
2022/4現在

名　　　称 発売日 刊行 価格（参考） 年間発行回数 合計金額 ジャンル ｽﾎﾟﾝｻｰ

1 ＡＥＲＡ 毎週月曜日 週刊 ¥400 48 ¥19,200 総合

2 Ｗｉｌｌ 毎月26日 月刊 ¥920 12 ¥11,040 総合

3 栄養と料理 毎月12日 月刊 ¥713 12 ¥8,556 総合

4 会社四季報 3.6.9.12月 19日 季刊 ¥2,300 4 ¥9,200 総合

5 ｋｕ：ｎｅｌ 奇数月 20日 隔月刊 ¥950 6 ¥5,700 総合

6 クレア 3.6.9.12月 7日 季刊 ¥820 4 ¥3,280 総合

7 GOETHE 毎月24日 月刊 ¥850 12 ¥10,200 総合

8 月刊福祉 毎月10日 月刊 ¥1,068 12 ¥12,816 総合 済

9 サライ 毎月10日 月刊 ¥1,000 12 ¥12,000 総合

10 サンデー毎日 毎週火曜日 週刊 ¥430 48 ¥20,640 総合

11 ＪＴＢ時刻表 毎月20日 月刊 ¥1,205 12 ¥14,460 総合

12 週刊朝日 毎週火曜日 週刊 ¥410 48 ¥19,680 総合

13 週刊エコノミスト 毎週月曜日 週刊 ¥700 48 ¥33,600 総合

14 週刊新潮 毎週木曜日 週刊 ¥420 48 ¥20,160 総合

15 週刊ダイヤモンド 毎週月曜日 週刊 ¥730 48 ¥35,040 総合

16 週刊東洋経済 毎週月曜日 週刊 ¥750 48 ¥36,000 総合

17 週刊文春 毎週木曜日 週刊 ¥440 48 ¥21,120 総合

18 湘南スタイル 3.6.9.12月 26日 季刊 ¥1,100 4 ¥4,400 総合 済

19 世界 毎月8日 月刊 ¥935 12 ¥11,220 総合

20 ソトコト 偶数月 5日 隔月刊 ¥1,019 6 ¥6,114 総合

21 ｄａｎｃｙｕ 毎月6日 月刊 ¥900 12 ¥10,800 総合

22 チルチンびと 3.6.9.12月 11日 季刊 ¥990 4 ¥3,960 総合

23 Discover　Japan 毎月6日 月刊 ¥1,100 12 ¥13,200 総合

24 天然生活 毎月20日 月刊 ¥820 12 ¥9,840 総合 済

25 日経トレンディ 毎月4日 月刊 ¥690 12 ¥8,280 総合

26 日経ＰＣ２１ 毎月24日 月刊 ¥740 12 ¥8,880 総合

27 ＢＥ－ＰＡＬ 毎月10日 月刊 ¥920 12 ¥11,040 総合

28 プレジデント 第2・4月曜日 隔週刊 ¥780 24 ¥18,720 総合

29 pen 毎月28日 月刊 ¥800 12 ¥9,600 総合

30 ゆうゆう 毎月1日 月刊 ¥770 12 ¥9,240 総合 済

31 和樂 奇数月1日 隔月刊 ¥1,530 6 ¥9,180 総合

32 wan 偶数月14日 隔月刊 ¥1,375 6 ¥8,250 総合

33 オール讀物 毎月22日(3,9月除く) 月刊 ¥980 10 ¥9,800 文学

34 クーヨン 毎月3日 月刊 ¥880 12 ¥10,560 文学

35 現代詩手帖 毎月28日 月刊 ¥1,430 12 ¥17,160 文学

36 子どもの本棚 毎月20日 月刊 ¥449 12 ¥5,388 文学

37 新潮 毎月7日 月刊 ¥1,200 12 ¥14,400 文学

38 すばる 毎月6日 月刊 ¥970 12 ¥11,640 文学

39 短歌 毎月25日 月刊 ¥950 12 ¥11,400 文学

40 俳句 毎月25日 月刊 ¥950 12 ¥11,400 文学

41 文學界 毎月7日 月刊 ¥990 12 ¥11,880 文学

42 文藝春秋 毎月10日 月刊 ¥960 12 ¥11,520 文学

43 かがくのとも 毎月3日 月刊 ¥440 12 ¥5,280 こども 済

44 月刊ニュースがわかる 毎月13日 月刊 ¥490 12 ¥5,880 こども

45 子供の科学 毎月10日 月刊 ¥770 12 ¥9,240 こども

46 こどものとも　０１２ 毎月3日 月刊 ¥440 12 ¥5,280 こども

47 こどものとも　年少版 毎月3日 月刊 ¥440 12 ¥5,280 こども 済

48 ちいさなかがくのとも 毎月3日 月刊 ¥440 12 ¥5,280 こども

49 Baby-mo 3.6.9.12月　15日 季刊 ¥750 4 ¥3,000 こども

２０２２年雑誌リスト（ジャンル別）



50 Ｎｅｗｔｏｎ 毎月26日 月刊 ¥1,089 12 ¥13,068 科学

51 ＮＨＫテキスト　きょうの健康 毎月21日 月刊 ¥556 12 ¥6,672 趣味 済

52 ＮＨＫテキスト　きょうの料理 毎月21日 月刊 ¥556 12 ¥6,672 趣味

53 NHKテキスト　趣味の園芸 毎月21日 月刊 ¥640 12 ¥7,680 趣味

54 NHKテキスト　すてきにハンドメイド 毎月21日 月刊 ¥628 12 ¥7,536 趣味

55 NHKテキスト　やさいの時間 奇数月21日 隔月刊 ¥913 6 ¥5,478 趣味

56 園芸ガイド 3.5.9.12月　8日 季刊 ¥1,080 4 ¥4,320 趣味

57 Ｃａｓａ　ＢＲＵＴＵＳ 毎月12日 月刊 ¥990 12 ¥11,880 趣味

58 Garden　&　Garden 1.4.7.10月　16日 季刊 ¥1,100 4 ¥4,400 趣味

59 CUT 毎月19日 月刊 ¥810 12 ¥9,720 趣味

60 キネマ旬報 毎月5・20日 隔週刊 ¥1,000 24 ¥24,000 趣味

61 芸術新潮 毎月25日 月刊 ¥1,500 12 ¥18,000 趣味

62 将棋世界 毎月3日 月刊 ¥820 12 ¥9,840 趣味

63 ダ・ヴィンチ 毎月6日 月刊 ¥700 12 ¥8,400 趣味

64 旅の手帖 毎月10日 月刊 ¥650 12 ¥7,800 趣味

65 つり人 毎月25日 月刊 ¥1,100 12 ¥13,200 趣味

66 鉄道ジャーナル 毎月21日 月刊 ¥1,020 12 ¥12,240 趣味

67 ナショナルジオグラフィック 毎月30日 月刊 ¥1,210 12 ¥14,520 趣味

68 美術手帖 3.6.9.12月　7日 季刊 ¥1,760 4 ¥7,040 趣味

69 フォトコン 毎月20日 月刊 ¥1,320 12 ¥15,840 趣味

70 ムー 毎月9日 月刊 ¥850 12 ¥10,200 趣味

71 ＭＯＥ 毎月3日 月刊 ¥930 12 ¥11,160 趣味

72 山と渓谷 毎月15日 月刊 ¥1,100 12 ¥13,200 趣味

73 ランドネ 奇数月23日 隔月刊 ¥1,000 6 ¥6,000 趣味

74 歴史人 毎月6日 月刊 ¥900 12 ¥10,800 趣味

75 ａｎ・ａｎ 毎週水曜日 週刊 ¥650 48 ¥31,200 女性誌

76 ViVi 毎月23日 月刊 ¥690 12 ¥8,280 女性誌

77 VERY 毎月7日 月刊 ¥890 12 ¥10,680 女性誌

78 オレンジページ 毎月2日・17日 隔週刊 ¥550 24 ¥13,200 女性誌 済

79 家庭画報 毎月1日 月刊 ¥1,400 12 ¥16,800 女性誌

80 暮しの手帖 奇数月25日 隔月刊 ¥998 6 ¥5,988 女性誌 済

81 クロワッサン 毎月10・25日 隔週刊 ¥560 24 ¥13,440 女性誌 済

82 サンキュ！ 毎月25日 月刊 ¥499 12 ¥5,988 女性誌

83 ジゼル 毎月28日 月刊 ¥740 12 ¥8,880 女性誌

84 ＨＥＲＳ 1,4,7,10月 12日 季刊 ¥920 4 ¥3,680 女性誌

85 Ｈａｎａｋｏ 毎月28日 月刊 ¥820 12 ¥9,840 女性誌

86 婦人公論 毎月15日 月刊 ¥820 12 ¥9,840 女性誌

87 婦人之友 毎月12日 月刊 ¥780 12 ¥9,360 女性誌

88 婦人画報 毎月1日 月刊 ¥1,200 12 ¥14,400 女性誌 済

89 ゴルフダイジェスト 毎月21日 月刊 ¥690 12 ¥8,280 スポーツ 済

90 サッカーマガジン 偶数月24日 隔月刊 ¥999 6 ¥5,994 スポーツ

91 週刊ベースボール 毎週水曜日 週刊 ¥530 48 ¥25,440 スポーツ

92 Ｎｕｍｂｅｒ 第1・3木曜日 隔週刊 ¥640 24 ¥15,360 スポーツ

93 ターザン 第2・4木曜日 隔週刊 ¥650 24 ¥15,600 スポーツ

94 テニスマガジン 2,6,7,9,月 21日 季刊 ¥929 4 ¥3,716 スポーツ

95 ランナーズ 毎月21日 月刊 ¥780 12 ¥9,360 スポーツ

96 男の隠れ家 毎月27日 月刊 ¥750 12 ¥9,000 男性誌

97 ＢＲＵＴＵＳ 毎月1・15日 隔週刊 ¥750 24 ¥18,000 男性誌

98 Kazi 毎月5日 月刊 ¥1,200 12 ¥14,400 船、ヨット

99 世界の艦船 毎月25日 月刊 ¥1,375 12 ¥16,500 船、ヨット

100 モダンリビング 偶数月14日 隔月刊 ¥1,850 6 ¥11,100 インテリア


