
番号 タ　イ　ト　ル ジャンル 刊行 出版社 定価 年間見込額 峰山
あみ
の

大宮 弥栄 丹後
久美
浜

1 ＡＥＲＡ（アエラ） 総合情報 週刊 朝日新聞出版 400 20,000 ○

2 ＣａｓａＢＲＵＴＵＳ（カーサブルータス） 趣味 月刊 マガジンハウス 861 10,332 ○

3 ｄａｎｃｙｕ（ダンチュウ） 料理 月刊 プレジデント社 900 10,800 ○

4 ＤＩＭＥ（ダイム） 総合情報 月刊 小学館 990 11,880 ○

5 ＥＳＳＥ（エッセ） 生活情報 月刊 扶桑社 530 6,360 ○ ○ ○

6 Ｇｏｏｄｓ　Ｐｒｅｓｓ（グッズプレス） ファッション 年10回 徳間書店 860 8,600 ○

7 Ｋｏｄｏｍｏｅ（コドモエ） 育児 隔月 白泉社 710 4,260 ○

8 Ｋｕ：ｎｅｌ（クウネル） ライフスタイル 隔月 マガジンハウス 980 5,880 ○

9 ＬＤＫ（エルディーケー） 生活情報 月刊 晋遊舎 650 7,800 ○ ○

10 Ｌｅａｆ（リーフ） 旅行・タウン情報 月刊 リーフ・パブリケーションズ 550 6,600 ○

11 ＬＥＥ（リー）コンパクト版 ファッション 月刊 集英社 710 8,520 ○

12 Ｍａｒｔ（マート） 生活情報 月刊 光文社 660 7,920 ○

13 ｍｏｍｏ くらし・子育て 年2回 マイルスタッフ 1,430 2,860 ○

14 Ｍｙ Ａｇｅ（マイエイジ） 生活情報 年3回 集英社 1,150 3,450 ○

15 ＮＨＫ短歌 文芸 月刊 ＮＨＫ出版 692 8,304 ○

16 ＮＨＫ俳句 文芸 月刊 ＮＨＫ出版 660 7,920 ○

17 ＮＨＫガッテン！ 生活情報 隔月 主婦と生活社 790 4,740 ○

18 ＮＨＫまる得マガジン 生活情報 隔月 ＮＨＫ出版 628 3,768 ○

19 ＰＨＰ（ピーエイチピー） 生活 月刊 ＰＨＰ研究所 220 2,640 ○

20 ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ（プレジデント） ビジネス・経済 月２回 プレジデント社 500 12,000 ○

21 ＳＡＶＶＹ（サヴィ） 旅行・タウン情報 月刊 京阪神エルマガジン 800 9,600 ○

22 ＳＴＯＲＹ（ストーリィ） ファッション 月刊 光文社 840 10,080 ○

23 ＳＵＭＡＩ ｎｏ ＳＥＫＫＥＩ（住まいの設計） くらし・子育て 隔月 扶桑社 1,280 7,680 ○

24 Ｔａｒｚａｎ（ターザン） 健康 月２回 マガジンハウス 650 15,600 ○

25 ＴＨＥ２１（ザニジュウイチ） ビジネス・経済 隔月 ＰＨＰ研究所 700 4,200 ○

26 ＴＵＲＮＳ（ターンズ） ライフスタイル 隔月 第一プログレス 880 5,280 ○

27 ｗｉｔｈ（ウィズ） ファッション 月刊 講談社 690 8,280 ○

28 明日の友 医学・介護福祉 隔月 婦人之友社 730 4,380 ○

29 安心 健康 月刊 マキノ出版 760 9,120 ○

30 一個人（いっこじん） 総合情報 季刊 ＫＫベストセラーズ 990 3,960 ○

31 一枚の絵 趣味 隔月 一枚の檜 900 5,400 ○

32 うかたま くらし・子育て 季刊 農山漁村文化協会 817 3,268 ○

購入雑誌一覧　　　（アルファベット・五十音順）
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33 美しいキモノ ファッション 季刊 ハースト婦人画報社 1,980 7,920 ○

34 栄養と料理 くらし・子育て 月刊 女子栄養大学出版部 713 8,556 ○

35 園芸ガイド 園芸・農業 季刊 主婦の友社 1,080 4,320 ○

36 大人のおしゃれ手帖 ファッション 月刊 宝島社 1,400 16,800 ○

37 おはなしファンファン 子ども向け 月刊 学習研究社 390 4,680 ○

38 オレンジページ 料理 月２回 オレンジページ 550 13,200 ○ ○

39 ガーデン＆ガーデン 園芸・農業 季刊 エフジー武蔵 1,200 4,800 ○

40 かぞくのじかん くらし・子育て 季刊 婦人之友社 840 3,360 ○ ○

41 がっけんのかがくえほん 子ども向け 月刊 学習研究社 430 5,160 ○ ○

42 きょうの健康 健康 月刊 ＮＨＫ出版 556 6,672 ○ ○

43 きょうの料理 料理 月刊 ＮＨＫ出版 556 6,672 ○ ○

44 くうちゃんえほん 子ども向け 月刊 学習研究社 380 4,560 ○

45 クーヨン 育児 月刊 クレヨンハウス 880 10,560 ○

46 暮しの手帖 生活情報 隔月 暮しの手帖社 998 5,988 ○ ○

47 クロワッサン 生活情報 月２回 マガジンハウス 480 11,520 ○

48 芸術新潮 趣味 月刊 新潮社 1,500 18,000 ○

49 月刊ＭＯＥ（モエ） 趣味 月刊 白泉社 930 11,160 ○ ○

50 月刊Ｎｅｗｓがわかる 語学・教育 月刊 毎日新聞社 490 5,880 ○

51 月刊かがくのとも 子ども向け 月刊 福音館書店 440 5,280 ○ ○ ○

52 月刊京都 旅行・タウン情報 月刊 白川書院 800 9,600 ○

53 月刊クーヨン増刊号いいね くらし・子育て 隔月 クレヨンハウス 880 5,280 ○

54 月刊ジュニアエラ 語学・教育 月刊 朝日新聞出版 499 5,988 ○

55 月刊たくさんのふしぎ 子ども向け 月刊 福音館書店 770 9,240 ○

56 月刊ちいさなかがくのとも 子ども向け 月刊 福音館書店 440 5,280 ○

57 現代農業 園芸・農業 月刊 農山漁村文化協会 838 10,056 ○

58 こどもとしぜん 子ども向け 月刊 ひかりのくに 440 5,280 ○

59 こどものくに ひまわり版 子ども向け 月刊 鈴木出版 400 4,800 ○

60 こどものとも 子ども向け 月刊 福音館書店 440 5,280 ○

61 こどものとも０・１・２ 子ども向け 月刊 福音館書店 440 5,280 ○ ○ ○

62 こどものとも年少版 子ども向け 月刊 福音館書店 440 5,280 ○ ○

63 こどものとも年中向き 子ども向け 月刊 福音館書店 440 5,280 ○

64 ことりっぷＭａｇａｚｉｎｅ（マガジン） 旅行・タウン情報 季刊 昭文社 693 2,772 ○

65 この本読んで！ 文芸 季刊 出版文化産業振興財団 1,100 4,400 ○
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66 サンキュ！ くらし・子育て 月刊 ベネッセコーポレーション 491 5,892 ○

67 週刊新潮 総合情報 週刊 新潮社 440 22,000 ○

68 自遊人 生活情報 季刊 自遊人 1,200 4,800 ○

69 趣味の園芸 園芸・農業 月刊 ＮＨＫ出版 640 7,680 ○ ○ ○

70 趣味の園芸やさいの時間 園芸・農業 隔月 ＮＨＫ出版 913 5,478 ○

71 すてきにハンドメイド 趣味 月刊 ＮＨＫ出版 628 7,536 ○ ○ ○ ○ ○

72 旅の手帖 旅行・タウン情報 月刊 交通新聞社 650 7,800 ○

73 ダ・ヴィンチ 文芸 月刊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 700 8,400 ○

74 天然生活 生活情報 月刊 地球丸 820 9,840 ○

75 日経ＰＣ２１ コンピュータ 月刊 日経ＢＰ社 840 10,080 ○

76 日経ＷＯＭＡＮ（ウーマン） 総合情報 月刊 日経ＢＰ社 730 8,760 ○

77 日経トレンディ（ＴＲＥＮＤＹ） 総合情報 月刊 日経ＢＰ社 750 9,000 ○

78 日経ヘルス 健康 月刊 日経ＢＰ社 760 9,120 ○

79 パッチワーク教室 趣味 季刊 ブディック社 1,070 4,280 ○

80 母の友 育児 月刊 福音館書店 579 6,948 ○

81 ひかりのくに 子ども向け 月刊 ひかりのくに 410 4,920 ○

82 婦人公論 総合情報 月２回 中央公論新社 680 16,320 ○

83 プリン 子ども向け 月刊 学研教育みらい 449 5,388 ○

84 プレジデントファミリー 語学・教育 季刊 プレジデント社 1,000 4,000 ○

85 文藝春秋 文芸 月刊 文藝春秋 960 11,520 ○ ○

86 みみちゃんえほん 子ども向け 月刊 学習研究社 380 4,560 ○

87 みんなともだち 子ども向け 月刊 チャイルド社 451 5,412 ○

88 やさい畑 園芸・農業 隔月 家の光協会 770 4,620 ○

89 山と渓谷 趣味 月刊 山と渓谷社 1,210 14,520 ○

90 ゆうゆう 総合情報 月刊 主婦の友社 770 9,240 ○

91 リンネル ファッション 月刊 宝島社 1,280 15,360 ○

92 レタスクラブ くらし・子育て 月刊 角川ＳＳコミュニケーションズ 469 5,628 ○

93 私のカントリー くらし・子育て 年２回 主婦と生活社 1,694 3,388 ○

94 ナチュリラ ファッション 季刊 主婦と生活社 1,100 4,400 ○

16 42 14 13 14 17合計
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