
2017年　12月現在

整
理
番
号

タイトル 出版社
刊期（変更と
なる場合有）

ジャンル

申し込み有無
※既に申し込
みのある雑誌
は「有」です

1 日経ＰＣ２１ 日経BP社 Ｂ５ 月刊　２４日 パソコン

2 日経パソコン 日経BP社 Ｂ５ 月２回　第２・４月曜日 パソコン

3 週刊朝日 朝日新聞社東京本社 Ａ５ 週刊　　　火 総合誌

4 週刊新潮 新潮社 Ａ５ 週刊　　　木 総合誌

5 週刊文春 文藝春秋 Ａ５ 週刊　　　木 総合誌   　　 有

6 AERA 朝日新聞社東京本社 Ｂ５ 週刊　　　月 総合誌

7 NEWSWEEK　日本版 CCCメディアハウス　 Ｂ５ 週刊　　　水 総合誌

8 週刊金曜日 金曜日 Ｂ５ 週刊　　　金 総合誌

9 特選街 特選街出版 Ａ５ 月刊　　　３日 生活情報

10 日経TRENDY 日経BP社 Ｂ５ 月刊　　　４日 生活情報

11 歴史群像 学研プラス Ａ５ 奇数月　６日 歴史

12 法学セミナー 日本評論社 Ａ５ 月刊　　１２日 法律

13 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＪＯＵＲＮＡＬ アルク Ａ５ 月刊　６日 英語

14 The２１ PHP研究所 Ｂ５ 月刊　　１０日 ビジネス

15 エコノミスト 朝日新聞社出版局 Ｂ５ 週刊　　　月 ビジネス

16 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 Ｂ５ 週刊　　　月 ビジネス

17 日経マネー 日経BP社 Ｂ５ 月刊　　２１日 経済

18 週刊東洋経済 東洋経済新報社 Ｂ５ 週刊　　　月 経済

19 プレジデント プレジデント社 Ｂ５ 隔週　　第2・４月曜日 経営・ビジネス

20 日経エコロジー 日経BP社 Ｂ５ 月刊　８日 環境・経営

21 日経サイエンス 日経サイエンス Ｂ５ 月刊　　２５日 科学

22 ニュートン ニュートンンプレス Ｂ５ 月刊　　２６日 科学

23 ナショナルジオグラフィック 日経ナショナルジオグラフィック社 Ａ５ 月刊　　３０日 自然科学

24 きょうの健康 日本放送出版協会（NHK出版） Ａ５ 月刊　　２１日 健康

25 壮快 マキノ出版 Ｂ５ 月刊　　　６日 健康

26 明日の友 婦人之友社 Ａ５ 隔月　偶数月５日 健康

27 日経ヘルス 日経ＢＰ社 Ｂ５ 月刊　　２日 健康・女性誌

28 ハルメク ハルメク Ｂ５ 月刊　１０日 生活情報（シニア）

29 毎日が発見 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Ｂ５ 月刊　末日 生活情報（シニア）

30 ＥＳＳＥ フジテレビジョン Ｂ５ 月刊　　７日 生活情報

31 天然生活 地球丸 Ｂ５ 月刊　20日 生活情報

32 暮しの手帖 暮しの手帖社 Ｂ５ 隔月　奇数月２５日 生活情報   　　 有

33 クロワッサン マガジンハウス Ｂ５ 月２回１０，２５日 生活情報

34 きょうの料理 日本放送出版協会（NHK出版） Ｂ５ 月刊　　２１日 料理

35 きょうの料理ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ 日本放送出版協会（NHK出版） Ｂ５ 月刊　　２１日 料理

36 DANCYU プレジデント社 Ｂ５ 月刊　　　６日 料理

37 栄養と料理 女子栄養大学出版部 Ｂ５ 月刊　　　９日 料理・健康

38 オレンジページ オレンジページ Ｂ５ 月２回 ２，１７日 料理・生活情報   　　 有

39 ひよこクラブ ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ Ｂ５ 月刊　　１４日 子育て・教育

40 ＡＥＲＡ　with　ｋｉｄ’ｓ　 朝日新聞出版 Ｂ５ 季刊3･6･9･12月10日 子育て・教育

41 プレジデントファミリー プレジデント社 Ｂ５ 季刊6･9･12･3月５日発行 子育て・教育

42 すてきにハンドメイド 日本放送出版協会（NHK出版） Ｂ５ 月刊　２１日 手芸

43 レディブティック ブティック社 Ｂ５ 月刊　　　７日 手芸

44 キルトジャパン 日本ヴォーグ社 Ｂ５ 季刊 手芸

45 毛糸だま 日本ヴォーグ社 Ｂ５ 季刊 編物

　富里市立図書館　雑誌スポンサー制度対象リスト
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46 ドゥーパ 学研プラス Ｂ５ 隔月　奇数月８日 ホビークラフト

47 住まいの設計 扶桑社 Ｂ５ 隔月　奇数月21日 住宅

48 チルチンびと 風土社 Ｂ５ 季刊　３，６，９，１２月１１日 住宅

49 プラス１リビング 主婦の友社 Ｂ５ 隔月　奇数月　７日 住宅

50 農耕と園芸 誠文堂新光社 Ａ５ 月刊　　２３日 農業・園芸

51 近代盆栽 近代出版 Ｂ５ 月刊　４日 園芸・ガーデニング

52 趣味の園芸 日本放送出版協会（NHK出版） Ｂ５ 月刊　　２１日 園芸・ガーデニング

53 やさいの時間 日本放送出版協会（NHK出版） Ｂ５ 月刊　　２１日 園芸・ガーデニング

54 園芸ガイド 主婦の友社 Ａ５ 季刊　３・５・８・１２月８日 園芸・ガーデニング

55 ガーデン＆ガーデン エフジー武蔵 Ｂ５ 季刊　1･4･7･10月16日 園芸・ガーデニング

56 山野草とミニ盆栽 近代出版 Ｂ５ 隔月刊 園芸・ガーデニング

57 やさい畑 家の光協会 Ｂ５ 季刊　年６回発行 園芸・ガーデニング

58 My GARDEN マルモ出版 Ｂ５ 季刊　年４回発行 園芸・ガーデニング   　　 有

59 ＢＥーＰＡＬ 小学館 Ｂ５ 月刊　　１０日 アウトドア

60 山と渓谷 山と渓谷社 Ｂ５ 月刊　　１５日 アウトドア

61 つり人 つり人社 Ａ５ 月刊　　２５日 釣り

62 愛犬の友 誠文堂新光社 Ｂ５ 隔月偶数月２５日 ペット

63 ねこ―ねことここちよく暮らす ネコパブリッシング Ｂ５ 季刊　年４回発行 ペット

64 芸術新潮 新潮社 Ｂ５ 月刊　　２５日 芸術

65 ＭＯＥ 集英社 Ｂ５ 月刊　　　３日 芸術

66 一枚の繪 一枚の繪 Ｂ５ 月刊　２１日 芸術

67 Ｊａｚｚ　ＪＡＰＡＮ ｼﾞｬｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ Ｂ５ 月刊　２５日 音楽

68 音楽の友 音楽之友社 Ｂ５ 月刊　　１８日 音楽

69 月刊Ｐｉａｎｏ ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾒﾃﾞｨｱ Ｂ５ 月刊　２０日 音楽

70 レコード芸術 学研プラス Ａ５ 月刊　　２０日 音楽

71 演劇界 演劇出版部 Ｂ５ 月刊　　２７日 演劇・映画・芸能

72 SCREEN 近代映画社 Ｂ５ 月刊　　２１日 演劇・映画・芸能

73 アニメージュ 徳間書店 Ｂ５ 月刊　１０日 ｱﾆﾒｰｼｮﾝ・ｹﾞｰﾑ

74 ＶＯＬＬＥＹＢＡＬＬ 日本文化出版株式会社 Ｂ５ 月刊　　１５日 スポーツ（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）

75 ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト社 Ｂ５ 月刊　　２１日 スポーツ（ゴルフ）

76 サッカーマガジン ベースボールマガジン社 Ｂ５ 月刊　　２４日 スポーツ（サッカー）

77 馬ライフ メトロポリタンプレス Ｂ５ 月刊　　２５日 スポーツ（乗馬）

78 SKI　JOURNAL スキージャーナル株式会社 Ｂ５ 月刊　　10日 スポーツ（スキー）

79 相撲 ベースボールマガジン社 Ａ５ 月刊　末日 スポーツ（相撲）

80 卓球王国 卓球王国 Ｂ５ 月刊　　２１日 スポーツ（卓球）

81 テニスマガジン ベースボールマガジン社 Ｂ５ 月刊　　２１日 スポーツ（テニス）

82 バスケットボール 日本文化出版 Ｂ５ 月刊　　２５日 スポーツ（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）

83 マリンダイビング 水中造形センター Ｂ５ 月刊　１０日 スポーツ（ダイビング）

84 週刊パーゴルフ パーゴルフ　プレジデント社 Ａ５ 週刊　　　火 スポーツ（ゴルフ）

85 週刊ベースボール ベースボール・マガジン社 Ａ５ 週刊　　　水 スポーツ（野球）

86 Sports Graphic Number 文藝春秋 Ｂ５ 隔週　　　木 スポーツ（総合）

87 ダンスﾋﾞｭｳ モダン出版株式会社 Ｂ５ 月刊　　１日 スポーツ（ダンス）

88 剣道日本 スキージャーナル株式会社 Ｂ５ 月刊　　２５日 スポーツ（剣道）

89 優駿 日本中央競馬協会 Ｂ５ 月刊　　２５日 競走馬

90 碁ワールド 日本棋院 Ａ５ 月刊　　２０日 囲碁

91 アサヒカメラ 朝日新聞社東京本社 Ａ５ 月刊　２０日 カメラ

92 自遊人 株式会社自遊人 Ｂ５ 季刊3･6･9･12月 生活情報
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93 サライ 小学館 Ｂ５ 月刊　　１０日 生活情報

94 月刊天文ガイド 誠文堂新光社 Ａ５ 月刊　　　５日 天文

95 ダ・ヴィンチ ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ Ｂ５ 月刊　　　６日 文芸

96 SEVENTEEN 集英社 Ｂ５ 月刊　１日 女性総合誌

97 ＣＲＥＡ 文藝春秋 Ｂ５ 月刊　　　７日 女性総合誌  

98 WITH 講談社 Ｂ５ 月刊　　２８日 女性総合誌

99 サイタ  　 セブン＆ｉ出版 Ｂ５ 月刊　　　７日 女性総合誌

100 日経WOMAN 日経ホーム出版社 Ｂ５ 月刊　　　７日 女性総合誌

101 婦人画報 ハースト婦人画報社 Ｂ５ 月刊　　　７日 女性総合誌

102 かぞくのじかん 婦人之友社 Ｂ５ 季刊 3･6･9･12月５日 女性総合誌

103 婦人公論 中央公論新社 Ｂ５ 月２回　７・２２日 女性総合誌

104 JJ 光文社 Ｂ５ 月刊　　２３日 女性ファッション

105 ノンノ 集英社 Ｂ５ 月刊　１８日 女性ファッション

106 ＭＯＲＥ 集英社 Ｂ５ 月刊　　２８日 女性ファッション

107 ＬＥＥ 集英社 Ｂ５ 月刊　　　７日 女性ファッション

108 装苑 文化出版局 Ｂ５ 月刊　　２８日 女性ファッション

109 美しいキモノ ハースト婦人画報社 Ｂ５ 季刊　２・５・８・１１月２０日頃 着物

110 男の隠れ家 三栄書房 Ｂ５ 月刊　　２７日 男性総合誌

111 ＬＥＯＮ 主婦と生活社 Ｂ５ 月刊　２４日 男性ファッション

112 ＦＩＮＥＢＯＹｓ 日の出出版 Ｂ５ 月刊　　１０日 男性ファッション

113 ＭＥＮ’Ｓ　ＣＬＵＢ ハースト婦人画報社 Ｂ５ 月刊　　２４日 男性ファッション

114 エアライン イカロス社 Ｂ５ 月刊　　３０日 運輸・交通

115 航空ファン 文林堂 Ａ５ 月刊　　２１日 運輸・交通

116 鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナル社 Ａ５ 月刊　　２１日 運輸・交通

117 鉄道ファン 交友社東京支店 Ａ５ 月刊　　２１日 運輸・交通

118 オートバイ ﾓｰﾀｰﾏｶﾞｼﾞﾝ社 Ａ５ 月刊　　　１日 自動車・バイク

119 オートメカニック 内外出版社 Ｂ５ 隔月　偶数月８日 自動車・バイク

120 カーグラフィック カーグラフィック Ｂ５ 月刊　　　１日 自動車・バイク

121 自家用車 内外出版社 Ｂ５ 月刊　２６日 自動車・バイク

122 オールドタイマー 八重洲出版 Ｂ５ 隔月　偶数月２６日 自動車・バイク

123 ぐるっと千葉 ちばマガジン Ａ５ 月刊　　２１日 地域情報   　　 有

124 Ｔｏｋｙｏ　Ｗａｌｋｅｒ 角川書店 Ｂ５ 月刊　20日 地域情報

125 散歩の達人 交通新聞社 Ｂ５ 月刊　２１日 旅行

126 JTB時刻表 ＪＴＢパブリッシング Ｂ５ 月刊　　２０日 旅行

127 旅の手帖 交通新聞社 Ｂ５ 月刊　　１０日 旅行

128 ＣＲＥＡ　ＴＲＡＶＥＬＬＥＲ 文藝春秋 Ｂ５ 隔月　偶数月10日 旅行
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※Ａ５サイ
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