
2022年5月1日現在
雑誌名 出版社 発売日 保存期間

1 ＡＥＲＡ　アエラ 朝日新聞出版 毎週月曜日

2 週刊新潮 新潮社 毎週木曜日

3 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 毎週月曜日

4 週刊文春 文藝春秋 毎週木曜日

5 オレンジページ オレンジページ 毎月２・１７日

6 クロワッサン マガジンハウス 毎月１０・２５日

7 Ｓｐｏｒｔｓ　Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｎｕｍｂｅｒ 文藝春秋 隔週木曜日

8 Ｔａｒｚａｎ マガジンハウス 毎月第２・４木曜日

9 プレジデント プレジデント社 毎月第２・４月曜日

10 ｍｏｎｏ モノ・マガジン ワールドフォトプレス 毎月２・１６日

11 Ａｎｉｍａｇｅアニメージュ 徳間書店 毎月１０日

12 家の光 家の光協会 毎月１日

13 ＥＳＳＥ フジテレビジョン 毎月７日

14 ＬＤＫ 普遊舎 毎月２８日

15 ＯＣＥＡＮＳ  オーシャンズ ライトハウスメディア 毎月２５日

16 オートバイ モーターマガジン社 毎月１日

17 ＣＡＳＡ  ＢＲＵＴＵＳ  カーサブルータス マガジンハウス 毎月９日

18 かがくのとも 福音館書店 毎月３日 永年

19 家庭画報 世界文化社 毎月１日

20 ＮＨＫ きょうの健康 ＮＨＫ出版 毎月２１日

21 ＮＨＫ きょうの料理 ＮＨＫ出版 毎月２１日

22 ＮＨＫ きょうの料理　ビギナーズ ＮＨＫ出版 毎月２１日

23 月刊クーヨン クレヨンハウス 毎月３日 ３年

24 現代農業 農山漁村文化協会 毎月５日

25 現代俳句 現代俳句協会 毎月1日

26 子供の科学 誠文堂新光社 毎月１０日

27 こどものとも 福音館書店 毎月３日 永年

28 こどものとも 0.1.2. 福音館書店 毎月３日 永年

29 こどものとも  年少版 福音館書店 毎月３日 永年

30 こどものとも  年中向き 福音館書店 毎月３日 永年

31 ＧＯＬＦ ＤＩＧＥＳＴ ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト社 毎月２１日

32 サライ 小学館 毎月９日

33 ＪＷｉｎｇｓ Jウイング イカロス出版 毎月２１日

34 ＪＫＦａｎ空手道マガジン チャンプ 毎月２３日

35 月刊自家用車 内外出版社 毎月２６日

36 ＮＨＫ 趣味の園芸 ＮＨＫ出版社 毎月２１日

37 小説現代　 講談社 毎月２２日

38 小説新潮 新潮社 毎月２２日

39 ＳＣＲＥＥＮ 近代映画社 毎月２１日 ３年

40 素敵なあの人 宝島 毎月１６日

41 ＮＨＫ すてきにハンドメイド ＮＨＫ出版 毎月２１日

42 ソフトテニスマガジン ベースボールマガジン社 毎月２７日

43 タウンみやざき 鉱脈社 毎月２７日 永年

44 ダ・ヴィンチ KADOKAWA 毎月６日 ３年

45 月刊たくさんのふしぎ 福音館書店 毎月３日 永年

46 ちいさなかがくのとも 福音館書店 毎月３日 永年

47 中央公論 中央公論新社 毎月１０日

48 釣ファン ケイエス企画 毎月２５日

49 日経エンタテインメント！ 日経ＢＰ 毎月４日

50 日経トレンディ 日経ＢＰ 毎月４日

51 日経ＰＣ２１ 日経ＢＰ 毎月２４日

52 月刊ニュースがわかる 毎日新聞出版 毎月１５日

53 Ｎｅｗｔｏｎ  ニュートン ニュートンプレス 毎月２６日

54 ｎｏｎ・ｎｏ 集英社 毎月２０日
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55 月刊バスケットボール 日本文化出版 毎月２５日

56 母の友 福音館書店 毎月３日 ３年

57 母のひろば 童心の会

58 ハルメク ハルメク 毎月１０日

59 ＰＨＰ ＰＨＰ研究所 毎月９日

60 PC-Ｗｅｂｚｉｎｅ PC-Webzine編集局 毎月２５日

61 ＢＥ－ＰＡＬ 小学館 毎月９日

62 婦人公論 中央公論新社 毎月１５日

63 武道 日本武道館 毎月２８日

64 文學界 文藝春秋 毎月７日

65 文藝春秋 文藝春秋 毎月１０日

66 ＶＥＲＹ　ベリー 光文社 毎月７日

67 ＭＡＭＯＲ　マモル 扶桑社 毎月２１日

68 ＭＥＮ’ＳＮＯＮ－ＮＯ 集英社 毎月９日

69 ＭＯＲＥ  モア 集英社 毎月２８日

70 ＭＯＥ 白泉社 毎月３日 ３年

71 ＬＥＥ  リー 集英社 毎月７日

72 陸上競技マガジン ベースボール・マガジン社 毎月１４日

73 歴史街道 PHP研究所 毎月６日

74 からだにいいこと からだにいいこと 偶数月16日

75 ｋｕ：ｎｅｌ  クウネル マガジンハウス 奇数月２０日

76 暮しの手帖 暮しの手帖社 奇数月２５日 ３年

77 サッカーマガジン ベースボールマガジン社 偶数月２４日

78 サーフィンライフ マリン企画 偶数月１０日

79 じゃらん九州 リクルートホールディングス 奇数月１日

80 ドゥーパ！ 学研プラス 奇数月８日

81 ＨＯＵＳＩＮＧ リクルートホールディングス 偶数月２１日

82 ベースボールマガジン ベースボールマガジン社 奇数月２日

83 やさいの時間 ＮＨＫ出版 奇数月２１日

84 歴史群像 学研プラス 奇数月６日

85 うかたま 農山漁村文化協会 ３・６・９・１２月各５日

86 かぞくのじかん 婦人之友社 ３・６・９・１２月各５日

87 この本読んで！ 一般財団法人 出版文化産業振興財団 ２・５・８・１１月各２８日 永年

88 宇宙（そら）のとびら jaxa ３・６・９・１２月

89 図書館の学校 公益財団法人図書館振興財団 ３・６・９・１２月第３木曜日 永年

90 ＴＲＡＮＳＩＴ  トランジット 講談社 ３・６・９・１２月各１４日

91 季刊のぼろ 西日本新聞社 ３・６・９・１２月下旬

92 フラレア 文踊社 １・４・７・１０月各１２日

93 マイガーデン  ＭｙＧＡＲＤＥＮ マルモ出版 ３・６・９・１２月各１６日

94 ＳＵ・ＭＩ・ＫＡ  スミカ 鹿児島建設新聞 １・７月（年２回） ３年

95 ＪＲ時刻表 交通新聞社 毎月２０日（３月号のみ購入）

新規取り扱い終了
ＮＥＴＣＨＵ（ﾈｯﾁｭ→‼!） パームス企画 ～2021．春号
Ｊｕｐｉａ  じゅぴあ 鉱脈社 ～2020.2-3 春号 永年
犬吉猫吉 犬吉猫吉 ～2020.3・4月号
介護レク広場.book 中央法規出版 ～2020.10.11月号
ミセス 文化出版局 ～2021.4月号
月刊バレーボール  ＶＯＬＬＥＹＢＡＬＬ 日本文化出版 ～2021.4月号
Ｒｕｇｂｙ ｍａｇａｚｉｎｅ  ラグビーマガジン ベースボールマガジン社 ～2021.5月号
スマッシュ （株）日本スポーツ企画出版社 ～2021.5月号
ＰＨＰ のびのび子育て ＰＨＰ研究所 ～2021.6月号
特選街 マキノ出版 ～2021.11月号
ＮＨＫ ガッテン 主婦と生活社 ～2022.春号
たまごクラブ ベネッセコーポレーション ～2022.4月号
ひよこクラブ ベネッセコーポレーション ～2022.4月号
日経サイエンス 日経サイエンス社 ～2022.5月号


