
2023年度　スポンサー対象雑誌リスト（三和分館）

№ ジャンル タイトル
参考単価：円
（税込） 刊行 出版社

2022年度
貸出回数

スポンサー
申込

1 くらし・子育て 天然生活 ¥840 月刊 扶桑社 120
2 くらし・子育て オレンジページ ¥640 月２回刊 オレンジページ 82
3 趣味 ＮＨＫすてきにハンドメイド ¥660 月刊 日本放送出版協会 67
4 くらし・子育て エッセ ¥660 月刊 フジテレビジョン 67
5 園芸・農業 ＮＨＫ趣味の園芸やさいの時間 ¥980 隔月刊 日本放送出版協会 48
6 文芸 文芸春秋 ¥1,100 月刊 文藝春秋 43
7 旅行・タウン情報 ＳＡＶＶＹ ¥820 月刊 大阪：京阪神エルマガジン社 40
8 くらし・子育て 母の友 ¥700 月刊 東京：福音館書店 37
9 文芸 ダ・ヴィンチ ¥730 月刊 メディアファクトリー 26
10 総合情報 ゆうゆう ¥900 月刊 主婦の友社 21
11 工学・サイエンス Ｎｅｗｔｏｎ ¥1,190 月刊 ニュートンプレス R5新規登録 済
11 文芸 月刊ＭＯＥ ¥960 月刊 東京：白泉社 R5新規登録

2023年度　スポンサー対象雑誌リスト（夜久野分館）

№ ジャンル タイトル
参考単価：円
（税込） 刊行 出版社

2022年度
貸出回数

スポンサー
申込

1 くらし・子育て 天然生活 ¥840 月刊 扶桑社 148
2 くらし・子育て オレンジページ ¥640 月２回刊 オレンジページ 132
3 総合情報 ゆうゆう ¥900 月刊 主婦の友社 123
4 趣味 ＮＨＫすてきにハンドメイド ¥660 月刊 日本放送出版協会 100
5 文芸 文藝春秋 ¥1,100 月刊 文藝春秋 73
6 くらし・子育て ＮＨＫきょうの料理 ¥590 月刊 日本放送出版協会 71
7 園芸・農業 現代農業 ¥838 月刊 農山漁村文化協会 68
8 旅行・タウン情報 男の隠れ家 ¥900 月刊 三栄書房 62
9 園芸・農業 ＮＨＫ趣味の園芸 ¥700 月刊 日本放送出版協会 50
10 趣味 フォトコン ¥1,320 月刊 日本写真企画 45
10 旅行・タウン情報 旅の手帖 ¥880 月刊 交通新聞社 45
11 総合情報 婦人之友 ¥810 月刊 婦人之友社 42
12 ファッション LEE ¥790 月刊 集英社 38
13 総合情報 歴史人 ¥930 月刊 ベストセラーズ 30
14 文芸 ＮＨＫ俳句 ¥700 月刊 日本放送出版協会 28
15 文芸 ダ・ヴィンチ ¥770 月刊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 20
16 工学・サイエンス Ｎｅｗｔｏｎ ¥1,190 月刊 ニュートンプレス 12
17 子ども向け 子供の科学 ¥770 月刊 誠文堂新光社 5

2023年度　スポンサー対象雑誌リスト（大江分館）

№ ジャンル タイトル
参考単価：円
（税込） 刊行 出版社

2022年度
貸出回数

スポンサー
申込

1 文芸 文藝春秋 ¥1,100 月間 文藝春秋 69
2 くらし・子育て エッセ ¥660 月間 フジテレビジョン 63
3 くらし・子育て レタスクラブ ¥670 月刊 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 46
4 くらし・子育て ＮＨＫきょうの料理 ¥590 月間 ＮＨＫ出版 45
5 くらし・子育て 暮しの手帖 ¥998 隔月 暮しの手帖社 42
6 園芸・農業 ＮＨＫ趣味の園芸やさいの時間 ¥980 隔月 ＮＨＫ出版 36
7 趣味 ＮＨＫすてきにハンドメイド ¥660 月刊 日本放送出版協会 36
8 健康 ＮＨＫきょうの健康 ¥590 月間 ＮＨＫ出版 34
9 園芸・農業 現代農業 ¥838 月間 農山漁村文化協会 27
10 ファッション ナチュリラ ¥864 年2回 主婦と生活社 9

※参考単価は2023年4月の定価（税込）です。発行月により金額が異なることがございます。


