
                                                                                                                                                                                                 

ジャンル 小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

ニュース週刊誌 AERA〔アエラ〕 朝日新聞出版 400 20,000 週刊 28×21

報道・解説 週刊朝日 朝日新聞出版 390 19,500 週刊 25×18

総合週刊誌 週刊新潮 新潮社 400 20,000 週刊 25×18

総合週刊誌 週刊文春 文藝春秋 400 20,000 週刊 25×18

時事・社会 正論 産経新聞社 780 9,360 月刊 21×14

総合評論 世界 岩波書店 918 11,016 月刊 21×14

男性向けトレンド
情報

DIME〔ダイム〕 小学館 600 7,200 月刊 28×20

ビジネス情報誌
日経ビジネスAssocie〔アソシ
エ〕

日経ＢＰ社 700 8,400 月刊 27×20

地域・店舗情報 関西・中国・四国じゃらん リクルート 500 6,000 月刊 28×20

地域・店舗情報 関西Walker KADOKAWA 470 11,750 隔週刊 28×21

地域・店舗情報 関西ファミリーWalker KADOKAWA 590 2,360 季刊 29×19

公募情報 公募ガイド 公募ガイド社 630 7,560 月刊 28×21

京阪神地域情報
Meets Regional
 〔ミーツリージョナル〕

京阪神エルマガ
ジン社

480 5,760 月刊 25×21

総合文芸 オール讀物 文藝春秋 1,000 12,000 月刊 21×14

総合文芸 小説新潮 新潮社 950 11,400 月刊 21×14

総合文芸 小説すばる 集英社 920 11,040 月刊 21×14

総合文芸 文藝春秋 文藝春秋 900 10,800 月刊 21×14

総合文芸 野性時代 KADOKAWA 860 10,320 月刊 21×14

純文学 群像 講談社 1,010 12,120 月刊 21×14

詩 詩とファンタジー かまくら春秋社 1,080 2,160 年2回 29×20

大衆文学 ダ・ヴィンチ KADOKAWA 660 7,920 月刊 29×21

短歌 短歌
角川文化振興財
団

970 11,640 月刊 21×15

情報

現在所蔵中の雑誌

総合

平成29年12月1日現在

文芸

雑誌オーナー制度対象雑誌一覧 (TRC和泉図書館) 



ジャンル 小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

児童文学 日本児童文学
日本児童文学者
協会

1,080 6,480 隔月刊 21×15

俳句 俳句
角川文化振興財
団

950 11,400 月刊 21×14

書籍情報誌 本の雑誌 本の雑誌社 740 8,880 月刊 21×14

絵本誌 月刊MOE 白泉社 870 10,440 月刊 29×22

生涯学習 社会教育 日本青年館 880 10,560 月刊 25×18

経済 経済セミナー 日本評論社 1,450 8,700 隔月刊 25×18

教育（幼～小） 子どものしあわせ 本の泉社 594 7,128 月刊 21×14

国際情報 SAPIO〔サピオ〕 小学館 710 8,520 月刊 28×21

政治経済 週刊エコノミスト 毎日新聞出版 650 32,500 週刊 28×21

経済 週刊東洋経済 東洋経済新報社 700 35,000 週刊 28×21

法律 ジュリスト 有斐閣 1,440 17,280 月刊 25×18

金融・投資 ダイヤモンドZAi〔ザイ〕 ダイヤモンド社 730 8,760 月刊 28×21

金融・家計 日経マネー 日経ＢＰ社 720 8,640 月刊 28×21

子育て 母の友 福音館書店 550 6,600 月刊 21×16

ビジネス・経済 プレジデント プレジデント社 720 17,280 隔週刊 27×20

身体障害 みんなのねがい
全国障害者問題
研究会出版部

710 8,520 月刊 25×18

歴史・文化 歴史群像 学研プラス 1,010 6,060 隔月刊 25×18

歴史・文化 歴史人 ベストセラーズ 720 8,640 月刊 29×21

健康（シニア） 安心 マキノ出版 630 7,560 月刊 25×18

心と健康 anemone〔アネモネ〕 ビオ・マガジン 870 10,440 月刊 29×20

健康（３０～４０
代女性）

からだにいいこと 祥伝社 650 7,800 月刊 29×23

健康全般 健康
主婦の友イン
フォス情報社

710 8,520 月刊 26×21

健康全般 壮快 マイヘルス社 640 7,680 月刊 25×18

健康（女性向け） ゆほびか マキノ出版 730 8,760 月刊 28×21

健康・家庭医学 NHKガッテン 主婦と生活社 710 2,840 季刊 29×21

ヨガ ヨガジャーナル
セブン＆アイ出

版
1010 6,060 隔月刊 26×22

文芸

社会

医学

オーナー決定済 

オーナー決定済 



ジャンル 小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

自然・冒険
NATIONAL GEOGRAPHIC日本語
版 〔ナショナルジオグラフィック〕

日経ナショナルジ
オグラフィック社 1,030 12,360 月刊 25×17

星 月刊星ナビ KADOKAWA 900 10,800 月刊 26×21

科学 日経サイエンス
日経サイエンス
社

1,440 17,280 月刊 28×20

科学 Newton〔ニュートン〕
ニュートンプレ
ス

1,200 14,400 月刊 27×20

科学（一般向け） ＲｉｋａＴａｎ〔リカタン〕 SAMA企画 1,440 8,640 隔月刊 25×18

美術・絵画 一枚の繪 一枚の繪 970 11,640 月刊 25×18

イラスト
Illustration
〔イラストレーション〕

玄光社 1,800 7,200 季刊 28×20

演劇 演劇ぶっく えんぶ 750 4,500 隔月刊 29×21

映画 キネマ旬報 キネマ旬報社 960 23,040 月２回 25×18

芸術総合 芸術新潮 新潮社 1,460 17,520 月刊 28×21

音楽（ピアノ） 月刊ピアノ
ヤマハミュー
ジックメディア

690 8,280 月刊 29×22

歌謡曲 月刊ミュージック☆スター
株式会社エクシン
グ・ミュージックエ
ンタテイメント

920 11,040 月刊 29×21

DVD商品情報 DVD＆ブルーレイでーた KADOKAWA 560 6,720 月刊 29×20

日本美術・現代美
術

美術の窓 生活の友社 1,650 19,800 月刊 25×18

エンタメ総合 日経エンタテインメント！ 日経ＢＰ社 650 7,800 月刊 29×21

デザイン・建築
CasaBRUTUS
〔カーサブルータス〕

マガジンハウス 890 10,680 月刊 29×21

クラシック レコード芸術 音楽之友社 1,390 16,680 月刊 25×18

ロック
ROCKIN'ON JAPAN
〔ロッキングオンジャパン〕

ロッキング・オン 680 8,160 月刊 25×18

古美術・工芸 目の眼 目の眼 1080 12,960 月刊 25×18

デザイン情報 AXIS〔アクシス〕 アクシス 1800 10,800 隔月刊 31×22

日本芸術・総合
Discover Japan
〔ディスカバージャパン〕

枻出版社 800 9,600 月刊 29×22

格闘技 月刊　秘伝
株式会社ＢＡＢ
ジャパン

990 11,880 月刊 28×21

剣道 剣道日本 スキージャーナル 970 11,640 月刊 29×21

ゴルフ 週刊パーゴルフ
プレジデント社
（発売）

400 20,000 週刊 25×18

野球 週刊ベースボール
ベースボール・
マガジン社

440 22,000 週刊 25×18

スキー
SKI journal〔スキージャーナ
ル〕

スキージャーナ
ル

1,100 13,200 月刊 29×22

スポーツ

芸術・
音楽

科学



ジャンル 小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

スポーツ全般 Number〔ナンバー〕 文藝春秋 590 14,160 隔週刊 27×20

自転車
BiCYCLE　CLUB
〔バイシクルクラブ〕

枻(えい)出版社 890 10,680 月刊 29×22

登山 PEAKS〔ピークス〕 枻(えい)出版社 990 11,880 月刊 28×22

ジョギング・マラ
ソン

ランナーズ アールビーズ 830 9,960 月刊 28×21

サッカー WORLD SOCCER DIGEST
〔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

660 15,840 月２回 29×23

バスケットボール 月刊バスケットボール 日本文化出版 810 9,720 月刊 29×21

水泳
SWIMMING MAGAZINE
〔スイミングマガジン〕

ベースボール・
マガジン社

930 11,160 月刊 25×18

料理 NHK きょうの料理ビギナーズ NHK出版 514 6,168 月刊 29×21

料理 NHKきょうの料理 NHK出版 550 6,600 月刊 25×18

料理 栄養と料理
女子栄養大学出
版部

780 9,360 月刊 28×21

料理＆生活 オレンジページ オレンジページ 380 9,120 月２回 29×23

DIY ドゥーパ！ 学研プラス 970 5,820 隔月刊 28×20

外食店舗 あまから手帖 クリエテ関西 800 9,600 月刊 28×21

建築・リフォーム
suumoリフォーム
〔スーモリフォーム〕

リクルートホー
ルディングス

300 1,800 隔月刊 29×22

子育て（幼～小） 月刊クーヨン クレヨンハウス 700 8,400 月刊 25×18

列車時刻表 JTB時刻表
ＪＴＢパブリッ
シング

1,190 14,280 月刊 25×18

建築・室内設計
SUMAI no SEKKEI
〔スマイノセッケイ〕

扶桑社 1,250 7,500 隔月刊 29×22

ソーシャル＆エコ ソトコト 木楽舎 830 9,960 月刊 29×23

商品情報・紹介 特選街
マキノ出版・特
選街出版

680 8,160 月刊 25×18

子育て（幼） ひよこクラブ
ベネッセコーポ
レーション

660 7,920 月刊 29×23

料理
ELLE gourmet
〔エル・グルメ〕

講談社 980 5,880 隔月刊 29×23

女性総合情報誌 婦人公論 中央公論社 570 13,680 月２回 27×21

※雑誌の実物をご覧になりたい場合は、お手数ですが各図書館までお越しください。

スポーツ

※雑誌裏面への広告掲載は、週刊・隔週刊・月２回、月刊のものは１年中、隔月刊・季刊のものはそれぞれの雑誌の発売日

※雑誌の大きさが広告の大きさとほぼ同じになります。

暮らし

※契約金額はリスト作成時の金額であり、契約時に多少の誤差がある場合がございます。

　から１か月間となります。

※年度途中からの契約はその月から年度末までの雑誌購入代金が契約金となります。

オーナー決定済 

オーナー決定済 



ジャンル 小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

子育て・教育（幼
～中）

プレジデントFamily プレジデント社 980 3,920 季刊 28×22

生活情報 暮しの手帖 暮しの手帖社 930 5,580 隔月刊 28×21

生活情報 サライ 小学館 760 9,120 月刊 28×20

生活情報 クロワッサン マガジンハウス 450 10,800 月２回 29×23

生活情報（主婦） Mart〔マート〕 光文社 640 7,680 月刊 29×23

生活情報（女性４
０代～）

HERS〔ハーズ〕 光文社 850 10,200 月刊 29×23

生活情報（女性） 家庭画報 世界文化社 1,250 15,000 月刊 32×24

生活情報（女性） 日経WOMAN 日経ＢＰ社 600 7,200 月刊 29×21

生活情報（女性） ミセス
文化学園文化出
版局

1,150 13,800 月刊 30×23

ソーイング・手芸 NHKすてきにハンドメイド NHK出版 620 7,440 月刊 29×21

京阪神女性情報誌 SAVVY〔サヴィ〕
京阪神エルマガ
ジン社

600 7,200 月刊 29×21

男性総合誌 GOETHE〔ゲーテ〕 幻冬舎 800 9,600 月刊 29×21

生活情報（主婦） 天然生活 地球丸 730 8,760 月刊 30×23

生活情報（女性３
０代主婦向き） LEE〔リー〕 集英社 720 8,640 月刊 30×23

美容 美人百花 角川春樹事務所 670 8,040 月刊 30×23

生活情報（男性４
０代～50代向け）

一個人 ベストセラーズ 700 8,400 月刊 28×21

園芸 NHK趣味の園芸 NHK出版 550 6,600 月刊 25×18

囲碁 NHK囲碁講座 NHK出版 550 6,600 月刊 25×18

将棋 NHK将棋講座 NHK出版 550 6,600 月刊 25×18

男性向け情報 男の隠れ家 三栄書房 690 8,280 月刊 28×21

車 月刊自家用車 内外出版社 800 9,600 月刊 29×22

旅行 旅の手帖 交通新聞社 600 7,200 月刊 28×21

鉄道 鉄道ファン 交友社 1,170 14,040 月刊 25×19

アウトドア BE-PAL〔ビーパル〕 小学館 720 8,640 月刊 25×21

写真 フォトテクニックデジタル 玄光社 990 11,880 月刊 27×21

園芸・植物 My GARDEN〔マイガーデン〕 マルモ出版 1,200 4,800 季刊 29×22

野菜・農業 野菜だより 学研プラス 1,020 6,120 隔月刊 28×20

山岳 山と溪谷 山と渓谷社 1,060 12,720 月刊 27×21

暮らし

趣味

オーナー決定済 



ジャンル 小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

犬・ペット wan〔ワン〕 緑書房 1,210 7,260 隔月刊 25×21

切手 郵趣 日本郵趣協会 700 8,400 月刊 25×18

旅行
(滋賀・京都）

Leaf〔リーフ〕
リーフパブリ
ケーションズ

500 6,000 月刊 30×23

旅行（海外）
Crea Traveller
〔クレアトラベラー〕

文藝春秋 1,060 4,240 季刊 29×23

食 dancyu〔ダンチュウ〕 プレジデント社 880 10,560 月刊 27×20

旅行
ことりっぷMagazine
〔マガジン〕

昭文社 680 2,720 季刊 29×23

魚・ペット AQUA LIFE〔アクアライフ） エムピージェー 980 11,760 月刊 25×21

１０後半～３０代
女性

an・an〔アンアン〕 マガジンハウス 490 24,500 週刊 29×23

１０～２０代女性
ギャル・カジュア

ル
ViVi〔ヴィヴィ〕 講談社 670 8,040 月刊 30×23

１０後半～３０代
女性モード系

装苑
文化学園文化出
版局

600 7,200 月刊 29×23

１０～２０代女性
カジュアル

non-no〔ノンノ〕 集英社 580 6,960 月刊 29×23

２０代女性カジュ
アル

MORE〔モア〕 集英社 730 8,760 月刊 29×23

３０代女性コンサ
バ、キャリアウー

マン向け
Domani〔ドマーニ〕 小学館 760 9,120 月刊 29×23

４０～５０代女性
コンサバ

eclat〔エクラ〕 集英社 950 11,400 月刊 29×23

４０～６０代女性 和樂 小学館 1,410 8,460 隔月刊 29×23

３０代男性セレク
トアイテム

ＭonoＭax〔モノマックス〕 宝島社 790 9,480 月刊 29×23

１０～２０代後半
男性カジュアル

FINE BOYS
〔ファインボーイズ〕

日之出出版 560 6,720 月刊 29×21

２０代男性モード
からカジュアルま

で

MEN'S NON-NO
〔メンズノンノ〕

集英社 730 8,760 月刊 29×23

１０～３０代男性
ストリート系

カジカジ 交通タイムズ社 780 4,680 隔月刊 30×23

２０～４０代男性
カジュアル系

Safari〔サファリ〕 日之出出版 850 10,200 月刊 28×22

40代女性ファッ
ション

美ST〔ビスト〕 光文社 820 9,840 月刊 29×21

コンピュータサイ
エンス

Interface〔インターフェース〕 ＣＱ出版社 1,070 12,840 月刊 27×21

ネットワーク・プ
ログラミング

Software Design
〔ソフトウェアデザイン〕

技術評論社 1,340 16,080 月刊 25×18

一般ユーザー向け
PC

日経PC２１ 日経ＢＰ社 740 8,880 月刊 28×21

ファッ
ション

ＰＣ

趣味



ジャンル 小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

理科・科学 子供の科学 誠文堂新光社 710 8,520 月刊 25×18

テレビ番組由来雑
誌

NHKのおかあさんといっしょ 講談社 800 4,800 隔月刊 29×21

読み聞かせ おひさま 小学館 710 4,260 隔月刊 25×21

ニュース 月刊ジュニアエラ 朝日新聞出版 490 5,880 月刊 28×21

テレビ情報 てれびくん 小学館 780 9,360 月刊 25×20

女子ファッション
（小）

ニコプチ 新潮社 600 3,600 隔月刊 28×21

女子ファッション
（中）

nicola〔ニコラ〕 新潮社 500 6,000 月刊 28×21

エンタメ・芸能 POTATO〔ポテト〕 学研プラス 690 8,290 月刊 29×20

幼児学習本 めばえ 小学館 680 8,160 月刊 25×21

少年向けノベル 電撃文庫MAGAZINE KADOKAWA 750 4,500 隔月刊 25×18

アニメ情報 アニメージュ 徳間書店 940 11,280 月刊 29×23

科学 someone〔サムワン〕 リバネス出版 540 1,080 年2回 25×18

歌 NHKみんなのうた NHK出版 391 2,346 隔月刊 25×17

幼児学習本 しぜんのくに 鈴木出版 400 4,800 月刊 26×20

　から１か月間となります。

ジャンル 小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

全文英文誌 TIME〔タイム〕 タイム・インク 980 49,000 週刊 26×19

内容説明

※契約金額はリスト作成時の金額であり、契約時に多少の誤差がある場合がございます。

こちらも雑誌オーナー制度の対象となります。よろしければご一考ください。

当図書館では所蔵していませんが、収集方針や利用者のニーズを鑑みて、
新しく所蔵するに適すると判断した雑誌のリストです。

サンプル雑誌がありませんが、内容説明を載せています。

総合

※雑誌の実物をご覧になりたい場合は、お手数ですが各図書館までお越しください。

新規雑誌リスト

1923年創刊。世界最大の英文週刊ニュース誌。現代英語の手本とされ、世界の情報を通して生
きた英語表現が身につく雑誌。

児童・
学生

※年度途中からの契約はその月から年度末までの雑誌購入代金が契約金となります。

※雑誌の大きさが広告の大きさとほぼ同じになります。

※雑誌裏面への広告掲載は、週刊・隔週刊・月２回、月刊のものは１年中、隔月刊・季刊のものはそれぞれの雑誌の発売日



ジャンル 小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

ビジネス情報 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 710 35,500 週刊 29×21

内容説明

ジャンル 小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

福祉・介護 福祉介護テクノプラス 日本工業出版 1500 18,000 月刊 29×21

内容説明

ジャンル 小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

建築 建築知識 エクスナレッジ 1860 22,320 月刊 25×18

内容説明

ジャンル 小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

音楽情報 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
860 10,320 月刊 29×21

内容説明

小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

音楽演奏 player〔プレイヤー〕
プレイヤーコポレー

ション
760 9,120 月刊 29×21

内容説明

小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

音楽演奏 Jazz Life〔ジャズライフ〕 ジャズライフ 950 5,700 隔月刊 29×20

内容説明

ジャンル 小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

テニス テニスマガジン
ベースボール・マガ

ジン社
900 10,800 月刊 29×21

内容説明

ジャンル 小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

モノ情報
mono magazine〔モノマガジ
ン〕

ワールドフォトプレ
ス

640 15,360 月２回 29×21

内容説明

小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

家電・モノ 家電批評 晋遊舎 680 8,160 月刊 25×18

内容説明

暮らし

試合、技術等をプレーヤーに向けてわかりやすく解説したテニス情報誌。

1982年創刊。流行や生活を端的に表す新製品を中心に紹介する情報誌。

最新の家電情報をいち早く提供する雑誌。

聴くだけではなく、自ら音楽を演奏し創るための音楽雑誌。

プロミュージシャンから、アマチュアまでジャズの楽しさと奥深さの両方を追求できる企画の載った雑
誌。

スポーツ

国内ロック＆ポップミュージックのアーティストを独自の企画で徹底取材。

福祉・介護に役立つ幅広い情報をお届けする月刊誌。

芸術・
音楽

建築の実務者を対象に、建築に関する技術情報をテーマ別に毎号特集した専門雑誌。

科学

社会

ビジネスマンを対象に、直接仕事に役立つ情報を提供する雑誌。

医学



ジャンル 小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

女性情報誌 CHANTO〔チャント〕 主婦と生活社 540 6,480 月刊 29×23

内容説明

小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

おりがみ 月刊おりがみ 日本折紙協会 790 9,480 月刊 29×21

内容説明

小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

子育て AERA with Kids 朝日新聞出版 780 3,120 季刊 28×21

内容説明

小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

子育て kodomoe 白泉社 690 4,140 隔月刊 29×23

内容説明

小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

美容 Bea's up セブン＆アイ出版 580 6,960 月刊 29×23

内容説明

ジャンル 小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

園芸 盆栽世界
エクスプレス
メディア出版

1080 12,960 月刊 28×21

内容説明

小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

旅行誌
madame FIGARO japon
〔フィガロジャポン〕

CCCメディアハウス 720 8,640 月刊 29×22

内容説明

ジャンル 小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

３０～４０代男性
ファッション

OCEANS〔オーシャンズ〕
ライトハウスメディ

ア 780 9,360 月刊 29×21

内容説明

小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

２０代後半
女性ファッション

Sweet〔スウィート〕 宝島社 880 10,560 月刊 29×21

内容説明

暮らし

ファッ
ション

趣味

20代後半の女性に向けた旬のファッション・美容情報が満載の雑誌。

30代〜40代の男性向けライフスタイル提案誌。ファッションを中心として扱う。

モード・カルチャー・旅・インテリアなどの様々なジャンルの情報を発信している雑誌。

絵本・ファッション・雑貨・おでかけなどの情報を掲載。「月刊MOE」から生まれた子育て情
報誌。

小品と味わい深い盆栽の専門誌。見やすい誌面と分かりやすい内容で構成。

働く女性のための便利グッズ、時短テクニック満載の生活情報誌。

毎年の行事にあわせた内容を特集 。幼稚園、保育園の壁紙飾りや教材として、また、四季折々
の暮らしを飾り、ゆとりある豊かな気持ちを育む雑誌。

「AERA増刊」より独立。実用性のある親と子の教育情報誌。

「キレイになる」をテーマに、一歩踏み込んだ内容を掲載した20代女性向け美容雑誌。



ジャンル 小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

30～40代女性向け ナチュリラ 主婦と生活社 980 3,920 季刊 28×21

内容説明

小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

10代～20代
ナチュラル

リンネル 宝島社 840 10,080 月刊 28×21

内容説明

小ジャンル 雑誌タイトル 出版社
１冊の

平均金額
契約金額
(目安)

刊行種別 大きさ(縦×横)

20代女性向 SESAME 朝日新聞出版 820 4,920 隔月刊 29×22

内容説明

　から１か月間となります。

ファッ
ション

「等身大のおしゃれ」をコンセプトに、常に最新のナチュラルファッション情報を紹介。

※上記リストは図書館の蔵書・地域需要を考慮し選書を行っております。

※契約金額は現時点の金額であり、契約時に多少の誤差がある場合がございます。

※雑誌の大きさが広告の大きさとほぼ同じになります。

※年度途中からの契約はその月から年度末までの雑誌購入代金が契約金となります。

※雑誌裏面への広告掲載は、週刊・隔週刊・月２回、月刊のものは１年中、隔月刊・季刊のものはそれぞれの雑誌の発売日

子どものファッションと生活情報を載せた親子の生活応援マガジン。

ナチュラル好きな女子のための、やさしい暮らし＆おしゃれマガジン。


