もない人や購入を考えている人たちのために、読
みやすい文章と写真・イラストを多用して情報を提供する。

69 コンピュータ Ｍｒ．ＰＣ ミスターピーシー 隔月 ¥880 ¥5,280 ◎
３０～５０代のパソコン・ユーザーを対象とした大人のこだわりパソコン情報誌。仕事でしかパソコンを
使っていなかったミドル世代に、新しい大人のＰＣライフスタイルを提案する。

70 自然科学 月刊天文ガイド ゲッカンテンモンガイド 月刊 ¥961 ¥11,532 ● 地球・宇宙科学　対象：小学生～大人　天文情報誌。

71 自然科学
ＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＧＥＯＧＲＡＰＨＩＣ　日
本版

ナショナルジオグラフィックニホ
ンバン

月刊 ¥980 ¥11,760 ●
一般総合誌　米ナショナルグラフィックの日本語版。自然、探検、歴史、地球環境、世界の今など「未知
の世界」を写真で紹介。

72 自然科学 Ｎｅｗｔｏｎ ニュートン 月刊 ¥1,069 ¥12,828 ● ◎
自然科学一般　対象：小学生～一般　大自然の驚異や科学の最前線の話題を写真や細密なイラスト
を使って紹介・解説。

73 趣味 ＮＨＫ囲碁講座 エヌエイチケイイゴコウザ 月刊 ¥545 ¥6,540 ● 囲碁・将棋　ＮＨＫテレビ・ラジオテキスト

74 趣味 NHK将棋講座 エヌエイチケイショウギコウザ 月刊 ¥545 ¥6,540 ● 囲碁・将棋　ＮＨＫテレビ・ラジオテキスト

75 趣味 ＮＨＫすてきにハンドメイド
エヌエイチケイステキニハンド
メイド

月刊 ¥617 ¥7,404 ◎ ◎ ◎
ホビー・クラフト・日曜大工　NHKテレビテキスト　対象：２０～６０代（女）　編み物・ソーイング・キルト・ス
ケッチ等。

76 趣味 キネマ旬報 キネマジュンポウ 月２回 ¥918 ¥22,032 ●
テレビ・ラジオ・芸能・映画　世界でも有数の歴史を持つ映画雑誌。新作・話題作の紹介。監督・俳優へ
のインタビューなど。

77 趣味 月刊エレクトーン ゲッカンエレクトーン 月刊 ¥800 ¥9,600 ●
音楽・オーディオ　読者：お嬢様系　対象：高校生～Ｆ１層女性　ヒット曲楽譜奏法、音楽情報、実用記
事等。

78 趣味 月刊Piano ゲッカンピアノ 月刊 ¥750 ¥9,000 ○ ティーンズ層の女の子に向けたピアノ雑誌。最新ヒット曲を中心に、楽譜を多数収録。

79 趣味 月刊ホビージャパン ゲッカンホビージャパン 月刊 ¥972 ¥11,664 ○ プラモデルを中心とした総合ホビー情報誌。

80 趣味 CDジャーナル シーディージャーナル 季刊 ¥1,080 ¥4,320 ●
音楽・オーディオ　読者：会社員５５％　オールジャンルソフト（ＣＤ・DVD）＆ハード（音と映像）の総合情
報誌。（※2019.6.20より季刊に変更）

81 趣味 将棋世界 ショウギセカイ 月刊 ¥800 ¥9,600 ○
将棋界の今をホットに伝える内容。プロ、アマ問わず将棋界の全てがわかり、カラーページ満載でバラ
エティーに富んだ将棋総合誌。

82 趣味 SCREEN スクリーン 月刊 ¥860 ¥10,320 ●
テレビ・ラジオ・芸能・映画　老舗の洋画雑誌　最新・話題の映画・DVD・TV放映作品を紹介。海外ス
ターの近況・情報。

83 趣味 短歌 タンカ 月刊 ¥930 ¥11,160 ●
短歌　短文詩・短歌を専門に扱う文芸誌。対象：若い女性～中高年　伝統的作品から現代的な感覚で
つづられた作品まで掲載。
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84 趣味 ディズニーファン ディズニーファン 月刊 ¥800 ¥9,600 ○
ディズニーファン向けのビジュアルマガジン。東京ディズニーリゾートのイベント情報から世界のディズ
ニーパーク、アニメ、グッズまで、ディズニーの楽しさを伝えていく。

85 趣味 特選街 トクセンガイ 月刊 ¥610 ¥7,320 ●
生活情報　読者：会社員５５％　対象：２０～６０代（男）　各種デジタル製品の選択術・使い方を解説。
他ジャンルの新製品情報等。

86 趣味 日経エンタテインメント！ ニッケイエンタテインメント 月刊 ¥500 ¥6,000 ●
エンターテイメント　流行情報誌。映画・音楽・本・テレビを中心にゲーム・ネット等のエンタメジャンルの
ヒットの秘密、楽しみ方。

87 趣味 ＢＥ－ＰＡＬ ビーパル 月刊 ¥700 ¥8,400 ● ○
アウトドア・海/山　ライフスタイル情報誌　週末は自然の中で遊び、ウィークデイは自然趣味の生活を
と考える人のための雑誌。

88 趣味 モデルアート モデルアート 月刊 ¥1,183 ¥14,796 ○
プラモデルマニアのための模型専門誌。作り方から模型製作に必要な資料を紹介・解説するとともに、
新製品情報も毎月多数掲載する。※別臨時増刊を刊行することもあります。

89 趣味 ｍｏｎｏ　ｍａｇａｚｉｎｅ モノマガジン 月２回 ¥637 ¥15,288 ○
流行や生活を端的に表す新製品情報を中心に、モノの機能、デザイン、操作性、歴史、伝統、作る人、
使いこなす人などモノをとりまくあらゆるフィールドを紹介。

90 趣味 ランドネ ランドネ 隔月 ¥880 ¥5,280 ◎
「フィールドでもかわいく」をモットーに快適さだけでなくおしゃれゴコロを追求する女性に向けたアウトド
ア専門誌。

91 趣味 ROCKIN'ON JAPAN ロッキング・オン・ジャパン 月刊 ¥617 ¥7,404 ○ 国内のミュージシャンのインタビューなどを取り上げる。

92 女性 ＆Ｐｒｅｍｉｕｍ アンドプレミアム 月刊 ¥720 ¥8,640 ◎ ●
５０代のための女性誌。美容から教養まで、若い人たちが憧れるような「上品元気」なライフスタイルを
提案。

93 女性 家庭画報 カテイガホウ 月刊 ¥1,200 ¥14,400 ●
女性総合誌　衣食住、旅、伝統文化など心豊かにする話題を、迫力あるビジュアルで伝える。「夢と美
を楽しむ」ライフマガジン。

94 女性 CREA クレア 月刊 ¥780 ¥9,360 ●
季節ごとの特集のみにとらわれることなく、毎号ユニークな企画を打ち出している女性誌。既存の女性
誌のイメージを塗りかえる、斬新な内容が特徴。

95 女性 クロワッサン クロワッサン 月２回 ¥420 ¥10,080 ◎
女性総合誌　年齢にしばられない「いい大人になる」事を指向する女性のための雑誌。料理、服、雑
貨、生き方に関わること。

96 女性 日経WOMAN ニッケイウーマン 月刊 ¥580 ¥6,960 ◎
女性総合誌　対象：２０～３０代働く女性　成功したスーパーウーマンやビジネス・マネー情報、新商品・
サービス情報・検証。

97 女性 ｎｏｎ－ｎｏ ノンノ 月刊 ¥570 ¥6,840 ●
女性総合誌　読者：大学・高校生５８％　若い女性のファッション・ビューティー、ライフスタイルに欠か
せない情報。

98 女性 婦人公論 フジンコウロン 月２回 ¥570 ¥13,680 ●
女性総合誌　読者：４０～５０代女性　向上心あふれる女性のための知的でジャーナリスティックな雑
誌。

99 スポーツ 月刊サッカーマガジン ゲッカンサッカーマガジン 月刊 ¥860 ¥10,320 ●
球技　読者：中高生５５％　対象：サッカー選手、関係者、スポーツ愛好家　サッカー界のニュース、話
題、技術の紹介記事。

100 スポーツ ＧＯＬＦ　ＤＩＧＥＳＴ ゴルフダイジェスト 月刊 ¥720 ¥8,640 ◎ ゴルファーに必要な実益記事、技術、ルールの解説を始め、読み物、写真を掲載。

101 スポーツ ＧＯＬＦ　ＴＯＤＡＹ ゴルフトゥデイ 月刊 ¥650 ¥7,800 ○ 腕前・年齢・性別に関わらず、誰もがゴルフを積極的に楽しめるような企画を収録するゴルフ情報誌。
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102 スポーツ CYCLE　SPORTS サイクルスポーツ 月刊 ¥670 ¥8,040 ○ ● アウトドア・海/山　自転車専門誌。サイクルライフ向上に役立つＭＴＢ・ロード・ツーリングをカバー。

103 スポーツ サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト 月２回 ¥580 ¥13,920 ○ サッカー専門誌。日本代表からJリーグを中心に、日本サッカーの今を深く追求していく。

104 スポーツ 週刊ベースボール シュウカンベースボール 週刊 ¥430 ¥21,500 ◎ 球技　一般野球ファンを対象に、誰にでもわかる野球記事を中心に編集。

105 スポーツ スイミング・マガジン スイミングマガジン 月刊 ¥860 ¥10,320 ○
初心者から上級者、さらには近年急成長のマスターズ水泳まで技術・情報などの専門知識をわかりや
すく紹介。

106 スポーツ Sports　Graphic　Number スポーツグラフィックナンバー 隔週 ¥550 ¥14,300 ● ◎ ◎
スポーツ一般・陸上競技　総合スポーツ誌　プロ野球、MLB、サッカー、モータースポーツ、格闘技、競
馬等全スポーツ対象。

107 スポーツ スマッシュ スマッシュ 月刊 ¥670 ¥8,040 ●
球技　テニスのうまくなる技術、実益情報、有名選手のインタビュー、各国テニス界のニュース、連続写
真での技術解説等提供。

108 スポーツ Tarzan ターザン 月２回 ¥500 ¥12,000 ◎
快適なライフスタイルの追求をコンセプトに掲げ、スポーツ、フィットネス、健康情報、自動車やアウトド
ア、サプリメントなどの情報を扱う。

109 スポーツ つり人 ツリビト 月刊 ¥1,010 ¥12,120 ○
つり全般に関する情報を読みもので構成するつりの総合誌。ジャンルにこだわらず、四季折々のつりの楽しみ方
を提案する。

110 スポーツ BiCYCLE　CLUB バイシクルクラブ 月刊 ¥890 ¥10,680 ○
「趣味は自転車」と言い切るベテランサイクリストから、これからスポーツ車を購入するビギナーまで、老若男女を
問わずあらゆる層の読者に向けて発信する自転車スポーツ専門誌。

111 スポーツ 山と溪谷 ヤマトケイコク 月刊 ¥1,029 ¥12,348 ● 対象：初心者～ベテラン　歴史ある山の専門誌。日本全国の山登りの話題と情報を多数掲載。

112 スポーツ ランナーズ ランナーズ 月刊 ¥780 ¥9,360 ●
スポーツ一般・陸上競技　対象：ビギナー～ベテランランナー　トレーニング法、栄養、体についての解
説。国内外のレース情報。

113 スポーツ ＷＯＲＬＤ　ＳＯＣＣＥＲ　ＤＩＧＥＳＴ ワールドサッカーダイジェスト 月２回 ¥620 ¥14,880 ● 球技　世界のサッカー情報を提供。サッカー･ムーブメントを多角的・先鋭的に掘り下げて紹介。

114 スポーツ Waggle ワッグル 月刊 ¥670 ¥8,040 ●
アスリートゴルファー、アベレージゴルファー向けのゴルフ実用情報誌。明るく楽しく真剣にゴルフを楽しみ、流行
に敏感な彼らのニーズに応えるための、プロゴルファーをはじめとする有名キャラクターのゴルフレッスンやゴル
フ場・ギアのガイド、エッセイなどを、写真・イラスト中心のビジュアル誌面にて展開。

115 政治 ジュリスト ジュリスト 月刊 ¥1,440 ¥17,280 ● 法学・政治学　対象：法律実務家、公務員、研究者、法学生　実用法律雑誌。

116 政治 判例時報 ハンレイジホウ 月３回 ¥1,000 ¥36,000 ● 法学・政治学　対象：弁護士・裁判官など法曹関係者

117 鉄道など AIRLINE エアライン 月刊 ¥1,296 ¥15,552 ● 最新情報で定評ある民間航空ファン向け雑誌。

118 鉄道など 鉄おも！ テツオモ 月刊 ¥700 ¥8,400 ◎ 鉄道及び鉄道関連のグッズに関する情報を掲載しており、家族みんなで楽しめる情報雑誌。

119 図書館 みんなの図書館 ミンナノトショカン 月刊 ¥810 ¥9,720 ●
出版・読書・図書館　読者：市民、図書館員、文庫関係者　全国の図書館の新しい活動の状況や問題
点、図書館作り運動など。
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120
乳児～
中学生 月刊ジュニアエラ ゲッカンジュニアエラ 月刊 ¥490 ¥5,880 ○ ●

小学校高学年から中学生に向けたニュースマガジン。国際・政治・経済・科学・文化など、あらゆる情報
をわかりやすく解説。親子で一緒に読んで、考えて、話し合えるような記事を収録する。

121
乳児～
中学生 月刊Ｎｅwｓがわかる ゲッカンニュースガワカル 月刊 ¥380 ¥4,560 ●

小・中学生が対象。１ヵ月のニュースをまとめてわかりやすく解説する。高校生・大学生・社会人にもわ
かりやすい内容。

122
乳児～
中学生 子供の科学 コドモノカガク 月刊 ¥700 ¥8,400 ○ 小学校高学年～中学生向けの科学雑誌。最新の科学情報をわかりやすい言葉や表現で解説。

123 バイク オートバイ オートバイ 月刊 ¥930 ¥11,160 ◎
初心者からベテランまで幅広い読者を対象とし、ニュー・モデル、ツーリング、用品解説などすべてにわ
たって詳細な情報をレポートする。創刊以来８０余年の歴史を誇るオートバイ専門誌。

124 ファッション ＩｎRｅｄ インレッド 月刊 ¥690 ¥8,280 ◎ ３０代未婚女性に向けた、かわいい大人の女のための「上質・カジュアル」ファッション誌。

125 ファッション UOMO ウオモ 月刊 ¥780 ¥9,360 ○ ３０代後半から４０代の男性向けとしたファッション＆ライフスタイル誌。

126 ファッション ｅｃｌａｔ エクラ 月刊 ¥940 ¥11,280 ◎
４０代後半～５０歳前後の女性に向けた旅・ファッション・美容・ライフスタイルなどワンランク上の情報
を多数掲載。

127 ファッション Ｏｇｇｉ オッジ 月刊 ¥730 ¥8,760 ○
ファッション　２０代後半～３０歳前後の女性を主なターゲットとし、ファッション、コスメ、ヘア関連が中心
であるが、働く女性へのインタビュー、ライフスタイル、観光スポット、時事問題などの話題も掲載。

128 ファッション ＧＯ　ＯＵＴ ゴーアウト 月刊 ¥680 ¥8,160 ○
野外フェスティバルやキャンプなど、“外遊び”をキーワードに独自のスタイルを提案するアウトドア
ファッション専門誌。“機能的＝カッコイイ”をコンセプトに、野外はもちろん街でも対応できるアウトドア
ウエアについて、着こなしを軸に様々な角度から紹介する。

129 ファッション Sａｆａｒｉ サファリ 月刊 ¥820 ¥9,840 ○
いくつになっても好奇心、冒険心を失わないアクティブな大人の男に向けたライフスタイル誌。ファッショ
ン、マリンスポーツ、旅などをテーマにした特集が中心。

130 ファッション STORY ストーリー 月刊 ¥820 ¥9,840 ● ４０歳前後の女性に向け、ファッション、美容、健康、生きがい等の情報を掲載。

131 ファッション smart スマート 月刊 ¥720 ¥8,640 ○ ２０歳代の男性に向けたファッション誌。

132 ファッション Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ セブンティーン 月刊 ¥590 ¥7,080 ● ○ 女子中高生のための生活情報誌。ファッション、美容、恋愛、携帯などの記事を掲載。

133 ファッション ＨＥＲＳ ハーズ 不定期 ¥850 不明 ○
４０代後半からの女性をターゲットとする女性誌。ファッション・美容・インテリア・カルチャーなど実用情
報を多数掲載。

134 ファッション Ｂeｇｉｎ ビギン 月刊 ¥670 ¥8,040 ◎ ◎
ファッション・時計・デジタルなど、敏感なグッズ情報を掲載。定番から最新作まで、ブランドの立ち位置
に拘らず「価値のあるアイテム」を紹介する。

135 ファッション ＶＥＲＹ ベリー 月刊 ¥720 ¥8,640 ○
３０代主婦向けの生活情報誌。ファッション、料理、仕事、など流行に流されず本当に大切な実用情報
を提供。

136 ファッション MADURO マデュロ 隔月 ¥980 ¥11,760 ○
「50代は紳士たれ」「成熟男子の愛用品マガジン」をコンセプトにしたライフスタイル誌。ジェントルを目
指す男性の物欲を刺激する、ファッション、時計、クルマ、家電、インテリアなどのライフスタイルを提
案。
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137 ファッション MEN'S　EX メンズエクゼクティブ 月刊 ¥800 ¥9,600 ○
４０代～からの男性向け。ファッション、車、時計といったアイテムの賢い選び方と、おしゃれなライフス
タイルを提案する情報誌。

138 ファッション ＭＥＮ’Ｓ　ＣＬＵＢ メンズクラブ 年10回 ¥780 ¥8,580 ●
ファッション　読者：会社員６６％　ビジネスマンのスタイルマガジン。ファッション中心にライフスタイル
全般の提案。

139 ファッション ＭＯＲＥ モア 月刊 ¥690 ¥8,280 ● 女性総合誌　対象：２５～２８歳女性　ファッション・ビューティーの他、結婚、仕事、趣味など

140 ファッション LEE リー 月刊 ¥670 ¥8,040 ○ ●
女性総合誌　対象：２０代後半～３０代のヤングミセス　素敵を目指す女性のライフスタイル誌。ファッ
ション他幅広いジャンルを扱う。

141 ファッション LEON レオン 月刊 ¥880 ¥10,560 ○
大人のクオリティライフ実用誌。30～50歳代の経済力のある大人の男性に焦点をあて、「ブランド・
ファッション」「クルマ」「機械式時計」を中心に特集を組むほか、ＩＴ関連機器から住宅・インテリア、旅、
グルメ、スポーツなど、ターゲット読者の「衣食住」を幅広い視点でカバー。

142 ファッション レディブティック レディブティック 月刊 ¥860 ¥10,320 ● ファッション　ミセスを対象としたスタイルブック。既製服が主な内容。

143 文学 オール讀物 オールヨミモノ 年10回 ¥980 ¥9,800 ● ３０～５０歳を読者とするエンターテインメント小説雑誌。「直木賞」の発表誌。

144 文学 小説新潮 ショウセツシンチョウ 月刊 ¥930 ¥11,160 ● 大衆文芸　常に第一線作家の活躍の場となり、戦後の名作、ベストセラーを生み出す。

145 文学 小説すばる ショウセツスバル 月刊 ¥920 ¥11,040 ○
若者と女性を対象にした小説誌。
人気ベストセラー作家など、多岐に渡るジャンルの作品を掲載する。

146 文学 ダ・ヴィンチ ダ・ヴィンチ 月刊 ¥600 ¥7,200 ◎ ●
出版情報・書評　ゆとり、癒しの時間の提供雑誌。出版社が薦める新刊・既刊本を紹介。有名人のエッ
セイ、読者投稿コラム等。

147 文学 ＭＯＥ モエ 月刊 ¥860 ¥10,320 ○ ●
少女　対象：２０～３０代OL・母親　絵本・キャラクター情報誌。人気キャラクターやイラスト・絵本の世界
をビジュアル豊かに表現。

148 文学 俳句界 ハイクカイ 月刊 ¥1,200 ¥14,400 ● 俳句を愛する人に贈る俳句総合誌。俳句を生きる喜びとするための質の高い内容を掲載。

149 料理 あまから手帖 アマカラテチョウ 月刊 ¥800 ¥9,600 ○
関西圏の“旨いもん好き”の大人の読者に向けた「食」の情報誌。飲食店紹介から、クッキング情報、食
器、旅、さらには健康に至るまで、あらゆる食関連情報を取り上げる。

150 料理 うかたま ウカタマ 季刊 ¥802 ¥3,208 ○ ●
30～50歳代の女性に向けた食のライフスタイル誌。“まるごと、食べごと。”をコンセプトに、料理や食べ
た後のこと、作物を育てることなど、食べることのまわりにある暮らし全てを自分で整えるための知恵や
技を伝え、実際に読者のつくる・食べるにつなげていく。

151 料理 栄養と料理 エイヨウトリョウリ 月刊 ¥700 ¥8,400 ○ ○ ● 自分の健康、家族の健康などを対象にした健康と料理に関する雑誌。

152 料理 NHKきょうの料理 エヌエイチケイキョウノリョウリ 月刊 ¥545 ¥6,540 ◎ ◎ ○ 料理・栄養　ＮＨＫテレビテキスト　季節の素材を使うことを大切にした料理の作り方が中心。

153 料理 NHKきょうの料理ビギナーズ
エヌエイチケイキョウノリョウリ
ビギナーズ

月刊 ¥514 ¥6,168 ◎
ＮＨＫテレビ番組「きょう料理ビギナーズ」のテキスト。２０～４０代女性の料理ビギナーに向け、初心者
が覚えたい料理の基本や簡単・手軽にできるシンプルなレシピを紹介。

154 料理 オレンジページ オレンジページ 月２回 ¥390 ¥9,360 ◎ ◎ ●
女性総合誌　生活情報誌。「読者の声に応える」という徹底した編集方針で、日常生活に活かせる、役
立つ情報を収載。
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155 料理 ｄａｎｃｙｕ ダンチュウ 月刊 ¥860 ¥10,320 ◎ ２０～４０代の男女を主な対象とした食生活雑誌。

156 料理 レタスクラブ レタスクラブ 月刊 ¥500 ¥6,000 ◎ ○
主婦や女性のための生活実用情報誌。料理、家事や住まいの工夫、お出かけ、お買い物、スキンケア
等を紹介。

157 旅行 JR時刻表 ジェイアールジコクヒョウ 月刊 ¥1,183 ¥14,196 ● 交通時刻表　ＪＲ・私鉄・バス・航空ダイヤを掲載。

158 旅行 JTB時刻表 ジェイティビージコクヒョウ 月刊 ¥1,183 ¥14,196 ◎ 交通時刻表　ＪＲ・私鉄・バス・航空ダイヤを掲載。

159 旅行 旅の手帖 タビノテチョウ 月刊 ¥596 ¥7,152 ○ ●
旅行・観光　厳選した質の高い旅の情報を中心に特集を組み、取り下ろし写真も豊富。女性からの根
強い人気を集める。

160 旅行 東海じゃらん トウカイジャラン 月刊 ¥490 ¥5,880 ◎ ◎ お得な宿やツアー情報等のレジャー情報を扱う。オリジナルお得プラン「ジャプラン」は必見。

161 歴史 歴史街道 レキシカイドウ 月刊 ¥648 ¥7,776 ○ ●
歴史一般　歴史を通して生き方、仕事へのヒント、楽しい知識を与える内容。出来事を写真、イラスト、
図表を用いて提供。

162 歴史 歴史人 レキシジン 月刊 ¥700 ¥8,400 ○ 若い人から中高年まで、幅広い世代の男女にむけた歴史情報誌。


