
番号 ジャンル 分類 誌名 出版社 刊行頻度 スポンサー

1 コンピュータ 007 Mac Fan マイナビ 月刊

2 コンピュータ 007 日経PC21  日経BP社 月刊 あり

3 コンピュータ 007 日経パソコン 日経BP社 隔週刊 あり

4 コンピュータ 007 日経SYSTEMS 日経ＢＰ社 月刊 あり

5 コンピュータ 007 情報の科学と技術 情報科学技術協会 月刊 あり

6 コンピュータ 548 I/O 工学社 月刊

7 コンピュータ 548 Interface　 CQ出版 月刊

8
出版・読書・
図書館

010 こどもとしょかん 東京子ども図書館 季刊

9
出版・読書・
図書館

010 ライブラリーリソースガイド アカデミック・リソース・ガイド 季刊 あり

10
出版・読書・
図書館

017 学校図書館 全国学校図書館協議会 月刊

11
出版・読書・
図書館

019 TOPPOINT パーソナルブレーン 月刊

12
出版・読書・
図書館

019 子どもと昔話 小澤昔ばなし研究所 季刊 あり

13
出版・読書・
図書館

019 こどもの本 日本児童図書出版協会 月刊 あり

14
出版・読書・
図書館

019 この本読んで 出版文化産業振興財団 季刊

15
出版・読書・
図書館

019 ダ・ヴィンチ KADOKAWA 月刊 あり

16
出版・読書・
図書館

019 子どもと読書 親子読書地域文庫全国連絡会 隔月刊 あり

17
出版・読書・
図書館

019 子どもの本棚 日本子どもの本研究会 月刊 あり

18
出版・読書・
図書館

019 本の雑誌 本の雑誌社 月刊

19
出版・読書・
図書館

023 出版ニュース 出版ニュース社 旬刊（月3回） あり

20 一般週刊誌 051 サンデー毎日 毎日新聞社 週刊 あり

21 一般週刊誌 051 週刊新潮 新潮社 週刊 あり

22 一般週刊誌 051 週刊金曜日 金曜日 週刊

23 一般週刊誌 051 週刊朝日 朝日新聞出版 週刊

24 一般週刊誌 051 週刊文春 文藝春秋 週刊 あり

25 総合 051 AERA 朝日新聞出版 週刊 あり

26 総合 051 BRUTUS マガジンハウス 隔週刊 あり

27 総合 051 DIME 小学館 月刊 あり

28 総合 051 KOTOBA 集英社 季刊 あり

29 総合 051 NATIONAL GEOGRAPHIC－日本版－ 日経ナショナルジオグラフィック社　 月刊 あり

30 総合 051 Newsweek 英語版 IBT　MEDIA 週刊

31 総合 051 Newsweek 日本語版 CCCメディアハウス 週刊 あり

32 総合 051 SAPIO 小学館 月刊 あり

33 総合 051 Tarzan マガジンハウス 月刊 あり

34 総合 051 ＴＩＭＥ タイム社 週刊 あり

35 総合 051 TURNS 第一プログレス 隔月刊

36 総合 051 Voice PHP研究所 月刊 あり

37 総合 051 WEDGE ウェッジ 月刊 あり

38 総合 051 WiLL ワック 月刊 あり

富山市立図書館本館 雑誌リスト　（スポンサー対象誌）



番号 ジャンル 分類 誌名 出版社 刊行頻度 スポンサー

39 総合 051 いきいき いきいき株式会社 月刊 あり

40 総合 051 ケトル 太田出版 隔月刊

41 総合 051 サライ 小学館 月刊 あり

42 総合 051 正論 産経新聞社 月刊 あり

43 総合 051 リベラルタイム リベラルタイム出版社 月刊 あり

44 総合 051 思想 岩波書店 月刊

45 総合 051 自遊人 自遊人 季刊

46 総合 051 新潮４５ 新潮社 月刊

47 総合 051 世界 岩波書店 月刊

48 総合 051 創 創出版 月刊

49 総合 051 致知 致知出版社 月刊

50 総合 051 中央公論 中央公論新社 月刊

51 総合 051 日経トレンディ 日経BP社 月刊 あり

52 総合 051 文芸春秋 文藝春秋 月刊 あり

53 総合 070 DAYS JAPAN デイズジャパン 月刊

54 総合 071 切抜き速報社会版 ニホン・ミック 月刊 あり

55 総合 778 日経エンタテイメント 日経BP社 月刊 あり

56 女性総合誌 051 &Premium マガジンハウス　 月刊

57 女性総合誌 051 CREA 文藝春秋 月刊 あり

58 女性総合誌 051 éclat 集英社 月刊 あり

59 女性総合誌 051 ku;nel マガジンハウス 隔月刊 あり

60 女性総合誌 051 LEE 集英社 月刊 あり

61 女性総合誌 051 madame FIGARO japon 阪急コミュニケーションズ　 月刊 あり

62 女性総合誌 051 MORE 集英社 月刊 あり

63 女性総合誌 051 nice things. 実業之日本社 月刊

64 女性総合誌 051 non･no 集英社 月刊 あり

65 女性総合誌 051 oz　magazine スターツ出版 月刊 あり

66 女性総合誌 051 saita セブン&アイ出版 月刊 あり

67 女性総合誌 051 Seventeen 集英社 月刊

68 女性総合誌 051 VERY 光文社 月刊 あり

69 女性総合誌 051 クロワッサン マガジンハウス 隔週刊

70 女性総合誌 051 婦人画報 ハースト婦人画報社 月刊

71 女性総合誌 051 ミセス 文化学園文化出版局 月刊 あり

72 女性総合誌 051 ゆうゆう 主婦の友社 月刊 あり

73 女性総合誌 051 家庭画報 世界文化社 月刊 あり

74 女性総合誌 051 日経WOMAN 日経BP社 月刊 あり

75 女性総合誌 051 婦人公論 中央公論新社 隔週刊 あり

76 女性総合誌 051 婦人之友 婦人之友社 月刊 あり

77 女性総合誌 051 和楽 小学館 月刊 あり

78 女性総合誌 051 STORY 光文社 月刊 あり



番号 ジャンル 分類 誌名 出版社 刊行頻度 スポンサー

79 女性総合誌 051 with 講談社 月刊 あり

80 女性総合誌 589 cancam 小学館 月刊

81 女性総合誌 589 CLASSY 光文社 月刊 あり

82 女性総合誌 589 Ray 主婦の友社 月刊

83 女性総合誌 589 エルジャポン ハースト婦人画報社 月刊 あり

84 男性総合誌 051 Begin 世界文化社 月刊 あり

85 男性総合誌 051 MADURO スタンダードマガジン 月刊

86 男性総合誌 051 ＧｅｔＮａｖｉ 学研パブリッシング　 月刊 あり

87 男性総合誌 051 GOETHE 幻冬舎 月刊

88 男性総合誌 051 Men's Precious 小学館 季刊

89 男性総合誌 051 pen 阪急コミュニケーションズ　 隔週刊 あり

90 男性総合誌 051 一個人 ベストセラーズ 月刊 あり

91 男性総合誌 051 日経大人のOFF 日経BP社 月刊 あり

92 男性総合誌 051 男の隠れ家 プラネットライツ　 月刊 あり

93 男性総合誌 589 Safari 日之出出版 月刊

94 哲学・宗教 105 現代思想 青土社 月刊

95 思想 150 PHP PHP研究所 月刊

96 歴史・地理 205 歴史群像 学研パブリッシング　 隔月刊 あり

97 歴史・地理 210 歴史街道 PHP研究所 月刊 あり

98 歴史・地理 290 地理　 古今書院 月刊

99 旅行・観光 290 CREA Traveller 文藝春秋 季刊 あり

100 旅行・観光 291 Clubism 金沢倶楽部 月刊 あり

101 旅行・観光 291 Discover Japan 枻出版社 月刊 あり

102 旅行・観光 291 旅の手帖 交通新聞社 月刊 あり

103 旅行・観光 291 旅行読売 旅行読売出版社 月刊 あり

104 旅行・観光 291 月刊北国アクタス 北國新聞出版局 月刊 あり

105 旅行・観光 302 Hir@gana Times　 ヤック企画 月刊

106 旅行・観光 686 JTB時刻表 JTBパブリッシング　 月刊

107 旅行・観光 689 ディズニーファン 講談社 月刊 あり

108 政治・経済 302 東亜 霞山会 月刊

109
政治・行政・
まちづくり

305 選択 選択 月刊 あり

110
政治・行政・
まちづくり

318 ガバナンス ぎょうせい 月刊

111
政治・行政・
まちづくり

601 地域開発 日本地域開発センター 月刊

112 法律 320 ジュリスト 有斐閣 隔週刊

113 法律 320 判例タイムズ 判例タイムズ社 月刊

114 法律 320 法律時報 日本評論社 月刊

115 法律 327 受験新報 法学書院 月刊

116
ビジネス・経
済

330 ForbesJapan プレジデント社 月刊 あり

117
ビジネス・経
済

330 ZAITEN 財界展望新社 月刊

118
ビジネス・経
済

330 経済界 経済界 隔週刊 あり



番号 ジャンル 分類 誌名 出版社 刊行頻度 スポンサー

119
ビジネス・経
済

330 経済研究 岩波書店 季刊

120
ビジネス・経
済

330 週刊エコノミスト 毎日新聞社　 週刊 あり

121
ビジネス・経
済

330 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 週刊

122
ビジネス・経
済

330 週刊東洋経済 東洋経済新報社 週刊 あり

123
ビジネス・経
済

330 経済セミナー 日本評論社 隔月刊

124
ビジネス・経
済

335 ビジネスチャンス ビジネスチャンス 隔月刊

125
ビジネス・経
済

335 Boss 経営塾 月刊

126
ビジネス・経
済

335 財界 財界研究所 隔週刊

127
ビジネス・経
済

335 実業界 実業界 月刊 あり

128
ビジネス・経
済

336 FACTA ファクタ出版 月刊 あり

129
ビジネス・経
済

336 日経ビジネス 日経ＢＰ社 週刊 あり

130
ビジネス・経
済

336 日経ビジネスアソシエ 日経ＢＰ社 月刊 あり

131
ビジネス・経
済

336 PRESIDENT プレジデント社 隔週刊 あり

132
ビジネス・経
済

336 Harvard Business Review DIAMOND ダイヤモンド社 月刊 あり

133
ビジネス・経
済

336 企業実務 日本実業出版社 月刊

134
ビジネス・経
済

336 近代中小企業 データエージェント 月刊

135
ビジネス・経
済

336 月刊事業構想 事業構想大学院大学出版部 月刊

136
ビジネス・経
済

336 安全と健康 中央労働災害防止協会 月刊 あり

137
ビジネス・経
済

336 一橋ビジネスレビュー 東洋経済新報社 季刊 あり

138
ビジネス・経
済

336 企業会計 中央経済社　 月刊

139
ビジネス・経
済

336 組織科学 白桃書房 季刊

140
ビジネス・経
済

336 日経トップリーダー 日経BP社 月刊 あり

141
ビジネス・経
済

336 労働の科学 労働科学研究所出版部 月刊

142
ビジネス・経
済

338 ダイヤモンドZAi ダイヤモンド社 月刊 あり

143
ビジネス・経
済

338 会社四季報 東洋経済新報社 季刊 あり

144
ビジネス・経
済

338 月刊金融ジャーナル 金融ジャーナル社 月刊 あり

145
ビジネス・経
済

338 投資経済 投資経済社　 月刊

146
ビジネス・経
済

340 ファイナンス 財務省 月刊 あり

147
ビジネス・経
済

361 コロンブス 東方通信社 月刊 あり

148
ビジネス・経
済

366 Works リクルートホールディングス 隔月刊 あり

149 教育 370 教育ジャーナル 学研教育みらい 月刊

150 教育 370 子どものしあわせ 草土文化 月刊 あり

151 教育 371 児童心理 金子書房 月刊

152 教育 376 蛍雪時代 旺文社 月刊 あり

153 教育 376 おそい・はやい・ひくい・たかい ジャパンマシニスト社 隔月刊

154 教育 376 ちいさいなかま ちいさいなかま社 月刊

155 教育 376 保育の友 全国社会福祉協議会 月刊

156 教育 379 FQ JAPAN アクセスインターナショナル 季刊 あり

157 教育 379 母の友 福音館書店 月刊 あり

158 教育 379 社会教育 日本青年館 月刊



番号 ジャンル 分類 誌名 出版社 刊行頻度 スポンサー

159 冠婚葬祭 385 25ans ウェディング ハースト婦人画報社 隔月刊

160 数学・科学 405 Newton ニュートンプレス 月刊 あり

161 数学・科学 405 科学 岩波書店 月刊 あり

162 数学・科学 405 日経サイエンス 日経サイエンス社 月刊 あり

163 数学・科学 410 数理科学 サイエンス社 月刊

164 数学・科学 420 パリティ 丸善出版 月刊

165 数学・科学 440 天文ガイド 誠文堂新光社 月刊

166 数学・科学 486 昆虫と自然 ニューサイエンス社 月刊 あり

167 数学・科学 488 BIRDER 文一総合出版 月刊

168 健康情報 051 ゆほびか マキノ出版 月刊 あり

169 健康情報 369 Bricolage 七七舎 年10回 あり

170 健康情報 369 おはよう21 中央法規出版 月刊 あり

171 健康情報 369 ケアマネジャー 中央法規出版　 月刊 あり

172 健康情報 369 ふれあいケア 全国社会福祉協議会 月刊 あり

173 健康情報 369 月刊福祉 全国社会福祉協議会 月刊 あり

174 健康情報 374 健康教室 東山書房 月刊 あり

175 健康情報 490 月刊へるすあっぷ21 法研 月刊 あり

176 健康情報 490 日経メディカル 日経BP社 月刊 あり

177 健康情報 492 エキスパートナース 照林社 月刊 あり

178 健康情報 492 がん看護 南江堂 隔月刊 あり

179 健康情報 492 看護技術 メヂカルフレンド社 月刊 あり

180 健康情報 493 こころの元気+ 地域精神保健福祉機構 月刊 あり

181 健康情報 493 月刊糖尿病 医学出版 月刊 あり

182 健康情報 493 こころの科学 日本評論社 隔月刊 あり

183 健康情報 498 NHKきょうの健康 NHK出版 月刊 あり

184 健康情報 498 Yoga Journal セブン＆アイ出版 隔月刊 あり

185 健康情報 498 からだにいいこと 祥伝社 月刊 あり

186 健康情報 498 健康 主婦の友インフォス情報社 月刊 あり

187 健康情報 498 ことぶき ドラッグマガジン 月刊 あり

188 健康情報 498 こどもの栄養 こども未来財団 月刊 あり

189 健康情報 498 チャイルドヘルス 診断と治療社 月刊 あり

190 健康情報 498 わかさ わかさ出版 月刊 あり

191 健康情報 498 栄養と料理 女子栄養大学出版部 月刊 あり

192 健康情報 498 健康365 エイチアンドアイ 月刊 あり

193 健康情報 498 日経ヘルス 日経BP社 月刊 あり

194 健康情報 498 栄養学レビュー 国際生命科学研究機構 季刊 あり

195 健康情報 498 日経ヘルスケア 日経ＢＰ社 月刊 あり

196 健康情報 498 安心 マキノ出版 月刊 あり

197 健康情報 499 月刊薬事 じほう 月刊 あり

198 健康情報 499 月刊ジェネリック アズクルー 月刊 あり



番号 ジャンル 分類 誌名 出版社 刊行頻度 スポンサー

199 健康情報 499 日経ドラッグインフォメーション 日経ＢＰ社 月刊 あり

200 健康情報 599 ちいさい・おおきい・つよい・よわい ジャパンマシニスト社 隔月刊 あり

201 環境 518 月刊廃棄物 日報ビジネス　 月刊

202 環境 519 生活と環境 日本環境衛生センター 月刊

203 環境 519 環境ビジネス 日本ビジネス出版 季刊 あり

204 環境 519 官公庁環境専門資料 公害研究対策センター 隔月刊

205 環境 519 日経エコロジー 日経BP社 月刊 あり

206 建築・土木 510 土木技術 土木技術社　 月刊 あり

207 建築・土木 510 日経コンストラクション 日経BP社 隔週刊

208 建築・土木 513 土木施工 オフィス・スペース 月刊 あり

209 建築・土木 520 建築技術 建築技術 月刊

210 建築・土木 520 新建築 新建築社 月刊 あり

211 建築・土木 520 日経アーキテクチュア 日経ＢＰ 隔週刊 あり

212 建築・土木 525 積算資料北陸版 経済調査会 年2回

213 建築・土木 527 日経ホームビルダー 日経ＢＰ社 月刊

214
建築・インテ
リア

520 A+U 新建築社 月刊 あり

215
建築・インテ
リア

527 カザベラジャパン アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 年11回 あり

216
建築・インテ
リア

527 近代建築 近代建築社 月刊 あり

217
建築・インテ
リア

527 チルチンびと 風土社 季刊 あり

218
建築・インテ
リア

527 新建築  住宅特集 新建築社 月刊

219
建築・インテ
リア

529 I'm home 商店建築社 隔月刊 あり

220
建築・インテ
リア

597 DOMUS Editoriale Domus 年11回 あり

221
建築・インテ
リア

597 ELLE DÉCOR ハースト婦人画報社 隔月刊 あり

222
建築・インテ
リア

597 住む。 泰文館 季刊 あり

223
建築・インテ
リア

597 モダンリビング ハースト婦人画報社 隔月刊 あり

224
機械・電気・
工業

507 Hobby JAPAN  ホビージャパン 月刊

225
機械・電気・
工業

547 HiVi ステレオサウンド 月刊

226
機械・電気・
工業

547 ラジオ技術 アイエー出版 月刊

227
機械・電気・
工業

501 工業材料 日刊工業出版プロダクション 月刊

228
機械・電気・
工業

501 エネルギーフォーラム エネルギーフォーラム社 月刊

229
機械・電気・
工業

507 発明 発明推進協会 月刊

230
機械・電気・
工業

509 QCサークル 日本科学技術連盟 月刊

231
機械・電気・
工業

509 工場管理 日刊工業新聞社 月刊

232
機械・電気・
工業

530 日経ものづくり 日経BP社 月刊 あり

233
機械・電気・
工業

531 機械設計 日刊工業新聞社 月刊

234
機械・電気・
工業

540 OHM オーム社 月刊

235
機械・電気・
工業

540 新電気 オーム社 月刊 あり

236
機械・電気・
工業

547 STEREO 音楽之友社 月刊

237
機械・電気・
工業

570 化学工業 化学工業社 月刊

238
機械・電気・
工業

576 塗装技術 理工出版社　 月刊



番号 ジャンル 分類 誌名 出版社 刊行頻度 スポンサー

239 生活情報誌 367 終活読本ソナエ 産経新聞出版 季刊 あり

240 生活情報誌 590 Casa BRUTUS マガジンハウス　 月刊 あり

241 生活情報誌 590 CHANTO 主婦と生活社 月刊 あり

242 生活情報誌 590 ESSE フジテレビジョン 月刊 あり

243 生活情報誌 590 NHKためしてガッテン 主婦と生活社 季刊 あり

244 生活情報誌 590 田舎暮らしの本 宝島社 月刊 あり

245 生活情報誌 590 オレンジページ オレンジページ 隔週刊 あり

246 生活情報誌 590 かぞくのじかん 婦人之友社 季刊 あり

247 生活情報誌 590 mamagirl エムオン・エンタテインメント 季刊 あり

248 生活情報誌 590 ソトコト 木楽舎 月刊 あり

249 生活情報誌 590 ノジュール JTBパブリッシング 月刊 あり

250 生活情報誌 590 天然生活  地球丸 月刊 あり

251 生活情報誌 590 暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月刊 あり

252 生活情報誌 590 毎日が発見 角川マガジンズ 月刊 あり

253 生活情報誌 590 明日の友 婦人之友社 隔月刊 あり

254 生活情報誌 592 ドゥーパ! 学研パブリッシング　 隔月刊

255 生活情報誌 675 LDK 晋遊舎 月刊 あり

256 生活情報誌 675 MONOQLO 晋遊舎 月刊

257 生活情報誌 675 特選街 特選街出版　 月刊 あり

258
ファッション
(女性）

589 ar 主婦と生活社 月刊 あり

259
ファッション
(女性）

589 and GIRL エムオン・エンタテインメント 月刊

260
ファッション
(女性）

589 BAILA 集英社 月刊 あり

261
ファッション
(女性）

589 25ans ハースト婦人画報社 月刊 あり

262
ファッション
(女性）

589 Cosmopolitan (USＡ) Hearst Magazines 月刊

263
ファッション
(女性）

589 ELLE (USＡ) Hearst Magazines 月刊

264
ファッション
(女性）

589 FUDGE 三栄書房 月刊 あり

265
ファッション
(女性）

589 GINGER 幻冬舎　 月刊 あり

266
ファッション
(女性）

589 GINZA マガジンハウス 月刊

267
ファッション
(女性）

589 GISELe 主婦の友社　 月刊

268
ファッション
(女性）

589 GLITTER トランスメディア 月刊

269
ファッション
(女性）

589 GLOW 宝島社 月刊 あり

270
ファッション
(女性）

589 Harper's BAZAAR ハースト婦人画報社 年10回

271
ファッション
(女性）

589 HERS  光文社 月刊 あり

272
ファッション
(女性）

589 In Style Time Inc 月刊

273
ファッション
(女性）

589 InRed 宝島社 月刊 あり

274
ファッション
(女性）

589 JELLY ぶんか社 月刊

275
ファッション
(女性）

589 ＪＪ 光文社 月刊 あり

276
ファッション
(女性）

589 Marisol 集英社 月刊 あり

277
ファッション
(女性）

589 mer 学研プラス 月刊

278
ファッション
(女性）

589 Numéro TOKYO 扶桑社　 年10回



番号 ジャンル 分類 誌名 出版社 刊行頻度 スポンサー

279
ファッション
(女性）

589 NYLON JAPAN カエルム 月刊

280
ファッション
(女性）

589 Oggｉ 小学館 月刊 あり

281
ファッション
(女性）

589 SPRiNG 宝島社 月刊

282
ファッション
(女性）

589 SPUR 集英社 月刊

283
ファッション
(女性）

589 Sweet 宝島社　 月刊 あり

284
ファッション
(女性）

589 ViVi 講談社 月刊 あり

285
ファッション
(女性）

589 VOGUE （USA） Conde Nast Publication 年10冊刊

286
ファッション
(女性）

589 VOGUE JAPAN コンデナスト・ジャパン 月刊 あり

287
ファッション
(女性）

589 美人百花 角川春樹事務所 月刊 あり

288
ファッション
(女性）

589 リンネル 宝島社 月刊 あり

289
ファッション
(女性）

589 装苑 文化学園文化出版局 月刊

290
ファッション
(女性）

589 Precious 小学館 月刊 あり

291
ファッション
（男性）

589 Fine 日之出出版 月刊 あり

292
ファッション
（男性）

589 Goods Press 徳間書店 月刊 あり

293
ファッション
（男性）

589 GQ JAPAN コンデナスト・ジャパン 月刊

294
ファッション
（男性）

589 LEON 主婦と生活社　 月刊 あり

295
ファッション
（男性）

589 MEN‘S　CLUB ハースト婦人画報社 月刊 あり

296
ファッション
（男性）

589 Men's  EX 世界文化社 月刊 あり

297
ファッション
（男性）

589 Men's JOKER ベストセラーズ 月刊

298
ファッション
（男性）

589 OCEANS ライトハウスメディア 月刊

299
ファッション
（男性）

589 POPEYE マガジンハウス 月刊

300
ファッション
（男性）

589 UOMO 集英社 月刊 あり

301
ファッション
(和装）

593 美しいキモノ 講談社 季刊 あり

302
ファッション
(和装）

593 きものSalon 世界文化社 年2回 あり

303
ファッション
(和装）

593 七緒 プレジデント社 季刊 あり

304
ファッション
(化粧）

595 VoCE 講談社 月刊 あり

305
ファッション
(化粧）

595 bea‘s　up スタンダードマガジン 月刊

306
ファッション
(化粧）

595 MAQUIA 集英社 月刊 あり

307
ファッション
(化粧）

595 美ST 光文社 月刊

308
ファッション
(化粧）

595 美的 小学館 月刊 あり

309
家庭経済・経
営

591 プレジデントfamily プレジデント社 季刊 あり

310 手芸・料理 593 NHKすてきにハンドメイド NHK出版 月刊 あり

311 手芸・料理 596 dancyu プレジデント社 月刊 あり

312 手芸・料理 596 NHKきょうの料理 NHK出版 月刊 あり

313 手芸・料理 596 うかたま 農山漁村文化協会 季刊 あり

314 手芸・料理 598 Pre-mo 主婦の友社 季刊 あり

315 手芸・料理 598 たまごクラブ ベネッセコーポレーション 月刊 あり

316 手芸・料理 599 Nina's 祥伝社 隔月刊 あり

317 手芸・料理 599 ひよこクラブ ベネッセコーポレーション 月刊 あり

318 手芸・料理 599 Tocotoco 第一プログレス 季刊



番号 ジャンル 分類 誌名 出版社 刊行頻度 スポンサー

319 農業・漁業 611 農業経営者 農業技術通信社 月刊 あり

320 農業・漁業 620 農耕と園藝 誠文堂新光社 月刊

321 農業・漁業 625 果実日本 日本園芸農業協同組合連合会 月刊

322 園芸 626 NHK趣味の園芸やさいの時間 NHK出版 月刊 あり

323 園芸 626 やさい畑 家の光協会 隔月刊 あり

324 園芸 627 MyGARDEN マルモ出版　 季刊 あり

325 園芸 627 NHK趣味の園芸 NHK出版 月刊 あり

326 園芸 627 近代盆栽 近代出版 月刊

327 園芸 627 趣味の山野草 栃の葉書房　 月刊

328 園芸 629 エクステリア＆ガーデン ブティック社 季刊 あり

329 ペット 645 愛犬の友 誠文堂新光社　 隔月刊 あり

330 ペット 645 猫びより 辰巳出版 隔月刊 あり

331 ペット 666 AQUA LIFE エムピージェー 月刊

332 商業 596 月刊専門料理 柴田書店 月刊

333 商業 596 料理王国 CUISINE KINGDOM 月刊 あり

334 商業 605 経済産業統計 経済産業調査会 月刊 あり

336 商業 670 商業界 商業界 月刊

337 商業 673 Cafe & Restaurant 旭屋出版 月刊 あり

338 商業 673 cafè sweets 柴田書店 月刊

339 商業 673 PREPPY エイ出版 月刊

340 商業 673 月刊食堂 柴田書店 月刊 あり

341 商業 673 ファッション販売 商業界 月刊

342 商業 673 フローリスト 誠文堂新光社 月刊

343 商業 673 激流 国際商業出版　 月刊

344 商業 674 月刊アドセレクト アドブック 月刊

345 商業 674 宣伝会議 宣伝会議 月刊 あり

346 商業 674 日経デザイン 日経BP 月刊 あり

347 商業 674 ブレーン 宣伝会議 月刊 あり

348 商業 678 貿易と関税 日本関税協会 月刊

349
自動車・乗り
物

537 CG カーグラフィック 月刊 あり

350
自動車・乗り
物

537 Motorcyclist 八重洲出版 月刊

351
自動車・乗り
物

537 オートメカニック 内外出版社 月刊 あり

352
自動車・乗り
物

537 月刊自家用車 内外出版社 月刊 あり

353
自動車・乗り
物

538 航空ファン 文林堂 月刊

354
自動車・乗り
物

686 鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナル社　 月刊 あり

355
自動車・乗り
物

686 鉄道ファン 交友社 月刊 あり

356
自動車・乗り
物

687 AIRLINE イカロス出版 月刊

357 美術 701 美術フォーラム２１ 醍醐書房 年2回 あり

358 美術 705 SWITCH スイッチ・パブリッシング 月刊

359 美術 705 芸術新潮 新潮社 月刊 あり



番号 ジャンル 分類 誌名 出版社 刊行頻度 スポンサー

360 美術 706 ミュゼ アム・プロモーション 季刊 あり

361 美術 709 月刊文化財 第一法規 月刊

362 美術 720 一枚の繪 一枚の繪 月刊 あり

363 美術 726 ILLUSTRATION 玄光社 季刊 あり

364 美術 727 デザインノート 誠文堂新光社 隔月刊 あり

365 美術 728 墨 芸術新聞社 隔月刊 あり

366 美術 730 版画芸術 阿部出版 季刊 あり

367 美術 757 AXIS　 アクシス 隔月刊 あり

368 美術 757 アイデア 誠文堂新光社 隔月刊 あり

369 写真 740 アサヒカメラ 朝日新聞出版 月刊 あり

370 写真 740 日本カメラ 日本カメラ社 月刊

371 写真 740 CAPA 学研 月刊

372 ガラス 751 GLASS Urban Glass 季刊 あり

373 ガラス 751 Neues Glas vertriebsunion meynen 季刊 あり

374 工芸 750 民藝 日本民藝協会 月刊

375 工芸 756 小さな蕾 創樹社美術出版 月刊

376 工芸 756 目の眼 目の眼 月刊

377 音楽 760 CD Journal 音楽出版社 月刊

378 音楽 760 レコード芸術 音楽之友社 月刊 あり

379 音楽 760 音楽の友 音楽之友社 月刊 あり

380 音楽 763 Guitar magazine リットーミュージック 月刊

381 音楽 763 Keyboardmagazine リットーミュージック 季刊 あり

382 音楽 763 月刊ピアノ ヤマハミュージックメディア 月刊 あり

383 音楽 764 Band Journal 音楽之友社 月刊

384 音楽 764 JAZZ LIFE ジャズライフ 月刊 あり

385 音楽 764 ミュージックマガジン ミュージック・マガジン 月刊

386 音楽 764 音楽と人 音楽と人 月刊

387 音楽 768 邦楽の友 邦楽の友社　 月刊

388
映画・テレ
ビ・演劇

706 CMNOW 玄光社 隔月刊

389
映画・テレ
ビ・演劇

769 DANCE MAGAZINE　 新書館 月刊

390
映画・テレ
ビ・演劇

770 演劇ぶっく えんぶ 隔月刊 あり

391
映画・テレ
ビ・演劇

778 CUT ロッキング・オン 月刊

392
映画・テレ
ビ・演劇

778 LOCATION JAPAN 地域活性プランニング　 隔月刊 あり

393
映画・テレ
ビ・演劇

778 SCREEN 近代映画社 月刊

394
映画・テレ
ビ・演劇

778 キネマ旬報 キネマ旬報社 隔週刊

395
映画・テレ
ビ・演劇

778 アニメージュ 徳間書店 月刊

396 スポーツ 780 Sports Graphic Number 文藝春秋　 隔週刊 あり

397 スポーツ 780 臨床スポーツ医学 文光堂 月刊 あり

398 スポーツ 782 ランナーズ アールビーズ　 月刊 あり

399 スポーツ 782 陸上競技マガジン ベースボール・マガジン社 月刊 あり



番号 ジャンル 分類 誌名 出版社 刊行頻度 スポンサー

400 スポーツ 783 Badminton MAGAZINE ベースボール・マガジン社 月刊

401 スポーツ 783 Choice ゴルフダイジェスト社 季刊 あり

402 スポーツ 783 Rugby magazine ベースボール・マガジン社 月刊 あり

403 スポーツ 783 SOFT BALL MAGAZINE　 ベースボール・マガジン社 月刊

404 スポーツ 783 SOFT-TENNIS MAGAZINE　 ベースボール・マガジン社 月刊

405 スポーツ 783 Tennis Magazine ベースボール・マガジン社　 月刊

406 スポーツ 783 VOLLEYBALL 日本文化出版 月刊

407 スポーツ 783 ZONE ベースボール・マガジン社 月刊 あり

408 スポーツ 783 ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト社 月刊 あり

409 スポーツ 783 サッカーダイジェスト 日本スポーツ企画出版社 隔週刊 あり

410 スポーツ 783 月刊バスケットボール 日本文化出版 月刊

411 スポーツ 783 週刊ベースボール ベースボール・マガジン社　 週刊 あり

412 スポーツ 783 卓球王国 卓球王国 月刊 あり

413 スポーツ 784 スキーグラフィック 芸文社 月刊

414 スポーツ 785 Marine Diving 水中造形センター　 月刊

415 スポーツ 785 SWIMMING MAGAZINE ベースボール・マガジン社 月刊

416 スポーツ 788 相撲 ベースボール・マガジン社 月刊

417 スポーツ 789 近代柔道 ベースボール・マガジン社 月刊

418 スポーツ 789 剣道時代 体育とスポーツ出版社 月刊

419 スポーツ 789 武道 日本武道館 月刊

420 アウトドア 786 BE-PAL 小学館 月刊 あり

421 アウトドア 786 BiCYCLE CLUB 枻出版社 月刊 あり

422 アウトドア 786 GARVY 実業之日本社 月刊 あり

423 アウトドア 786 ランドネ エイ出版 月刊 あり

424 アウトドア 786 ワンダーフォーゲル 山と溪谷社 隔月刊 あり

425 アウトドア 786 山と渓谷 山と溪谷社 月刊 あり

426 アウトドア 787 つり人 つり人社 月刊 あり

427 諸芸・娯楽 791 淡交 淡交社 月刊

428 諸芸・娯楽 791 茶道雑誌 河原書店 月刊

429 諸芸・娯楽 793 The Ikenobo 日本華道社 月刊

430 諸芸・娯楽 795 月刊碁ワールド 日本棋院　 月刊

431 諸芸・娯楽 796 将棋世界 日本将棋連盟 月刊 あり

432 諸芸・娯楽 799 ダンスビュウ モダン出版 月刊

433 諸芸・娯楽 799 素敵なフラスタイル イカロス出版 季刊

434 言語・語学 830 ENGLISH JOURNAL アルク 月刊 あり

435 言語・語学 830 多聴多読マガジン コスモピア 隔月刊

436 言語・語学 850 ふらんす　 白水社 月刊

437 文芸 905 SFマガジン 早川書房 月刊

438 文芸 905 ハヤカワミステリマガジン 早川書房 月刊

439 文芸 909 飛ぶ教室 光村図書 季刊



番号 ジャンル 分類 誌名 出版社 刊行頻度 スポンサー

440 文芸 909 日本児童文学 日本児童文学者協会 隔月刊

441 文芸 910 すばる 集英社　 月刊

442 文芸 910 群像 講談社 月刊

443 文芸 910 新潮 新潮社 月刊 あり

444 文芸 910 文学界 文藝春秋 月刊

445 文芸 910 文藝 河出書房新社 季刊

446 文芸 912 シナリオ シナリオ作家協会 月刊

447 文芸 913 オール讀物 文藝春秋 月刊

448 文芸 913 小説BOC 中央公論新社 季刊

449 文芸 913 小説NON 祥伝社 月刊

450 文芸 913 小説すばる 集英社 月刊

451 文芸 913 小説現代 講談社 月刊

452 文芸 913 小説幻冬 幻冬舎 月刊

453 文芸 913 小説新潮 教育・学芸 月刊 あり

454 文芸 913 小説推理 双葉社 月刊

455 文芸 913 小説宝石 光文社 月刊

456 文芸 913 野性時代　 角川書店 月刊

457
詩・俳句・短
歌

901 現代詩手帖 思潮社 月刊

458
詩・俳句・短
歌

911 ユリイカ 青土社 月刊

459
詩・俳句・短
歌

911 短歌 KADOKAWA　 月刊

460
詩・俳句・短
歌

911 短歌研究 短歌研究社 月刊

461
詩・俳句・短
歌

911 俳句 KADOKAWA　 月刊

462
詩・俳句・短
歌

911 俳句αあるふぁ 毎日新聞社 隔月刊

463 地域情報 051 北國文華 北國新聞社 季刊 あり

464 地域情報 T209 富山史壇 越中史壇会 年3回刊 あり

465 地域情報 T290 itona itona 編集室 年刊 あり

466 地域情報 T290 Takt シー・エー・ピー 月刊 あり

467 地域情報 T290 グッドラックとやま グッドラック 月刊 あり

468 地域情報 T290 Rural シー・エー・ピー 季刊

469 地域情報 T385 結婚賛歌　北陸版 ＫＣＣ 季刊 あり

470 地域情報 T385 ゼクシィ　富山・石川・福井版 リクルートホールディングス 月刊 あり

471 地域情報 T527 とやま住まい情報 シー・エー・ピー 月刊 あり

472 地域情報 T595 BiRAKU シー・エー・ピー 季刊 あり

473 地域情報 T599 はっぴーママ　富山版 楓工房 季刊 あり

474 地域情報 T780 T'SCENE 北日本新聞社 隔月刊 あり

475 児童 K051 月刊たくさんのふしぎ 福音館書店 月刊 あり

476 児童 K051 月刊Newsがわかる 毎日新聞社 月刊 あり

477 児童 K051 月刊ジュニアエラ 朝日新聞出版 月刊 あり

478 児童 K405 子供の科学 福音館書店 月刊 あり

479 児童 K589 nicola 新潮社 月刊



番号 ジャンル 分類 誌名 出版社 刊行頻度 スポンサー

480 児童 K589 ニコ☆プチ 新潮社 隔月刊

481 児童 K610 ちゃぐりん 家の光協会 月刊

482 幼児 KE かがくのとも 福音館書店 月刊 あり

483 幼児 KE こどものとも 福音館書店 月刊 あり

484 幼児 KE こどものとも０・１・２ 福音館書店 月刊 あり

485 幼児 KE こどものとも年少版 福音館書店 月刊 あり

486 幼児 KE こどものとも年中向き 福音館書店 月刊 あり

487 幼児 KE ちいさなかがくのとも 福音館書店 月刊 あり


