
H29.2.10現在

（アイウエオ順）

ＮＯ 雑誌名 ジャンル 出版社 刊行
購読料
(参考)

広告
サイズ

備考

1 ｉＰ！（アイピー） コンピュータ 晋遊舎 月刊 9,876 大

2 愛犬の友 ペット・動物 誠文堂新光社 隔月刊 6,048 大 決定済

3 ＶＥＲＹ（ヴェリィ） ファッション 光文社 月刊 8,640 大

4 ＥＳＳＥ（エッセ） 暮らし・健康 扶桑社 月刊 6,000 大 決定済

5 edu（エデュー） 暮らし・健康 小学館 月刊 9,600 大

6 Ａｕｔｏｃａｍｐｅｒ（オートキャンパー） 旅行 八重洲出版 月刊 8,400 大

7 オートメカニック 趣味・芸術 内外出版社 月刊 11,280 大

8 おかずのクッキング 暮らし・健康 テレビ朝日 隔月刊 3,180 大 決定済

9 おとなの週末 暮らし・健康 講談社 月刊 8,400 大

10 おはよう21 医療・介護 中央法規出版 月刊 13,886 大

11 音楽の友 趣味・芸術 音楽之友社 月刊 11,976 大

12 ガーデン＆ガーデン 趣味・芸術 エフジー武蔵 季刊 4,800 大

13 岳人 趣味・芸術 ネイチュアエンタープライズ 月刊 8,808 大

14 きょうの料理ビギナーズ 暮らし・健康 日本放送出版協会 月刊 6,168 大

15 クーヨン 暮らし・健康 クレヨンハウウス 月刊 11,760 大

16 月刊　AQUA LIFE ペット・動物 エムピー．ジェー 月刊 11,760 大

17 月刊　ＮＥＷＳ（ニュース）がわかる 総合・文芸 毎日新聞出版 月刊 4,560 大

18 月刊　福祉 医療・介護 全国社会福祉協議会出版部 月刊 1,049 小 決定済

19 月刊　文化財 歴史 第一法規 月刊 9,252 大

20 健康 暮らし・健康 主婦の友社 月刊 7,800 大

21 ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ 趣味・芸術 主婦と生活社 隔月刊 5,280 大

22 サンキュ 暮らし・健康 ベネッセコーポレーション 月刊 5,400 大 決定済

23 週刊　エコノミスト ビジネス・経済 毎日新聞出版 週刊 30,380 大

24 週刊　ダイヤモンド ビジネス・経済 ダイヤモンド社 週刊 35,500 大

25 週刊　東洋経済 ビジネス・経済 東洋経済新報社 週刊 34,500 大

26 小説　現代 総合・文芸 講談社 月刊 12,000 小

27 Ｓｗｅｅｅｔ（スウィート） ファッション 宝島社 月刊 10,080 大

28 ＳＯＵＰ（スープ） ファッション セブン＆アイ出版 月刊 6,360 大

29 ＳＣＲＥＥＮ 趣味・芸術 近代映画社 月刊 8,640 大

30 すばる 趣味・芸術 集英社 月刊 11,400 小

31 住まいの設計 暮らし・健康 扶桑社 隔月刊 7,200 大

32 正論 総合・文芸 産経新聞社 月刊 9,360 小

33 ｓｏｆｔｗａｒｅ　ｄｅｓｉｇｎ（ソフトウェアデザイン） コンピュータ 技術評論社 月刊 15,816 小

34 Ｔａｒｚａｎ（ターザン） スポーツ マガジンハウス 月２回 12,500 大

35 ＴＩＭＥ（タイム） 総合・文芸 タイム社 週刊 43,680 小

36 ダイヤモンドｚａｉ（ザイ） ビジネス・経済 ダイヤモンド社 月刊 8,760 大

37 大法論 宗教 大法論閣 月刊 11,280 小

38 ダ・ヴィンチ 総合・文芸 メディアファクトリー 月刊 5,880 大

39 たまごクラブ 暮らし・健康 ベネッセコーポレーション 月刊 7,800 大

40 ＤＩＳＮＥＹ　ＦＡＮ 旅行 講談社 月刊 9,600 大
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41 鉄道ジャーナル 鉄道・電車 鉄道ジャーナル社 月刊 11,760 小

42 ＴＶガイド青森版・岩手版 暮らし・健康 東京ニュース通信社 週刊 15,000 大

43 天文ガイド 自然科学 誠文堂新光社 月刊 10,824 小

44 Ｄｏｍａｎｉ ファッション 小学館 月刊 8,400 大

45 日経ヘルス 医療・介護 日経ＢＰ社 月刊 7,200 大

46 日経ウーマン 暮らし・健康 日経ＢＰ出版センター 月刊 6,600 大 決定済

47 日経サイエンス 自然科学 日経サイエンス社 月刊 16,800 大

48 日経トレンディ 趣味・芸術 日経ＢＰ社 月刊 6,840 大 決定済

49 日経ビジネス　アソシエ ビジネス・経済 日経ＢＰ社 月刊 8,400 大

50 日経マネー ビジネス・経済 日経ＢＰ出版センター 月刊 8,280 大

51 日本カメラ 趣味・芸術 日本カメラ社 月刊 10,080 小

52 ニューズウィーク　日本版 ビジネス・経済 ＣＣＣメディアハウス 週刊 23,400 大

53 猫びより ペット・動物 辰巳出版 隔月刊 5,862 大

54 non・no ファッション 集英社 月刊 6,840 大

55 ＰＨＰ 総合・文芸 ＰＨＰ研究所 月刊 2,460 小

56 ＰＥＡＫＳ（ピークス） 旅行 エイ出版社 月刊 12,000 大

57 美術手帖 趣味・芸術 美術出版社 月刊 20,736 小

58 ひよこクラブ 暮らし・健康 ベネッセコーポレーション 月刊 7,800 大 決定済

59 ＢＲＵＴＵＳ（ブルータス） 趣味・芸術 マガジンハウス 月２回 13,200 大

60 ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ（プレジデント） ビジネス・経済 プレジデント社 月２回 16,560 大

61 文学界 総合・文芸 文藝春秋 月刊 11,640 小

62 Ｐｅｎ（ペン） 趣味・芸術 ＣＣＣメディアハウス 月２回 14,950 大

63 ＭＯＲＥ ファッション 集英社 月刊 8,520 大

64 ＭＯＥ 趣味・芸術 白泉社 月刊 9,600 大


