
№ タ イ ト ル 所蔵有無 出 版 社 ジ ャ ン ル 発 行 頻 度 年間金額（目安）
※月により価格変動有り

1 アニメージュ 〇 徳間書店 アニメ 月刊 ¥11,760

2 アニメディア　　　　　 〇 学研マーケティング 学生向け 月刊 ¥11,760

3 IｎRed（インレッド） 〇 宝島社 女性ファッション誌 月刊 ¥10,560

4 Ｗｉｔｈ（ウィズ） 〇 講談社 女性ファッション誌 月刊 ¥9,360

5 栄養と料理 〇 女子栄養大学出版部 健康情報 月刊 ¥8,840

6 ＮＨＫ　趣味の園芸 〇 日本放送出版協会 趣味・暮らし 月刊 ¥6,540

7 ＮＨＫガッテン！ 〇 主婦と生活社 健康情報 季刊 ¥3,280

8 園芸ガイド × 主婦の友社 趣味・暮らし 季刊 ¥4,320

9 オール讀物 〇 文藝春秋 文芸 月刊 ¥11,760

10 男の隠れ家　　　　 〇 三栄書房 男性誌 月刊 ¥8,160

11 大人のおしゃれ手帖　 〇 宝島社 女性ファッション誌 月刊 ¥8,880

12 学校の図書館 〇 全国学校図書館協議会 教育 月刊 ¥9,072

13 Ｃut（カット） 〇 ロッキング・オン 音楽・映画 月刊 ¥9,720

14 からだにいいこと 〇 祥伝社 女性向け健康情報 月刊 ¥7,440

15 Ku：ｎｅｌ　（クウネル） 〇 マガジンハウス 暮らし 隔月刊 ¥4,200

16 クォリティ 〇 太陽 北海道 月刊 ¥9,000

17 CREA（クレア） 〇 文藝春秋 女性総合誌 月刊 ¥9,360

18 群像 〇 講談社 文芸 月刊 ¥11,760

19 芸術新潮 〇 新潮社 芸術 月刊 ¥17,280

20 月刊クーヨン 〇 クレヨンハウス 子育て 月刊 ¥8,400

21 月刊 自家用車 〇 内外出版社 暮らし 月刊 ¥9,360

22 コットンタイム 〇 主婦と生活社 手芸 隔月刊 ¥5,880

23 コットンフレンド 〇 ブティック社 手芸 季刊 ¥3,480

24 ｋｏｄｏｍｏｅ（コドモエ） 〇 白泉社 子育て 隔月刊 ¥4,140

25 子供の科学 〇 誠文堂新光社 児童向け 月刊 ¥8,400

26 こどもの本棚 〇 日本子どもの本研究会 教育 月刊 ¥4,800

27 ＴＨＥ２１ × ＰＨＰ研究所 ビジネス 月刊 ¥6,792

28 財界さっぽろ 〇 財界さっぽろ 北海道 月刊 ¥9,240

29 サッカーマガジンZONE × ベースボール・マガジン社 スポーツ 月刊 ¥10,320

30 ｊａｚｚＬｉｆｅ　（ジャズライフ） × ジャズライフ 音楽 月刊 ¥11,400

31 週刊金曜日 〇 株式会社金曜日 総合 週刊 ¥27,840

32 週刊新潮 〇 新潮社 総合週刊誌 週刊 ¥19,200

33 週刊ダイヤモンド 〇 ダイヤモンド社 ビジネス 週刊 ¥34,500

34 週刊文春 〇 文藝春秋 総合週刊誌 週刊 ¥19,200

35 出版ニュース 〇 出版ニュース社 出版情報 月３回 ¥19,800
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36 小学一年生 〇 小学館 児童向け 月刊 ¥8,400

37 小学８年生 〇 小学館 児童向け 月刊 ¥8,400

38 小説新潮 〇 新潮社 文芸 月刊 ¥11,148

39 スクリーン 〇 近代映画社 映画 月刊 ¥10,560

40 スロウ 〇 ソーゴー印刷 北海道 季刊 ¥3,620

41 正論 〇 産経新聞社 総合 月刊 ¥9,360

42 世界 〇 岩波書店 総合 月刊 ¥10,368

43 セブンティーン 〇 集英社 学生向け 月刊 ¥6,000

44 壮快 〇 マキノ出版 健康情報 月刊 ¥7,440

45 ターザン 〇 マガジンハウス 健康情報 月２回 ¥11,500

46 卓球王国 × 卓球王国 スポーツ 月刊 ¥8,640

47 ダ・ヴィンチ × メディアファクトリー 文芸 月刊 ¥7,800

48 たまごクラブ 〇 ベネッセコーポレーション 子育て 月刊 ¥7,800

49 DUNK SHOOT　（ダンクシュート） × 日本スポーツ企画出版社 スポーツ 月刊 ¥9,360

50 中央公論 〇 中央公論新社 総合 月刊 ¥11,160

51 創 〇 創出版 総合 月刊 ¥8,400

52 つり人 〇 つり人社 趣味・アウトドア 月刊 ¥12,120

53 天然生活 〇 地球丸 暮らし 月刊 ¥8,400

54 Number 〇 文藝春秋社 スポーツ 隔週 ¥14,750

55 日経ウーマン × 日経ＢＰ社 働く女性応援誌 月刊 ¥6,960

56 日経エンタテイメント!　　 〇 日経ＢＰ社 音楽・映画・テレビ 月刊 ¥7,200

57 日経トレンディ 〇 日経ＢＰ社 モノ情報 月刊 ¥7,200

58 日経パソコン 〇 日経ＢＰ社 趣味・暮らし 隔週 ¥17,500

59 日経ビジネスアソシエ 〇 日経ＢＰ社 ビジネス 月刊 ¥8,400

60 ニュートン 〇 ニュートンプレス 科学 月刊 ¥14,400

61 North Ａｎｇｌｅｒ‛ｓ　（北海道の釣り雑誌） × つり人社 アウトドア 月刊 ¥12,120

62 花時間 × 角川グループパブリッシング 趣味・暮らし 季刊 ¥5,960

63 ビーパル × 小学館 アウトドア 月刊 ¥7,440

64 ピコロ 〇 学研教育みらい 教育 月刊 ¥12,960

65 婦人画報 〇 ハースト婦人画報社 文化情報誌 月刊 ¥14,400

66 婦人公論 〇 中央公論新社 女性誌 月２回 ¥13,680

67 ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ（プレジデント） × プレジデント社 ビジネス 月２回 ¥18,000

68 文学界 〇 文藝春秋 文芸 月刊 ¥11,640

69 ベースボールマガジン × ベースボール・マガジン社 スポーツ 隔月刊 ¥6,180

70 ミセス 〇 文化出版局 女性ファッション誌 月刊 ¥13,572

71 みんなの図書館 〇 図書館問題研究会 教育 月刊 ¥9,720

72 MOE（モエ） 〇 白泉社 暮らし 月刊 ¥10,320

73 ＬＥＥ（リー） 〇 集英社 女性ファッション誌 月刊 ¥8,040

74 歴史街道 〇 ＰＨＰ研究所 歴史 月刊 ¥7,776



※ 参考　≪雑誌スポンサー登録雑誌≫

№ 雑誌タイトル ジャンル 発行頻度 年間参考価格（目安）

1 ＥＳＳＥ（エッセ） 暮らし・料理 月刊 ¥6,398

2 ＣＨＡＮＴＯ（チャント） 暮らし・料理 月刊 ¥6,948

3 ゆうゆう 健康 月刊 ¥8,697

4 ＮＨＫ きょうの健康 健康 月刊 ¥6,540

5 サライ 総合誌 月刊 ¥9,242

6 バドミントン・マガジン スポーツ 月刊 ¥10,889

7 文藝春秋 総合誌 月刊 ¥10,818

8 北海道じゃらん 旅行 月刊 ¥4,668

9 オレンジページ 暮らし・料理 月２回 ¥9,617

10 ジュニアエラ 児童向け 月刊 ¥5,910

11 クロワッサン 暮らし 月２回 ¥12,000

12 ＭＯＮＯＱＬＯ（モノクロ） 趣味・暮らし 月刊 ¥8,160

13 母の友 子育て 月刊 ¥6,545

14 暮らしの手帖 暮らし 隔月刊 ¥5,604

15 北海道生活 北海道 隔月刊 ¥5,430

16 住まいの設計 住宅設計 隔月刊 ¥7,500

株式会社 ヒシサン　様

管楽器工房まるやま　様

根室バドミントン協会　様

大地みらい信用金庫　様

水ｉｎｇ株式会社北海道支店　様

イオン北海道㈱イオン根室店　様

株式会社 ひろた塗装店 様

渡辺建設工業株式会社　様

平成30年10月末現在

フジ地中情報株式会社北海道支店 様

ねむろ図書館友の会　様

スポンサー企業・団体名


