
2023年度　スポンサー対象雑誌リスト（貸出回数順）

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 オレンジページ ¥640 月２回刊 オレンジページ 532 済
2 くらし・子育て クロワッサン ¥630 月２回刊 マガジンハウス 491 済
3 くらし・子育て 天然生活 ¥840 月刊 扶桑社 487 済
4 くらし・子育て エッセ ¥660 月刊 フジテレビジョン 418 済
5 くらし・子育て サンキュ！ ¥719 月刊 多摩：ベネッセコーポレーション 392
6 くらし・子育て レタスクラブ ¥670 月刊 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 364 済
7 くらし・子育て ハルメク ¥580 月刊 ハルメク 361 対象外
8 総合情報 日経ＷＯＭＡＮ ¥730 月刊 〔東京〕：日経ＢＰ社 338 済
9 くらし・子育て 毎日が発見 ¥778 月刊 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 334
10 くらし・子育て LDK ¥690 月刊 晋遊舎 325 済
11 ビジネス・経済 プレジデント ¥780 月２回刊 プレジデント社 317 済
12 健康 Ｔａｒｚａｎ ¥710 月２回刊 東京：マガジンハウス 315
13 総合情報 婦人公論 ¥820 月刊 中央公論新社 301 済
14 総合情報 週刊新潮 ¥460 週刊 新潮社 294 済
15 ビジネス・経済 週刊東洋経済 ¥780 週刊 東京：東洋経済新報社 272 済
16 くらし・子育て 暮しの手帖 ¥998 隔月刊 暮らしの手帖社 270 済
17 趣味 ＮＨＫすてきにハンドメイド ¥660 月刊 日本放送出版協会 265 済
18 ビジネス・経済 週刊ダイヤモンド ¥850 週刊 東京：ダイヤモンド社 259 済
19 くらし・子育て ＮＨＫきょうの料理 ¥590 月刊 日本放送出版協会 256 済
20 総合情報 週刊文春 ¥460 週刊 文芸春秋 246 済
21 ｽﾎﾟｰﾂ 週刊ベースボール ¥490 週刊 東京：ベースボール・マガジン社 237
22 総合情報 日経トレンディ ¥700 月刊 〔東京〕：日経ＢＰ社 216 済
23 ビジネス・経済 ダイヤモンド・Zai ¥850 月刊 東京：ダイヤモンド社 214
24 ビジネス・経済 ニューズウィーク日本版 ¥480 週刊 東京：阪急コミュニケーションズ 209 済
25 ビジネス・経済 週刊エコノミスト ¥770 週刊 東京：毎日新聞社 206 済
26 健康 ＮＨＫきょうの健康 ¥590 月刊 日本放送出版協会 197 済
27 くらし・子育て 婦人之友 ¥810 月刊 婦人之友社 194
28 くらし・子育て NHKきょうの料理ビギナーズ ¥550 月刊 NHK出版 188 済
29 総合情報 モノマガジン ¥750 月２回刊 東京：ワールドフォトプレス 187 済
30 旅行・タウン情報 ＳＡＶＶＹ ¥820 月刊 大阪：京阪神エルマガジン社 180
31 くらし・子育て 栄養と料理 ¥880 月刊 東京：女子栄養大学出版部 178 済
32 ビジネス・経済 ＴＨＥ２１ ¥780 月刊 東京：ＰＨＰ研究所 177 済
33 健康 からだにいいこと ¥760 隔月刊 東京：祥伝社 174
34 くらし・子育て うかたま ¥817 季刊 東京：農山漁村文化協会 172 済
35 ファション ＬＥＥ ¥790 月刊 集英社 168 済
36 園芸・農業 やさい畑 ¥922 隔月刊 東京：家の光協会 167 済
37 ビジネス・経済 日経マネー ¥800 月刊 日経ホーム出版社 166 済
38 工学・サイエンス Ｎｅｗｔｏｎ ¥1,190 月刊 ニュートンプレス 161 済
38 ファッション ａｎ．ａｎ ¥700 週刊 東京：マガジンハウス 161
39 趣味 月刊ピアノ ¥880 月刊 東京：ヤマハミュージックメディア 159
39 くらし・子育て ＆Premium ¥880 月刊 マガジンハウス 159
40 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 158
41 総合情報 ＡＥＲＡ ¥470 週刊 東京：朝日新聞出版 155 済
41 園芸・農業 ＮＨＫ趣味の園芸 ¥700 月刊 日本放送出版協会 155 済
42 医学・介護福祉 明日の友 ¥780 隔月刊 婦人之友社 153
43 くらし・子育て Ｋｕ：ｎｅｌ ¥980 隔月刊 東京：マガジンハウス 150
44 コンピュータ 日経ＰＣ２１ ¥880 月刊 〔東京〕：日経ＢＰ社 147 済
45 ファッション ＶＥＲＹ ¥930 月刊 東京：広文社 146
46 総合情報 婦人画報 ¥1,300 月刊 東京：ハースト婦人画報社 140 済
47 趣味 山と渓谷 ¥1,210 月刊 山と渓谷社 138 済
48 旅行・タウン情報 Ｌｅａｆ ¥550 隔月刊 リーフ・パブリケーションズ 137 済
49 趣味 ＢＲＵＴＵＳ ¥840 月２回刊 東京：マガジンハウス 132 済
50 趣味 レディブティック ¥1,150 隔月刊 東京：ブティック社 129 済
50 総合情報 歴史人 ¥930 月刊 ベストセラーズ 129
51 文芸 月刊ＭＯＥ ¥960 月刊 東京：白泉社 128
52 園芸・農業 野菜だより ¥1,100 隔月刊 東京：学研パブリッシング 127 済
53 コンピュータ 日経パソコン ¥1,620 月２回刊 〔東京〕：日経ＢＰ社 119
54 語学・教育 プレジデントＦａｍｉｌｙ ¥1,000 季刊 東京：プレジデント社 118 済
55 子ども向け 子供の科学 ¥770 月刊 誠文堂新光社 117 済
56 趣味 キネマ旬報 ¥1,320 月２回刊 東京：キネマ旬報社 116 済
56 総合情報 ＤＩＭＥ ¥1,200 月刊 東京：小学館 116 済
56 くらし・子育て ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ ¥1,250 隔月刊 東京：主婦と生活社 116
57 趣味 ＣＡＲ　ＧＲＡＦＩＣ ¥1,500 月刊 東京：カーグラフィック 115
58 旅行・タウン情報 ＢＥ－ＰＡＬ ¥1,200 月刊 東京：小学館 113 済
58 園芸・農業 現代農業 ¥838 月刊 農山漁村文化協会 113 済
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59 くらし・子育て チルチンびと ¥990 季刊 東京：風土社 111 済
60 旅行・タウン情報 旅の手帖 ¥880 月刊 交通新聞社 109
61 ｽﾎﾟｰﾂ Ｓｐｏｒｔｓ　Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｎｕｍｂｅｒ ¥700 隔週刊 文藝春秋 106 済
62 文芸 文芸春秋 ¥1,100 月刊 文藝春秋 105
63 ファション ＳＴＯＲＹ ¥860 月刊 東京：光文社 104
63 ファッション Ｏｇｇｉ ¥890 月刊 東京：小学館 104
63 ファッション Ｍｏｎｏ　Ｍａｘ ¥1,190 月刊 宝島社 104 済
64 コンピュータ Ｍａｃ　Ｆａｎ ¥890 月刊 東京：マイナビ 101
65 くらし・子育て dopa ¥1,430 隔月刊 東京：学研マーケティング 99
66 くらし・子育て ほいくあっぷ ¥1,375 月刊 東京：学研マーケティング 97
67 ファション ｎｏｎ-ｎｏ ¥730 月刊 東京：集英社 96
68 くらし・子育て 住まいの設計 ¥1,480 隔月刊 東京：扶桑社 95 済
68 くらし・子育て ＰｒｉＰｒｉ ¥1,150 月刊 東京：世界文化社 95
69 総合情報 家庭画報 ¥1,450 月刊 東京：世界文化社 94
69 趣味 芸術新潮 ¥1,500 月刊 東京：新潮社 94 済
70 文芸 ダ・ヴィンチ ¥770 月刊 メディアファクトリー 92
71 語学・教育 ＡＥＲＡ　ＷＩＴＨ　ＫＩＤＳ ¥998 季刊 朝日新聞出版 91 済
72 くらし・子育て エル・グルメ ¥980 季刊 東京：ハースト婦人画報社 90
72 趣味 オートバイ ¥1,100 月刊 東京：モーターマガジン社 90
73 趣味 月刊ホビージャパン ¥1,320 月刊 ホビージャパン 89
74 趣味 つり人 ¥1,100 月刊 東京：つり人社 87 済
75 くらし・子育て クーヨン ¥990 月刊 東京：クレヨンハウス 84 済
76 旅行・タウン情報 サライ ¥1,080 月刊 東京：小学館 83 済
76 旅行・タウン情報 月刊京都 ¥800 月刊 京都：白川書院 83 済
77 健康 壮快 ¥770 月刊 マキノ出版 81 対象外
78 趣味 鉄道ファン ¥1,150 月刊 東京：交友社 80
79 総合情報 歴史街道 ¥840 月刊 ＰＨＰ研究所 77
79 ｽﾎﾟｰﾂ ランナーズ ¥780 月刊 東京：アールビーズ 77 済
80 くらし・子育て Ｉ’ｍ　ｈｏｍｅ ¥2,090 隔月刊 商店建築社 73
81 趣味 鉄道ジャーナル ¥1,200 月刊 東京：成美堂出版 71 済
82 趣味 航空ファン ¥1,362 月刊 東京：文林堂 70
82 総合情報 和楽 ¥1,580 隔月刊 東京：小学館 70 済
83 趣味 陶遊 ¥1,430 隔月刊 東京：エスプレス・メディア出版 68
84 コンピュータ Ｍｒ．ＰＣ ¥990 季刊 東京：晋遊舎 67
84 ファション ＭＯＲＥ ¥750 月刊 東京：集英社 67
85 語学・教育 多聴多読マガジン ¥1,480 隔月刊 東京：コスモピア 66
86 趣味 毛糸だま ¥1,760 季刊 東京：日本ヴォーグ社 64
87 趣味 CAPA ¥1,100 月刊 ワン・パブリッシング 63
88 くらし・子育て 母の友 ¥700 月刊 東京：福音館書店 61
89 ファション ｍina ¥750 月刊 東京：主婦の友社 60 済
89 旅行・タウン情報 旅行読売 ¥950 月刊 東京：旅行読売出版社 60
90 語学・教育 ＣＮＮ　ｅｎｇｌｉｓｈ　ｅｘｐｒｅｓｓ ¥1,263 月刊 東京：朝日出版社 59
91 旅行・タウン情報 旅と鉄道 ¥1,430 隔月刊 東京：天夢人 58
91 ファッション POPTEEN ¥750 月刊 角川春樹事務所 58 対象外
92 子ども向け ジュニアエラ ¥499 月刊 東京：朝日新聞出版 57 済
92 くらし・子育て ＭＯＤＥＲＮＬＩＶＩＮＧ ¥1,900 隔月刊 東京：ハースト婦人画報社 57
93 総合情報 正論 ¥950 月刊 東京：産経新聞社 56
94 総合情報 ＣＲＥＡ ¥950 季刊 文藝春秋 55 済
95 ファション 七緒 ¥1,980 季刊 東京：プレジデント社 54 済
96 くらし・子育て いいね ¥880 隔月刊 東京：クレヨンハウス 53 済
96 コンピュータ 日経ソフトウェア ¥2,240 隔月刊 〔東京〕：日経ＢＰ社 53
97 園芸・農業 園芸ガイド ¥1,128 季刊 東京：主婦の友社 52
97 趣味 スクリーン ¥941 月刊 近代映画社 52
98 園芸・農業 趣味の山野草 ¥1,100 月刊 鹿沼：栃の葉書房 50
99 総合情報 一個人 ¥990 季刊 東京：ＫＫベストセラーズ 49
100 ファション Ｓｗｅｅｔ ¥1,280 月刊 東京：宝島社 48
100 文芸 本の雑誌 ¥1,320 月刊 東京：本の雑誌社 48
100 総合情報 ＦＩＧＡＲＯ　ｊａｐｏｎ ¥950 月刊 東京：阪急コミュニケーションズ 48
101 工学・サイエンス ナショナルジオグラフィック日本版 ¥1,250 月刊 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 47 済
102 子ども向け 月刊Ｎｅｗｓがわかる ¥660 月刊 東京：毎日新聞社 46 済
102 総合情報 WILL ¥980 月刊 ワック株式会社 46
103 ファッション ヴァンサンカン ¥880 月刊 東京：ハースト婦人画報社 45
103 総合情報 中央公論 ¥990 月刊 東京：中央公論社 45
103 旅行・タウン情報 あまから手帖 ¥880 月刊 クリエテ関西 45 済
104 工学・サイエンス 日経サイエンス ¥1,576 月刊 〔東京〕：日経サイエンス社 44 済
105 旅行・タウン情報 ＣＲＥＡ　Ｔｒａｖｅｌｌｅｒ ¥1,500 季刊 文藝春秋 43
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105 ｽﾎﾟｰﾂ サッカーダイジェスト ¥700 月２回刊 東京：日本スポーツ企画出版社 43
105 文芸 文學界 ¥1,300 月刊 東京：文藝春秋 43
106 総合情報 世界 ¥935 月刊 東京：岩波書店 42
107 趣味 将棋世界 ¥870 月刊 東京：日本将棋連盟 39
107 趣味 ＢＩＲＤＥＲ ¥1,100 月刊 文一総合出版 39
107 ｽﾎﾟｰﾂ ゴルフダイジェスト ¥730 月刊 ゴルフダイジェスト社 39
108 医学・介護福祉 おはよう２１ ¥996 月刊 東京：中央法規出版 38
108 趣味 月刊おりがみ ¥801 月刊 東京：日本折紙協会 38 済
109 文芸 短歌 ¥950 月刊 東京：不識書院 35
110 文芸 Ｐｅｎ ¥800 月刊 東京：阪急コミュニケーションズ 34 済
110 園芸・農業 庭 ¥2,640 季刊 東京：建築資料研究社 34 済
111 旅行・タウン情報 ＣＬａｓｉｓｍ ¥1,100 季刊 ゆめディア 33
111 ファッション 美しいキモノ ¥2,100 季刊 東京：ハースト婦人画報社 33
111 語学・教育 特別支援教育研究 ¥920 月刊 東京：東洋館出版社 33
111 ｽﾎﾟｰﾂ ソフトテニスマガジン ¥1,060 月刊 東京：ベースボール・マガジン社 33
112 ファッション エル・ジャポン ¥880 月刊 東京：ハースト婦人画報社 32 済
112 くらし・子育て kodomoe ¥770 隔月刊 白泉社 32
113 くらし・子育て TURNS ¥880 隔月刊 第一プログレス 31
114 ｽﾎﾟｰﾂ 相撲 ¥950 月刊 東京：ベースボール・マガジン社 30
114 ティーンズ 日経エンタテイメント ¥840 月刊 日経BP社 30
115 趣味 碁ワールド ¥990 月刊 東京：日本棋院 29
116 ファッション ＯＣＥＡＮＳ ¥980 月刊 東京：ライトハウスメディア 28
116 くらし・子育て ソトコト ¥1,019 隔月刊 木楽舎 28
116 旅行・タウン情報 じゃらん関西・四国・中国 ¥590 隔月刊 リクルート 28
117 くらし・子育て Baby-mo ¥990 季刊 主婦の友社 27 済
117 ファション ＭＥＮ’Ｓ　ＣＬＵＢ ¥1,000 年10回 東京：ハースト婦人画報社 27
118 文芸 俳句界 ¥1,000 月刊 文学の森 26 対象外
118 文芸 小説新潮 ¥1,000 月刊 東京：新潮社 26
118 趣味 BICYCLE CLUB ¥1,870 隔月刊 ピークス 26
119 ｽﾎﾟｰﾂ 月刊バスケットボール ¥990 月刊 東京：日本文化出版 25
120 ｽﾎﾟｰﾂ 卓球王国 ¥880 月刊 東京：卓球王国 24
121 ファション ＬＥＯＮ ¥980 月刊 東京：主婦と生活社 21 済
122 趣味 ＭＯＳＴＬＹ　ＣＬＡＳＳＩＣ ¥1,080 月刊 東京：産経新聞社 19
123 園芸・農業 農耕と園藝 ¥1,650 季刊 東京：誠文堂新光社 18
124 趣味 ミュージック・マガジン ¥880 月刊 ミュージックマガジン 16
124 趣味 盆栽世界 ¥1,100 月刊 エスプレス・メディア出版 16
125 文芸 新潮 ¥1,200 月刊 東京：新潮社 14
126 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ Software Design ¥1,342 月刊 技術評論社 12
127 ファション 装苑 ¥913 隔月刊 東京：文化出版局 11
127 ビジネス・経済 オルタナ ¥990 季刊 オルタナ 11 済
127 ｽﾎﾟｰﾂ 月刊バレーボール ¥950 月刊 東京：日本文化出版 11
128 語学・教育 子どもと読書 ¥560 隔月刊 親子読書地域文庫全国連絡会 10
128 語学・教育 道徳教育 ¥930 月刊 明治図書出版 10
128 工学・サイエンス 天文ガイド ¥1,100 月刊 成文堂新光社 10 済
129 くらし・子育て 赤ちゃんと！ ¥464 月刊 赤ちゃんとママ社 9 済
129 趣味 墨 ¥2,700 隔月刊 東京：芸術新聞社 9
130 ファッション MEN'S EX ¥1,540 季刊 世界文化社 8 済
130 ファッション・美容 kiitos. ¥800 季刊 三栄 8
131 ファション ＭＥＮ’Ｓ　ＮＯＮ－ＮＯ ¥780 月刊 東京：集英社 7 済
131 ビジネス・経済 会社四季報 ¥2,400 季刊 東洋経済新報社 7
132 総合情報 部落解放 ¥660 月刊 解放出版社 5
132 総合情報 人権と部落問題 ¥660 月刊 部落問題研究所 5
133 医学・介護福祉 訪問看護と介護 ¥1,650 隔月刊 医学書院 4
133 語学・教育 ライブラリー・リソース・ガイド ¥2,750 季刊 アカデミック・リソース・ガイド（株） 4
133 くらし・子育て Mart ¥900 季刊 光文社 4
134 ｽﾎﾟｰﾂ スイミングマガジン ¥1,100 季刊 東京：ベースボール・マガジン社 0
- 語学・教育 ＦＱＫｉｄｓ ¥550 季刊 アクセスインターナショナル R5新規登録
- ビジネス・経済 月刊ブレーン ¥1,500 月刊 宣伝会議 R5新規登録
- ｽﾎﾟｰﾂ ラグビーマガジン ¥1,040 月刊 ベースボールマガジン社 R5新規登録
- くらし・子育て ＰＨＰ ¥300 月刊 ＰＨＰ研究所 R5新規登録
- ビジネス・経済 日経トップリーダー ¥1,690 月刊 日経BP社 R5新規登録
- ファッション ＮＹＬＯＮ　ＪＡＰＡＮ ¥1,000 月刊 カエルム R5新規登録
- くらし・子育て Ｃａｓａ　ＢＲＵＴＵＳ ¥1,080 月刊 マガジンハウス R5新規登録

※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。


