
雑誌スポンサー制度対象雑誌リスト

タイトル 出版社 刊期
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（税込・目
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佐倉 志津 佐倉南

　
志津
分館

臼井 ジャンル

1 ＡＥＲＡ
アエラ

朝日新聞社東京本社 週刊 21,060 ○ ○ 週刊誌

2 明日の友 婦人之友社 隔月 4,020 ○ 健康

3 ａｒ
アール

主婦と生活社 月刊 7,440 ○ 女性ファッション

4 ＆Premium
アンド　プレミアム

マガジンハウス 月刊 8,760 ○ 生活情報

5 ａｎ・ａｎ
アン・アン

マガジンハウス 週刊 26,000 ○ ○ 女性総合

6 ＡｎｇｌｉｎｇＦａｎ
アングリング　ファン

コスミック出版 月刊 11,040 ○ 釣り

7 家の光 家の光協会 月刊 7,404 ○ 女性総合

8 田舎暮らしの本 宝島社 月刊 9,600 ○ 情報

9 ENGLISH　JOURNAL
イングリッシュ・ジャーナル

アルク 月刊 18,144 ○ 英語

10 Ｉｎｔｅｒ　ｆａｃｅ
インター　フェイス

ＣＱ出版株式会社 月刊 12,000 ○ コンピュータ

11 ＷＩＴＨ
ウィズ

講談社 月刊 8,280 ○ 女性総合

12 美しいキモノ ハースト婦人画報社 季刊 8,400 ○ 着物

13 月刊ＡＩＲ　ＬＩＮＥ
　　　　　　　エアライン

イカロス出版株式会社 月刊 18,144 ○ 交通

14 栄養と料理 女子栄養大学出版部 月刊 8,400 ○ ○ 料理

15 エコノミスト 毎日新聞出版局 週刊 34,840 ○ ビジネス

16 ＳＦ　マガジン 早川書房 隔月 5,802 ○ 文芸

17 ＥＳＳＥ
エッセ

フジテレビジョン 月刊 6,240 ○ ○ 生活情報

18 ＮＨＫ囲碁
イゴ

講座
コウザ

日本放送出版協会（ＮＨＫ出版） 月刊 6,540 ○ 囲碁

19 ＥＬＬＥ　ＪＡＰＯＮ
エル・ジャポン

ﾊｰｽト婦人画報社 月刊 8,280 ○ 女性ファッション

20 LDK 晋遊舎 月刊 7,560 〇 生活情報

21 園芸ガイド 主婦の友社 季刊 4,800 ○ 園芸

22 ＯＺ　ＭＡＧＡＺＩＮＥ
オズ・マガジン

スターツ出版 月刊 6,960  ○ 女性総合

23 おそいはやいひくいたかい ジャパンマシニスト社 季刊 5,184 ○ 出産・育児

24 男の隠れ家 三栄書房 月刊 8,160 ○ 男性総合

25 オール読物 文芸春秋 月刊 12,000 ○ 文芸

26 オレンジページ オレンジページ 月２ 9,600 ○ ○ 生活情報

27 音楽の友 音楽之友社 月刊 11,976 ○ ○ 音楽

28 会社四季報 東洋経済新報社 季刊 8,240 ○ ○ ○ ○ ビジネス

29 ＣＡＲ　ＧＲＡＰＨＩＣ
カー　グラフィック

二玄社 月刊 14,880 ○ 自動車

30 かぞくのじかん 婦人之友社 季刊 3,280 ○ 女性総合

31 家庭画報 世界文化社 月刊 15,600 ○ ○ 女性総合

32 角川俳句 角川書店 月刊 12,240 ○ 俳句

33 キネマ旬報 キネマ旬報社 月２ 38,880 ○ 映画

34 きょうの健康 日本放送出版協会（ＮＨＫ出版） 月刊 6,540 ○ ○ 健康

35 きょうの料理 日本放送出版協会（ＮＨＫ出版） 月刊 6,540 ○ ○ ○ 料理

36 キルトジャパン 日本ヴォーグ社 季刊 5,616 ○ 手芸

37 週刊金曜日 金曜日 週刊 30,160 ○ 週刊誌

38 ku:nel(クーネル） マガジンハウス 隔月刊 4,800 〇 生活情報

39 月刊クーヨン クレヨンハウス 月刊 8,400 ○ 出産・育児

40 暮しの手帖 暮らしの手帖社 隔月 5,556 ○ ○ ○ ○ 生活情報

所蔵館

＊年間購読料・ジャンルはあくまで参考です
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41 ぐるっと千葉 ちばマガジン 月刊 5,640 ○ ○ 旅行

42 ＣＲＥＡ
クレア

文芸春秋 月刊 9,360 ○ 女性総合

43 ＣＲＥＡ　ＴＲＡＶＥＬＬＥＲ
クレア　トラベラー

文芸春秋 季刊 4,040 ○ 旅行

44 クロワッサン マガジンハウス 月２回 11,040 ○ ○ ○ 生活情報

45 群像 講談社 月刊 15,600 ○ ○ 文芸

46 芸術新潮 新潮社 月刊 17,280 ○ 芸術

47 螢雪時代 旺文社 月刊 11,664 ○ 教育

48 毛糸だま 日本ヴォーグ社 季刊 6,480 ○ 手芸

49 建築知識 エクスナレッジ 月刊 20,160 ○ 住宅

50 航空ファン 文林堂 月刊 16,044 ○ 交通

51 こどもとしょかん 東京子ども図書館 季刊 3,064 ○ 文芸

52 子供の科学 誠文堂新光社 月刊 9,000 ○ 科学

53 子どもの本棚 日本子どもの本研究会 月刊 4,800 ○ 文芸

54 月刊ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト社 月刊 8,280 ○ スポーツ

55 ＧＯＬＦ　ＴＯＤＡＹ
ゴルフ　トゥディ

三栄書房 月刊 7,800  ○ スポーツ

56 月刊碁ワールド 日本棋院 月刊 11,724 ○ 囲碁

57 サッカーダイジェスト 日本スポーツ企画出版社 月２回 18,000  ○ スポーツ

58 月刊
ゲッカン

サッカーマガジン ベースボール・マガジン社 月刊 11,040 ○ スポーツ

59 THE　２１ ＰＨＰ研究所 月刊 6,792  ○ ビジネス

60 someone
サムワン

リバネス出版 季刊 2,160 ○ 科学

61 サライ 小学館 月刊 9,840 ○ 総合

62 ３分クッキング KADOKAWA 月刊 5,280 ○ 料理

63 散歩の達人 交通新聞社 月刊 8,400  ○ 旅行

64 ＪＲ時刻表 交通新聞社 月刊 14,196 ○ 交通

65 ＪＴＢ時刻表 ＪＴＢパブリッシング 月刊 14,196 ○ ○ ○ ○ 交通

66 ＣＮＮ ＥＮＧＬＩＳＨ ＥＸＰＲＥＳＳ
シーエヌエヌ　イングリッシュ　エキスプレス 朝日出版社 月刊 17,280 ○ 英語

67 月刊自家用車 内外出版社 月刊 10,680 ○ ○ 自動車

68 ＣＱ　ham　radio
シーキュー　ハム　ラジオ

ＣＱ出版株式会社 月刊 11,880 ○ 趣味

69 時空旅人 三栄書房 隔月 4,680 ○ 歴史

70 ＣＤジャーナル　ｐｌｕｓ　ＤＶＤ 音楽出版社 月刊 11,760 ○ 音楽総合

71 週刊朝日 朝日新聞社東京本社 週刊 21,320 ○ 週刊誌

72 自遊人 株式会社自遊人 季刊 3,208 ○

73 週刊文春 文芸春秋 週刊 21,840 ○ 週刊誌

74 週刊新潮 新潮社 週刊 21,840 ○ 週刊誌

75 趣味の園芸 日本放送出版協会（ＮＨＫ出版） 月刊 6,540 ○ ○ ○ ○ 園芸

76 趣味どきっ（月） 日本放送出版協会（ＮＨＫ出版） 隔月 6,480  ○ 趣味

77 趣味どきっ（火） 日本放送出版協会（ＮＨＫ出版） 隔月 6,480 ○ 趣味

78 趣味どきっ（水） 日本放送出版協会（ＮＨＫ出版） 隔月 6,480 ○ 趣味

79 ジュリスト 有斐閣 月刊 17,280 ○ 法律

80 将棋世界 日本将棋連盟 月刊 9,600 ○ 将棋

81 小説新潮 新潮社 月刊 11,160 ○ ○ 文芸

82 小説推理 双葉社 月刊 10,920 ○ 文芸

83 小説すばる 集英社 月刊 11,040 ○ ○ 文芸

＊年間購読料・ジャンルはあくまで参考です
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84 小説トリッパー 朝日新聞出版 季刊 4,320 ○ 文芸

85 月刊ショパン ショパン 月刊 11,520 ○ 音楽

86 新建築 新建築社 月刊 24,684 ○ 住宅

87 新潮 新潮社 月刊 11,760 ○ 文芸

88 新潮４５ 新潮社 月刊 10,560 ○ 総合

89 新幼児と保育 小学館 隔月 14,460 ○ 保育

90 月刊
ゲッカン

ＳＫＩ　GRAPHIC 芸文社 月刊 15,552 ○ スポーツ

91 ＳＣＲＥＥＮ
スクリーン

近代映画社 月刊 9,600 ○ 映画

92 すてきにハンドメイド 日本放送出版協会（ＮＨＫ出版） 月刊 7,404 ○ ○ ○ 手芸

93 ＳＴＯＲＹ
ストーリー

光文社 月刊 9,840 ○ 女性総合

94 昴（すばる） 集英社 月刊 11,400 ○ 文芸

95 住まいの設計 扶桑社 隔月 7,500 ○ ○ ○ 住宅

96 墨（すみ） 芸術新聞社 隔月 14,502 ○ 書道

97 相撲 ベースボール・マガジン社 月刊 12,600 ○ スポーツ

98 正論 産業経済新聞社 月刊 9,360 ○ 総合

99 世界 岩波書店 月刊 10,368 ○ ○ 総合

100 Seventeen
セブンティーン

集英社 月刊 6,420 ○ 女性ファッション

101 選択 選択出版社 月刊 12,000 ○ 総合

102 装苑 文化出版局 月刊 7,152 ○ ファッション

103 壮快 マキノ出版 月刊 7,680 ○ 健康

104 ＤＩＭＥ
ダイム

小学館 月刊 8,160 ○ 総合

105 ＴＩＭＥ　　（英字）
タイム

ＴＩＭＥ 週刊 47,520 ○ 情報

106 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 週刊 35,500 ○ ビジネス

107 ダイヤモンド・ザイ ダイヤモンド社 月刊 8,760 〇 金融

108 ダ・ヴィンチ KADOKAWA 月刊 7,200 ○ ○ 文芸

109 Ｔａｒｚａｎ
ターザン

マガジンハウス 月２ 15,360 ○ 健康

110 卓球王国 卓球王国 月刊 8,640 ○ スポーツ

111 旅の手帖 交通新聞社 月刊 7,152 ○ 旅行

112 食べもの文化 芽ばえ社 月刊 8,160 ○ 出産・育児

113 短歌 KADOKAWA 月刊 14,400 ○ 文芸

114 短歌研究 短歌研究社 月刊 15,690  ○ 文芸

115 淡交 淡交社 月刊 10,368 ○ 芸術

116 ダンスビュウ モダン出版株式会社 月刊 11,736  ○ ダンス

117 ｄａｎｃｙｕ
ダンチュー

プレジデント社 月刊 10,560 ○ ○ 料理

118 Chio(ちいさい・おおきい・よわい・つよい) ジャパンマシニスト社 季刊 6,912 ○ 出産・育児

119 ちゃぐりん 家の光協会 月刊 5,796 ○ 出産・育児

120 中央公論 中央公論新社 月刊 11,160 ○ ○ ○ 総合

121 つり人 つり人社 月刊 12,120 ○ 釣り

122 ＤＡＹＳ　ＪＡＰＡＮ
デイズ　ジャパン

ＤＡＹＳ　ＪＡＰＡＮ社 月刊 10,116 ○ 情報

123 Disney　ＦＡＮ
ディズニー　ファン

講談社 月刊 9,600 ○ 趣味

124 鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナル社 月刊 12,000 ○ 交通

125 鉄道ピクトリアル 鉄道図書刊行会 月刊 11,760 ○ 交通

＊年間購読料・ジャンルはあくまで参考です
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126 鉄道ファン 交友社東京支店 月刊 13,560 ○ 交通

127 鉄道模型趣味 機芸出版社 月刊 13,534  ○ 趣味

128 テニスマガジン ベースボール・マガジン社 隔月 5,580 ○ スポーツ

129 月刊天文ガイド 誠文堂新光社 月刊 9,636 ○ 天文

130 東京人 都市出版株式会社 月刊 11,160 ○ 情報

131 週刊東洋経済 東洋経済新報社 週刊 40,560 ○ ○ ○ 経済

132 図書館雑誌 日本図書館協会 月刊 16,044 ○ 図書館

133 ＤＯＳ／Ｖ　ＰＯＷＥＲ　ＲＥＰＯＲＴ
ドス　ブイ　パワー　レポート インプレス 季刊 7,200 ○ コンピュータ

134 driver
ドライバー

八重洲出版 月刊 7,560 ○ 自動車

135 NATIONAL GEOGRAPHIC
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 12,120  ○ 自然科学

136 Ｓｐｏｒｔｓ　Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｎｕｍｂｅｒ
スポーツ　グラフィック　ナンバー 文芸春秋 隔週 13,680 ○ ○ スポーツ

137 ｎｉｃｏｌａ
ニコラ

新潮社 月刊 6,000 ○ 女性ファッション

138 日経ＷＯＭＡＮ
　　　　　　ウーマン

日経ＢＰ社 月刊 7,800 ○ 女性総合

139 日経サイエンス 日経サイエンス 月刊 17,280 ○ 科学

140 日経ＴＲＥＮＤＹ
　　　トレンディ

日経ＢＰ社 月刊 7,800 ○ ○ ビジネス

141 日経パソコン 日経ＢＰ社 隔週 24,720 ○ コンピュータ

142 日経ＰＣ２１
　　　　　　ピーシー

日経ＢＰ社 月刊 8,820 ○ コンピュータ

143 日経ヘルス 日経ＢＰ社 隔月刊 4,440  ○ 健康

144 日経マネー 日経ＢＰ社 月刊 9,000 ○ 経済

145 日本カメラ 日本カメラ社 月刊 11,400 ○ カメラ

146 Ｎｅｗｓ　Ｗｅｅｋ　日本版
ニューズ　ウィーク

CCCメディアハウス 週刊 23,920 ○ ○ 総合

147 Newsがわかる 毎日新聞社 月刊 5,400 〇 総合

148 Ｎｅｗｔｏｎ
ニュートン

ニュートンプレス 月刊 14,400 ○ ○ 科学

149 猫びより 辰巳出版 隔月 5,862 ○ ペット

150 ＮＯＮ・ＮＯ
ノン・ノ

集英社 月刊 7,800 ○ 女性ファッション

151 ＢＩＣＹＣＬＥ　ＣＬＵＢ
バイシクル　クラブ

えい出版社 月刊 9,840 ○ スポーツ

152 月刊　ハウジング リクルートホールディングス 月刊 6,120 ○ 住宅

153 Ｈａｎａｋｏ
ハナコ

マガジンハウス 隔週 14,400 ○ 女性総合

154 母の友 福音館書店 月刊 6,540 ○ 育児

155 月刊　バレーボール 日本文化出版株式会社 月刊 9,600 ○ スポーツ

156 バンドジャーナル 音楽之友社 月刊 11,724 ○ 音楽

157 判例時報 判例時報社 旬刊 51,840 ○ 法律

158 月刊　バスケットボール 日本文化出版 月刊 10,560 ○ スポーツ

159 月刊Ｐｉａｎｏ
　　　　　　ピアノ

ヤマハミュージックメディア 月刊 8,040  ○ 音楽

160 月刊美術 実業之日本社 月刊 22,704 ○ 音楽

161 美術の窓 サン・アート 月刊 21,336 ○ 美術

162 ＢＥ－ＰＡＬ
ビーパル

小学館 月刊 9,360 ○ ○ アウトドア

163 ＶｉＶｉ
ヴィヴィ

講談社 月刊 8,280 ○ 女性ファッション

164 ひらがなタイムズ ヤック企画 月刊 6,000 ○ 語学

165 フォトコン（日本フォトコンテスト） 日本写真企画 月刊 15,552 ○ カメラ

166 ＰＨＯＴＯ　ＴＥＣＨＮＩＣ
フォト・テクニック

玄光社 月刊 12,000 ○ カメラ
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167 婦人画報 ハースト婦人画報社 月刊 15,600 ○ ○ 女性総合

168 婦人公論 中央公論新社 月２ 13,680 ○ ○ ○ ○ 女性総合

169 婦人之友 婦人之友社 月刊 9,000 ○ 女性総合

170 ＦＲａＵ
フラウ

講談社 月刊 8,280 ○ 女性総合

171 ＢＲＵＴＵＳ
ブルータス

マガジンハウス 月２ 16,320 ○ 総合

172 ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ
プレジデント

プレジデント社 隔週 18,000 ○ 総合

173 プレジデントＦａｍｉｌｙ
　　　　　　　　　　　　　　　ファミリー

プレジデント社 季刊 3,920 ○ 出産・育児

174 Ｐｒｅ－ｍｏ
プレ　モ

主婦の友社 季刊 3,208 ○ 出産・育児

175 フローリスト 誠文堂新光社 月刊 10,620 ○ フラワーアレンジ

176 文学界 文芸春秋 月刊 11,640 ○ ○ ○ 文芸

177 文藝 河出書房新社 季刊 5,960 ○ 文芸

178 文芸春秋 文芸春秋 月刊 10,560 ○ ○ ○ ○ ○ 総合誌

179 週刊ベースボール ベースボール・マガジン社 週刊 25,480  ○ スポーツ

180 ベースボールマガジン ベースボール・マガジン社 月刊 12,360 ○ スポーツ

181 Ｂａｂｙ－ｍｏ
ベビ　モ

主婦の友社 季刊 3,120 ○ 出産・育児

182 法学教室 有斐閣 月刊 18,600 ○ 法律

183 法学セミナー 日本評論社 月刊 17,232 ○ 法律

184 ＨＯＢＢＹ　ＪＡＰＡＮ
ホビー　ジャパン

ホビージャパン 月刊 16,200 ○ 趣味

185 盆栽世界 エスプレス・メディア出版 月刊 12,960 ○ 盆栽

186 本の雑誌 本の雑誌社 月刊 10,080 ○ 文芸

187 ミステリマガジン 早川書房 隔月 5,676 ○ 文芸

188 ミセス 文化出版局 月刊 16,560 ○ ○ 女性ファッション

189 みんなの図書館 教育史料出版会 月刊 9,720 ○ 図書館

190 ＭＥＮ’Ｓ　ＣＬＵＢ
メンズ　クラブ

ハースト婦人画報社 月刊 10,560 ○ 男性ファッション

191 ＭＥＮ’Ｓ　ＮＯＮ　ＮＯ
メンズ　ノン　ノ

集英社 月刊 9,120 ○ 男性ファッション

192 ＭＯＲＥ
モア

集英社 月刊 8,760 ○ 女性ファッション

193 月刊
　　　　　　モエ

　ＭＯＥ 白泉社 月刊 10,320 ○ 芸術

194 ＭＯＴＯＲ　ＭＡＧＡＺＩＮＥ
モーター　マガジン

モーターマガジン社 月刊 12,000  ○ 自動車

195 ＭＯＤＥ　ＥＴ　ＭＯＤＥ
モード　エ　モード

モードェモード社 季刊 5,760  ○ 女性ファッション

196 モノ・マガジン ワールドフォトプレス 月２ 15,360  ○ 情報

197 やさい畑 家の光協会 隔月 5,430 ○ 園芸

198 山と溪谷 山と渓谷社 月刊 14,808 ○ ○ ○ アウトドア

199 ゆうゆう 主婦の友社 月刊 8,880 ○ 女性総合

200 ラグビーマガジン ベースボール・マガジン社 月刊 12,360 ○ スポーツ

201 ランナーズ アールビーズ 月刊 6,360  ○ スポーツ

202 ＬＥＥ　リー 集英社 月刊 9,600 ○ 女性ファッション

203 陸上競技マガジン ベースボール・マガジン社 月刊 12,600 ○ スポーツ

204 歴史街道 ＰＨＰ研究所 月刊 7,776  ○ 歴史

205 歴史人 KKベストセラーズ 月刊 8,640  ○ 歴史

206 レコード芸術 音楽之友社 月刊 17,892 ○ 音楽

207 レディブティック ブティック社 月刊 10,320 ○ 手芸

＊年間購読料・ジャンルはあくまで参考です



雑誌スポンサー制度対象雑誌リスト

タイトル 出版社 刊期
年間購読料
（税込・目

安）
佐倉 志津 佐倉南

　
志津
分館

臼井 ジャンル

208 和楽 小学館 月刊 16,800 ○ 情報

209 ＷＡＮ
ワン

緑書房 隔月 7,776 ○ ペット

＊年間購読料・ジャンルはあくまで参考です


