
雑誌名 刊行
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（参考）

アイオー（Ｉ/O） 月刊 ¥891 ¥10,692 大 A4

AERA 週刊 ¥400 ¥20,000 大 A4

AERA with Kids 季刊 ¥907 ¥3,628 大 A4

アニメージュ 月刊 ¥982 ¥11,784 大 A4

an・an 週刊 ¥618 ¥30,900 大 A4

&Premium 月刊 ¥800 ¥9,600 大 A4

ILLUSTRATION 季刊 ¥1,600 ¥6,400 大 A4

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

ESSE 月刊 ¥545 ¥6,540 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 中 27㎝×17㎝以内

NHKすてきにハンドメイド 月刊 ¥600 ¥7,200 大 A4

LDK 月刊 ¥591 ¥7,092 大 A4

えんぶ 隔月 ¥545 ¥3,270 中 27㎝×17㎝以内

OCEANS 月刊 ¥891 ¥10,692 大 A4

オール読物 その他 ¥909 ¥9,090 小 23㎝×13.5㎝以内

OZ　magazine 月刊 ¥773 ¥9,276 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

音楽の友 月刊 ¥924 ¥11,088 大 A4

Garden & Garden 季刊 ¥1,100 ¥4,400 大 A4

会社四季報 季刊 ¥2,091 ¥8,364 小 23㎝×13.5㎝以内

かぞくのじかん 季刊 ¥764 ¥3,056 大 A4

Cｕｔ 月刊 ¥736 ¥8,832 中 27㎝×17㎝以内

企業診断 月刊 ¥1,300 ¥15,600 中 27㎝×17㎝以内

QUILTS JAPAN 季刊 ¥1,400 ¥5,600 大 A4

GINZA 月刊 ¥764 ¥9,168 大 A4

暮しの手帖 隔月 ¥907 ¥5,442 大 A4

CREA 季刊 ¥745 ¥2,980 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

螢雪時代 月刊 ¥900 ¥10,800 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 小 23㎝×13.5㎝以内

月刊自家用車 月刊 ¥800 ¥9,600 大 A4

月刊社会教育 月刊 ¥741 ¥8,892 中 27㎝×17㎝以内

GetNavi 月刊 ¥573 ¥6,876 中 27㎝×17㎝以内

航空ファン 月刊 ¥1,238 ¥14,856 中 27㎝×17㎝以内

COTTON FRIEND 季刊 ¥809 ¥3,236 大 A4

子供の科学 月刊 ¥700 ¥8,400 中 27㎝×17㎝以内

GOLF DIGEST 月刊 ¥627 ¥7,524 大 A4
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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 中 27㎝×17㎝以内

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

JR時刻表 月刊 ¥1,095 ¥13,140 中 27㎝×17㎝以内

JTB時刻表 月刊 ¥1,095 ¥13,140 中 27㎝×17㎝以内

GENIC 季刊 ¥1,500 ¥6,000 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

週刊新潮 週刊 ¥400 ¥20,000 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 中 27㎝×17㎝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 中 27㎝×17㎝以内

将棋世界 月刊 ¥745 ¥8,940 中 27㎝×17㎝以内

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

小説NON 月刊 ¥491 ¥5,892 小 23㎝×13.5㎝以内

小説宝石 月刊 ¥818 ¥9,816 小 23㎝×13.5㎝以内

新潮 月刊 ¥1,091 ¥13,092 小 23㎝×13.5㎝以内

SCREEN 月刊 ¥827 ¥9,924 大 A4

Stereo 月刊 ¥900 ¥10,800 中 27㎝×17㎝以内

smart 月刊 ¥891 ¥10,692 大 A4

住まいの設計 隔月 ¥1,182 ¥7,092 大 A4

世界 月刊 ¥850 ¥10,200 中 27㎝×17㎝以内

ソトコト 隔月 ¥926 ¥5,556 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

卓球王国 月刊 ¥727 ¥8,724 大 A4

旅の手帖 月刊 ¥591 ¥7,092 大 A4

短歌 月刊 ¥864 ¥10,368 小 23㎝×13.5㎝以内

Ｄａｎｃｙｕ 月刊 ¥818 ¥9,816 大 A4

中央公論 月刊 ¥864 ¥10,368 小 23㎝×13.5㎝以内

鉄おも! 月刊 ¥754 ¥9,048 大 A4

鉄道ファン 月刊 ¥1,045 ¥12,540 中 27㎝×17㎝以内

Tennis Magazine 月刊 ¥1,182 ¥14,184 大 A4

天然生活 月刊 ¥745 ¥8,940 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

nicola 月刊 ¥509 ¥6,108 大 A4

日経WOMAN 月刊 ¥618 ¥7,416 大 A4

日経トレンディ 月刊 ¥627 ¥7,524 大 A4
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日経PC21 月刊 ¥664 ¥7,968 大 A4

日経マネー 月刊 ¥682 ¥8,184 大 A4

日本児童文学 隔月 ¥1,000 ¥6,000 小 23㎝×13.5㎝以内

Newsweek 週刊 ¥436 ¥21,800 大 A4

Newton 月刊 ¥1,082 ¥12,984 大 A4

non・no 月刊 ¥618 ¥7,416 大 A4

BIRDER 月刊 ¥1,000 ¥12,000 中 27㎝×17㎝以内

俳句 月刊 ¥864 ¥10,368 小 23㎝×13.5㎝以内

BiCYCLE CLUB 隔月 ¥1,700 ¥10,200 大 A4

Hanako 月刊 ¥800 ¥9,600 大 A4

母の友 月刊 ¥527 ¥6,324 中 27㎝×17㎝以内

判例時報別冊付録総索引 年刊 ¥1,907 ¥1,907 中 27㎝×17㎝以内

PHP 月刊 ¥200 ¥2,400 小 23㎝×13.5㎝以内

BE-PAL 月刊 ¥773 ¥9,276 大 A4

美術手帖 隔月 ¥1,600 ¥9,600 中 27㎝×17㎝以内

ViVi 月刊 ¥627 ¥7,524 大 A4

婦人画報 月刊 ¥1,182 ¥14,184 大 A4

婦人公論 月刊 ¥745 ¥8,940 大 A4

婦人之友 月刊 ¥709 ¥8,508 中 27㎝×17㎝以内

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 大 A4

文學界 月刊 ¥900 ¥10,800 中 27㎝×17㎝以内

文藝春秋 月刊 ¥873 ¥10,476 中 27㎝×17㎝以内

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

Mac Fan 月刊 ¥791 ¥9,492 大 A4

men's FUDGE その他 ¥682 ¥6,820 大 A4

やさい畑 隔月 ¥838 ¥5,028 大 A4

山と渓谷 月刊 ¥1,100 ¥13,200 大 A4

郵趣 月刊 ¥636 ¥7,632 中 27㎝×17㎝以内

ゆほびか 月刊 ¥700 ¥8,400 大 A4

ユリイカ 月刊 ¥1,600 ¥19,200 中 27㎝×17㎝以内

Rugby magazine 月刊 ¥909 ¥10,908 大 A4

陸上競技マガジン 月刊 ¥891 ¥10,692 中 27㎝×17㎝以内

旅行読売 月刊 ¥545 ¥6,540 中 27㎝×17㎝以内

歴史街道 月刊 ¥718 ¥8,616 中 27㎝×17㎝以内

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


