
149タイトル

ジャンル タイトル 内容・対象
17 サライ 生活実用誌

いいね 生活情報誌

エッセ　 生活情報誌

オレンジぺージ 生活情報誌

クロワッサン 生活情報誌

サンキュ！ 生活情報誌

ゆうゆう 生活情報誌（50代～）

毎日が発見 生活情報誌（50代～）

一個人 生活情報誌（中高年向け）

ゆほびかゴールド お金の知恵

ソトコト ソーシャルエコマガジン

ペン ワンテーマ

ブルータス アート&カルチャー

田舎暮らしの本　　 田舎暮らし

暮しの手帳 暮らし提案誌

ソナエ 終活読本

天然生活 シンプルな暮らし

3 住まいの設計   家づくり

ライヴズ 家づくり

モダンリビング インテリア

2 コットンタイム 手芸

すてきにハンドメイド 手作り　

6 うかたま 食のライフスタイル誌

ベジィ ベジタリアン

栄養と料理 食と健康

きょうの料理 料理

ダンチュウ 食の情報マガジン

レタスクラブ 料理

3 LDK モノのテスト誌

特選街　 家電評価

モノマガジン モノ情報誌

6 ガーデン＆ガーデン 庭づくり

現代農業　 農業

趣味の園芸 園芸

やさい畑 野菜作り

庭 造園・庭づくり

アースジャーナル 食と農

3 日経サイエンス 科学

ニュートン 科学

日経PC21 パソコン

9 安心 健康

きょうの健康　 健康

壮快　 健康

からだにいいこと 健康（30～40代）

ターザン　 体づくり

ヨガジャーナル ヨガ

おはよう21 介護

ブリコラージュ 介護

レクリエ 介護・レクリエーション

14 赤ちゃんとママ 子育て（赤ちゃん）

ベビモ　 子育て（赤ちゃん）

クーヨン 子育て（乳幼児）

のびのび子育て※2021.5をもって休刊 子育て

母の友　  子育て（幼児）

ジャンル別　雑誌一覧

家・インテリア

手芸・手作り

食・料理

モノ比較

園芸･農業

科学・パソコン

生活情報

健康・介護



ＦＱキッズ 子育て（3～7歳）

かぞくのじかん  子育て　家族

子どもと読書 子育て　読書

アエラウィズキッズ 子育て（主に小学生）

プレジデントファミリー 子育て（主に小中学生）

いただきますごちそうさま 食育　子育て

モエ 絵本･キャラクター情報

コドモエ 子育て　絵本

蛍雪時代 大学受験

3 シティ情報おおいた 地元情報

セーノ　 地元情報

ゼクシィ 地元情報　結婚

6 ナショナルジオグラフィック 世界の今を伝える

日経マネー 金融

投資手帖 金融

ファイナンシャルアドバイザー※2022.3をもって休刊 金融

プレジデント ビジネス誌

フォーブスジャパン ビジネス誌

新聞ダイジェスト ニュース

日経エンタテインメント 流行情報マガジン

8 ナンバー　 スポーツ全般

星ナビ 　 星空観望

七緒 着物

ベストカー 自動車

モーターマガジン　　 自動車

陶遊 陶芸・ガラスアート

おりがみ おりがみ

猫びより ペット

ワン ペット

ビークワ クワガタ・カブトムシ

8 おとなの週末 旅行

じゃらん 旅行

旅の手帖 旅行

ノジュール 旅と暮らし（50代～）

ゴーアウト アウトドアファッション

ビーパル　 アウトドア

ガルヴィキャンプマガジン キャンプ

山と渓谷 登山　山情報

3 歴史街道 歴史

歴史人　　 歴史

ムー ミステリーマガジン

3 ギャラリー 美術

美術手帖　 美術

スクリーン 映画

16 ノンノ 女性誌（20歳前後）

ヴィヴィ 女性誌（20歳前後）

ウィズ 女性誌（20代）

スウィート　 女性誌（20代）

ステディ 女性誌（20代）

オッジ　 女性誌（20～30代）

モア　 女性誌（20～30代）

ヴェリィ 女性誌（30代）

リー　 女性誌（30代）

ストーリィ　 女性誌（40代）

マリソル　 女性誌（40代）

ハーズ　 女性誌（40代以上）

キャンキャン 女性誌（OL）

地元情報

歴史

美術・映画

子育て・教育

社会・芸能

趣味

旅行・アウトドア

女性誌



婦人画報　 女性誌（衣食住・日本文化）

家庭画報 女性誌（ライフスタイル）

日経ウーマン 働く女性

7 ファインボーイズ 男性誌（20歳前後）

メンズノンノ 男性誌（20代）

ポパイ 男性誌（若者）

ゲーテ 男性誌（働く男性）

メンズクラブ 男性誌

オーシャンズ 男性誌

男の隠れ家 男性誌（趣味・空間づくり）

8 短歌 短歌

NHK俳句　 俳句

小説現代 文芸

小説幻冬 文芸

小説すばる 文芸

文芸春秋 文芸

ダ・ヴィンチ 本の情報

本の雑誌 本の情報

2 みんなの図書館 図書館

部落解放 部落問題　人権

7 アニメディア アニメ・声優

アニメージュ アニメ・声優

明星 アイドル・タレント

ニコプチ 女性誌（小学生）

ニコラ　 女性誌（中学生）

セブンティーン※2021.10をもって休刊 女性誌（10代）

ポップティーン 女性誌（10代）

11 こどものとも０１２　 絵本（赤ちゃん向け）

かがくのとも 絵本（子ども向け）

こどものとも 絵本（子ども向け）

たくさんのふしぎ　　　 絵本（子ども向け）

子供の科学 科学（子ども向け）

小学１年生 学習、まんが（小1向け）

小学８年生 学習、まんが（小2～向け）

めばえ 幼児雑誌（2～4歳）

幼稚園 幼児雑誌（4～6歳）

ジュニアエラ ニュース（小中学生向け）

ニュースがわかる ニュース（小中学生向け）

その他

男性誌

文芸

ティーンズ

子ども向け


