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中央 西 東 富文

1 愛犬の友 動物 隔月刊 1018 6108 ○
愛⽝とのたのしい暮らしと、愛⽝の健康に役⽴つ、⾷事、⽝舎、⼿⼊れ、病気などの情
報に関する記事を掲載。

2 AERA 週刊誌 週刊 400 19200 ○ ○
政治、経済からライフスタイルまで、国際化や価値観の多様化に対応して、新聞ではカ
バーできない読者のニーズに対応。

3 明日の友 健康（中高年） 隔月刊 707 4242 ○ ○
中⾼年の⼼⾝の健康、医療と福祉、⾐⾷住の記事を特⾊とし、豊かな⽼後を⽬指す
読者の、明⽇の幸せを築く雑誌。

4 and　GIRL 女性総合誌（20～30代） 月刊 690 8280 ○
25〜35歳の⼥性を対象に、⾃分磨きも未来への投資も考える「⼤⼈ガール」向けの情
報を掲載。

5 ＆プレミアム 女性総合誌 月刊 800 9600 ○ ⽇常を⼼地よく素敵に暮らす、⼤⼈の⼥性向けのライフスタイル誌。

6 いいね 生活情報誌 隔月刊 864 5184 ○ ○ こころもからだも社会も、快適にほがらかに。そう願う⼥性のための⽣活雑誌。

7 1・2・3歳 育児 季刊 432 1728 ○ ⼦どもの成⻑をもっと楽しむための育児アドバイス雑誌

8 一枚の絵 芸術 月刊 907 10884 ○
「絵と随筆と旅」を編集⽅針とした、絵の好きな⼈のための雑誌。掲載されている絵を購
⼊できることが⼤きな特⾊。

9 一個人 男性総合誌（40～50代） 月刊 843 10116 ○
「私の時間を愉しむ」をキャッチコピーに、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情報を満載。

10 田舎暮らしの本 生活情報誌 月刊 808 9696 ○
これから家を構える30歳代、定年後の⽣活を充実させたい40〜50歳代に向けた、⽥舎
で暮らす夢を実現させるための情報誌。

11 English Journal 語学 月刊 1527 18324 ○ ビジネスマン、英語教職者、⼤学⽣向けのCD付き英語情報誌。

12 VERY 女性総合誌 月刊 720 8640 ○ ○
30代主婦向けの、⽣活情報誌。ファッション、料理から仕事、趣味などのガイドまで、本
当に⼤切な実⽤情報を提供。

13 With 女性総合誌（20代） 月刊 692 8304 ○
20代の働く⼥性のためのライフスタイルマガジン。ファッション、美容、カルチャーを中⼼とし
た情報を多数掲載。

14 VoCE 女性総合誌（20～30代） 月刊 651 7812 ○ 化粧品情報を中⼼にした20代後半の⼥性向けエンターテインメント誌。

15 UOMO 男性総合誌（30～40代） 月刊 907 10884 ○ ⼤⼈の男性読者の知的好奇⼼を刺激する、ファッション＆ライフスタイル誌。

16 美しいキモノ ファッション 季刊 2100 8400 ○
四季折々の着物のおしゃれを、正統派の洗練と現代的な感性で提唱。⾷や住、旅、⽂
化も提案する「和」のライフスタイルマガジン。

17 栄養と料理 料理・栄養 月刊 920 11040 ○ ○
⾃分の健康、家族の健康などを対象に、四群点数法を中⼼とした健康と料理に関する
雑誌。

18 SFマガジン 文芸誌（SF） 隔月刊 1309 7854 ○ SF⼩説の専⾨誌。

19 ESSE 女性総合誌（主婦） 月刊 571 6852 ○ ○ ○ ○
料理、インテリア、収納、家事、ファッション、美容、マネー、エンターテインメントなど、暮ら
しに役⽴つ情報が満載。

21 NHKガッテン 生活情報誌 季刊 828 3312 ○
NHK「ためしてガッテン」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。
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22 NHKきょうの健康 健康 月刊 550 6600 ○ ○ ○ ○
NHK教育テレビ「きょうの健康」テキスト。信頼できる最新の医療・健康情報をわかりやす
く解説。

23 NHKきょうの料理 料理・栄養 月刊 550 6600 ○ ○ ○
NHK教育テレビ「きょうの料理」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。

24 NHKきょうの料理ビギナーズ 料理・栄養 月刊 519 6228 ○ ○ ○ ○
NHK教育テレビ「きょうの料理ビギナーズ」テキスト。初⼼者がまず覚えたい料理の基本や
⼿軽にできるシンプルなレシピを紹介。

25 NHK趣味の園芸 園芸・農業 月刊 545 6540 ○ ○ ○
NHK教育テレビ「趣味の園芸」テキスト。四季折々の植物の、季節ごとの⼿⼊れや育て
⽅のコツをていねいに解説。

26 NHK趣味の園芸　やさいの時間 園芸・農業 隔月刊 905 5430 ○ ○ ○
NHK教育テレビ「趣味の園芸 やさいの時間」テキスト。畑や菜園での野菜作りやコンテ
ナ菜園のノウハウなどを紹介。

27 NHK将棋講座 趣味 月刊 545 6540 ○ NHK教育テレビ「将棋講座」テキスト。

28 NHKすてきにハンドメイド 趣味 月刊 623 7476 ● ○ ○ ○
NHK教育テレビ「すてきにハンドメイド」テキスト。⼿作り好きな50〜60歳代⼥性からエコ・
ナチュラル志向の20〜30歳代⼥性も対象。

29 NHKまる得マガジン 生活情報氏 月刊 617 7404 ○ 1⽇5分、多忙な⼈でも⼿軽に習得！⼈気のよろずテキストです。

30 NHKみんなのうた 幼児・児童 隔月刊 545 3270 ○ 放送開始から３０年を越え、多くのヒット曲や愛唱曲を⽣んだテレビ番組のテキストｌ。

31 LDK 生活情報誌 月刊 630 7560 ○ ○ ⽇⽤品や⾷料品を中⼼にテストして批評。買い物に役⽴つ情報が満載。

32 オートバイ 自動車・オートバイ・自転車 月刊 1001 12012 ○ オートバイ所有者、業者および関連産業関係者対象のオートバイ専⾨誌。

33 オール読物 文芸誌（小説) 月刊 1016 12192 ○ 最も伝統ある上質なエンタティンメント⼩説誌。

34 OZ magazine 女性情報誌（20～30代） 月刊 640 7680 ○ 「⽇常を丁寧に過ごすこと」をテーマとした⼥性誌。

35 Oggi 女性総合誌 月刊 759 9108 ○ 「⾃分磨き」に積極的な、働く⼥性のためのライフスタイル・ファッション誌。

36 大人のおしゃれ手帖 女性総合誌(40代以上) 月刊 961 11532 ○
美容・健康・⾷・旅⾏・家事などの暮らしをより豊かにする情報を提供する、40代以上の
⼥性向けのライフスタイルマガジン。

37 おとなの週末 総合誌（生活） 月刊 707 8484 ○
「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。

38 オレンジページ 女性総合誌（生活） 月2回 438 10512 ○ ○
「読者の声に答える」という編集⽅針で、⽇常⽣活に活かせる役に⽴つ情報を収載する
⽣活情報誌。

39 音楽の友 音楽・オーディオ 月刊 1068 12816 ○
世界の楽壇、⽇本楽壇の動き等、有益な情報、国内外の演奏会情報等を掲載した、
⾳楽愛好家のための趣味と教養の雑誌。

40 CAR and DRIVER 自動車・オートバイ・自転車 月刊 690 8280 ○
国産、外国⾞の新⾞解説、試乗記をはじめ、ナビやアクセサリー紹介まで、クルマ⽣活を
応援する幅広い情報を掲載。

41 CAR MAGAZINE 自動車・オートバイ・自転車 月刊 1347 16164 ○
クルマを趣味としてとらえるオーナードライバーや購買予備層向けの、グラフィカルで⾒て楽し
める⼤判情報誌。

42 Casa　BRUTUS 男性総合誌（生活） 月刊 980 11760 ○
男性向けのインテリア・ライフスタイル情報誌で、建築物・住まい・お店・道具・アート・デザ
インなどから毎号テーマを絞って特集及び掲載。

43 かぞくのじかん 育児 季刊 820 3280 ○ ○ ○
若い⼦育て世代に向け、「家庭⽣活と仕事の調和（バランス）」を提案するファミリーマ
ガジン。

44 家庭画報 女性総合誌 月刊 1354 16248 ○ ○ 　
⾐⾷住、旅、伝統⽂化など⼼を豊かにする話題を、⼤きく迫⼒あるビジュアルで伝える⼥
性総合誌。

45 からだにいいこと 健康・美容 月刊 630 7560 ○
⼤⼈の⼥性向けの美容・健康情報誌。いつまでも若く、元気で美しく痛い⼥性に役⽴つ
情報が満載。
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46 キネマ旬報 テレビ・ラジオ・芸能・映画 月2回 964 23136 ○
新作、話題作映画の紹介や、監督、俳優へのインタビューなど、最新情報を鋭い批評と
ともに紹介。

47 QCサークル 経済・ビジネス 月刊 530 6360 ○
職場第⼀線の⼈々を対象とした品質管理、QCサークル活動などの⼩集団改善活動に
関する雑誌。

48 教育 教育 月刊 727 8724 ○
⼩・中・⾼校教師、教育学者を対象とする教育問題の研究誌。現場に直結した実⽤
記事を掲載。

49 ku:nel 生活情報誌 隔月刊 850 5100 ○ ○ スロースタイルな⾷・インテリア・ライフスタイル情報誌。

50 クーヨン　月刊 育児 月刊 721 8652 ○ ○ ○
育児（⼦どものこと）と育⾃（親のこと）を考えた、⼤⼈も⼦どもも⼼地よいオーガニッ
クな⼦育てを応援する⽉刊誌。

51 暮しの手帖 生活情報誌 隔月刊 972 5832 ○ あなたの毎⽇を豊かに、美しくする「暮らし提案誌」。

52 ＣＲＥＡ 女性総合誌(20～30代) 月刊 780 9360 ○ ⾃⽴した⼥性に読んでほしい、こだわりの総合情報誌。

53 クロワッサン 女性総合誌（生活） 月2回 501 12024 ○ ○ ○ ○
おいしくて健康にいい⾷⽣活に関する記事のほか、映画、本、家庭雑貨など⽣活を豊か
にする情報が満載。

54 群像 文芸誌（純文学） 月刊 992 11904 ○
戦後まもなく創刊され、数多くの⽂芸賞受賞作家を輩出してきた純⽂学雑誌の正統
派。

55 GOETH 男性総合誌 月刊 800 9600 ○ 30〜40代のビジネスマンを対象に、仕事と⼈⽣を充実させるライフスタイル等を紹介。

56 経済界 経済・ビジネス 月刊 666 7992 ○
「企業は⼈で決まる」という編集⽅針から、経営者の⼈物像に迫り、企業を分析していく
経済誌。

57 月刊自家用車 自動車・オートバイ・自転車 月刊 900 10800 ○ 読者参加による⽣情報を中⼼としたクルマの総合誌。

58 Get　Navi 生活情報誌 月刊 780 9360 ○
時計、シューズ、バッグからパソコンまで、20〜35歳の男性がこだわる「モノ」に関するグッズ
情報を提供。

59 現代詩手帖 文芸誌（詩） 月刊 1459 17508 ○ 詩の最前線の視点から現在の知の最前線と⽂化状況を切開する詩と批評誌。

60 現代農業 園芸・農業 月刊 831 9972 ○
農業経営者を対象に、農業技術、経営、農政、⽣活などの農業と⽣活全般にわたる
解説を掲載。

61 航空ファン 鉄道・航空・交通 月刊 1350 16200 ○
航空機ファンや航空⼯業・輸送・防衛業務に携わる⼈向けの専⾨誌。歴史的な著名
機から最新の航空機までをやさしく解説。

62 Kodomoe 育児 隔月刊 690 4140 ○ 絵本雑誌『MOE』から⽣まれた⼦育て情報誌。

63 珈琲時間 趣味 季刊 860 3440 ○ コーヒー好き、カフェ好きな⽅向け、コーヒーにまつわる様々な情報をお届けします。

64 GOLF DIGEST スポーツ 月刊 697 8364 ○ ○ ○ ゴルファーに必要な実益記事、技術、ルールの解説をはじめ、読み物、写真を掲載。

65 碁ワールド 囲碁 月刊 894 10728 ○
級位者から⾼段者対象の囲碁専⾨誌。プロ棋戦の解説、随筆や書評などの読み物、
全国のイベント情報などを紹介。

66 CYCLE SPORTS 自動車・オートバイ・自転車 月刊 890 10680 ○ 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する⾃転⾞情報誌。

67 ZAITEN 経済・ビジネス 月刊 654 7848 ○ 株式、不動産、⾦融をはじめ企業活動の情報を提供。

68 サッカーマガジン スポーツ 月刊 902 10824 ○
サッカー選⼿、関係者、⼀般スポーツ愛好家を対象に、サッカー界のニュース、話題、技術
の紹介記事などを掲載。

69 THE 21 経済・ビジネス 月刊 636 7632 ○ ビジネスマン向け、次代を的確に⾒通す、先⾒性豊かな情報誌。



※雑誌の価格は変更、変動する場合があるため、単価および年額はあくまでも目安としてください。 2020.4.1現在

中央 西 東 富文
頻度 単価

年額
(税抜)

図書館名
内容No. 雑誌名 分野

70 サライ 総合誌 月刊 771 9252 ○ ○
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、コラム等の情報で構成される、⼤
⼈のための⽣活情報誌。

71 サンデー毎日 週刊誌 週刊 411 19728 ● ○ 40〜50代ビジネスマンの知的好奇⼼を刺激し続ける総合週刊誌。

72 ３分クッキング 料理・栄養 月刊 561 6732 ○ ⽇本テレビで放送されている「3分クッキング」番組のテキストを含む総合料理誌。

73 CQ ham radio 趣味 月刊 982 11784 ○ アマチュア無線の最新の技術、製品、情報のニュースを紹介する専⾨誌。

74 CNN　English Express 語学 月刊 1240 14880 ○ ハード）を中⼼に、パッケージ・ソフトにこだわったオール・ジャンルの⾳楽情報誌。

75 JTB時刻表 鉄道・航空・交通 月刊 1195 14340 ○
国内の乗り物（JR、私鉄、船、バス、⾶⾏機、ロープウェイ、遊覧船）⼀般のダイヤと⽇
本発着の国際線の航空ダイヤを掲載。

76 終活読本ソナエ 生活情報誌 季刊 989 3956 ○ いつか迎える「その時」。⼈⽣を美しく仕上げるための終活専⾨の季刊誌。

77 週刊朝日 週刊誌 週刊 410 19680 ●
ニュースはもちろん⽣活情報をカバーし、性別問わず愛読されている、歴史と伝統ある週
刊誌。

78 週刊エコノミスト 経済・ビジネス 週刊 665 31920 ○
⽇本経済および国際経済に関して、鋭いニュースセンスと深みのある解説を掲載する総
合経済・ビジネス誌。

79 週刊新潮 週刊誌 週刊 421 20208 ● ○
⽂芸出版社から発刊される週刊誌として、常に「⼈間という存在」を強く意識した記事
作りが特徴。

80 週刊ダイヤモンド 経済・ビジネス 週刊 721 34608 ○ ○ 経済・⾦融・企業情報をタイムリーに掲載し、直接仕事に役⽴つビジネス総合情報誌。

81 週刊東洋経済 経済・ビジネス 週刊 700 33600 ○
徹底した取材とデータ分析に基づく特集記事やニュース、ビジネスレポートなどで構成され
る経済ビジネス情報誌。

82 週刊文春 週刊誌 週刊 427 20496 ● ○ ○ ○
週刊トピックス、⻑編ルポなど、知識層ビジネスマン向けの内容。注⽬作家のエッセイも
魅⼒。

83 週刊ベースボール スポーツ 週刊 501 24048 ○
⼀般野球ファンを対象に、誰にもわかる野球記事を中⼼に編集。年額は別冊分含め56
冊分。

84 自遊人 総合誌 季刊 1212 4848 ○
30代後半〜60代前半の男性で「⽣活のゆとりを第⼀に考える⼈々」をメインターゲットに
した余暇情報誌。

85 住民と自治 地方自治 月刊 590 7080 ○
地域活動、政策づくりに取り組む住⺠、⾃治体職員、地⽅議員、研究者に向けた、地
⽅⾃治の総合誌。

86 ジュニアエラ 学習 月刊 498 5976 ○ ○
⼩学校⾼学年から中学⽣に向けたニュースマガジン。親⼦で⼀緒に読んで、考え、話し
合えるような記事を収録。

87 将棋世界 趣味 月刊 808 9696 ○ ○
タイトル戦の実践譜、定跡、詰将棋の解説、将棋界の情報等。若い⼈から⾼齢者まで
幅広い読者層。

88 商工ジャーナル 経済・ビジネス 月刊 1163 13956 ○
国内の中⼩企業経営者を対象に経済・経営問題についての解説記事を中⼼に取り扱
う情報誌。

89 小説幻冬 文芸誌（小説） 月刊 889 10668 ○ 幻冬舎だから実現できる、豪華執筆陣の⽉刊⽂芸誌。

90 小説新潮 文芸誌（小説） 月刊 1015 12180 ○
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してきた⼤衆⽂
芸誌。

91 小説推理 文芸誌（ミステリ） 月刊 892 10704 ○ 話題作を掲載する推理⼩説の専⾨誌。

92 小説宝石 文芸誌（小説） 月刊 889 10668 ○ 読切り⼩説を中⼼としたフィクション＆ミステリー⼩説⽂芸誌。

93 新潮 文芸誌 月刊 965 11580 ○ 歴史と伝統を誇る⽉刊⽂芸誌。三島由紀夫賞などの⽂学賞が発表される。
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94 スクリーン テレビ・ラジオ・芸能・映画 月刊 940 11280 ○
⽼舗の洋画雑誌として、⼈気スターの近況や最新作、話題作をいち早く紹介。特集や
読み応えのある連載記事も好評。

95 STORY 女性総合誌（40代） 月刊 839 10068 ○
豊かな経験と知性、好奇⼼とパワーを兼ね備えた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。

96 すばる 文芸誌 月刊 960 11520 ○ 良質の作品掲載に⼒を⼊れている⽂芸総合誌。

97 Sports Graphic Number スポーツ 隔週刊 601 14424 ○ ○
プロ野球、MLB、サッカーから、モータースポーツ、格闘技、競⾺、アドベンチャーまで全スポー
ツ分野対象の総合スポーツ誌。

98 SUMAI no SEKKEI 住居・インテリア 隔月刊 1263 7578 ○ ○ ○
住宅設計、建築、室内装飾などこれから住宅を持つ予定者および改築、補修を考える
⼈に役⽴つ記事やケーススタディなどを掲載。

99 相撲 スポーツ 月刊 1004 9036 ○ 相撲愛好家を対象に、番付その他の相撲に関するニュース、話題を編集。

100 正論 総合誌 月刊 960 11520 ○ 時期をとらえた報道、解説、論評を掲載するオピニオン雑誌。

101 TARZAN 生活情報誌 月2回 557 13368 ○
健康や⾃分の⽣活にこだわる、知的で⾏動派の⼈々を対象に、スポーツ、フィットネス、ダ
イエット、アウトドアなどの情報を提供。

102 DIME 男性総合誌 月刊 700 8400 ○
世の中を構成するあらゆるものを、いろいろな⾓度から⾒つめ取材し、時代のトレンドを読
者にわかりやすく⾯⽩く紹介。

103 Diamond ZAI 経済・ビジネス 月刊 737 8844 ○ ○
個⼈資産をどうやってつくり、資⾦をどうやって運⽤していくか。マネービギナーのための個⼈
資産プランニングマガジン。

104 ダ・ヴィンチ 出版情報・書評 月刊 689 8268 ○ ○ ○ ○
本を通してエンターテインメント情報を提供する雑誌。本以外にも映画やゲーム、⾳楽など
を独⾃の切り⼝で紹介する。

105 宝塚グラフ テレビ・ラジオ・芸能・映画 月刊 727 8724 ○
宝塚歌劇のファンを対象に、スターとステージの魅⼒を写真などで紹介するビジュアルマガ
ジン。

106 旅と鉄道 旅行・レジャー 隔月刊 1000 6000 ○ 鉄道旅⾏の魅⼒を伝える情報誌。

107 旅の手帖 旅行・レジャー 月刊 617 7404 ○ ○ ○
厳選した質の⾼いたびの情報を中⼼に毎号特集を組み、豊富なカラー写真を掲載する
旅⾏雑誌。

108 たまごクラブ 育児 月刊 680 8160 ○ ○ 妊娠から出産までの、本当に読者の役に⽴つ知恵をアドバイスする、マタニティ情報誌。

109 ダンスビュウ スポーツ 月刊 1091 13092 ○
社交ダンスの愛好家を対象にした専⾨誌。ダンス情報、テクニック指導、ルポやエッセイ
等。

110 dancyu 料理・栄養 月刊 900 10800 ○ ○ ○
20〜40代の男⼥を主な対象にした、⾷の⽣活雑誌。料理やグルメの話題以外にも、旅
や器、健康など「⾷」周辺の情報も紹介。

111 つり人 スポーツ 月刊 1020 12240 ○ 　 ○ 釣り全般に関する情報を読み物で構成。全国の釣り愛好家が対象読者。

112 Discover　Japan 旅行・レジャー 月刊 980 11760 ○ ⽇本の良さを再発⾒する情報誌。味わい深い⽇本の魅⼒に触れる旅にも⼒を⼊れる。

113 Disney FAN 旅行・レジャー 月刊 835 10020 ● ○ ○
東京ディズニーリゾートのイベント情報などを掲載する、ディズニーファン向けのビジュアルマガ
ジン。

114 デジタルカメラマガジン カメラ・写真 月刊 1080 12960 ○
デジタルカメラの関するツールなどの商品紹介を中⼼に、写真撮影のノウハウや作品紹
介、技術解説を掲載。

115 鉄おも！ 鉄道・航空・交通 月刊 780 9360 ○ 家族で楽しむ鉄道おもしろ情報誌。

116 鉄道ファン 鉄道・航空・交通 月刊 1187 14244 ○
⼀般鉄道愛好家を対象に、写真やイラスト等により内外鉄道⾞両を紹介・解説する鉄
道情報誌。

117 テニスマガジン スポーツ 月刊 909 10908 ○ テニスの試合評、技術解説、随筆等をわかりやすく書いたテニスの専⾨誌。
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118 天然生活 月刊 820 9840 ○ ○ ⾃分の⼿で⽣活をつくり、暮らしを育むことを⼤事にする⼈におすすめしたい雑誌。

119 天文ガイド 自然科学 月刊 935 11220 ○ ⼩学⽣から⼤⼈まで、幅広く読まれている天⽂情報誌。

120 特選街 生活情報誌 月刊 687 8244 ○
DVDやパソコン、デジカメなど各種デジタル製品の選択術、使いこなし⽅をユーザーにわか
りやすく解説。

121 driver 自動車・オートバイ・自転車 月刊 662 7944 ○ ○
クルマに関するあらゆるジャンルの記事を掲載した本格的⾃動⾞情報誌。新⾞選定に役
⽴つ情報が満載。

122 nice things． 健康 月刊 808 9696 ○ 30歳前後の⼥性に向けた、美しく健康的な体をつくるための実⽤情報誌。

123 nicola ファッション 月刊 506 6072 ○
10〜15歳の⼥の⼦向けに、本格的なデビューを応援するための情報を提供するファッション
誌。

124 日経Woman 女性総合誌（20～30代） 月刊 612 7344 ○ ○
仕事に向上⼼を持って取り組み、プライベートでも充実した⽣活を送っている20〜30代の
⼥性を応援する情報誌。

125 日経サイエンス 自然科学 月刊 1454 17448 ○ 知的好奇⼼を刺激する内容が盛りだくさん。ビジュアルでわかりやすい総合科学誌。

126 日経TRENDY 経済・ビジネス 月刊 666 7992 ○ ○ ○ 商品とサービスの新しい潮流（トレンド）を様々な観点からとりあげる流⾏情報誌。

127 日経PC21 コンピュータ 月刊 780 9360 ○ ○
ビジネスパーソンのためのパソコン実践情報誌。読めば必ず役⽴つパソコン活⽤情報を紹
介する。

128 日経ヘルス 健康 隔月刊 680 8160 ○ ○ ○
都市⽣活者のための健康的ライフスタイルマガジン。医学、栄養学、運動⽣理学などの
科学研究に基づく情報を掲載。

129 日経マネー 経済・ビジネス 月刊 739 8868 ○ ○ ○ ○ 貯蓄、投資情報からローン、不動産、税⾦まで、お⾦に関する情報を幅広く掲載。

130 Newsweek日本版 週刊誌 週刊 465 22320 ○ 世界で毎週400万部を発⾏する国際ニュース誌「ニューズウィーク」の⽇本版。

131 Newton 自然科学 月刊 1212 14544 ○ ○ ○
⼩中学⽣からサラリーマンまで、幅広い層の読者に向けて、科学の最前線の話題をビジュ
アルな誌⾯で解説。

132 ね～ね～ 児童 隔月刊 850 5100 ○
新感覚のキャラクターで、⼦どもたちだけでなく若い⺟親から⼥⼦⾼⽣、OLまで幅広い読
者層にアピールする絵本雑誌。

133 non-no ファッション 月刊 646 7752 ○ 若い⼥性のライフスタイルに⽋かせない情報を伝えるファッション誌。

134 俳句 文芸誌（俳句） 月刊 990 11880 ○
初⼼者を中⼼に幅広い読者を持つ俳句総合誌。⼀流俳⼈の投稿はもちろん、詩⼈や
⼩説家からの寄稿も多い。

135 母の友 教育 月刊 580 6960 ○ 「⼦育てのヒント」、「物語のたのしさ」を届ける⽉刊育児雑誌。

136 Piano 音楽・オーディオ 月刊 756 9072 ○ ○ ○ 最新ヒット曲を中⼼に、楽譜を多数掲載した、ティーンズ層の⼥の⼦向けピアノ雑誌。

137 PHP 総合誌 月刊 205 2460 ○
松下幸之助⽒主宰のPHP活動の機関誌。⾝も⼼も豊かに、平和で幸福な⽣活を送る
ための⽅策を、各界著名⼈や⼀般読者が提案。

138 PHPくらしラク～る 生活情報誌 月刊 360 4320 ○ 毎⽇を、何気なくラクに楽しく暮らすことを応援する⽣活情報誌。「ＰＨＰ」の増刊号。

139 PEAKS アウトドア 月刊 1080 12960 ○ 多様化する⼭の楽しみ⽅を紹介する登⼭情報誌。⼭の様々な魅⼒を発信する。

140 ビジネスチャンス 経済・ビジネス 隔月刊 808 4848 ○ 次なる成⻑を担うすべての起業家を応援する起業＆新規事業の専⾨情報誌

141 BE-PAL アウトドア 月刊 787 9444 ○ ○
「⾃然と友達になろう」をテーマに、季節に合わせたアウトドア情報や、新しいアウトドアのス
タイルを提案。



※雑誌の価格は変更、変動する場合があるため、単価および年額はあくまでも目安としてください。 2020.4.1現在

中央 西 東 富文
頻度 単価

年額
(税抜)

図書館名
内容No. 雑誌名 分野

142 美術手帖 芸術 月刊 1745 20940 ○ 資料製の⾼い美術専⾨雑誌。現代美術の動向や展覧会情報などを提供。

143 美ｓｔ 女性総合誌（40代） 月刊 840 10080 ○ 40歳代の⼥性を対象とする美容情報誌。

144 ＦＵＤＧＥ ファッション 690 8280 ○ オトナ⼥⼦のためのファッション情報誌。モデルが好きな⽅にもおすすめ。

145 Forbes JAPAN 経済・ビジネス 月刊 898 10776 ○ ビジネス誌「Forbes」の⽇本版。⽇本のイノベーターの必読書。

146 婦人画報 女性総合誌 月刊 1259 15108 ○ 伝統ある和の世界から世界のトレンドまで提供する、歴史ある⼥性誌。

147 婦人公論 女性総合誌（40～50代） 月2回 578 13872 ○ ○ ○ ○
著名⼈へのインタビュー記事や読者の⼿記が毎号話題の⼥性週刊誌。読者は40〜50
代を中⼼とする⼥性。

148 婦人之友 女性総合誌 月刊 778 9336 ○
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。

149 BURUTUS 生活情報誌 月2回 689 16536 ○ モノが溢れ、多様な価値が語られる時代の“幸せな消費”を探求する雑誌。

150 PRESIDENT 経済・ビジネス 隔週刊 693 16632 ○ ○ ○ ○
中⼼読者の経営層に向け、幅広いテーマを時流をとらえた視点で掘り下げたビジネス戦
略情報誌。

151 President Family 生活情報誌（30～50代） 季刊 990 3960 ○ ○ ○ 30〜50代の⼦育て世代をターゲットにしたファミリーマガジン。

152 Pre-mo 育児 季刊 747 2988 ○ 妊娠中のお⺟さんを対象としたプレ・ママ情報誌。

153 文学界 文芸誌（純文学） 月刊 983 11796 ○
⽇本の⽂学史の中で⻑い歴史と伝統をもち、数多くの芥川賞作家も輩出している代表
的純⽂学雑誌。

154 文藝 文芸誌 季刊 1418 5672 ○
⼩説、批評、詩、写真、座談会等、清新な話題と作品を掲載。現代の⽂学と思想を
リードする⽂学総合誌。

155 文藝春秋 総合誌 月刊 922 11064 ○ ○ ○
⽇本社会の中核層に最も多く読まれている総合雑誌。芥川賞発表号は、毎号⼤増刷
されている。

156 POPEYE ファッション（20代） 月刊 835 10020 ○
２０代向けファッション誌。クルマ、デジタルグッズなど、ファッション以外の最新情報も発
信。

157 Hobby Japan 趣味 月刊 1041 12492 ● プラモデルを中⼼とした総合ホビー情報誌。

158 My GARDEN 園芸・農業 季刊 1212 4848 ○ 国内外のガーデン情報を紹介するガーデニングマガジン。

159 毎日が発見 女性総合誌(50代～） 月刊 567 6804 ○ ○
暮らしの整え⽅から⽣きがいや楽しみの⾒つけ⽅から実践まで、⽇々を充実させる情報を
お届けします。

160 MAC fan コンピュータ 月刊 877 10524 ○ ⼿軽に読めるハンディタイプのMacintosh情報誌。

161 Mart 女性総合誌（20～30代） 月刊 640 7680 ○
⽣活を豊かに楽しむための情報に敏感で⾏動的な20〜30代のミセスを対象とした⽣活
情報誌。

162 ミステリマガジン 文芸誌（ミステリ） 月刊 1309 7854 ○ 推理⼩説の専⾨誌。海外ミステリ中⼼。

163 ミセス 女性総合誌 月刊 1170 14040 ○ ○
ファッション、美容、旅、料理、リビングをはじめ、ミセス向け教養と実⽤記事を中⼼とした
婦⼈総合誌。

164 ムー 読み物 月刊 853 10236 ○
古代⽂明、超⾃然現象、UFO、最先端科学、超科学など、夢とロマンを追求するノン
フィクション娯楽雑誌。

165 MEN'S Ex ファッション 月刊 842 10104 ○
ファッション、クルマ、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
する男性向け情報誌。
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166 MOE 絵本・キャラクター 月刊 893 10716 ○ ○ ○
20〜30代の⼥性をターゲットにした絵本・キャラクター情報誌。⼈気キャラクター、イラスト、
絵本の世界をビジュアルに紹介。

167 ｍono 生活情報誌 月2回 645 15480 ○ ○
新しい商品についての選び⽅、買い⽅、使い⽅などを中⼼に、モノをとおして次代のライフ
スタイルを提案するモノ情報誌。

168 MONOQLO 生活情報誌 月刊 680 8160 ○ 20〜30代の男性をメインターゲットにした暮らしのモノ批評誌。

169 やさい畑 園芸・農業 隔月刊 914 5484 ○ ○ 野菜栽培のノウハウや、⾃然と暮らす豊かなライフステージを提案する、家庭菜園雑誌。

170 山と渓谷 アウトドア 月刊 1200 14400 ○ 初⼼者からベテランまでを対象とする、⽇本全国の⼭登りの話題と情報を多数掲載。

171 ゆうゆう 女性総合誌（50代） 月刊 731 8772 ○ ○ 50代⼥性に向け、健康、美容、⽣きがい、お⾦などについての情報を発信。

172 ユリイカ 文芸誌（詩） 月刊 1604 19248 ○
現代詩と批評の専⾨誌。内外のアート、思想、詩⼈、⼩説家、⾳楽家、画家なども取
り上げ紹介する。

173 LIVES 住居・インテリア 隔月刊 1020 6120 ○ ○ ○
ビジュアル性・実⽤性を重視した独⾃の視点で、読者の求める都市型住宅と⽣活の情
報を伝える。

174 ランドネ アウトドア 隔月刊 990 5940 ○
フィールド情報はもちろん、温泉やグルメ、おしゃれなアウトドアウェアまで紹介するアウトドア
専⾨誌。

175 ランナーズ スポーツ 月刊 824 9888 ○
ビギナーからベテランまでのランナーを対象に、運動や体についての諸解説のほか、国内外
レースのスケジュールや結果を掲載。

176 ランニングマガジンクリール スポーツ 月刊 845 10140 ○ 「快適に、楽しく⾛ろう」をテーマに、ランニングの情報を多⾓的に提供。

177 LEE 女性総合誌（20～30代） 月刊 743 8916 ○ ○ ○ 20代後半から30代のヤングミセスを中⼼とした、⼥性のライフスタイル誌。

178 陸上競技 スポーツ 月刊 1050 12600 ○ 陸上競技に関する情報が満載の陸上専⾨誌。

179 LEON 男性総合誌（30～50代） 月刊 944 11328 ○
30〜50代の経済⼒のある⼤⼈の男性に焦点を当て、ファッション、クルマ、インテリア、
旅、グルメなど「⾐⾷住」の情報を幅広く提供。

180 歴史群像 歴史 隔月刊 1062 6372 ○ ドラマチックに歴史を楽しむためのビジュアルな歴史雑誌。

181 レタスクラブ 栄養・料理 月刊 640 7680 ○ ○ 料理のレシピや⽣活を楽しくする情報が盛りだくさん。

182 和楽 趣味 隔月刊 1500 9000 ○ ⽇本美術や地⽅のいいものの情報など、⽇本⽂化の魅⼒を伝える。


