
雑誌名 出版社 刊行

タウンみやざき 鉱脈社 月刊/毎月1日

Casa BRUTUS マガジンハウス 月刊/毎月10日

家の光 家の光協会（ＪＡグループ） 月刊/毎月１日

アニメージュ 徳間書店 毎月10日

音楽の友 音楽之友社 月刊/毎月18日

ミセス 文化出版局 月刊/毎月7日

サライ 小学館 月刊/毎月10日

NHKテレビテキスト「すてきにハンドメイド」　　 NHK出版 月刊/毎月21日

日経エンタテインメント! 日経BPマーケティング 月刊/毎月4日

SCREEN 近代映画社 月刊/毎月21日

MyGARDEN マルモ出版 季刊（3,6,9,12）/各16日

NHKテレビテキスト「趣味の園芸」 NHK出版 月刊/毎月21日

暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月刊/奇数月25日

HOUSING リクルートホールディングス 月刊/毎月21日

ku:nel　 マガジンハウス 隔月刊/奇数月20日

PLUS 1 LIVING 主婦の友社 季刊（3,6,9,12）/奇数月7日

オレンジページ オレンジページ 月2回/毎月2,17日

NHKためしてガッテン 主婦と生活社 季刊（3,6,9,12）/各16日

NHKきょうの健康 NHK出版 月刊/毎月21日

NHKテレビテキスト「きょうの料理」 NHK出版　 月刊/毎月21日

うかたま 農山漁村文化協会 季刊（3,6,9,12）/各5日

NHKテレビテキスト「きょうの料理ビギナーズ」 NHK出版　 月刊/毎月21日

のらのら 農山漁村文化協会 季刊（3,6,9,12）/各1日

HULA HEAVEN! フォーシーズンズプレス 季刊（1,4,7,10）/各12日

Sports Graphic Number 文藝春秋 隔週刊/木曜日

SURFIN LIFE ダイバー株式会社 隔月刊/偶数月10日

JKFan　－空手道マガジン－ チャンプ　 月刊/毎月23日

VOLLEYBALL 日本文化出版 月刊/毎月15日

ベースボールマガジン ベースボール・マガジン社 月刊/毎月2日

陸上競技マガジン ベースボール・マガジン社 月刊/毎月14日

月刊バスケットボール　 日本文化出版 月刊/毎月25日

GOLF DIGEST　 ゴルフダイジェスト社 月刊/毎月21日

ZONE　 ベースボール・マガジン社 月刊/毎月24日

Rugby magazine ベースボール・マガジン社 月刊/毎月25日

スマッシュ 日本スポーツ企画出版社 月刊/毎月21日

季刊のぼろ 西日本新聞社 季刊（3,6,912）/下旬

BE-PAL　 小学館 月刊/毎月10日

月刊自家用車 内外出版社 月刊/毎月26日

オートバイ モーターマガジン社 月刊/毎月1日

ドゥーパ！ 学研プラス 隔月刊/奇数月8日

釣ファン ケイエス企画 月刊/毎月25日

犬吉猫吉 株式会社犬吉猫吉ネットワーク 隔月刊/毎偶月1日

TRANSIT ユーフォリアファクトリー 季刊（3,6,9,12）

じゃらん九州 リクルートホールディングス 月刊/毎月1日

non-no 集英社 月刊/毎月20日

MORE 集英社 月刊/毎月28日

LEE 集英社 月刊/毎月7日

VERY 光文社 月刊/毎月7日

MEN'S NON-NO 集英社 月刊/毎月10日
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OCEANS International Luxury Media 月刊/毎月24日

日経ＰＣ21 日経BPマーケティング 月刊/毎月24日

歴史街道 PHP研究所 月刊/毎月6日

歴史群像 学研プラス 隔月刊/奇数月6日

Newton　 ニュートンプレス 月刊/毎月26日

日経サイエンス　 日経サイエンス 月刊/毎月25日

文藝春秋 文藝春秋 月刊/毎月10日

中央公論 中央公論新社 月刊/毎月10日

AERA 朝日新聞出版 週刊/毎週月曜日

週刊文春 文藝春秋 週刊/毎週木曜日

週刊新潮 新潮社 週刊/毎週木曜日

プレジデント プレジデント社 月2回/第2,4月曜日

PHP PHP研究所 月刊/毎月10日

現代農業 農山漁村文化協会 月刊/毎月5日

ひよこクラブ　 ベネッセコーポレーション 月刊/毎月15日

たまごクラブ ベネッセコーポレーション 月刊/毎月15日

月刊クーヨン クレヨンハウス 月刊/毎月3日

PHPのびのび子育て PHP研究所 月刊/毎月10日

ESSE フジテレビジョン 月刊/毎月7日

婦人公論 中央公論新社 月2回/第2,4火曜日

クロワッサン マガジンハウス　 月2回/毎月10,25日

JWings イカロス出版 月刊/毎月1日

MOE 白泉社 月刊/毎月3日

小説現代 講談sya 月刊/毎月22日

小説新潮 新潮社 月刊/毎月22日

ダ・ヴィンチ メディアファクトリー 月刊/毎月6日

文学界 文藝春秋 月刊/毎月7日

この本読んで！ 出版文化産業振興財団 季刊（2,5,8,11）/28日

かがくのとも 福音館書店 月刊

こどものとも 福音館書店 月刊

たくさんのふしぎ 福音館書店 月刊

母の友 福音館書店 月刊

ちいさなかがくのとも 福音館書店 月刊

こどものとも0.1.2 福音館書店 月刊

こどものとも年少版 福音館書店 月刊

こどものとも年中向き 福音館書店 月刊

子供の科学 誠文堂新光社 月刊/毎月10日

モノマガジン ワールドフォトプレス 月2回/毎月2,16日

特選街 マキノ出版 月刊/毎月3日

図書館の学校 図書館振興財団 月刊/毎月7日

PC-Webzine DIS 月刊

MAMOR 扶桑社 月刊/毎月21日

じゅぴあ 鉱脈社 隔月刊/偶数月15日

月刊武道 公益財団法人日本武道館 月刊/毎月28日

みんなのスポーツ 日本体育社 月刊/毎月１日

JR時刻表 （株）交通新聞社


