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I'm home 隔月 ¥1,722 ¥10,332 大 A4

AERA 週刊 ¥400 ¥20,000 中 27㎝×17㎝以内

AXIS 隔月 ¥1,636 ¥9,816 大 A4

an・an 週刊 ¥618 ¥30,900 大 A4

一枚の繪 隔月 ¥818 ¥4,908 中 27㎝×17㎝以内

田舎暮らしの本 月刊 ¥773 ¥9,276 大 A4

illustration 季刊 ¥1,600 ¥6,400 中 27㎝×17㎝以内

うさぎと暮らす 季刊 ¥1,500 ¥6,000 中 27㎝×17㎝以内

栄養と料理 月刊 ¥800 ¥9,600 大 A4

NHKきょうの健康 月刊 ¥536 ¥6,432 中 27㎝×17㎝以内

NHKきょうの料理 月刊 ¥536 ¥6,432 中 27㎝×17㎝以内

NHK趣味の園芸 月刊 ¥582 ¥6,984 大 A4

NHKすてきにハンドメイド 月刊 ¥600 ¥7,200 大 A4

演劇界 月刊 ¥1,345 ¥16,140 大 A4

オール讀物 その他 ¥909 ¥9,090 その他 20cm×14ｃｍ以内

OZ magazine 月刊 ¥773 ¥9,276 大 A4

Oggi 月刊 ¥709 ¥8,508 大 A4

大人のおしゃれ手帖 月刊 ¥1,000 ¥12,000 大 A4

音楽の友 月刊 ¥924 ¥11,088 大 A4

家庭画報 月刊 ¥1,273 ¥15,276 大 A4

Garden & Garden 季刊 ¥1,100 ¥4,400 大 A4

家電批評 月刊 ¥636 ¥7,632 大 A4

機械設計 月刊 ¥1,400 ¥16,800 小 23㎝×13.5㎝以内

キネマ旬報 月２ ¥850 ¥20,400 小 23㎝×13.5㎝以内

CAPA 月刊 ¥727 ¥8,724 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

CLASSY 月刊 ¥727 ¥8,724 大 A4

クロワッサン 月２ ¥500 ¥12,000 大 A4

群像 月刊 ¥909 ¥10,908 その他 20cm×14ｃｍ以内

経済 月刊 ¥954 ¥11,448 その他 20cm×14ｃｍ以内

経済セミナー 隔月 ¥1,380 ¥8,280 小 23㎝×13.5㎝以内

剣道時代 月刊 ¥891 ¥10,692 大 A4

芸術新潮 月刊 ¥1,364 ¥16,368 大 A4

月刊碁ワールド 月刊 ¥900 ¥10,800 小 23㎝×13.5㎝以内

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

月刊天文ガイド 月刊 ¥1,000 ¥12,000 小 23㎝×13.5㎝以内

月刊バスケットボール 月刊 ¥773 ¥9,276 大 A4

月刊美術 月刊 ¥1,800 ¥21,600 小 23㎝×13.5㎝以内

月刊福祉 月刊 ¥971 ¥11,652 小 23㎝×13.5㎝以内

月刊ホビージャパン 月刊 ¥1,000 ¥12,000 大 A4

月刊陸上競技 月刊 ¥1,000 ¥12,000 大 A4

現代ギター 月刊 ¥1,400 ¥16,800 中 27㎝×17㎝以内
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子供の科学 月刊 ¥700 ¥8,400 小 23㎝×13.5㎝以内

Cycle Sports 月刊 ¥800 ¥9,600 大 A4

サッカーマガジン 隔月 ¥909 ¥5,454 大 A4

サライ 月刊 ¥891 ¥10,692 大 A4

サンデー毎日 週刊 ¥391 ¥19,550 小 23㎝×13.5㎝以内

詩と思想 月刊 ¥1,300 ¥15,600 その他 20cm×14ｃｍ以内

CD Journal 季刊 ¥1,000 ¥4,000 小 23㎝×13.5㎝以内

写真ライフ 季刊 ¥762 ¥3,048 大 A4

週刊朝日 週刊 ¥400 ¥20,000 小 23㎝×13.5㎝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 小 23㎝×13.5㎝以内

将棋世界 月刊 ¥745 ¥8,940 その他 20cm×14ｃｍ以内

小説現代 月刊 ¥909 ¥10,908 その他 20cm×14ｃｍ以内

小説幻冬 月刊 ¥818 ¥9,816 その他 20cm×14ｃｍ以内

小説新潮 月刊 ¥909 ¥10,908 その他 20cm×14ｃｍ以内

ショパン 月刊 ¥900 ¥10,800 大 A4

新ゼロからスタートEnjoy英会話 季刊 ¥1,000 ¥4,000 小 23㎝×13.5㎝以内

新幼児と保育 隔月 ¥1,000 ¥6,000 中 27㎝×17㎝以内

新建築 月刊 ¥2,200 ¥26,400 大 A4

JTB時刻表 月刊 ¥1,095 ¥13,140 小 23㎝×13.5㎝以内

ジュリスト 月刊 ¥1,426 ¥17,112 小 23㎝×13.5㎝以内

stereo 月刊 ¥900 ¥10,800 小 23㎝×13.5㎝以内

すばる 月刊 ¥882 ¥10,584 その他 20cm×14ｃｍ以内

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

世界 月刊 ¥850 ¥10,200 その他 20cm×14ｃｍ以内

旅の手帖 月刊 ¥591 ¥7,092 大 A4

短歌研究 月刊 ¥1,091 ¥13,092 その他 20cm×14ｃｍ以内

ダ・ヴィンチ 月刊 ¥636 ¥7,632 大 A4

DIME 月刊 ¥900 ¥10,800 中 27㎝×17㎝以内

DANCE MAGAZINE 月刊 ¥1,545 ¥18,540 大 A4

ちいさいなかま 月刊 ¥400 ¥4,800 その他 20cm×14ｃｍ以内

中央公論 月刊 ¥864 ¥10,368 その他 20cm×14ｃｍ以内

つり人 月刊 ¥1,000 ¥12,000 中 27㎝×17㎝以内

鉄道ファン 月刊 ¥1,045 ¥12,540 小 23㎝×13.5㎝以内

Tennis Magazine 月刊 ¥1,182 ¥4,728 中 27㎝×17㎝以内

天然生活 月刊 ¥745 ¥8,940 大 A4

東京カレンダー 月刊 ¥741 ¥8,892 中 27㎝×17㎝以内

図書館雑誌 月刊 ¥933 ¥11,196 小 23㎝×13.5㎝以内
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driver 月刊 ¥591 ¥7,092 中 27㎝×17㎝以内

nicola 月刊 ¥509 ¥6,108 中 27㎝×17㎝以内

日経サイエンス 月刊 ¥1,333 ¥15,996 中 27㎝×17㎝以内

日経PC21 月刊 ¥664 ¥7,968 中 27㎝×17㎝以内

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

日本児童文学 隔月 ¥1,000 ¥6,000 その他 20cm×14ｃｍ以内

Newtype 月刊 ¥764 ¥9,168 大 A4

Newsweek 週刊 ¥436 ¥21,800 中 27㎝×17㎝以内

Newton 月刊 ¥1,082 ¥12,984 中 27㎝×17㎝以内

Hanako 月刊 ¥800 ¥9,600 大 A4

Hanada 月刊 ¥864 ¥10,368 その他 20cm×14ｃｍ以内

ハヤカワミステリマガジン 隔月 ¥1,200 ¥7,200 その他 20cm×14ｃｍ以内

美術手帖 隔月 ¥1,600 ¥9,600 その他 20cm×14ｃｍ以内

美術屋・百兵衛 季刊 ¥464 ¥1,856 その他 20cm×14ｃｍ以内

Fight & Life 隔月 ¥864 ¥5,184 大 A4

FUDGE 月刊 ¥627 ¥7,524 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

BRUTUS 月２ ¥682 ¥16,368 中 27㎝×17㎝以内

文學界 月刊 ¥900 ¥10,800 その他 20cm×14ｃｍ以内

文藝春秋 月刊 ¥873 ¥10,476 その他 20cm×14ｃｍ以内

Precious 月刊 ¥900 ¥10,800 大 A4

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 中 27㎝×17㎝以内

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

Voice 月刊 ¥764 ¥9,168 その他 20cm×14ｃｍ以内

Mart 季刊 ¥600 ¥2,400 大 A4

MAQUIA 月刊 ¥627 ¥7,524 大 A4

ミセスのスタイルブック 季刊 ¥1,000 ¥4,000 中 27㎝×17㎝以内

MEN'S NON-NO 月刊 ¥645 ¥7,740 大 A4

MOE 月刊 ¥845 ¥10,140 大 A4

モダンリビング 隔月 ¥1,682 ¥10,092 中 27㎝×17㎝以内

mono 月２ ¥636 ¥15,264 中 27㎝×17㎝以内

山と溪谷 月刊 ¥1,100 ¥13,200 中 27㎝×17㎝以内

YOUNG MACHINE 月刊 ¥800 ¥9,600 大 A4

ゆうゆう 月刊 ¥700 ¥8,400 大 A4

料理王国 隔月 ¥1,000 ¥6,000 大 A4

歴史群像 隔月 ¥964 ¥5,784 小 23㎝×13.5㎝以内

和樂 隔月 ¥1,391 ¥8,346 大 A4


