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1 カメラ・写真 インプレス デジタルカメラマガジン 月刊 ×

2 総合・文藝 ウェッジ Wedge 月刊 ◎

3 語学・エデュケーション HSJ 聴く中国語 ×

4 グルメ・クッキング ABCアーク DAIGOも台所～きょうの献立何にする？～ 隔月刊 ◎【新規】

5 趣味 ABCアーク 歴史人 月刊 ◎【新規】

6 健康・エクササイズ からだにいいこと からだにいいこと 隔月刊 ○

7 グルメ・クッキング クリエテ関西 あまから手帖 月刊 ×

8 アウトドア 芸文社 OUTDOOR あそびーくるBOOK 季刊 ◎

9 スポーツ 芸文社 SKI Graphic 月刊 ◎

10 自動車 芸文社 Stance スタンスマガジン 隔月刊 ◎

11 自動車 芸文社 Nostalgic SPEED 季刊 ◎

12 自動車 芸文社 Nostalgic Hero 隔月刊 ◎

13 自動車 芸文社 ハチマルヒーロー 隔月刊 ◎

14 ホーム・インテリア 建築資料研究社 CONFORT 隔月刊 ◎

15 ホーム・インテリア 建築資料研究社 住宅建築 隔月刊 ◎

16 ホーム・インテリア 建築資料研究社 庭 季刊 ◎

17 ミュージック 神戸クルーザー MOSTLY CLASSIC(モーストリー・クラシック） 月刊 ◎

18 総合・文藝 サイゾー サイゾー 隔月刊 ◎

19 自動車 三栄 F1速報 不定期 ○

20 自動車 三栄 AUTOSPORT 月刊 ○

21 男性ライフスタイル 三栄 男の隠れ家 月刊 ○

22 自動車 三栄 ゲンロク 月刊 ○

23 アウトドア 三栄 GO OUT 月刊 ○

24 スポーツ 三栄 GOLF TODAY 月刊 ○

25 ビジネス CCCメディアハウス ニューズウィーク日本版 週刊 ◎

26 女性ファッション CCCメディアハウス フィガロジャポン 月刊 ○

27 趣味 CCCメディアハウス Pen 月刊 ○

28 語学・エデュケーション 時事通信出版局 教員養成セミナー 月刊 ◎

29 語学・エデュケーション 時事通信出版局 教員養成セミナー別冊 年6回 ◎

30 趣味 実業之日本社 ガルヴィ 年5回 ◎

31 モーターサイクル 実業之日本社 CLUB HARLEY 月刊 ◎

32 モーターサイクル 実業之日本社 BIKEJIN/培倶人 月刊 ◎

33 モーターサイクル 実業之日本社 RIDERS CLUB 月刊 ◎

34 スポーツ 実業之日本社 ワッグル 月刊 ◎

35 グルメ・クッキング 女子栄養大学出版部 栄養と料理 月刊 ◎

36 女性ライフスタイル スターツ出版 オズマガジン 月刊 ◎

37 女性ライフスタイル スターツ出版 OZmagazine TRIP（オズマガジン　トリップ） 年2回 ◎
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38 趣味 ステレオサウンド ステレオサウンド 季刊 ◎

39 女性ライフスタイル 世界文化社 家庭画報 月刊 ◎

40 男性ファッション 世界文化社 Begin 月刊 ◎

41 趣味 第一プログレス TURNS（ターンズ） 隔月刊 ◎

42 ホーム・インテリア 第一プログレス LiVES（ライヴズ） 隔月刊 ◎

43 ビジネス TIME TIME 週刊 ◎

44 トラベル ディスカバー・ジャパ
ン

Discover Japan 月刊 ◎

45 ビジネス 東洋経済新報社 週刊東洋経済 週刊 ○

46 モーターサイクル 内外出版社 WITH HARLEY 季刊 ○【新規】

47 自動車 内外出版社 オートメカニック 季刊 ◎【新規】

48 自動車 内外出版社 月刊自家用車 月刊 ◎【新規】

49 自動車 内外出版社 高速有鉛デラックス 隔月刊 ◎【新規】

50 モーターサイクル 内外出版社 Go RIDE 隔月刊 ○【新規】

51 モーターサイクル 内外出版社 モトツーリング 隔月刊 ◎【新規】

52 モーターサイクル 内外出版社 モトメカニック 季刊 ◎【新規】

53 モーターサイクル 内外出版社 ヤングマシン 月刊 ◎【新規】

54 趣味 内外出版社 ルアーマガジン 月刊 ○【新規】

55 趣味 内外出版社 ルアーマガジンソルト 季刊 ○【新規】

56 モーターサイクル 日栄出版 BMWバイクス 季刊 ×

57 鉄道 ネコ・パブリッシング RM MODELS（RMモデルズ） 月刊 ×

58 鉄道 ネコ・パブリッシング RM Library（RMライブラリー） 不定期 ×

59 趣味 ネコ・パブリッシング AQUA style 年2～３回 ○

60 女性ファッション ネコ・パブリッシング 大人の愛されヘアカタログ 年2回 ○

61 自動車 ネコ・パブリッシング カー・マガジン 不定期 ×

62 ホーム・インテリア ネコ・パブリッシング ガレージのある家 年2回 ○

63 趣味 ネコ・パブリッシング Garage Life 季刊 ○

64 女性ファッション ネコ・パブリッシング キレイな大人ヘア 年1回 ○

65 趣味 ネコ・パブリッシング コーラル・フリークス 年3～4回 ○

66 鉄道 ネコ・パブリッシング 国鉄時代 季刊 ○

67 自動車 ネコ・パブリッシング スクーデリア 季刊 ○

68 趣味 ネコ・パブリッシング ステレオ時代 年2回 ○

69 自動車 ネコ・パブリッシング Tipo 隔月刊 ○

70 男性ライフスタイル ネコ・パブリッシング Daytona 隔月刊 ○

71 趣味 ネコ・パブリッシング 鉄おも 月刊 ×

72 動物・ペット ネコ・パブリッシング ねこ 季刊 ○

73 女性ライフスタイル ネコ・パブリッシング HONEY（ハニー） 不定期 ×

74 男性ライフスタイル ネコ・パブリッシング Blue. 隔月刊 ○
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75 ホーム・インテリア ネコ・パブリッシング 北欧テイストの部屋づくり 年3回 ○

76 趣味 ネコ・パブリッシング MODEL CARS（モデル・カーズ） 月刊 ×

77 女性ファッション ネコ・パブリッシング ゆるふわ 年2回 ○

78 女性ファッション ネコ・パブリッシング ゆるふわ愛されヘア 年1回 ○

79 自動車 ネコ・パブリッシング ル・ボラン 月刊 ×

80 鉄道 ネコ・パブリッシング Rail Magazine（レイル・マガジン） 不定期 ×

81 女性ファッション ハースト婦人画報社 25ans ヴァンサンカン 月刊 ×

82 結婚・育児 ハースト婦人画報社 25ansウエディング 年3回 ×

83 女性ファッション ハースト婦人画報社 美しいキモノ 季刊 ×

84 男性ファッション ハースト婦人画報社 Esquire The Big Black Book エスクァイア ビッグブラック
ブック

年3回 ×

85 グルメ・クッキング ハースト婦人画報社 エル・グルメ 隔月刊 ×

86 女性ファッション ハースト婦人画報社 ELLE JAPON エル・ジャポン 月刊 ×

87 ホーム・インテリア ハースト婦人画報社 ELLE DECOR 年5回 ×

88 結婚・育児 ハースト婦人画報社 ELLE mariage エルマリアージュ 年2回 ×

89 女性ファッション ハースト婦人画報社 Harper’s BAZAAR ハーパーズ バザー 年10回 ×

90 女性ライフスタイル ハースト婦人画報社 婦人画報 月刊 ×

91 男性ファッション ハースト婦人画報社 メンズクラブ 年10回刊 ×

92 ホーム・インテリア ハースト婦人画報社 モダンリビング 隔月刊 ×

93 女性ライフスタイル ハースト婦人画報社 Richesse リシェス 季刊 ×

94 ホーム・インテリア ブティック社 エクステリア＆ガーデン 季刊 ◎

95 趣味 ブティック社 ビーズfriend 季刊 ◎

96 趣味 ブティック社 野菜だより 隔月刊 ◎

97 趣味 文一総合出版 BIRDER（バーダー） 月刊 ◎

98 男性ファッション ヘリテージ CLUTCH Magazine 季刊 ×

99 趣味 ヘリテージ 趣味の文具箱 季刊 ×

100 旅行・タウン情報 ヘリテージ 湘南スタイル magazine 季刊 ×

101 男性ファッション ヘリテージ 2nd 月刊 ×

102 旅行・タウン情報 ヘリテージ 世田谷ライフmagazine 季刊 ×

103 女性ファッション ヘリテージ PREPPY 月刊 ×

104 男性ファッション ヘリテージ Men’s PREPPY 月刊 ×

105 男性ライフスタイル ヘリテージ Lightning 月刊 ×

106 ペット・動物 ヘリテージ RETRIEVER（レトリーバー） 季刊 ×

107 趣味 毎日新聞出版 NHK 大相撲中継（サンデー毎日臨時増刊） 隔月刊 ○

108 自動車 毎日新聞出版 CAR and DRIVER 月刊 ○

109 語学・エデュケーション 毎日新聞出版 ニュースがわかる 月刊 ○

110 総合・文藝 毎日新聞出版 サンデー毎日 週刊 ○
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111 ビジネス・マネー 毎日新聞出版 週刊エコノミスト 週刊 ○

112 健康・エクササイズ マキノ出版 安心 月刊 ○

113 健康・エクササイズ マキノ出版 壮快 月刊 ○

114 健康・エクササイズ マキノ出版 ゆほびか 月刊 ○

115 趣味 マキノ出版 ゆほびかGOLD 年2冊 ○

116 趣味 マルモ出版 マイガーデン 季刊 ◎

117 アート・デザイン マルモ出版 ランドスケープデザイン 隔月刊 ◎

118 趣味 Meredith Corporation Wood 隔月刊 ○

119 グルメ・クッキング Meredith Corporation Allrecipes 月刊 ○

120 ホーム・インテリア Meredith Corporation Southern Living 月刊 ○

121 トラベル Meredith Corporation Travel ＋ Leisure 月刊 ○

122 趣味 Meredith Corporation People 週刊 ○

123 グルメ・クッキング Meredith Corporation Food ＆ Wine 月刊 ○

124 ホーム・インテリア Meredith Corporation Better Homes ＆ Gardens 月刊 ○

125 ホーム・インテリア Meredith Corporation Midwest Living 隔月刊 ○

126 趣味 Meredith Corporation Real Simple 月刊 ○

127 アウトドア 八重洲出版 AUTOCAMPER 月刊 ◎

128 自動車 八重洲出版 Old-timer 隔月刊 ○

129 アウトドア 八重洲出版 CarNeru（カーネル） 隔月刊 ○

130 自転車 八重洲出版 サイクルスポーツ 月刊 ○

131 自動車 八重洲出版 driver 月刊 ○

132 モーターサイクル 八重洲出版 Motorcyclist 月刊 ○

133 趣味 八重洲出版 ラジコンマガジン 月刊 ◎

134 男性ファッション ライトハウスメディア OCEANS（オーシャンズ） 月刊 ×

135 女性ファッション LARME LARME（ラルム） 季刊 ◎

136 トラベル リクルート 関東・東北じゃらん 隔月刊 ○

137 トラベル リクルート 東海じゃらん 隔月刊 ○

138 トラベル リクルート 関西・中国・四国じゃらん 隔月刊 ○

139 トラベル リクルート じゃらん九州 隔月刊 ○

140 トラベル リクルート じゃらん沖縄 不定期 ○

141 トラベル リクルート じゃらん特別号 クチコミ９０点以上！泊まって良かった
宿 ～関東・東北版～

不定期 ○

142 トラベル リクルート じゃらん特別号 クチコミ９０点以上！泊まって良かった
宿 ～西日本版～

不定期 ○

143 トラベル リクルート じゃらんMOOKシリーズ　じゃらん東北 不定期 ○

144 トラベル リクルート じゃらんMOOKシリーズ　大人のちょっと贅沢な旅 年3回 ○

145 語学・エデュケーション 留学ジャーナル 留学ジャーナル 季刊 ◎

146 グルメ・クッキング ワイン王国 ワイン王国 隔月刊 ◎
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147 総合・文藝 ワック 月刊WiLL（マンスリーウイル） 月刊 ○

148 男性ファッション ワン・パブリッシング WATCH NAVI 季刊 ×

149 カメラ・写真 ワン・パブリッシング CAPA 月刊 ×

150 ガジェット・トレンド ワン・パブリッシング GetNavi 月刊 ×

151 スーパーナチュラル ワン・パブリッシング ムー 月刊 ×
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