
雑誌名 刊行
単価

（参考）
年間金額
（参考）

AERA 週刊 ¥400 ¥20,000 大 A4

ENGLISH JOURNAL 月刊 ¥1,400 ¥16,800 その他 縦26x横18

うかたま 季刊 ¥743 ¥2,972 その他 縦26x横18

歌の手帖 月刊 ¥836 ¥10,032 その他 縦26x横18

栄養と料理 月刊 ¥800 ¥9,600 大 A4

ESSE 月刊 ¥545 ¥6,540 大 A4

NHK囲碁講座 月刊 ¥545 ¥6,540 その他 縦26x横18

NHKきょうの健康 月刊 ¥536 ¥6,432 その他 縦26x横18

NHKきょうの料理 月刊 ¥536 ¥6,432 その他 縦26x横18

NHK趣味の園芸 月刊 ¥582 ¥6,984 その他 縦26x横18

NHK趣味の園芸やさいの時間 隔月 ¥830 ¥4,980 大 A4

NHKすてきにハンドメイド 月刊 ¥600 ¥7,200 大 A4

ELLE DECOR その他 ¥1,500 ¥7,500 大 A4

オール讀物 その他 ¥909 ¥9,090 その他 縦21x横14

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

オレンジページ 月２ ¥454 ¥10,896 大 A4

Casa BRUTUS 月刊 ¥900 ¥10,800 大 A4

かぞくのじかん 季刊 ¥764 ¥3,056

Cut 月刊 ¥736 ¥8,832 大 A4

関東東北じゃらん 隔月 ¥445 ¥2,670 その他 縦26x横18

岳人 月刊 ¥880 ¥10,560 その他 縦26x横18

企業診断 月刊 ¥1,300 ¥15,600 その他 縦26x横18

キネマ旬報 月２ ¥850 ¥20,400 その他 縦26x横18

暮しの手帖 隔月 ¥907 ¥5,442 大 A4

CLASSY 月刊 ¥727 ¥8,724 大 A4

CREA 季刊 ¥745 ¥2,980 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

芸術新潮 月刊 ¥1,364 ¥16,368 大 A4

GOETHE 月刊 ¥909 ¥10,908 大 A4

月刊ピアノ 月刊 ¥694 ¥8,328 大 A4

月刊文化財 月刊 ¥714 ¥8,568 その他 縦26x横18

GetNavi 月刊 ¥573 ¥6,876 大 A4

航空情報 月刊 ¥1,296 ¥15,552 その他 縦26x横18

公募ガイド 月刊 ¥618 ¥7,416 大 A4

kotoba 季刊 ¥1,336 ¥5,344 その他 縦26x横18

サッカーマガジン 隔月 ¥909 ¥5,454 大 A4

サンキュ! 月刊 ¥446 ¥5,352 大 A4

XaCAR|86&BRZ magazine 季刊 ¥1,364 ¥5,456 大 A4

週刊エコノミスト 週刊 ¥636 ¥31,800 大 A4

週刊プロレス 週刊 ¥509 ¥25,450 大 A4

週刊ベースボール 週刊 ¥445 ¥22,250 その他 縦26x横18

将棋世界 月刊 ¥745 ¥8,940 その他 縦21x横14
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小説現代 月刊 ¥909 ¥10,908 その他 縦23.5x横15.5

小説幻冬 月刊 ¥818 ¥9,816 その他 縦23.5x横15.5

小説新潮 月刊 ¥909 ¥10,908 その他 縦21x横14

小説宝石 月刊 ¥818 ¥9,816 その他 縦21x横14

新電気 月刊 ¥1,450 ¥17,400 その他 縦26x横18

JAZZ LIFE 月刊 ¥882 ¥10,584 大 A4

ジュリスト 月刊 ¥1,426 ¥17,112 その他 縦26x横18

SCREEN 月刊 ¥827 ¥9,924 大 A4

Stereo　Sound 季刊 ¥2,000 ¥8,000 その他 縦26x横18

STORY 月刊 ¥764 ¥9,168 大 A4

Sports Graphic Number 隔週 ¥582 ¥14,550 その他 縦26x横18

住まいの設計 隔月 ¥1,182 ¥7,092 大 A4

世界 月刊 ¥850 ¥10,200 その他 縦21x横14

装苑 隔月 ¥680 ¥4,080 大 A4

ソトコト 隔月 ¥926 ¥5,556 大 A4

Tarzan 月２ ¥591 ¥14,184 大 A4

短歌 月刊 ¥864 ¥10,368 その他 縦21x横14

淡交 月刊 ¥800 ¥9,600 その他 縦21x横14

ダ・ヴィンチ 月刊 ¥636 ¥7,632 大 A4

中央公論 月刊 ¥864 ¥10,368 その他 縦21x横14

鉄道ファン 月刊 ¥1,045 ¥12,540 その他 縦26x横18

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

天然生活 月刊 ¥745 ¥8,940 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

Newton 月刊 ¥1,082 ¥12,984 その他 縦26x横18

猫びより 隔月 ¥1,000 ¥6,000 大 A4

non・no 月刊 ¥618 ¥7,416 大 A4

俳句 月刊 ¥864 ¥10,368 その他 縦21x横14

判例時報 月３ ¥773 ¥27,828 その他 縦26x横18

BE-PAL 月刊 ¥773 ¥9,276 その他 縦26x横18

婦人公論 月刊 ¥745 ¥8,940 その他 縦26x横18

BRUTUS 月２ ¥682 ¥16,368 その他 縦26x横18

文學界 月刊 ¥900 ¥10,800 その他 縦21x横14

文藝春秋 月刊 ¥873 ¥10,476 その他 縦21x横14

法学教室 月刊 ¥1,426 ¥17,112 その他 縦26x横18

VoCE 月刊 ¥627 ¥7,524 大 A4

MEN'S CLUB その他 ¥818 ¥4,908 大 A4

MOE 月刊 ¥845 ¥10,140

Yogini 隔月 ¥1,000 ¥6,000 大 A4

RIDERS CLUB 月刊 ¥900 ¥10,800 大 A4

ラジオ深夜便 月刊 ¥364 ¥4,368 その他 縦21x横14

ランナーズ 月刊 ¥709 ¥8,508 その他 縦26x横18

LEE 月刊 ¥664 ¥7,968 大 A4
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Rail Magazine （レイル） 隔月 ¥1,164 ¥6,984 大 A4

レコード芸術 月刊 ¥1,300 ¥15,600 その他 縦26x横18

レディブティック 隔月 ¥864 ¥5,184 その他 縦26x横18


