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1 AERA（アエラ） 朝日新聞出版 総合 時代を読みとく、本格的ニュース週刊誌。 週 \364 \18,928 

2
AERA with Kids
（アエラウィズキッズ）

朝日新聞出版 家庭教育誌 父親も母親も満足させる子育て情報誌 季 \907 \3,628 

3 明日の友 婦人之友社 健康 健やかに年を重ねる生きかた 隔月 \664 \3,984 

4 アニメージュ 徳間書店 ゲーム・アニメ アニメと大好きをつなぐ100％FAN MAGAZINE 月 \909 \10,908 

5 あまから手帖 クリエテ関西 趣味一般（食） 関西の食と味を掘り下げ、よい店と料理紹介 月 \741 \8,892 ☆

6 ＆Premium マガジンハウス 女性教養
「上質」にこだわる大人の女性のための新クオリティラ
イフ誌

月 \800 \9,600 

7 家の光 家の光協会 生活一般 「協同の心」を育む家庭雑誌 月 \617 \7,404 

8 一枚の檜 一枚の檜 芸術・カメラ ご家庭の美術館―あなたの美術教室 隔月 \818 \4,908 

9
ENGLISH JOURNAL
（イングリッシュジャーナル）

アルク 語学 世界の「声」で英語を学ぶ 月 \1,400 \16,800 

10 美しいキモノ 講談社 婦人誌 きものを着る楽しさがより深まる、No.1きもの雑誌 季 \1,909 \7,636 

11 VERY（ヴェリィ） 光文社 ファッション ファッション感覚にあふれた30代向け生活誌 月 \709 \8,508 

12 エアライン イカロス出版 趣味一般 最新情報で定評ある民間航空ファン向け雑誌 月 \1,300 \15,600 

13 栄養と料理 女子栄養大学出版部 料理 現代を健康に生きる。女子栄養大学の月刊誌。 月 \800 \9,600 

14 SF（エスエフ）マガジン 早川書房 小説 日本唯一のSF専門誌 隔月 \1,200 \7,200 

15 ESSE（エッセ） 扶桑社 生活一般 暮らしに役立つ女性のための生活情報誌 月 \518 \6,216 

16 NHK囲碁講座 NHK出版 ゲーム・アニメ 人気トッププロが実力アップをお手伝い 月 \545 \6,540 

17 NHKきょうの健康 NHK出版 健康 読む「総合病院」。心と体、すこやかに 月 \536 \6,432 ☆

18 NHKきょうの料理 NHK出版 料理 おいしい料理、献立、健康づくりに 月 \536 \6,432 

19 NHK趣味の園芸 NHK出版 園芸 育てる！咲かせる！花と緑で生活上手 月 \582 \6,984 

20 NHK将棋講座 NHK出版 ゲーム・アニメ テレビとテキストで、必勝の戦法伝授 月 \505 \6,060 

雑誌スポンサー制度　雑誌リスト

・リストの中からご希望の雑誌をお選びいただけます。
・単価は「雑誌のもくろく２０２１」を参考にしており、年額は単価と頻度から単純計算しています。単価・年額は参考価格であり、変動する場合があります。
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21 NHKすてきにハンドメイド NHK出版 生活一般 ありとあらゆるハンドメイドを紹介 月 \600 \7,200 

22 NHK短歌 NHK出版 随筆・短歌・俳句 全国の短歌愛好家の方へ 月 \664 \7,968 

23 NHK俳句 NHK出版 随筆・短歌・俳句 著名俳人、講師陣による懇切丁寧な指導 月 \636 \7,632 

24 NHKみんなのうた NHK出版 芸能・音楽 子供から大人までが口ずさめる曲満載 隔月 \500 \3,000 

25 NHKラジオ深夜便 NHKサービスセンター 趣味一般 NHKの深夜放送、ラジオ深夜便の感動を誌上再録 月 \345 \4,140 

26 えんぶ えんぶ 芸能・音楽 ”旬”の演劇とコラボレーションを楽しむ 隔月 \545 \3,270 

27
大相撲ジャーナル
（スポーツ報知）

アプリスタイル スポーツ 国技である大相撲を完全網羅した定期雑誌 月 \909 \10,908 

28 オートキャンパー 八重洲出版 モーター キャンピングカー＆アウトドア満喫マガジン 月 \800 \9,600 

29
AUTO SPORTS
（オートスポーツ）

三栄 モーター カートからＦ１まで内外のレースをレポート 隔週 \564 \14,664 

30 オール讀物 文藝春秋 小説 最も伝統ある上質なエンタテイメント小説誌 年10 \909 \9,090 

31 Ｏｇｇｉ（オッジ） 小学館 ファッション
”働く”30歳からは「かっこいい私」！”をコンセプトに
美しく生きる女性を応援します！

月 \709 \8,508 

32 男の隠れ家 三栄 総合 文化・食・旅行等、男心をくすぐるカルチャー誌 月 \682 \8,184 

33 おはよう２１ 中央法規出版 その他専門誌 介護専門職のための総合情報誌 月 \905 \10,860 

34 オレンジページ オレンジページ 生活一般 暮らしがもっと楽しくなる生活便利マガジン 月2 \400 \9,600 

35 音楽の友 音楽之友社 芸能・音楽 クラシック・ファンのための総合音楽誌 月 \924 \11,088 

36 科学 岩波書店 自然科学 現代科学の最新動向を的確かつ平易に解説 月 \1,400 \16,800 

37 学校図書館 全国学校図書館協議会 その他専門誌 小・中・高校　学校図書館向けの専門誌 月 \700 \8,400 

38 家庭画報 世界文化社 婦人誌 夢と美を楽しむ 月 \1,273 \15,276 

39
Garden & Garden
（ガーデン&ガーデン）

エフジー武蔵 園芸 庭のある豊かな暮らし 季 \1,100 \4,400 

40 ガバナンス ぎょうせい 社会時局 21世紀の地方自治を創る総合情報誌 月 \1,000 \12,000 
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41 GARVY(ガルヴィ) 実業之日本社 アウトドア・釣り アウトドア＆キャンプマガジン 年5 \880 \4,400 

42 環境会議 日本ビジネス出版 その他専門誌 環境知性を生活と仕事に活かす 年2 \1,000 \2,000 

43
Kansai Walker
（カンサイ・ウォーカー）

KADOKAWA 情報・ＰＲ 関西のエンタテイメント情報誌 月 \591 \7,092 

44 季刊地域 農山漁村文化協会 その他専門誌
地域に生き、地域を担い、地域をつくる人々のための
実践の雑誌

季 \926 \3,704 

45 キネマ旬報 キネマ旬報社 芸能・音楽 邦画、洋画の紹介、批評など映画の総合誌 月2 \850 \20,400 

46 キルトジャパン 日本ヴォーグ社 生活一般 毎号各パターンを深く探求するキルト情報誌 季 \1,300 \5,200 

47 Ku:nel（クウネル） マガジンハウス 女性一般
「大人のときめき」をテーマにした新しいライフスタイル
を提案

隔月 \682 \4,092 

48 暮しの手帖 暮しの手帖社 生活一般 あなたの毎日を豊かに、美しくする「暮らし提案誌」 隔月 \907 \5,442 

49 Clara（クララ） 新書館 趣味一般 バレエを習っている、習いたい人の情報誌 月 \718 \8,616 

50
CREA TＲＡＶＥＬＬＥＲ
（クレアトラベラー）

文藝春秋 旅・鉄道 旅に魅せられたあらゆる人へ贈る雑誌 季 \1,227 \4,908 

51 クロワッサン マガジンハウス 女性一般 知的好奇心あふれる40代女性に贈る暮らしの雑誌 月2 \436 \10,464 

52 群像 講談社 文芸 わが国の純文学界をリードする代表的文芸誌 月 \909 \10,908 

53 経済セミナー 日本評論社 法律・経済 経済学の基礎知識から現実の経済問題を解説 隔月 \1,380 \8,280 

54 芸術新潮 新潮社 芸術・カメラ 幅広い読者を持つ代表的な芸術総合雑誌 月 \1,364 \16,368 

55 月刊おりがみ 日本折紙協会 趣味一般
季節にあった折り紙の折り方がたくさん載った楽しい雑
誌

月 \786 \9,432 

56 月刊京都 白川書院 旅・鉄道
地元ならではの目線で京のマチ、ヒト、コトを丁寧に
気張らずに、上手に伝える

月 \727 \8,724 

57 月刊建築知識 エクスナレッジ その他専門誌 建築に関する技術情報をテーマ別に特集 月 \1,564 \18,768 

58 月刊ピアノ
ヤマハミュージックメディアエンタ
テインメントホールディングス 芸能・音楽 ピアノを楽しむ人の為の楽譜付き情報誌 月 \694 \8,328 

59 現代農業 農山漁村文化協会 その他専門誌 農業と生活全般にわたる実用雑誌 月 \762 \9,144 

60 GOGGLE（ゴーグル） モーターマガジン社 モーター オートバイのある贅沢なライフスタイルを提案 季 \1,127 \4,508 
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61 kodomoe（コドモエ） 白泉社 育児 親子時間を楽しむママへおくる子育て情報誌 隔月 \645 \3,870 ☆

62 こどもとしょかん 東京こども図書館 その他専門誌
東京子ども図書館の活動の中から生まれた機関誌で
す

季 \767 \2,000 

63 子どものしあわせ 日本子どもを守る会 育児 小学生をめぐる問題で親と教師が考えあう本 月 \594 \7,128 

64 この本読んで 出版文化振興財団 その他専門誌 "読みきかせ"や絵本の情報が盛りだくさん！ 季 \1,000 \4,000 

65
GOLF TODAY
（ゴルフトゥデイ）

三栄 スポーツ 新しいゴルフライフを楽しむための雑誌 月 \627 \7,524 

66 サイクルスポーツ 八重洲出版 スポーツ スポーツサイクルのすべてがわかる自転車総合誌 月 \800 \9,600 

67 SAVVY（サヴィ） 京阪神エルマガジン社 女性一般 京阪神を使い切るためのOLライフマガジン 月 \564 \6,768 

68 サライ 小学館 総合
旅・食・美術・古典芸能などを幅広く楽しみ、人生を豊
かにする「大人の生活誌」

月 \682 \8,184 

69
CQ ham radio
（シーキューハムラジオ）

CQ出版 その他専門誌 アマチュア無線の専門誌 月 \900 \10,800 

70 ＣＤ（シーディー）ジャーナル シーディージャーナル 芸能・音楽 オールジャンルの音楽専門誌 季 \1,000 \4,000 

71 JR時刻表 交通新聞社 旅・鉄道 全国の交通情報を網羅。正確と信頼の時刻表 月 \1,095 \13,140 

72 JTB時刻表 JTBパブリッシング 旅・鉄道 旅にデスクに定番の１冊 月 \1,095 \13,140 

73 思想 岩波書店 その他専門誌 哲学、人文・社会科学の最先端の業績を紹介 月 \1,400 \16,800 

74 社会教育 東京官書普及 教育 諸問題や現状等を特集 月 \750 \9,000 

75 週刊朝日 朝日新聞出版 総合 得する、ためになる、大人文化誌 週 \373 \19,396 

76 週刊エコノミスト 毎日新聞出版 法律・経済 日本経済の真実を伝える本格派経済誌 週 \609 \31,668 

77 週刊新潮 新潮社 総合 急テンポで変遷する社会の真実を裁断する 週 \400 \20,800 

78 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 法律・経済 情報で勝負するビジネスリーダーの雑誌 週 \664 \34,528 

79 週刊文春 文藝春秋 総合
信頼度、実売部数1位！時代をリードするNO.1総合情
報誌

週 \400 \20,800 

80 JUNON（ジュノン） 主婦と生活社 女性一般
話題のスターをイチ早くクローズアップ！女の子のため
のインタビュー誌

月 \573 \6,876 
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81 ジュリスト 有斐閣 法律・経済 社会現象と法律実務を結ぶ法律総合雑誌 月 \1,426 \17,112 

82 小説現代 講談社 小説 エンターテイメント小説を掲載する文芸雑誌 月 \909 \10,908 

83 小説新潮 新潮社 小説 人気作家、有望作家の作品を掲載する文芸誌 月 \909 \10,908 

84 小説トリッパー 朝日新聞出版 小説 朝日新聞出版から発行している季刊の小説雑誌 季 \1,080 \4,320 

85 人権と部落問題 部落問題研究所 社会時局 人権問題と部落問題に関する総合的な専門誌 月 \600 \7,200 

86 数学 岩波書店 自然科学 日本数学会の編纂による数学界の最高権威誌 季 \945 \3,780 

87 SCREEN（スクリーン） ジャパンプリント 芸能・音楽 最新洋画情報を満載した洋画ファン誌 月 \796 \9,552 

88 Stereo（ステレオ） 音楽之友社 芸能・音楽 オーディオのハードと使いこなしの情報誌 月 \900 \10,800 

89 住まいの設計　Sumai 扶桑社 リビング 「住まい」と「暮らし」づくりの住宅情報誌 隔月 \1,164 \6,984 

90 住む。 農山漁村文化協会 リビング 地球に生き、地域に住む人への総合提案雑誌 季 \1,143 \4,572 

91 正論 日本工業新聞社 総合 日本の針路を考える 月 \818 \9,816 

92 世界 岩波書店 総合 現代の諸問題を世界的視野で論ずる総合雑誌 月 \850 \10,200 

93 Seventeen（セブンティーン） 集英社 ティーンズ ティーンのためのマイ・ファースト・マガジン 月 \482 \5,784 

94 装苑 文化出版局 ファッション 多種多様な最新ファッションカルチャーを発信 隔月 \680 \4,080 

95
Software Design
（ソフトウェアデザイン）

技術評論社 工学・パソコン
ＯＳとネットワーク、ＩＴ環境を支えるエンジニアの総合
誌

月 \1,220 \14,640 

96 ソフトボールマガジン ベースボール・マガジン社 スポーツ 中高生からママさんまで幅広く取材した情報誌 月 \864 \10,368 

97 ダ・ヴィンチ KADOKAWA 総合 本とコミックの情報マガジン 月 \636 \7,632 

98 TIME（タイム） メレディス 総合
No.1国際英文ニュース誌！TIME(タイム)のニュースで、
世界がはっきり見えてくる。

週 \1,000 \52,000 

99 卓球王国 卓球王国 スポーツ 最新情報満載！こだわりの卓球情報誌 月 \727 \8,724 

100 旅と鉄道 山と溪谷社 旅・鉄道 魅力ある鉄道旅を紹介する乗り鉄バイブル 隔月 \1,000 \6,000 
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101 中央公論 中央公論新社 総合 オピニオン・ジャーナリズムを形成する総合論壇誌 月 \864 \10,368 

102 地理 古今書院 その他専門誌 地理が好きな人のための教養誌 月 \1,264 \15,168 

103 つり人 つり人社 アウトドア・釣り 自然との触れあいを大切にする釣りの総合誌 月 \1,000 \12,000 

104
DISNEY FAN
（ディズニーファン）

講談社 ヤング ディズニーリゾートの最新トレンド情報誌 月 \764 \9,168 

105 鉄道ジャーナル 成美堂出版 旅・鉄道 鉄道関係全般の話題をグラフで紹介 月 \926 \11,112 

106 鉄道模型趣味 機芸出版社 旅・鉄道 昭和22年創刊の伝統ある鉄道模型専門誌 月 \909 \10,908 

107 テニスマガジン ベースボール・マガジン社 スポーツ プレーヤーに向けた技術情報誌 月 \845 \10,140 

108 陶遊 エスプレス・メディア出版 趣味一般 やきものライフを楽しむマガジン 隔月 \1,296 \7,776 

109 特選街 マキノ出版 生活一般 暮らしの中でベストを選ぶ商品情報誌 月 \630 \7,560 

110 ドラゴンマガジン KADOKAWA 小説 ファンタジア文庫ファンに贈る最高のライトノベル誌！ 隔月 \741 \4,446 

111 なごみ 淡交社 趣味一般
知りたい「日本」がここにある。本物の日本の伝統を伝
える

月 \800 \9,600 

112
NATIONAL GEO-GRAPHIC
（ナショナルジオグラフィック）

日経BPマーケティング 自然科学 地球の素顔を伝えるビジュアルマガジン 月 \1,100 \13,200 

113 ナチュリラ 主婦と生活社 ファッション ”ちょっといい毎日”を叶える大人の普段着 季 \1,000 \4,000 

114
ナンバー
（Sports Graphic Number）

文藝春秋 スポーツ 今年も絶好調、総合スポーツ誌の雄 隔週 \546 \14,196 

115 日経WOMAN（ウーマン） 日経BPマーケティング 女性教養 仕事を楽しむ。暮らしを楽しむ。働く女性の情報誌 月 \564 \6,768 

116 日経サイエンス 日本経済新聞出版社 自然科学 科学の「先端」「発見の快感」を伝える総合科学誌 月 \1,333 \15,996 

117 日経ソフトウエア 日経BPマーケティング 工学パソコン ソフト開発とプログラミングのための情報誌 隔月 \1,436 \8,616 

118 日経TRENDY（トレンディ） 日経BPマーケティング 社会時局 個人生活を刺激する流行情報誌 月 \591 \7,092 

119 日経PC21（ピーシー21） 日経BPマーケティング 工学パソコン 必ず使える！必ずわかる！PC・デジタル情報誌 月 \645 \7,740 

120 日経マネー 日経BPマーケティング マネー 日本一の歴史を誇る金融情報誌 月 \682 \8,184 
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121 日本歴史 吉川弘文館 その他専門誌 日本歴史の研究と正しい歴史知識普及を目的 月 \745 \8,940 

122 ニューズウィーク　日本版 CCCメディアハウス 総合 日本のメディアにはない、グローバルな視点 週 \436 \22,672 

123 Nｅｗｔｏｎ（ニュートン） ニュートンプレス 自然科学 科学の話題を面白くビジュアルに紹介 月 \990 \11,880 

124 猫びより 辰巳出版 趣味一般 ちょっとお洒落な大人のねこマガジン 隔月 \1,000 \6,000 

125 non・no（ノンノ） 集英社 ファッション 20代前半の「HAPPY！」になれるファッションマガジン 月 \573 \6,876 

126 Bike JIN（バイクジン） 枻出版社 モーター 大人のバイク乗りの為のツーリング情報誌 月 \900 \10,800 

127 ハウジングbySUUMO リクルート リビング 大手ハウスメーカーの情報やノウハウ満載 隔月 \464 \5,568 

128 バスケットボール 日本文化出版 スポーツ バスケットボール競技者およびファン向け総合誌 月 \773 \9,276 

129
B･PASS
（バックステージ・パス）

シンコーミュージックエンタテイメント 芸能・音楽 国内ロック・アーティストの総合情報誌 月 \800 \9,600 

130 発明 発明推進協会 その他専門誌 ニッポンのモノづくりと知財部を応援する月刊「発明」 月 \891 \10,692 

131 母の友 福音館書店 育児 子育て真っ最中のお母さん、お父さんに！ 月 \527 \6,324 

132 バレーボール 日本文化出版 スポーツ バレーボール競技者及びファン向け総合誌 月 \773 \9,276 

133 バンドジャーナル 音楽之友社 芸能・音楽 吹奏楽・管楽器界をリードする専門誌 月 \905 \10,860 

134 美術手帖 美術出版社 芸術・カメラ
世界のアートの最新トレンドをいつも敏感な読者にお届
けする美術情報、批評誌

隔月 \1,600 \9,600 

135 美的 小学館 ビューティー 「肌・心・体」のキレイを磨くビューティー・マガジン 月 \591 \7,092 

136 ひよこクラブ ベネッセコーポレーション 育児 0ヶ月～2才初めて育児のバイブル・マガジン 月 \682 \8,184 

137
HIRAGANA　TIMES
（ヒラガナタイムズ）

ヤック企画 語学 外国人向け日英バイリンガルマガジン 月 \463 \5,556 

138 FINE BOYS（ファインボーイズ） マガジンハウス ファッション おしゃれ好感度男子のためのファッション・マガジン 月 \545 \6,540 

139 フォトコン 日本写真企画 芸術・カメラ
読んで撮ってよく分かるアマチュアフォトグラファーの道
しるべ

月 \1,200 \14,400 

140
Forbes JAPAN
（フォーブス ジャパン）

プレジデント社 ビジネス
米ビジネス誌「フォーブス」の日本版。ビジネス誌＆ライ
フスタイル誌

月 \1,091 \13,092 
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141 婦人画報 講談社 婦人誌 日本中のよきヒト・モノ・コトを発信します 月 \1,091 \13,092 

142 婦人公論 中央公論新社 女性教養
2016年に100周年。2018年に1500号。女性たちの「知り
たい」に誠実に向き合う雑誌

月2 \591 \14,184 

143 婦人之友 婦人之友社 婦人誌 生活を愛する人とともに 月 \709 \8,508 

144 部落解放 解放出版社 社会時局 部落差別の現実と解放への諸問題を伝える 月 \600 \7,200 

145 BRUTUS（ブルータス） マガジンハウス 総合
あらゆるジャンルを新しく、かつ深く特集し、今の生
活を楽しむ

月2 \545 \13,080 

146 プレジデント プレジデント社 総合 ライバルは皆読んでいる国民的ビジネス誌！ 月2 \709 \17,016 

147 プレジデントFamily（ファミリー） プレジデント社 育児 子供を元気にする。親も元気になる 季 \909 \3,636 

148 フローリスト 誠文堂新光社 園芸
フラワーデザイナー、生花店のための花のアートとビジ
ネス誌

月 \819 \9,828 

149 文化財 第一法規 その他専門誌 「文化財」を紹介する唯一の月刊専門誌 月 \714 \8,568 

150 文學界 文藝春秋 文芸 日本文学の羅針盤となる伝統ある純文学誌 月 \900 \10,800 

151 文藝 河出書房新社 文芸 文学の“話題”は常に小誌から発信 季 \1,350 \5,400 

152 文藝春秋 文藝春秋 総合 世界の”今”が一冊に。No.1総合情報誌 月 \873 \10,476 

153 ベースボールマガジン ベースボール・マガジン社 スポーツ 野球に関する歴史ある総合誌 隔月 \982 \5,892 

154 Voice（ボイス） PHP研究所 総合 21世紀のよりよい社会実現のための提言誌 月 \764 \9,168 

155 星ナビ KADOKAWA 自然科学 ビギナーからマニアまでの天文ファンの雑誌 月 \873 \10,476 

156
HOBBY JAPAN
（ホビージャパン）

ホビージャパン 趣味一般 ホビーファンのための総合ホビー誌 月 \1,000 \12,000 

157 毎日が発見 KADOKAWA 健康 楽しく健やかな「50代から始まる新しい人生」のために 月 \720 \8,640 

158 Mart（マート） 光文社 生活一般 主婦のための読者発生活情報マガジン 月 \600 \7,200 

159 ＭａｃＦａｎ（マックファン） マイナビ出版 工学・パソコン Ａppleが気になるあなたのinfotainment magazine 月 \727 \8,724 

160 ミーツ・リージョナル 京阪神エルマガジン社 男性一般 時代感覚と切り口が売りの京阪神エリアマガジン 月 \500 \6,000 
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161 ミステリマガジン 早川書房 小説 海外ミステリの高級専門誌 隔月 \1,200 \7,200 

162 ミセスのスタイルブック 文化出版局 服飾 丁寧な解説で洋裁ファンを満足させる実用誌 季 \900 \3,600 

163 目の眼 目の眼 芸術・カメラ 古美術・工芸のこころにふれる月刊誌 月 \1,200 \14,400 

164 MEN'S CLUB（メンズクラブ） 講談社 ファッション 日本の男が本当に使えるファッション誌 年10 \818 \8,180 

165 MEN'S NON-NO（メンズノンノ） 集英社 ファッション 感性を刺激するメンズファッション・マガジン 月 \645 \7,740 

166 MORE（モア） 集英社 ファッション 働く女の子をハッピーにするファッション・マガジン 月 \782 \9,384 

167 MOE（モエ） 白泉社 文芸 絵本とキャラクターの特集がいっぱい 月 \827 \9,924 

168
Motor Magazine
（モーターマガジン）

モーターマガジン社 モーター 輸入車・国産車最新情報の自動車総合誌 月 \1,000 \12,000 

169 モノマガジン ワールドフォトプレス ヤング 新製品情報と時代を読む特集マガジン 月2 \590 \3,540 

170 やさい畑 家の光協会 園芸 菜園生活を応援する日本で初めての家庭菜園雑誌 　隔月 \838 \5,028 

171 山と溪谷 山と溪谷社 スポーツ 日本の登山界をリードしつづける総合山岳雑誌 月 \1,000 \12,000 ☆

172 大和路ならら 地域情報ネットワーク 旅・鉄道 奈良・大和路の魅力を深発見 月 \500 \6,000 

173 ゆうゆう 主婦の友社 女性教養 ５０才からの人生を輝いて生きたい！ 月 \700 \8,400 

174 ユリイカ 青土社 文芸 詩と批評誌。毎号異なる特集形式 月 \1,500 \18,000 

175 ラグビーマガジン ベースボール・マガジン社 スポーツ 日本ラグビーの発展とともに歩んできました 月 \909 \10,908 

176 ラジオ技術 インプレス 趣味一般 オーディオとビデオの最新技術の探求誌 月 \1,429 \17,148 

177 ランナーズ アールビーズ スポーツ 頑張るあなたのランを応援 月 \709 \8,508 

178 Leaf（リーフ） 山口新聞舗 趣味一般 京都・滋賀の情報誌 月 \500 \6,000 

179 歴史街道 PHP研究所 総合 現代感覚とビジュアルな誌面で歴史を読む 月 \718 \8,616 

180 歴史群像 学研プラス 総合 日本・世界の歴史をダイナミックに取り上げる 隔月 \964 \5,784 
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181 rockin'on（ロッキングオン） ロッキング・オン 芸能・音楽 洋楽ロック最新情報、インタヴューなど 月 \800 \9,600 

182 ワールドサッカーダイジェスト 日本スポーツ企画出版社 スポーツ 世界のサッカー事情がわかる情報誌 月2 \718 \17,232 

183 私のカントリー 主婦と生活社 生活 ナチュラルな暮らしを楽しむ、ライフスタイル誌 年2 \1,540 \3,080 

184 Wan（ワン） 緑書房 ペット 犬と暮らす毎日をより楽しくする愛犬情報誌 隔月 \1,250 \7,500 


