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AERA 週刊 ¥400 ¥20,000 中 27㎝×17㎝以内

アニメディア 月刊 ¥973 ¥11,676 大 A4

&Premium 月刊 ¥800 ¥9,600 大 A4

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

Weeklyファミ通 週刊 ¥527 ¥26,350 中 27㎝×17㎝以内

ViVi 月刊 ¥627 ¥7,524 大 A4

WiLL 月刊 ¥864 ¥10,368 その他 21cm×13.5cm以内

VERY 月刊 ¥709 ¥8,508 大 A4

VoCE 月刊 ¥627 ¥7,524 大 A4

ESSE 月刊 ¥545 ¥6,540 中 27㎝×17㎝以内

AIRLINE 月刊 ¥1,300 ¥15,600 大 A4

栄養と料理 月刊 ¥800 ¥9,600 大 A4

eclat 月刊 ¥891 ¥10,692 大 A4

LDK 月刊 ¥591 ¥7,092 大 A4

演劇界 月刊 ¥1,345 ¥16,140 中 27㎝×17㎝以内

Oggi 月刊 ¥709 ¥8,508 大 A4

オール讀物 その他 ¥909 ¥9,090 その他 21cm×13.5cm以内

男の隠れ家 月刊 ¥682 ¥8,184 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

オレンジページ 月２ ¥454 ¥10,896 大 A4

音楽と人 月刊 ¥709 ¥8,508 中 27㎝×17㎝以内

CARトップ 月刊 ¥409 ¥4,908 小 23㎝×13.5㎝以内

Casa　BRUTUS 月刊 ¥900 ¥10,800 大 A4

歌劇 月刊 ¥682 ¥8,184 その他 21cm×13.5cm以内

かぞくのじかん 季刊 ¥764 ¥3,056 大 A4

家庭画報 月刊 ¥1,273 ¥15,276 大 A4

家電批評 月刊 ¥636 ¥7,632 大 A4

関東東北じゃらん 隔月 ¥445 ¥2,670 中 27㎝×17㎝以内

ku:nel 隔月 ¥818 ¥4,908 大 A4

暮しの手帖 隔月 ¥907 ¥5,442 中 27㎝×17㎝以内

クロワッサン 月２ ¥500 ¥12,000 大 A4

Goods　Press 月刊 ¥718 ¥8,616 中 27㎝×17㎝以内

月刊新聞ダイジェスト 月刊 ¥900 ¥10,800 小 23㎝×13.5㎝以内

芸術新潮 月刊 ¥1,364 ¥16,368 中 27㎝×17㎝以内

子供の科学 月刊 ¥700 ¥8,400 小 23㎝×13.5㎝以内

kodomoe 隔月 ¥645 ¥3,870 大 A4

GOLF　DIGEST 月刊 ¥627 ¥7,524 中 27㎝×17㎝以内

サッカーダイジェスト 月２ ¥591 ¥14,184 中 27㎝×17㎝以内

Safari 月刊 ¥836 ¥10,032 大 A4

サライ 月刊 ¥891 ¥10,692 中 27㎝×17㎝以内

サンキュ! 月刊 ¥446 ¥5,352 大 A4
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サンデー毎日 週刊 ¥391 ¥19,550 小 23㎝×13.5㎝以内

散歩の達人 月刊 ¥682 ¥8,184 中 27㎝×17㎝以内

週刊朝日 週刊 ¥400 ¥20,000 小 23㎝×13.5㎝以内

週刊新潮 週刊 ¥400 ¥20,000 小 23㎝×13.5㎝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 小 23㎝×13.5㎝以内

SPUR 月刊 ¥836 ¥10,032 大 A4

将棋世界 月刊 ¥745 ¥8,940 その他 21cm×13.5cm以内

小説現代 月刊 ¥909 ¥10,908 小 23㎝×13.5㎝以内

小説新潮 月刊 ¥909 ¥10,908 その他 21cm×13.5cm以内

小説トリッパー 季刊 ¥1,200 ¥4,800 小 23㎝×13.5㎝以内

ショパン 月刊 ¥900 ¥10,800 大 A4

SKI　GRAPHIC 月刊 ¥1,100 ¥13,200 大 A4

Stereo 月刊 ¥900 ¥10,800 小 23㎝×13.5㎝以内

STORY 月刊 ¥764 ¥9,168 大 A4

Sports Graphic Number 隔週 ¥582 ¥14,550 中 27㎝×17㎝以内

住まいの設計 隔月 ¥1,182 ¥7,092 大 A4

スマッシュ 月刊 ¥682 ¥8,184 大 A4

住む。 季刊 ¥1,143 ¥4,572 中 27㎝×17㎝以内

相撲 月刊 ¥864 ¥10,368 小 23㎝×13.5㎝以内

声優グランプリ 月刊 ¥1,227 ¥14,724 大 A4

正論 月刊 ¥818 ¥9,816 その他 21cm×13.5cm以内

世界 月刊 ¥850 ¥10,200 その他 21cm×13.5cm以内

ソトコト 隔月 ¥926 ¥5,556 大 A4

Tarzan 月２ ¥591 ¥14,184 中 27㎝×17㎝以内

短歌 月刊 ¥864 ¥10,368 その他 21cm×13.5cm以内

ダ・ヴィンチ 月刊 ¥636 ¥7,632 大 A4

ダイヤモンドZAi 月刊 ¥709 ¥8,508 中 27㎝×17㎝以内

dancyu 月刊 ¥818 ¥9,816 中 27㎝×17㎝以内

中央公論 月刊 ¥864 ¥10,368 その他 21cm×13.5cm以内

鉄道ジャーナル 月刊 ¥927 ¥11,124 小 23㎝×13.5㎝以内

鉄道ファン 月刊 ¥1,045 ¥12,540 小 23㎝×13.5㎝以内

DVD&動画配信でーた 月刊 ¥600 ¥7,200 大 A4

DISNEY FAN 月刊 ¥764 ¥9,168 大 A4

東京人 月刊 ¥864 ¥10,368 小 23㎝×13.5㎝以内

NATIONAL　GEOGRAPHIC（日本版） 月刊 ¥1,100 ¥13,200 小 23㎝×13.5㎝以内

Newton 月刊 ¥1,082 ¥12,984 中 27㎝×17㎝以内

日経WOMAN 月刊 ¥618 ¥7,416 中 27㎝×17㎝以内

日経エンタテインメント! 月刊 ¥718 ¥8,616 大 A4

日経トレンディ 月刊 ¥627 ¥7,524 中 27㎝×17㎝以内

日経PC21 月刊 ¥664 ¥7,968 中 27㎝×17㎝以内
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日経マネー 月刊 ¥682 ¥8,184 中 27㎝×17㎝以内

日経Linux 隔月 ¥1,664 ¥9,984 中 27㎝×17㎝以内

nicola 月刊 ¥509 ¥6,108 大 A4

non・no 月刊 ¥618 ¥7,416 大 A4

俳句 月刊 ¥864 ¥10,368 その他 21cm×13.5cm以内

BAILA 月刊 ¥691 ¥8,292 大 A4

Hanako 月刊 ¥800 ¥9,600 大 A4

Hanada 月刊 ¥864 ¥10,368 その他 21cm×13.5cm以内

B-PASS 月刊 ¥900 ¥10,800 大 A4

BE-PAL 月刊 ¥773 ¥9,276 小 23㎝×13.5㎝以内

美ST 月刊 ¥764 ¥9,168 大 A4

PEAKS 月刊 ¥1,100 ¥13,200 大 A4

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

婦人公論 月刊 ¥745 ¥8,940 中 27㎝×17㎝以内

FLIX 隔月 ¥900 ¥5,400 中 27㎝×17㎝以内

BRUTUS 月２ ¥682 ¥16,368 中 27㎝×17㎝以内

文學界 月刊 ¥900 ¥10,800 その他 21cm×13.5cm以内

文藝春秋 月刊 ¥873 ¥10,476 小 23㎝×13.5㎝以内

プレジデント 月２ ¥709 ¥17,016 中 27㎝×17㎝以内

プレジデントFamily 季刊 ¥909 ¥3,636 大 A4

Baby-mo 季刊 ¥682 ¥2,728 大 A4

法学セミナー 月刊 ¥1,400 ¥16,800 小 23㎝×13.5㎝以内

星ナビ 月刊 ¥982 ¥11,784 中 27㎝×17㎝以内

ボクシングマガジン 月刊 ¥1,073 ¥12,876 大 A4

Mart 季刊 ¥600 ¥2,400 大 A4

Mac　Fan 月刊 ¥791 ¥9,492 中 27㎝×17㎝以内

MEN'S NON-NO 月刊 ¥645 ¥7,740 大 A4

Motorcyclist 月刊 ¥845 ¥10,140 大 A4

MORE 月刊 ¥782 ¥9,384 大 A4

MONOQLO 月刊 ¥636 ¥7,632 中 27㎝×17㎝以内

やさい畑 隔月 ¥838 ¥5,028 大 A4

山と渓谷 月刊 ¥1,100 ¥13,200 中 27㎝×17㎝以内

ゆうゆう 月刊 ¥700 ¥8,400 中 27㎝×17㎝以内

ランナーズ 月刊 ¥709 ¥8,508 中 27㎝×17㎝以内

LEE 月刊 ¥664 ¥7,968 大 A4

リベラルタイム 月刊 ¥636 ¥7,632 大 A4

リンネル 月刊 ¥1,000 ¥12,000 大 A4

LEON 月刊 ¥891 ¥10,692 大 A4

歴史人 月刊 ¥845 ¥10,140 中 27㎝×17㎝以内

レコード芸術 月刊 ¥1,300 ¥15,600 小 23㎝×13.5㎝以内

レタスクラブ 月刊 ¥454 ¥5,448 大 A4

Wan 隔月 ¥1,250 ¥7,500 大 A4


