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AERA 週刊 ¥400 ¥20,000 大 A4

AERA with Kids 季刊 ¥907 ¥3,628

AQUA LIFE 月刊 ¥909 ¥10,908 大 A4

馬醉木 月刊 ¥1,273 ¥15,276 小 23㎝×13.5㎝以内

明日の友 隔月 ¥664 ¥3,984 中 27㎝×17㎝以内

an・an 週刊 ¥618 ¥30,900 大 A4

安心 月刊 ¥650 ¥7,800 大 A4

&Premium 月２ ¥800 ¥19,200 大 A4

いいね 隔月 ¥800 ¥4,800 中 27㎝×17㎝以内

一個人 月刊 ¥900 ¥10,800 大 A4

田舎暮らしの本 月刊 ¥773 ¥9,276 大 A4

田舎暮らしの本 月刊 ¥773 ¥9,276 大 A4

ENGLISH JOURNAL 月刊 ¥1,400 ¥16,800 中 27㎝×17㎝以内

InRed 月刊 ¥891 ¥10,692 大 A4

25ans 月刊 ¥727 ¥8,724 大 A4

WiLL 月刊 ¥864 ¥10,368 小 23㎝×13.5㎝以内

ＷＤ 隔月 ¥1,418 ¥8,508 大 A4

うさぎと暮らす 季刊 ¥1,500 ¥6,000 大 A4

美しいキモノ 季刊 ¥1,909 ¥7,636 大 A4

栄養と料理 月刊 ¥800 ¥9,600 大 A4

eclat 月刊 ¥891 ¥10,692 大 A4

S-Fマガジン 隔月 ¥1,200 ¥7,200 小 23㎝×13.5㎝以内

ESSE 月刊 ¥545 ¥6,540 大 A4

NHKガッテン！ 隔月 ¥718 ¥4,308 大 A4

FQ　JAPAN 季刊 ¥500 ¥2,000 大 A4

ELLE 月刊 ¥664 ¥7,968 大 A4

LDK 月刊 ¥591 ¥7,092 大 A4

ELLE DECOR その他 ¥1,500 ¥7,500 大 A4

園芸ガイド 季刊 ¥982 ¥3,928 大 A4

演劇界 月刊 ¥1,345 ¥16,140 大 A4

ENGINE 月刊 ¥1,091 ¥13,092 大 A4

えんぶ 隔月 ¥545 ¥3,270 中 27㎝×17㎝以内

OCEANS 月刊 ¥891 ¥10,692 大 A4

オール讀物 その他 ¥909 ¥9,090 小 21㎝×15㎝以内

OZ magazine 月刊 ¥773 ¥9,276 大 A4

大人のおしゃれ手帖 月刊 ¥1,000 ¥12,000 大 A4

おとなの週末 月刊 ¥800 ¥9,600 大 A4

おはよう21 月刊 ¥905 ¥10,860 大 A4

オレンジページ 月２ ¥454 ¥10,896 大 A4

音楽の友 月刊 ¥924 ¥11,088 大 A4

Casa BRUTUS 月刊 ¥900 ¥10,800 大 A4

Garden＆Garden 季刊 ¥1,100 ¥4,400 大 A4

科学 月刊 ¥1,400 ¥16,800 中 27㎝×17㎝以内

歌劇 月刊 ¥682 ¥8,184 小 23㎝×13.5㎝以内

かぞくのじかん 季刊 ¥764 ¥3,056

学校図書館 月刊 ¥700 ¥8,400 中 27㎝×17㎝以内
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家庭画報 月刊 ¥1,273 ¥15,276 大 A4

カフェ・スイーツ 隔月 ¥1,300 ¥7,800 大 A4

関東東北じゃらん 月刊 ¥445 ¥5,340 大 A4

季刊考古学 季刊 ¥2,400 ¥9,600 中 27㎝×17㎝以内

聴く中国語 月刊 ¥1,363 ¥16,356 中 27㎝×17㎝以内

聴く中国語 月刊 ¥1,363 ¥16,356 中 27㎝×17㎝以内

キネマ旬報 月２ ¥850 ¥20,400 中 27㎝×17㎝以内

CAPA 月刊 ¥727 ¥8,724 大 A4

GALAC 月刊 ¥709 ¥8,508 中 27㎝×17㎝以内

教育 月刊 ¥900 ¥10,800 小 23㎝×13.5㎝以内

ＱUILTS ＪAPAN   季刊 ¥1,400 ¥5,600 大 A4

近代建築 月刊 ¥2,136 ¥25,632 大 A4

近代柔道 月刊 ¥900 ¥10,800 中 27㎝×17㎝以内

ku:nel（クウネル） 隔月 ¥818 ¥4,908 大 A4

CRUISE その他 ¥1,200 ¥3,600 大 A4

CREA Traveller 季刊 ¥1,227 ¥4,908 大 A4

クロワッサン 月２ ¥500 ¥12,000 大 A4

群像 月刊 ¥909 ¥10,908 小 23㎝×13.5㎝以内

経済研究 季刊 ¥1,905 ¥7,620 中 27㎝×17㎝以内

経済セミナー 隔月 ¥1,380 ¥8,280 中 27㎝×17㎝以内

芸術新潮 月刊 ¥1,364 ¥16,368 大 A4

毛糸だま 季刊 ¥1,500 ¥6,000 大 A4

月刊クーヨン 月刊 ¥800 ¥9,600 中 27㎝×17㎝以内

月刊碁ワールド 月刊 ¥900 ¥10,800 中 27㎝×17㎝以内

月刊自家用車 月刊 ¥800 ¥9,600 中 27㎝×17㎝以内

月刊社会民主 月刊 ¥609 ¥7,308 中 27㎝×17㎝以内

月刊天文ガイド 月刊 ¥1,000 ¥12,000 中 27㎝×17㎝以内

月刊福祉 月刊 ¥971 ¥11,652 中 27㎝×17㎝以内

現代化学 月刊 ¥800 ¥9,600 大 A4

現代詩手帖 月刊 ¥1,300 ¥15,600 小 23㎝×13.5㎝以内

剣道時代 月刊 ¥891 ¥10,692 大 A4

剣道時代 月刊 ¥891 ¥10,692 大 A4

航空ファン 月刊 ¥1,238 ¥14,856 中 27㎝×17㎝以内

公募ガイド 月刊 ¥618 ¥7,416 大 A4

こころの科学 隔月 ¥1,360 ¥8,160 中 27㎝×17㎝以内

COTTON FRIEND 季刊 ¥809 ¥3,236 大 A4

Kotoba 季刊 ¥1,336 ¥5,344 中 27㎝×17㎝以内

ゴルフダイジェスト 週刊 ¥418 ¥20,900 中 27㎝×17㎝以内

CONFORT 隔月 ¥1,800 ¥10,800 大 A4

Cycle Sports  月刊 ¥800 ¥9,600 大 A4

ＴHE２１ 月刊 ¥636 ¥7,632 大 A4

サンキュ 月刊 ¥446 ¥5,352 大 A4

散歩の達人 月刊 ¥682 ¥8,184 大 A4

CNN ENGLISH EXPRESS 月刊 ¥1,148 ¥13,776 中 27㎝×17㎝以内

CQ ham radio 月刊 ¥900 ¥10,800 中 27㎝×17㎝以内

CG 月刊 ¥1,182 ¥14,184 大 A4
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CD Journal 季刊 ¥1,000 ¥4,000 中 27㎝×17㎝以内

思想 月刊 ¥1,900 ¥22,800 小 23㎝×13.5㎝以内

シナリオ 月刊 ¥1,100 ¥13,200 小 23㎝×13.5㎝以内

島へ。 隔月 ¥780 ¥4,680 大 A4

JAZZ LIFE 月刊 ¥882 ¥10,584 大 A4

週刊朝日 週刊 ¥400 ¥20,000 中 27㎝×17㎝以内

週刊エコノミスト 週刊 ¥636 ¥31,800 中 27㎝×17㎝以内

週刊新潮 週刊 ¥400 ¥20,000 小 23㎝×13.5㎝以内

週刊ダイヤモンド 週刊 ¥664 ¥33,200 中 27㎝×17㎝以内

週刊東洋経済 週刊 ¥664 ¥33,200 中 27㎝×17㎝以内

週刊文春 週刊 ¥400 ¥20,000 小 23㎝×13.5㎝以内

週刊ベースボール 週刊 ¥445 ¥22,250 中 27㎝×17㎝以内

ジュリスト 月刊 ¥1,426 ¥17,112 小 23㎝×13.5㎝以内

将棋世界 月刊 ¥745 ¥8,940 小 23㎝×13.5㎝以内

小説現代 月刊 ¥909 ¥10,908 小 23㎝×13.5㎝以内

小説幻冬 月刊 ¥818 ¥9,816 小 23㎝×13.5㎝以内

小説新潮 月刊 ¥909 ¥10,908 小 23㎝×13.5㎝以内

小説すばる 月刊 ¥873 ¥10,476 小 23㎝×13.5㎝以内

小説宝石 月刊 ¥818 ¥9,816 小 23㎝×13.5㎝以内

新建築住宅特集 月刊 ¥2,200 ¥26,400 大 A4

新潮 月刊 ¥1,091 ¥13,092 小 23㎝×13.5㎝以内

新電気 月刊 ¥1,450 ¥17,400 中 27㎝×17㎝以内

人民中国 月刊 ¥364 ¥4,368 大 A4

SWIMMING MAGAZINE 月刊 ¥864 ¥10,368 中 27㎝×17㎝以内

数学セミナー 月刊 ¥1,090 ¥13,080 中 27㎝×17㎝以内

SKI GRAPHIC 月刊 ¥1,100 ¥13,200 大 A4

SCREEN 月刊 ¥827 ¥9,924 大 A4

STORY 月刊 ¥764 ¥9,168 大 A4

すばる 月刊 ¥882 ¥10,584 小 23㎝×13.5㎝以内

Sports Graphic Number 隔週 ¥582 ¥14,550 大 A4

住まいの設計 隔月 ¥1,182 ¥7,092 大 A4

墨 隔月 ¥2,238 ¥13,428 大 A4

相撲 月刊 ¥864 ¥10,368 中 27㎝×17㎝以内

相撲 月刊 ¥864 ¥10,368 中 27㎝×17㎝以内

正論 月刊 ¥818 ¥9,816 小 23㎝×13.5㎝以内

世界 月刊 ¥850 ¥10,200 小 23㎝×13.5㎝以内

世界の艦船 月刊 ¥1,250 ¥15,000 中 27㎝×17㎝以内

前衛 月刊 ¥676 ¥8,112 小 23㎝×13.5㎝以内

宣伝会議 月刊 ¥1,182 ¥14,184 大 A4

壮快 月刊 ¥650 ¥7,800 大 A4

ソトコト 月刊 ¥926 ¥11,112 大 A4

Tarzan 月２ ¥591 ¥14,184 大 A4

DIRT SPORTS 月刊 ¥900 ¥10,800 大 A4

DIME 月刊 ¥900 ¥10,800 大 A4

ダイヤモンドZAi 月刊 ¥709 ¥8,508 大 A4

ダ・ヴィンチ 月刊 ¥636 ¥7,632 大 A4
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多聴多読マガジン 隔月 ¥1,382 ¥8,292 小 23㎝×13.5㎝以内

多聴多読Magazine 隔月 ¥1,345 ¥8,070 小 23㎝×13.5㎝以内

卓球王国 月刊 ¥727 ¥8,724 大 A4

短歌 月刊 ¥864 ¥10,368 小 23㎝×13.5㎝以内

ダンスビュウ 月刊 ¥1,000 ¥12,000 中 27㎝×17㎝以内

DANCE MAGAZINE 月刊 ¥1,545 ¥18,540 大 A4

dancyu 月刊 ¥818 ¥9,816 大 A4

茶道雑誌 月刊 ¥650 ¥7,800 小 23㎝×13.5㎝以内

中央公論 月刊 ¥864 ¥10,368 小 23㎝×13.5㎝以内

地理 月刊 ¥1,264 ¥15,168 小 23㎝×13.5㎝以内

つり人 月刊 ¥1,000 ¥12,000 中 27㎝×17㎝以内

テアトロ 月刊 ¥1,182 ¥14,184 小 23㎝×13.5㎝以内

Discover Japan 月刊 ¥1,000 ¥12,000 大 A4

Tennis Magazine その他 ¥1,182 ¥4,728 大 A4

ドゥーパ! 隔月 ¥1,000 ¥6,000 大 A4

東京人 月刊 ¥864 ¥10,368 中 27㎝×17㎝以内

ドラマ 月刊 ¥1,100 ¥13,200 小 23㎝×13.5㎝以内

トランジスタ技術 月刊 ¥818 ¥9,816 中 27㎝×17㎝以内

NATIONAL GEOGRAPHIC 月刊 ¥1,100 ¥13,200 小 23㎝×13.5㎝以内

日経サイエンス 月刊 ¥1,333 ¥15,996 大 A4

日経トレンディ 月刊 ¥627 ¥7,524 大 A4

日経PC21 月刊 ¥664 ¥7,968 大 A4

日経マネー 月刊 ¥682 ¥8,184 中 27㎝×17㎝以内

日経Linux 隔月 ¥1,664 ¥9,984 大 A4

Newsweek 週刊 ¥436 ¥21,800 大 A4

猫びより 隔月 ¥1,000 ¥6,000 大 A4

non・no 月刊 ¥618 ¥7,416 大 A4

BIRDER 月刊 ¥1,000 ¥12,000 中 27㎝×17㎝以内

Harvard Business Review 月刊 ¥1,909 ¥22,908 大 A4

VOLLEYBALL 月刊 ¥773 ¥9,276 大 A4

HiVi 月刊 ¥1,200 ¥14,400 中 27㎝×17㎝以内

Bikers　Station 月刊 ¥1,091 ¥13,092 大 A4

俳句 月刊 ¥864 ¥10,368 小 23㎝×13.5㎝以内

BiCYCLE CLUB 隔月 ¥1,700 ¥10,200 大 A4

BAILA 月刊 ¥691 ¥8,292 大 A4

Badminton MAGAZINE 月刊 ¥864 ¥10,368 中 27㎝×17㎝以内

Hanako 月刊 ¥800 ¥9,600 大 A4

母の友 月刊 ¥527 ¥6,324

ハヤカワミステリマガジン 隔月 ¥1,200 ¥7,200 小 23㎝×13.5㎝以内

判例時報 月３ ¥773 ¥27,828 中 27㎝×17㎝以内

PEAKS 月刊 ¥1,100 ¥13,200 大 A4

ビーズfriend 季刊 ¥1,000 ¥4,000 大 A4

BE-PAL 月刊 ¥773 ¥9,276 大 A4

Begin 月刊 ¥664 ¥7,968 大 A4

ビジネスガイド 月刊 ¥1,000 ¥12,000 中 27㎝×17㎝以内

美術手帖 隔月 ¥1,600 ¥9,600 小 23㎝×13.5㎝以内
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美術の窓 月刊 ¥1,524 ¥18,288 中 27㎝×17㎝以内

美術の窓 月刊 ¥1,524 ¥18,288 中 27㎝×17㎝以内

美ST 月刊 ¥764 ¥9,168 大 A4

VIDEO SALON 月刊 ¥1,300 ¥15,600 中 27㎝×17㎝以内

ビデオSALON 月刊 ¥1,300 ¥15,600 中 27㎝×17㎝以内

HIRAGANA TIMES 月刊 ¥800 ¥9,600 大 A4

madame FIGARO japon 月刊 ¥800 ¥9,600 大 A4

風景写真 隔月 ¥1,909 ¥11,454 大 A4

Forbes JAPAN 月刊 ¥1,091 ¥13,092 大 A4

フォトコン 月刊 ¥1,200 ¥14,400 中 27㎝×17㎝以内

婦人公論 月刊 ¥745 ¥8,940 大 A4

武道 月刊 ¥505 ¥6,060 中 27㎝×17㎝以内

ふらんす 月刊 ¥691 ¥8,292 小 23㎝×13.5㎝以内

ＢＲＵＴＵＳ 月２ ¥682 ¥16,368 大 A4

プレジデント 月２ ¥709 ¥17,016 大 A4

プレジデントFamily 季刊 ¥909 ¥3,636

Precious 月刊 ¥900 ¥10,800 大 A4

フローリスト 月刊 ¥1,000 ¥12,000 中 27㎝×17㎝以内

文學界 月刊 ¥900 ¥10,800 小 23㎝×13.5㎝以内

文藝 季刊 ¥1,350 ¥5,400 小 23㎝×13.5㎝以内

文藝春秋 月刊 ¥873 ¥10,476 小 21㎝×15㎝以内

VERY 月刊 ¥709 ¥8,508 大 A4

pen 月２ ¥727 ¥17,448 大 A4

Voice 月刊 ¥764 ¥9,168 小 23㎝×13.5㎝以内

法学教室 月刊 ¥1,426 ¥17,112 中 27㎝×17㎝以内

法学セミナー 月刊 ¥1,400 ¥16,800 中 27㎝×17㎝以内

ボクシングマガジン 月刊 ¥1,073 ¥12,876 大 A4

ボディビルディング 月刊 ¥1,000 ¥12,000 中 27㎝×17㎝以内

POPEYE 月刊 ¥800 ¥9,600 大 A4

盆栽世界 月刊 ¥1,050 ¥12,600 大 A4

Mart 月刊 ¥600 ¥7,200 大 A4

Mac Fan 月刊 ¥791 ¥9,492 大 A4

mr partner 隔月 ¥545 ¥3,270 大 A4

ミセスのスタイルブック 季刊 ¥1,000 ¥4,000 大 A4

MUSEUM 隔月 ¥1,429 ¥8,574 大 A4

みんなのねがい 月刊 ¥650 ¥7,800 中 27㎝×17㎝以内

MEN'S CLUB その他 ¥818 ¥8,180 大 A4

MEN'S NON-NO 月刊 ¥645 ¥7,740 大 A4

MORE 月刊 ¥782 ¥9,384 大 A4

モダンリビング 隔月 ¥1,682 ¥10,092 大 A4

mono 月２ ¥636 ¥15,264 大 A4

MONOQLO 月刊 ¥636 ¥7,632 大 A4

山と溪谷 月刊 ¥1,100 ¥13,200 大 A4

YOUNG GUITAR 月刊 ¥1,091 ¥13,092 中 27㎝×17㎝以内

優駿 月刊 ¥664 ¥7,968 大 A4

ゆうゆう 月刊 ¥700 ¥8,400 大 A4
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ゆほびか 月刊 ¥700 ¥8,400 大 A4

yoga JOURNAL 隔月 ¥1,000 ¥6,000 大 A4

Rugby magazine 月刊 ¥909 ¥10,908 大 A4

ランナーズ 月刊 ¥709 ¥8,508 中 27㎝×17㎝以内

ランニングマガジンcourir 月刊 ¥782 ¥9,384 大 A4

LEE 月刊 ¥664 ¥7,968 大 A4

陸上競技マガジン 月刊 ¥891 ¥10,692 中 27㎝×17㎝以内

料理王国 隔月 ¥1,000 ¥6,000 大 A4

料理王国 隔月 ¥1,000 ¥6,000 大 A4

臨床栄養 月刊 ¥1,700 ¥20,400 中 27㎝×17㎝以内

臨床スポーツ医学 月刊 ¥2,700 ¥32,400 中 27㎝×17㎝以内

リンネル 月刊 ¥1,000 ¥12,000 大 A4

LEON 月刊 ¥891 ¥10,692 大 A4

歴史街道 月刊 ¥718 ¥8,616 中 27㎝×17㎝以内

歴史群像 隔月 ¥964 ¥5,784 中 27㎝×17㎝以内

レクリエ 隔月 ¥1,806 ¥10,836 大 A4

レコード・コレクターズ 月刊 ¥800 ¥9,600 小 23㎝×13.5㎝以内

レコード芸術 月刊 ¥1,300 ¥15,600 中 27㎝×17㎝以内

レタスクラブ 月刊 ¥454 ¥5,448 大 A4

レディブティック 月刊 ¥864 ¥10,368 大 A4

rockin'on 月刊 ¥800 ¥9,600 中 27㎝×17㎝以内

ROCKIN'ON JAPAN 月刊 ¥700 ¥8,400 中 27㎝×17㎝以内

Wan 隔月 ¥1,250 ¥7,500 大 A4


