
北見市立図書館　雑誌リスト
　※ 下記リストの所蔵館に○印のあるものからご希望の雑誌及び提供先図書館をお選びください。
　※ 雑誌の単価は変動することがありますので、年額とあわせて目安としてください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
　※ 所蔵館の欄が●・△印の本は、すでに寄贈・スポンサーがついているため、お申込みできません。 令和3年4月1日時点

刊行 年間 平均単価 年間金額 雑誌の大きさ 所　蔵　館
No． 内容 詳細 雑　誌　名 カナ 出　版　社 形態 冊数 （税込） （税込） 規格 実寸ｻｲｽﾞ（参考） 中央 東 緑 上ところ 相内 東相内 端野 常呂 留辺蘂 備考

1 パソコン 日経パソコン ニッケイパソコン 日経BP社 月2 25 ¥1,400 ¥35,000 A4変型判 28.0 × 21.0 cm ○
2 パソコン 日経PC21 ニッケイピーシー 日経BP社マーケティング 月刊 12 ¥750 ¥9,000 A4変型判 28.0 × 21.0 cm ● ○ ○ ○ 中央スポンサー有
3 パソコン MacFan　マックファン マックファン マイナビ 月刊 12 ¥924 ¥11,088 A4変型判 28.0 × 21.0 cm 〇
4 パソコン MR.PC エムアールピーシー 晋遊舎 隔月 6 ¥870 ¥5,220 A4変型判 28.2 × 21.0 cm ○
5 図書館 図書館雑誌 トショカンザッシ 日本図書館協会 月刊 12 ¥1,110 ¥13,320 B5判 25.8 × 18.3 cm △ 定価1,008円、5,8,12月号は定価1,337円

6 図書館 みんなの図書館 ミンナノトショカン 教育史料出版会 月刊 12 ¥825 ¥9,900 A5判 21.0 × 14.8 cm ○
7 本情報 子どもと読書 コドモトドクショ 親子読書地域文庫全国連絡会 隔月 6 ¥550 ¥3,300 A5判 20.9 × 14.7ｃｍ ○
8 本情報 こどもの本 コドモノホン 日本児童図書出版協会 月刊 12 ¥120 ¥1,440 A5判 20.6 × 14.2 cm ○
9 本情報 この本読んで！ コノホンヨンデ！ 出版文化産業振興財団 季刊 4 ¥1,100 ¥4,400 A4変型判 28.3 × 21.1 cm ● △ ○ 中央スポンサー有

10 本情報 青春と読書 セイシュントドクショ 集英社 月刊 12 ¥90 ¥1,080 A5判 20.6 × 14.2 cm ○
11 本情報 ダ・ヴィンチ ダ・ヴィンチ KADOKAWA 月刊 12 ¥700 ¥8,400 A4判 29.7 × 21.0 cm ● 〇 ○ ○ ○ 中央スポンサー有
12 本情報 ちくま チクマ 筑摩書房 月刊 12 ¥95 ¥1,140 A5判 20.6 × 14.2 cm ○
13 本情報 本 ホン 講談社 月刊 12 ¥90 ¥1,080 A5判 20.6 × 14.2 cm ○
14 本情報 本の雑誌 ホンノザッシ 本の雑誌社 月刊 12 ¥791 ¥9,492 A5判 21.0 × 14.8 cm ○
15 本情報 本の窓 ホンノマド 小学館 月刊 10 ¥100 ¥1,000 A5判 20.6 × 14.2 cm ○
16 総合 AERA アエラ 朝日新聞出版 週刊 49 ¥400 ¥19,600 A4変型判 28.5 × 21.0 cm ○
17 男性教養 男性 一個人 イチコジン ベストセラーズ 季刊 4 ¥990 ¥3,960 A4変型判 28.3 × 21.0 cm ● 中央スポンサー有
18 総合 北海道 O.Tone　おとん オトン あるた出版 月刊 12 ¥680 ¥8,160 A4判 29.8 × 21.0 cm ● ○ 中央スポンサー有
19 総合 北方圏の暮らし 季刊北方圏 キカンホッポウケン 北海道国際交流・協力総合センター 年2 2 ¥630 ¥1,260 B5判 25.7 × 18.1 cm 〇
20 総合 北海道 クオリティ クオリティ 太陽 月刊 12 ¥760 ¥9,120 B5判 25.8 × 18.3 cm ● ○ 中央スポンサー有
21 総合 北海道 財界さっぽろ ザイカイサッポロ 財界さっぽろ 月刊 12 ¥800 ¥9,600 B5判 25.7 × 18.3 cm ● ○ ○ 中央スポンサー有
22 男性教養 男性 サライ サライ 小学館 月刊 12 ¥970 ¥11,640 A4変型判 28.2 × 21.5 cm ● ○ ○ ○ 中央スポンサー有
23 総合 週刊誌 サンデー毎日 サンデーマイニチ 毎日新聞出版 週刊 49 ¥440 ¥21,560 B5判 25.7 × 18.2 cm ○ ○
24 総合 週刊朝日 シュウカンアサヒ 朝日新聞出版 週刊 49 ¥416 ¥20,384 B5判 25.7 × 18.4 cm ○ ○ ○ ○
25 総合 週刊新潮 シュウカンシンチョウ 新潮社 週刊 49 ¥450 ¥22,050 B5判 25.7 × 18.2 cm ● ○ ○ ○ △ ○ 中央スポンサー有・端野寄贈
26 総合 週刊文春 シュウカンブンシュン 文藝春秋 週刊 49 ¥440 ¥21,560 B5判 25.7 × 18.3 cm ● ○ △ ○ ○ 中央スポンサー有・端野寄贈
27 総合 小説新潮 ショウセツシンチョウ 新潮社 月刊 12 ¥1,040 ¥12,480 A5判 21.0 × 14.7 cm ○
28 総合 北見情報 信用新報 シンヨウシンポウ 信用情報 月３ 36 ¥1,500 ¥54,000 B5ヨコ判 18.0 × 25.7 cm ○ ○
29 総合 正論 セイロン 産経新聞社 月刊 12 ¥870 ¥10,440 A5判 21.0 × 14.4 cm ○
30 総合 世界 セカイ 岩波書店 月刊 12 ¥935 ¥11,220 A5判 21.0 × 14.5 cm ○ ○
31 男性教養 ロハス ソトコト ソトコト 木楽舎 月刊 12 ¥890 ¥10,680 A4変型判 29.4 × 22.6 cm ○
32 総合 中央公論 チュウオウコウロン 中央公論新社 月刊 12 ¥950 ¥11,400 A5判 21.0 × 14.6 cm ○ ○
33 総合 男性 日経TRENDY ニッケイトレンディ 日経BP社マーケティング 月刊 12 ¥710 ¥8,520 A4変型判 27.8 × 19.6 cm ● ○ ○ 中央スポンサー有
34 総合 Newsweek　ニューズウィーク日本版 ニューズウウィーク CCCメディアハウス 週刊 49 ¥480 ¥23,520 A4変型判 27.1 × 20.5 cm ○
35 男性教養 BRUTUS　ブルータス ブルータス マガジンハウス 隔週 23 ¥720 ¥16,560 A4変型判 28.0 × 20.2 cm ○
36 総合 ビジネス PRESIDENT　プレジデント プレジデント プレジデント社 月２ 24 ¥810 ¥19,440 A4変型判 28.2 × 21.0 cm ● ○ 中央スポンサー有
37 総合 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 文藝春秋 月刊 12 ¥980 ¥11,760 A5判 21.0 × 14.5 cm ● ○ ○ ○ ○ 中央スポンサー有
38 男性教養 Pen　ぺん ペン CCCメディアハウス 月２ 23 ¥760 ¥17,480 A4変型判 28.0 × 21.4 cm ○ 　 　 　 　 　
39 総合 北海道 HO　ほ ホ ぶらんとマガジン社 月刊 12 ¥630 ¥7,560 A4変型判 28.0 × 21.1 cm ● ○ 中央スポンサー有
40 総合 北海道 北方ジャーナル ホッポウジャーナル Re Studio 月刊 12 ¥880 ¥10,560 A4判 29.2 × 20.4 cm ○
41 総合 週刊金曜日 シュウカンキンヨウビ 金曜日 週刊 49 ¥600 ¥29,400 A4変型判 26.0 × 21.0 cm ○
42 男性教養 男性 CasaBRUTUS　カーサブルータス カーサブルータス マガジンハウス 月刊 12 ¥990 ¥11,880 A4変型判 28.2 × 22.8 cm ○
43 iichiko イイチコ 三和酒類株式会社 季刊 4 - - A5判 22.6 × 15.2 cm △ 中央寄贈　非売品
44 世界の不思議 ムー ムー 学研マーケティング 月刊 12 ¥890 ¥10,680 B5判 25.4 × 17.8 cm ○
45 歴史 歴史街道 レキシカイドウ PHP研究所 月刊 12 ¥680 ¥8,160 B5判 25.4 × 17.8 cm ○
46 歴史 歴史人 レキシヒト ベストセラーズ 月刊 12 ¥850 ¥10,200 A4変型判 27.8 × 20.4 cm ○
47 皇室 皇室 コウシツ 扶桑社 季刊 4 ¥1,728 ¥6,912 A4変型判 29.8 × 23.3 cm △ △ △ △ △ 中央・緑・留辺蘂寄贈　
48 旅行 女性 CREA Traveller　クレアトラベラー クレアトラベラー 文藝春秋 季刊 4 ¥1,140 ¥4,560 A4変型判 29.4 × 23.0 cm ○
49 旅行 航空旅行 コウクウリョコウ イカロス出版 季刊 4 ¥1,640 ¥6,560 A4変型判 29.7 × 21.0 cm ● 　 　 　 　 　 中央スポンサー有
50 旅行 旅の手帖 タビノテチョウ 交通新聞社 月刊 12 ¥683 ¥8,196 A4変型判 28.5 × 21.0 cm ● 中央スポンサー有
51 旅行 ノジュール ブンゲイシュンジュウ JTBパブリッシング 月刊 12 ¥880 ¥10,560 A4判 30.0 × 20.0 cm △ ○ 中央寄贈
52 旅行 北海道じゃらん ホッカイドウジャラン リクルート北海道じゃらん 月刊 12 ¥400 ¥4,800 A4変型判 29.9 × 22.5 cm ● ○ ○ ○ 中央スポンサー有
53 旅/地誌 北海道 スロウ スロウ ソーゴー印刷 季刊 4 ¥990 ¥3,960 A4判 29.7 × 21.0 cm ● ○ ○ 中央スポンサー有
54 旅行 北海道 北海道生活 ホッカイドウセイカツ コスモメディア 隔月 6 ¥950 ¥5,700 A4変型判 29.7 × 23.2 cm △ ○ 中央寄贈
55 旅行 北海道 Poroco　ポロコ ポロコ コスモメディア 月刊 12 ¥495 ¥5,940 A4変型判 29.8 × 23.2 cm ○ ○
56 自衛隊 MAMOR　マモル マモル 扶桑社 月刊 12 ¥578 ¥6,936 A4変型判 28.5 × 21.0 cm △ 中央寄贈
57 法律 ジュリスト ジュリスト 有斐閣 月刊 12 ¥1,569 ¥18,828 B5判 25.7 × 18.2 cm ○
58 法律 法律時報 ホウリツジホウ 日本評論社 月刊 12 ¥2,200 ¥26,400 B5判 25.7 × 18.3 cm ○
59 経済 週刊エコノミスト シュウカンエコノミスト 毎日新聞社 週刊 49 ¥700 ¥34,300 A4変型判 27.9 × 21.0 cm ○
60 ビジネス 週刊ダイヤモンド シュウカンダイヤモンド ダイヤモンド社 週刊 49 ¥730 ¥35,770 A4変型判 28.0 × 19.8 cm ○
61 経済 週刊東洋経済 シュウカントウヨウケイザイ 東洋経済新報社 週刊 49 ¥710 ¥34,790 A4変型判 28.0 × 21.0 cm ○
62 投資 ダイヤモンドzai　ザイ ダイヤモンドザイ ダイヤモンド社 月刊 12 ¥730 ¥8,760 A4変型判 28.2 × 21.1 cm ○
63 ビジネス 女性 日経WOMAN　 ニッケイウーマン 日経BP出版センター. 月刊 12 ¥710 ¥8,520 A4変型判 27.8 × 19.4 cm ● 中央スポンサー有
64 ビジネス 日経ビジネス ニッケイビジネス 日経BP社 週刊 50 ¥700 ¥35,000 A4変型判 27.4 × 21.0 cm ○
65 投資 日経マネー ニッケイマネー 日経BP社マーケティング 月刊 12 ¥763 ¥9,156 A4変型判 28.0 × 21.0 cm ○
66 シニア ゆうゆう ユウユウ 主婦の友社 月刊 12 ¥753 ¥9,036 A4変型判 28.2 × 21.0 cm ○ ○ ○ ○ ○ ○
67 点字 テルミ テルミ 小学館 隔月 6 ¥400 ¥2,400 A4変型判 ○
68 総合家庭雑誌 家の光 イエノヒカリ JAグループ　家の光協会 月刊 12 ¥890 ¥10,680 A４変型判 28.4×21.0　cm ○
69 育児 かぞくのじかん カゾクノジカン 婦人之友社 季刊 4 ¥840 ¥3,360 A4変型判 29.6 × 23.0 cm ○
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70 育児 Ku:nel　クウネル クウネル マガジンハウス 隔月 6 ¥850 ¥5,100 A4変型判 27.2 × 21.0 cm ○
71 育児　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クーヨン クーヨン クレヨンハウス 月刊 12 ¥720 ¥8,640 A4変型判 28.9 × 21.0 cm ○ ○ ○
72 家庭教育 kodomoe　コドモエ コドモエ 白泉社 隔月 6 ¥710 ¥4,260 A4変型判 30.2 × 24.1 cm ● 　 　 　 　 　 中央スポンサー有
73 育児 母の友 ハハノトモ 福音館書店 月刊 12 ¥580 ¥6,960 A5変型判 21.2 × 16.6 cm ● ○ 中央スポンサー有
74 育児 プレジデントFamily プレジデントファミリー プレジデント社 季刊 4 ¥980 ¥3,920 A4変型判 28.4 × 21.8 cm ○
75 科学 Newton　ニュートン ニュートン ニュートンプレス 月刊 12 ¥1,090 ¥13,080 A4変型判 27.5 × 21.1 cm ○ ○
76 自然科学 天文ガイド テンモンガイド 誠文堂新光社 月刊 12 ¥1,000 ¥12,000 B5判 25.8 × 18.2 cm ● 中央スポンサー有
77 自然科学 ナショナルジオグラフィック（日本版） 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 月刊 12 ¥1,120 ¥13,440 B5変型判 25.5 × 17.5 cm ● ○ 中央スポンサー有
78 自然全般 北海道 faura　ファウラ ファウラ 北国からの贈り物 年1 1 ¥1,047 ¥1,047 A4変型判 28.0 × 20.6 cm ● 中央スポンサー有
79 自然全般 北海道 モーリー モーリー 北海道新聞野生生物基金 年 2 ¥972 ¥1,944 A4判 29.7 × 21.0 cm △
80 虫 虫 月刊　むし ゲッカン　ムシ むし社 月刊 12 ¥1,320 ¥15,840 B5判 25.8 × 18.2 cm ○
81 健康 明日の友 アスノトモ 婦人の友社 隔月 6 ¥730 ¥4,380 B5判 25.7 × 18.3 cm ○
82 健康 安心 アンシン マキノ出版 月刊 12 ¥730 ¥8,760 A4変型判 28.6 × 21.1 cm 〇
83 健康 きょうの健康 キョウノケンコウ NHK出版 月刊 12 ¥556 ¥6,672 B5判 25.2 × 18.0 cm ● ○ ○ ○ 中央スポンサー有
84 健康 健康 ケンコウ 主婦の友社 月刊 12 ¥720 ¥8,640 A4変型判 26.4 × 20.4 cm ○
85 健康 健康365 ケンコウ365 エイチアンドアイ 月刊 12 ¥630 ¥7,560 A4変型判 27.0 × 21.1 cm △ △ 中央寄贈・留辺蘂寄贈
86 健康 壮快 ソウカイ マキノ出版 月刊 12 ¥715 ¥8,580 A4変型判 28.5 × 21.0 cm ● ○ ○ 中央スポンサー有
87 健康 ためしてガッテン タメシテガッテン 主婦と生活社 隔月 6 ¥790 ¥4,740 A4変型判 28.1 × 22.0 cm ● ○ 中央スポンサー有
88 健康 わかさ ワカサ わかさ出版 月刊 12 ¥660 ¥7,920 A4変型判 26.6 × 20.4 cm ○
89 生活一般 商品情報誌 特選街 トクセンガイ マキノ出版 月刊 12 ¥680 ¥8,160 B5判 25.8 × 18.0 cm ○
90 住宅建築 住まいの設計 スマイノセッケイ 扶桑社 隔月 6 ¥1,280 ¥7,680 A4変型判 29.6 × 21.8 cm ● ○ 中央スポンサー有
91 北海道住宅情報誌 住まいの提案　北海道 スマイノテイアン シー・ディー・アイ 季刊 3 ¥488 ¥1,464 A4変型判 29.9 × 21.8 cm ● 中央スポンサー有
92 住宅建築 北海道 SUUMO注文住宅　北海道で建てる スーモチュウモンジュウタクホッカイドウデタテル リクルートホールディングス 季刊 4 ¥490 ¥1,960 A4判 29.6 × 21.0 cm ○
93 住宅 MODERN LIVING　モダンリビング モダンリビング ハースト婦人画報社 隔月 6 ¥1,850 ¥11,100 A4変型判 29.7 × 23.2 cm ●
94 住宅 月刊ハウジング by SUUMO ゲッカンハウジング リクルート 月刊 12 ¥510 ¥6,120 A4判 ○
95 北海道住宅情報誌 Replan　リプラン北海道 リプランホッカイドウ 札促社 季刊 4 ¥770 ¥3,080 A4判 29.8 × 21.0 cm ○ ○
96 車 CAR GRAPHIC カーグラフィック カーグラフィック 月刊 12 ¥1,300 ¥15,600 A4変型判 29.2 × 22.0 cm ○
97 自動車 月刊自家用車 ゲッカンジカヨウシャ 内外出版社 月刊 12 ¥890 ¥10,680 B5判 25.9 × 17.9 cm ○
98 ファッション 女性20代 an・an アンアン マガジンハウス 週刊 49 ¥590 ¥28,910 A4変型判 29.2 × 22.4 cm ○
99 ファッション 女性30代 InRed　インレッド インレッド 宝島社 月刊 12 ¥1,230 ¥14,760 A4変型判 29.4 × 23.4 cm ● 中央スポンサー有

100 ファッション 女性20代 with ウィズ 講談社 月刊 12 ¥740 ¥8,880 A4変型判 29.4 × 23.0 cm ● ○ ○ 中央スポンサー有
101 ファッション 女性50代 eclat エクレ 集英社 月刊 12 ¥1,000 ¥12,000 A4変型判 29.4 × 23.0 cm ○
102 ファッション ナチュラル 大人のおしゃれ手帖 オトナノオシャレテチョウ 宝島社 月刊 12 ¥1,300 ¥15,600 A4変型判 29.8 × 23.6 cm ○ △ 留辺蘂寄贈
103 ファッション 女性20代 CanCam　キャンキャン キャンキャン 小学館 月刊 12 ¥710 ¥8,520 A4変型判 29.8 × 23.3 cm ○
104 ファッション 女性40代 GLOW　グロウ グロウ 宝島社 月刊 12 ¥980 ¥11,760 A4変型判 29.6 × 23.2 cm ○
105 ファッション 女性40代 STORY　ストーリィ ストーリィ 光文社 月刊 12 ¥840 ¥10,080 A4変型判 29.6 × 23.0 cm ○
106 ファッション 女性10代 Seven teen　セブンティーン セブンティーン 集英社 月刊 12 ¥583 ¥6,996 A4変型判 29.4 × 23.0 cm ○ ○
107 ファッション ナチュラル ナチュリラ ナチュリラ 主婦と生活社 季刊 4 ¥1,100 ¥4,400 A4変型判 28.5 × 21.2 cm ○ ○
108 ファッション 小学生 ニコプチ ニコプチ 新潮社 隔月 6 ¥590 ¥3,540 A4変型判 27.6 × 18.4 cm ○ ○
109 ファッション 中学生 ニコラ ニコラ 新潮社 月刊 12 ¥510 ¥6,120 A4変型判 28.7 × 21.4 cm ○
110 ファッション 女性10代 non-no ノンノ 集英社 月刊 12 ¥660 ¥7,920 A4変型判 29.4 × 23.2 cm ○ ○
111 ファッション 女性20代 25ans　ヴァンサンカン ヴァンサンカン 　 月刊 12 ¥800 ¥9,600 A4変型判 29.7 × 23.3 cm ○
112 ファッション 男性 Begin ビギン ビギン 世界文化社 月刊 12 ¥700 ¥8,400 A4変型判 29.8 × 23.0 cm ○
113 ファッション 女性40代 VERY ヴェリィ 光文社 月刊 12 ¥725 ¥8,700 A4変型判 29.6 × 23.0 cm ○
114 ファッション 男性 POPEYE ポパイ ポパイ マガジンハウス 月刊 12 ¥870 ¥10,440 A4変型判 29.7 × 23.5 cm ● 中央スポンサー有
115 ファッション 女性30代 mamagirl ママガール ママガール エムオン・エンタテインメント 季刊 4 ¥690 ¥2,760 A4変型判 29.4 × 23.4 cm ○
116 ファッション 女性40代 Marisol　マリソル マリソル 集英社 月刊 12 ¥923 ¥11,076 A4変型判 29.8 × 23.2 cm ○
117 ファッション 男性 MEN'S NON-NO メンズノンノ 集英社 月刊 12 ¥760 ¥9,120 A4変型判 29.4 × 23.0 cm ○
118 ファッション 女性20代 ＭＯＲＥ モア 集英社 月刊 12 ¥800 ¥9,600 A4変型判 29.6 × 23.2 cm ○ ○ ○ ○ 付録なし
119 ファッション 男性 モノマガジン モノマガジン ワールドフォトプレス 月２ 22 ¥640 ¥14,080 A4判 28.6 × 21.0 cm ○
120 ファッション 女性30代 LEE　リー リー 集英社 月刊 12 ¥780 ¥9,360 A4変型判 29.8 × 23.2 cm ● ○ ○ ○ ○ ● 中央スポンサー有　留辺蘂スポンサー有
121 ファッション ナチュラル リンネル リンネル 宝島社 月刊 12 ¥930 ¥11,160 A4変型判 29.6 × 23.6 cm ○ ○
122 ファッション 女性10代 LARME　ラルム ラルム 徳間書店 季刊 4 ¥800 ¥3,200 A4変型判 27.0 × 21.0 cm ○
123 女性教養 ＆Premiun アンドプレミアム アンドプレミアム マガジンハウス 月刊 12 ¥880 ¥10,560 A4変型判 29.2 × 23.2 cm ● 〇 中央スポンサー有
124 生活一般 うかたま ウカタマ 農山漁村文化協会 季刊 4 ¥802 ¥3,208 A4変型判 27.6 × 21.0 cm ○
125 生活一般 ESSE エッセ 扶桑社 月刊 12 ¥550 ¥6,600 A4変型判 27.8 × 22.4 cm ○ ○ ○ ○ ○
126 生活一般 LDK エルディーケー 晋遊舎 月刊 12 ¥650 ¥7,800 A4ワイド判29.6 × 23.0 cm ○ ○ ○
127 生活一般 MONOQLO モノクロ 晋遊舎 月刊 12 ¥770 ¥9,240 A4変型判 〇
128 生活一般 オレンジページ オレンジページ オレンジページ 月２ 24 ¥490 ¥11,760 A4変型判 29.0 × 22.2 cm ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 中央スポンサー有
129 生活一般 家庭画報 カテイガホウ 世界文化社 月刊 12 ¥1,400 ¥16,800 B4変型判 31.0 × 24.7 cm ○ ○
130 生活一般 暮しの手帖 クシノテチョウ 暮しの手帖社 隔月 6 ¥1,024 ¥6,144 A4変型判 28.0 × 21.1 cm ○ ○ ● ○ ○ ○
131 生活一般 天然生活 テンネンセイカツ 扶桑社 月刊 12 ¥880 ¥10,560 A4変型判 〇 ○
132 女性教養 CREA　クレア クレアトラベラー 文藝春秋 月刊 10 ¥790 ¥7,900 A4変型判 29.4 × 23.0 cm ○ ○
133 女性教養 クロワッサン クロワッサン マガジンハウス 月２ 24 ¥568 ¥13,632 A4変型判 29.7 × 23.3 cm ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 中央スポンサー有
134 生活一般 サンキュ サンキュ ベネッセコーポレーション 月刊 12 ¥500 ¥6,000 A4変型判 29.8 × 23.6 cm ○ ○ ○
135 生活一般 田舎暮らし 自遊人 ジアソジン 自遊人 季刊 4 ¥1,200 ¥4,800 A4変型判 29.6 × 20.8 cm ○
136 生活一般 環境自然 チルチンびと チルチンビト 風土社 季刊 4 ¥990 ¥3,960 A4変型判 28.5 × 21.0 cm ○
137 生活一般 haru_mi ハルミ 扶桑社 季刊 4 ¥1,010 ¥4,040 A4判 27.0 × 20.8 cm ○ ○ ○ ○ ○ ○
138 女性教養 婦人画報 フジンガホウ ハースト婦人画報社 月刊 12 ¥1,270 ¥15,240 A4変型判 29.4 × 23.2 cm ○
139 女性教養 女性 婦人公論 フジンコウロン 中央公論新社 月２ 23 ¥652 ¥14,996 A4変型判 27.4 × 21.0 cm ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 中央スポンサー有
140 女性教養 女性 婦人之友 フジンノトモ 婦人之友社 月刊 12 ¥780 ¥9,360 A5判 21.0 × 14.8 cm ○ ○
141 生活一般 40代女性 Mart マート 光文社 月刊 12 ¥650 ¥7,800 A4変型判 29.2 × 22.8 cm ○
142 生活一般 主婦 毎日が発見 マイニチガハッケン KADOKAWA 月刊 12 ¥740 ¥8,880 A4変型判 28.6 × 20.8 cm ○
143 女性教養 ミセスのスタイルブック ミセスノスタイルブック 文化出版局 季刊 4 ¥990 ¥3,960 A4変型判 27.5 × 21.0 cm ○ ○
144 生活一般 レタスクラブ レタスクラブ KADOKAWA 月刊 12 ¥610 ¥7,320 A4変型判 29.7 × 23.6 cm ○ ○
145 木工 ドゥーパ！ ドゥーパ！ 学研マーケティング 隔月 6 ¥1,100 ¥6,600 A4変型判 28.2 × 20.4 cm ● 中央スポンサー有



刊行 年間 平均単価 年間金額 雑誌の大きさ 所　蔵　館
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146 服飾 着物 美しいキモノ ウツクシイキモノ ハースト婦人画報社 季刊 4 ¥2,100 ¥8,400 A4変型判 29.7 × 23.4 cm ○ ○
147 手芸 パッチワーク キルトジャパン キルトジャパン 日本ヴォーグ社 季刊 4 ¥1,580 ¥6,320 A4変型判 29.8 × 23.7 cm ○ ○
148 手芸 編みもの 毛糸だま ケイトダマ 日本ヴォーグ社 季刊 4 ¥1,620 ¥6,480 A4変型判 29.4 × 23.4 cm ○
149 手芸 Cotton Time　コットンタイム コットンタイム 主婦と生活社 隔月 6 ¥1,100 ¥6,600 A4変型判 29.6 × 23.5 cm ● ○ ○ ○ ○ 中央スポンサー有
150 手芸 コットンフレンド コットンフレンド ブティック社 季刊 4 ¥870 ¥3,480 A4変型判 29.7 × 23.3 cm ○
151 手芸 すてきにハンドメイド ステキニハンドメイド NHK出版 月刊 12 ¥628 ¥7,536 A4変型判 28.0 × 22.4 cm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
152 手芸 パッチワーク パッチワーク教室 パッチワークキョウシツ ブティック社 季刊 4 ¥1,000 ¥4,000 A4変型判 29.7 × 23.3 cm ○
153 洋裁 レディブティック レディブティック ブティック社 月刊 12 ¥890 ¥10,680 AB判 25.7 × 20.7 cm ○
154 美容 コスメ up plus　アッププアラス アッププラス ネコ・パブリッシング 月刊 12 ¥580 ¥6,960 A4変型判 29.8 × 23.0 cm ○
155 美容 美的 ビテキ 小学館 月刊 12 ¥680 ¥8,160 A4変型判 30.4 × 23.2 cm ○
156 美容 MAQUIA　マキア マキア 集英社 月刊 12 ¥693 ¥8,316 A4変型判 29.6 × 23.4 cm ○
157 料理 栄養と料理 エイヨウトリョウリ 女子栄養大学出版部 月刊 12 ¥780 ¥9,360 A4変型判 28.5 × 21.0 cm ○ ○ ○
158 料理 上沼恵美子のおしゃべりクッキング カミヌマエミコノオシャベリクッキング 学研マーケティング 月刊 12 ¥510 ¥6,120 AB判 25.7 × 21.1 cm ○
159 料理 きょうの料理 キョウノリョウリ NHK出版 月刊 12 ¥556 ¥6,672 AB判 25.8 × 21.0 cm ● ○ ○ ○ 中央スポンサー有
160 料理 きょうの料理ビギナーズ キョウノリョウリビギナーズ NHK出版 月刊 12 ¥520 ¥6,240 A4判 29.9 × 21.2 cm ○
161 料理 dancyu　ダンチュウ ダンチュウ プレジデント社 月刊 12 ¥920 ¥11,040 A4変型判 27.8 × 20.8 cm ● ○ ○ 中央スポンサー有
162 インテリア Come home！　カムホーム カムホーム 主婦と生活社 季刊 4 ¥980 ¥3,920 A4変型判 28.6 × 21.2 cm ● ○ ○ ○ 中央スポンサー有
163 インテリア ELLE DECOR    エル・デコ エルデコ ハースト婦人画報社 年5 5 ¥1,650 ¥8,250 A4変型判 ○
164 インテリア 私のカントリー ワタシノカントリー 主婦と生活社 季刊 4 ¥1,512 ¥6,048 A4変型判 29.2 × 23.4 cm ○ ○ ○ ○
165 育児 赤ちゃんが欲しい アカチャンガホシイ 主婦の友社 季刊 4 ¥1,210 ¥4,840 A4変型判 29.8 × 23.3 cm 〇
166 育児 たまごクラブ タマゴクラブ ベネッセコーポレーション 月刊 12 ¥750 ¥9,000 A4変型判 29.8 × 23.0 cm ● 中央スポンサー有
167 育児 ひよこクラブ ヒヨコクラブ ベネッセコーポレーション 月刊 12 ¥800 ¥9,600 A4変型判 29.8 × 23.0 cm ● 中央スポンサー有
168 農業 季刊地域 キカンチイキ 農山漁村文化協会 季刊 4 ¥930 ¥3,720 A5判 20.8 × 14.8 cm ○
169 農業 現代農業 ゲンダイノウギョウ 農山漁村文化協会 月刊 12 ¥830 ¥9,960 A5判 21.0 × 14.8 cm ○
170 農業 農家の友 ノウカノトモ 北海道農業改良普及協会 月刊 12 ¥827 ¥9,924 A4判 29.8 × 21.2 cm ● 中央スポンサー有
171 園芸 園芸ガイド エンゲイガイド 主婦の友社 季刊 4 ¥1,140 ¥4,560 AB判 28.0 × 23.2 cm ○
172 園芸 ガーデン＆ガーデン ガーデン＆ガーデン エフジー武蔵 季刊 4 ¥1,210 ¥4,840 A4変型判 29.2 × 23.2 cm ○
173 園芸 趣味の園芸 シュミノエンゲイ NHK出版 月刊 12 ¥640 ¥7,680 AB判 25.8 × 21.1 cm ● ○ ○ ○ 中央スポンサー有
174 園芸 趣味の園芸やさいの時間 シュミノエンゲイヤサイノジカン NHK出版 隔月 6 ¥900 ¥5,400 A4判 29.2 × 20.8 cm ● 中央スポンサー有
175 園芸 やさい畑 ヤサイハタケ 家の光協会 隔月 6 ¥922 ¥5,532 A4変型判 28.0 × 21.2 cm ● 中央スポンサー有
176 手芸 押し花 私の花生活 ワタシノハナセイカツ 日本ヴォーグ 季刊 4 ¥1,080 ¥4,320 A4変型判 29.9 × 23.5 cm ○
177 ペット 犬 Wan ワン 緑書房 隔月 6 ¥1,210 ¥7,260 A4判 29.4 × 20.8 cm ○
178 ペット 猫 猫びより ネコビヨリ 辰巳出版 隔月 6 ¥1,020 ¥6,120 A4変型判 28.0 × 20.8 cm ○
179 ペット 猫 ねこ ネコ ネコ・パブリッシング 季刊 4 ¥1,100 ¥4,400 A4変型判 29.3 × 21.0 cm ○
180 放送 ラジオ ラジオ深夜便 ラジオシンヤビン NHKサービスセンター 月刊 12 ¥370 ¥4,440 A5判 21.2 × 14.8 cm ○
181 アニメ アニメージュ アニメージュ 徳間書店 月刊 12 ¥1,100 ¥13,200 A4変型判 29.4 × 23.0 cm ○
182 芸術 芸術新潮 ゲイジュツシンチョウ 新潮社 月刊 12 ¥1,500 ¥18,000 A4変型判 28.4 × 20.9 cm ○
183 芸術 美術手帖 ビジュツテチョウ 美術出版社 隔月 6 ¥1,760 ¥10,560 A5判 19.6 × 14.4 cm ○
184 アニメ パッシュ！ パッシュ！ 主婦と生活社 月刊 12 ¥1,020 ¥12,240 A4変型判 29.2 × 23.4 cm ○
185 ゲーム ファミ通 ファミツウ KADOKAWA 週刊 47 ¥550 ¥25,850 A4変型判 26.0 × 21.0 cm ○
186 絵本情報誌 MOE モエ 白泉社 月刊 12 ¥890 ¥10,680 A4変型判 30.0 × 22.8 cm ○ ○
187 芸術 カメラ デジタルカメラ・マガジン デジタルカメラマガジン インプレス 月刊 12 ¥1,100 ¥13,200 A4判 27.7 × 21.0 cm ○
188 芸術 カメラ 日本カメラ ニホンカメラ 日本カメラ社 月刊 12 ¥900 ¥10,800 B5判 25.8 × 17.8 cm ○
189 芸術 陶芸 炎芸術 ホノオゲイジュツ ｱﾍﾞ出版 季刊 4 ¥2,200 ¥8,800 A4変型判 21.0 × 18.5 cm ○
190 音楽 音楽の友 オンガクノトモ 音楽之友社 月刊 12 1080 ¥12,960 A4変型判 28.0 × 21.0 cm ○
191 音楽 CDジャーナル シーディージャーナル 音楽出版社 季刊 4 ¥1,100 ¥4,400 B5判 26.0 × 18.0 cm ○
192 音楽 ロッキング・オン・ジャパン ロッキングオンジャパン ロッキング・オン 月刊 12 ¥750 ¥9,000 B5変型判 23.8 × 17.2 cm ○
193 音楽 jazzLife　ジャズライフ ジャズライフ ジャズライフ 月刊 12 ¥970 ¥11,640 A4判 29.8 × 20.8 cm ○
194 演劇 歌舞伎 演劇界 エンゲキカイ 演劇出版社 月刊 12 ¥1,560 ¥18,720 A4変型判 28.4 × 20.8 cm ○
195 映画 CUT カット ロッキング・オン 月刊 12 ¥740 ¥8,880 A4変型判 29.4 × 22.8 cm ○
196 映画 キネマ旬報 キネマジュンポウ キネマ旬報社 月２ 24 ¥1,040 ¥24,960 B5判 25.8 × 18.3 cm ● 中央スポンサー有
197 芸能 Junon　ジュノン ジュノン 主婦と生活社 月刊 12 ¥710 ¥8,520 A4変型判 29.0 × 22.8 cm ○ ○
198 映画 SCREEN　スクリーン スクリーン 近代映画社 月刊 12 ¥930 ¥11,160 A4変型判 30.0 × 23.1 cm ● 　 ○ 　 　 ○ 　 　 中央スポンサー有
199 芸能 日経エンタテインメント！ ニッケイエンタテインメント！ 日経BP社マーケティング 月刊 12 ¥690 ¥8,280 A4変型判 27.4 × 20.4 cm ○
200 芸能 明星　Myojo ミョウジョウ 集英社 月刊 12 ¥730 ¥8,760 A4変型判 29.6 × 22.6 cm ○
201 スポーツ SPORTS GRAPHIC NUMBER　ナンバー スポーツグラフィックナンバー 文藝春秋 隔週 22 ¥644 ¥14,168 A4判 27.1 × 20.9 cm ● ○ ○ 中央スポンサー有
202 スポーツ 健康 Tarzan　ターザン ターザン マガジンハウス 月２ 23 ¥610 ¥14,030 A4変型判 27.8 × 20.2 cm ○
203 スポーツ ランニング ランニングマガジン Courir　クリール ランニングマガジンクリール ベースボールマガジン社 月刊 12 ¥876 ¥10,512 A4変型判 27.4 × 21.0 cm ○
204 スポーツ ゴルフ ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト 月刊 12 ¥710 ¥8,520 A4判 29.9 × 21.0 cm ●
205 スポーツ サッカー サッカーマガジン サッカーマガジン ベースボールマガジン社 月刊 12 ¥1,000 ¥12,000 A4変型判 28.0 × 20.8 cm ○
206 スポーツ テニス スマッシュ スマッシュ 日本スポーツ企画 月刊 12 ¥750 ¥9,000 A4変型判 27.8 × 20.6 cm ○
207 スポーツ 卓球 卓球王国 タッキュウオウコク 卓球王国 月刊 12 ¥800 ¥9,600 A4判 29.6 × 20.8 cm ○
208 スポーツ バスケットボール バスケットボール バスケットボール 日本文化出版 月刊 12 ¥895 ¥10,740 A4判 29.8 × 20.8 cm 〇
209 スポーツ バレーボール VOLLEYBALL　バレーボール バレーボール 日本文化出版 月刊 12 ¥930 ¥11,160 A4判 29.6 × 20.8 cm ○
210 スポーツ 野球 ベースボールマガジン ベースボールマガジン ベースボールマガジン社 隔月 6 ¥1,080 ¥6,480 A4判 29.8 × 21.0 cm ● 中央スポンサー有
211 スポーツ ラグビー Rugby magazine　ラグビーマガジン ラグビーマガジン ベースボールマガジン社 月刊 12 ¥1,020 ¥12,240 A4変型判 28.1 × 21.1 cm ○ 　 ○
212 スポーツ スキー SKI GRAPHIC　スキーグラフィック スキーグラフィック 芸文社 月刊 12 ¥1,320 ¥15,840 A4判 29.4 × 20.8 cm ○ ○
213 スポーツ アウトドア BE-PAL ビーパル 小学館 月刊 12 ¥900 ¥10,800 AB判 25.6 × 20.4 cm ● ○ ○ 中央スポンサー有
214 スポーツ 登山 山と渓谷 ヤマトケイコク 山と渓谷社 月刊 12 ¥1,138 ¥13,656 A4変型判 28.0 × 21.0 cm ○ ○
215 スポーツ 釣り North Angler's　ノースアングラーズ ノースアングラーズ つり人社 年10 10 ¥1,100 ¥11,000 A4変型判 28.7 × 21.0 cm ○
216 スポーツ 釣り Fishing Café　フィッシング・カフェ フィッシュングカフェ シマノ 季刊 4 ¥620 ¥2,480 A4変型判 28.0 × 20.6 cm △ △ △ △ 中央・端野・留辺寄贈
217 スポーツ 相撲　すもう スモウ ベースボールマガジン社 月刊 12 ¥1,010 ¥12,120 B5判 25.8 × 18.2 cm ○ 　 　 　 　 　 　
218 スポーツ 武道 ブドウ ベースボールマガジン社 月刊 12 ¥545 ¥6,540 B5判 25.7 × 18.1 cm △ 中央寄贈
219 鉄道 鉄道ファン テツドウファン 交友社 月刊 12 ¥1,200 ¥14,400 B5変型判 25.3 × 19.0 cm ○
220 小説 SFマガジン エスエフマガジン 早川書房 隔月 6 ¥1,320 ¥7,920 A5判 20.9 x 14.8 cm ○
221 小説 オール読物 オールヨモノ 文藝春秋 月刊 12 ¥1,010 ¥12,120 A5判 21.0 × 14.5 cm ○ ○



刊行 年間 平均単価 年間金額 雑誌の大きさ 所　蔵　館
No． 内容 詳細 雑　誌　名 カナ 出　版　社 形態 冊数 （税込） （税込） 規格 実寸ｻｲｽﾞ（参考） 中央 東 緑 上ところ 相内 東相内 端野 常呂 留辺蘂 備考
222 文藝 群像 グンゾウ 講談社 月刊 12 ¥1,333 ¥15,996 A5判 21.1 × 14.6 cm ○
223 文藝 現代詩手帖 ゲンダイシテチョウ 思想社 月刊 12 ¥1,623 ¥19,476 A5判 21.0 × 14.9 cm ○
224 小説 小説トリッパー ショウセツトリッパー 朝日新聞出版 季刊 4 ¥1,380 ¥5,520 A5判 21.0 x 14.8 cm ○
225 小説 新潮 シンチョウ 新潮社 月刊 12 ¥1,150 ¥13,800 A5判 21.1 x 14.6 cm ○
226 小説 小説すばる ショウセツスバル 集英社 月刊 12 ¥920 ¥11,040 A5判 21.0 × 14.6 cm ○
227 俳句 角川　俳句 カドカワ　ハイク KADOKAWA 月刊 12 ¥990 ¥11,880 A5判 21.0 × 14.8 cm ○
228 文藝 文学界 ブンガクカイ 文藝春秋 月刊 12 ¥990 ¥11,880 A5判 21.1 × 14.5 cm ○
229 文藝 文藝 ブンゲイ 河出書房新社 季刊 4 ¥1,485 ¥5,940 A5判 21.0 × 14.9 cm ○
230 文学 ミステリマガジン ミステリマガジン 早川書房 隔月 6 ¥1,320 ¥7,920 A5判 21.2 x 15.0 cm ○
231 幼児 絵本 こどものとも コドモノトモ 福音館書店 月刊 12 ¥440 ¥5,280 B5判・B5ヨコ判26.0 × 19.0 cm・18.8 × 26.3 cm ● ○ 中央スポンサー有
232 幼児 絵本 こどものとも0.1.2 コドモノトモ0.1.2 福音館書店 月刊 12 ¥430 ¥5,160 B5変型判 19.7 × 18.5 cm ○
233 幼児 絵本 こどものとも年少版 コドモノトモネンショウバン 福音館書店 月刊 12 ¥440 ¥5,280 A5変型判 21.0 × 20.0 cm ● ○ 中央スポンサー有
234 幼児 絵本 こどものとも年中向き コドモノトモネンナカムキ 福音館書店 月刊 12 ¥440 ¥5,280 B5判・B5ヨコ判26.0 x 19.0 cm・18.8 x 26.3 cm● ○ 中央スポンサー有
235 たくさんのふしぎ タクサンノフシギ 福音館書店 月刊 12 ¥730 ¥8,760 B5判 24.4 × 18.6 cm ○
236 子どもニュース ニュースがわかる ニュースガワカル 毎日新聞出版 月刊 12 ¥490 ¥5,880 A4判 29.2 × 21.0 cm ○
237 科学 かがくのとも カガクノトモ 福音館書店 月刊 12 ¥430 ¥5,160 AB判 26.0 × 22.8 cm ○
238 科学 子供の科学 コドモノカガク 誠文堂新光社 月刊 12 ¥770 ¥9,240 B5判 25.7 × 17.9 cm ○ ○
239 短歌 短歌 短歌 タンカ KADOKAWA 月刊 12 ¥980 ¥11,760 A5判 ○
240 ペット 犬 Shi-Ba シバ 辰巳出版 隔月 6 ¥1,078 ¥6,468 A4判 ○
241 育児 赤ちゃんとママ アカチャントママ 赤ちゃんとママ社 月刊 12 ¥0 ○
242 女性教養 素敵なあの人 ステキナアノヒト 宝島社 月刊 12 ¥1,091 ¥13,092 A4判変 ○
243 女性教養 ＆ROSY　アンド　ロージー アンドロージー 宝島社 月刊 12 ¥1,000 ¥12,000 A4判変 ○
244 生活一般 いいね イイネ クレヨンハウス 隔月 6 ¥880 ¥5,280 26.2×17 ○
245 レクリエーション情報誌 レクリエ レクリエ 世界文化社 隔月 7 ¥1,950 ¥13,650 A4判 ○
246 美容 VOCE　ヴォーチェ ヴォーチェ 講談社 月刊 12 ¥618 ¥7,416 A4変型判 △
247 ファッション Precious　プレシャス プレシャス 小学館 月刊 12 ¥900 ¥10,800 A4変型判 ○
248 料理 食楽 ショクラク 徳間書店 年4 4 ¥909 ¥3,636 A4変型判 ○
249 ファッション ティーン Cuugal　キューーガル キューガル 東京ニュース通信社 隔月 6 ¥640 ¥3,840 A４変型判 ○
250 女性一般 Ｈａｎａｋｏ ハナコ マガジンハウス 月刊 12 ¥700 ¥8,400 Ｌ 〇
251 書道 墨 スミ 芸術新聞社 奇1 6 ¥2,238 ¥13,428 A４変型判 〇
252 女性一般 ハルメク ハルメク 株式会社ハルメク 月刊 12 ¥580 ¥6,960 A4判変 〇
253 ファッション FUDGE ファッジ 三栄 月刊 12 ¥627 ¥7,524 A4判変 〇
254 イラスト SS（スモールエス） スモールエス 徳間書店 季刊 4 ¥909 ¥3,636 A4判変 〇
255 ファッション BAILA バイラ 集英社 月刊 12 ¥676 ¥8,112 A4判変 〇
256 総合 男の隠れ家 オトコノカクレガ 三栄 月刊 12 ¥682 ¥8,184 A4判変 〇
257 ファッション 美人百花 ビジンヒャッカ 角川春樹事務所 月刊 12 ¥593 ¥7,116 A4判変 〇
258 婦人 和樂 ワラク 小学館 隔月 6 ¥1,391 ¥8,346 A4判変 〇
259 ティーンズ Popteen ポップティーン 角川春樹事務所 月刊 12 ¥454 ¥5,448 A4判変 〇
260 趣味一般 田舎暮らしの本 イナカグラシノホン 宝島社 月刊 12 ¥745 ¥8,940 A4判 〇
261 ファッション Ray レイ 主婦の友社 月刊 12 ¥627 ¥7,524 A4判変 〇
262 趣味一般 月刊おりがみ ゲッカンオリガミ 月刊 12 ¥801 ¥9,612 A4判 〇
263 育児 AERA　with　Kids アエラウィズキッズ 朝日新聞出版 季刊 4 ¥907 ¥3,628 A4判変 〇
264 健康 からだにいいこと カラダニイイコト 世界文化社 隔月 6 ¥636 ¥3,816 A4判変 〇


