
分類・ジャンル【児童】

雑誌名 出版社 単価 年額（円） 分野 水沢 江刺 前沢 胆沢 衣川 広告
サイズ

月刊 月刊ジュニアエラ ｹﾞｯｶﾝｼﾞｭﾆｱｴﾗ 朝日新聞出版 520 6,240 児童 月刊ビジネス誌（小・中向け） ● A4
月刊 月刊ﾆｭｰｽがわかる ｹﾞｯｶﾝﾆｭｰｽｶﾞﾜｶﾙ 毎日新聞出版 490 5,880 児童 総合（児童誌） ● ● A4
月刊 月刊MOE(ﾓｴ） ｹﾞｯｶﾝﾓｴ 白泉社 910 10,920 児童 絵本 ○ ● A4
月刊 こどものとも ｺﾄﾞﾓﾉﾄﾓ 福音館書店 440 5,280 児童 幼児 ● ● B5
月刊 ちいさなかがくのとも ﾁｲｻﾅｶｶﾞｸﾉﾄﾓ 福音館書店 440 5,280 児童 幼児 ○ ● A4
月刊 鉄おも ﾃﾂｵﾓ ネコ・パブリッシング 770 9,240 児童 幼児 ● A4変
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分類・ジャンル【女性情報】

雑誌名 出版社 単価 年額（円） 分野 水沢 江刺 前沢 胆沢 衣川 広告
サイズ

月２ オレンジページ ｵﾚﾝｼﾞﾍﾟｰｼﾞ オレンジページ 530 12,720 女性情報 女性誌（主に料理） ○ ● A4
月２ クロワッサン ｸﾛﾜｯｻﾝ マガジンハウス 600 14,400 女性情報 総合女性誌 ● ○ ● A4
月刊 婦人公論 ﾌｼﾞﾝｺｳﾛﾝ 中央公論新社 820 9,840 女性情報 総合女性誌 ● ● ● ● A4
月刊 レタスクラブ ﾚﾀｽｸﾗﾌﾞ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 620 7,440 女性情報 総合女性誌(主に料理) ● A4
月刊 With（ｳｨｽﾞ） ｳｨｽﾞ 講談社 710 8,520 女性情報 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌 ● A4
月刊 ｅｃｌａｔ（ｴｸﾗ） ｴｸﾗ 集英社 980 11,760 女性情報 総合女性誌 ● A4
月刊 ＥＳＳＥ（ｴｯｾ） ｴｯｾ 扶桑社 600 7,200 女性情報 女性誌(主に暮らし) ○ ○ ● ● A4
月刊 Oggi（ｵｯｼﾞ） ｵｯｼﾞ 小学館 1,280 15,360 女性情報 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌 ● A4
月刊 CanCam ｷｬﾝｷｬﾝ 小学館 780 9,360 女性情報 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌 ● A4
季刊 CREA（ｸﾚｱ） ｸﾚｱ 文藝春秋 880 3,520 女性情報 総合女性誌 ● A4
月刊 GLOW(ｸﾞﾛｰ） ｸﾞﾛｰ 宝島社 1,090 13,080 女性情報 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌 ● A4
月刊 Sweet（ｽｳｨｰﾄ） ｽｳｨｰﾄ 宝島社 1,080 12,960 女性情報 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌 ● A4
月刊 天然生活 ﾃﾝﾈﾝｾｲｶﾂ 扶桑社 820 9,840 女性情報 女性誌（主に暮らし） ○ ● A4
月刊 nicola（ﾆｺﾗ） ﾆｺﾗ 新潮社 560 6,720 女性情報 女性ﾛｰﾃｨｰﾝ（JC)ﾌｧｯｼｮﾝ誌 ● ● A4
月刊 日経WOMAN ﾆｯｹｲｳｰﾏﾝ 日経BP 690 8,280 女性情報 総合女性誌 ● ● ○ ● A4
月刊 婦人画報 ﾌｼﾞﾝｶﾞﾎｳ ハースト婦人画報社 1,300 15,600 女性情報 総合女性誌 ● A4
月刊 Precious（ﾌﾟﾚｼｬｽ） ﾌﾟﾚｼｬｽ 小学館 1,100 13,200 女性情報 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌 ● A4
月刊 ＭＯＲＥ（ﾓｱ） ﾓｱ 集英社 730 8,760 女性情報 女性誌 ● A4
月刊 LEE ﾘｰ 集英社 890 10,680 女性情報 女性総合誌 ● A4
月刊 リンネル ﾘﾝﾈﾙ 宝島社 1,040 12,480 女性情報 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌 ● A4
隔月 和樂 ﾜﾗｸ 小学館 1,530 9,180 女性情報 女性総合誌 ● A4
月刊 LDK ｴﾙﾃﾞｨｰｹｰ 晋遊舎 650 7,800 女性情報 テストする女性誌（生活商品） ○ ● A4
季刊 ミセスのスタイルブック ﾐｾｽﾉｽﾀｲﾙﾌﾞｯｸ 文化出版局 1,100 4,400 女性情報 ｿｰｲﾝｸﾞ（裁縫） ● A4
月刊 ＶｉＶｉ（ヴィヴィ） ｳﾞｨｳﾞｨ 講談社 780 9,360 女性情報 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌 ● A4
月刊 ＶＥＲＹ（ヴェリィ） ｳﾞｪﾘｨ 光文社 890 10,680 女性情報 女性ﾌｧｯｼｮﾝ誌 ● A4
月刊 ＆Premium（ｱﾝﾄﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ） ｱﾝﾄﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ マガジンハウス 880 10,560 女性情報 女性総合誌 ○ ○ ● A4
月刊 Hanako(ハナコ) ﾊﾅｺ マガジンハウス 890 10,680 女性情報 女性総合誌 ○ ● A4
隔月 日経ヘルス ﾆｯｹｲﾍﾙｽ 日経BP 780 4,680 女性情報 女性健康、美容情報誌 ○ ● A4
月刊 大人のおしゃれ手帖 ｵﾄﾅﾉｵｼｬﾚﾃﾁｮｳ 宝島社 1,100 13,200 女性情報 女性総合誌 ○ ● ● A4
月刊 PHPスペシャル ﾋﾟｰｴｲﾁﾋﾟｰｽﾍﾟｼｬﾙ PHP研究所 385 4,620 女性情報 女性健康 ○ A4
隔月 Ｋｕ：ｎｅｌ（クウネル） ｸｳﾈﾙ マガジンハウス 980 5,880 女性情報 女性総合誌 ○ A4
季刊 Mart ﾏｰﾄ 光文社 1,100 4,400 女性情報 女性総合誌 ● A4
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分類・ジャンル【男性情報】

雑誌名 出版社 単価 年額（円） 分野 水沢 江刺 前沢 胆沢 衣川 広告
サイズ

月２ プレジデント ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ プレジデント社 780 18,720 男性情報 ビジネス ● ● ● A4
季刊 一個人（いっこじん） ｲｯｺｼﾞﾝ ＫＫベストセラーズ 990 3,960 男性情報 総合男性誌 ● A4
月刊 ＯＣＥＡＮＳ ｵｰｼｬﾝｽﾞ ライトハウスメディア 980 11,760 男性情報 男性ﾌｧｯｼｮﾝ誌 ○ ● A4
月刊 男の隠れ家 ｵﾄｺﾉｶｸﾚｶﾞ 三栄 900 10,800 男性情報 男性総合誌 ○ ○ A4
月刊 Get Navi ｹﾞｯﾄﾅﾋﾞ ONE PUBLISHING 700 8,400 男性情報 男性情報誌 ● A4
月刊 smart（ｽﾏｰﾄ） ｽﾏｰﾄ 宝島社 990 11,880 男性情報 男性ﾌｧｯｼｮﾝ誌 ● A4
年10 DIME（ﾀﾞｲﾑ） ﾀﾞｲﾑ 小学館 1,200 12,000 男性情報 男性ﾌｧｯｼｮﾝ誌 ● A4
月刊 日経マネー ﾆｯｹｲﾏﾈｰ 日経BP 750 9,000 男性情報 マネー ● A4
月刊 日経トレンディ ﾆｯｹｲﾄﾚﾝﾃﾞｨ 日経BP 700 8,400 男性情報 男性総合誌 ● A4
月刊 ノジュール ﾉｼﾞｭｰﾙ JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 900 10,800 男性情報 男性総合誌 ● ● ● A4
月刊 CasaBRUTUS(ｶｰｻﾌﾞﾙｰﾀｽ) ｶｰｻﾌﾞﾙｰﾀｽ マガジンハウス 990 11,880 男性情報 男性総合誌 ● A4
月２ モノマガジン ﾓﾉﾏｶﾞｼﾞﾝ ワールドフォトプレス 700 16,800 男性情報 男性総合誌 ● A4
月刊 ＧＯＥＴＨＥ（ゲーテ） ｹﾞｰﾃ 幻冬舎 1,000 12,000 男性情報 男性総合誌 ○ A4
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分類・ジャンル【総合文芸】

雑誌名 出版社 単価 年額（円） 分野 水沢 江刺 前沢 胆沢 衣川 広告
サイズ

週刊 週刊新潮 ｼｭｳｶﾝｼﾝﾁｮｳ 新潮社 440 22,000 総合文芸 総合・文芸 ● A4
月刊 Pen（ﾍﾟﾝ） ﾍﾟﾝ CCCメディアハウス 900 10,800 総合文芸 総合・文芸 ● A4
月刊 小説新潮 ｼｮｳｾﾂｼﾝﾁｮｳ 新潮社 1,000 12,000 総合文芸 総合・文芸 ● A4
月刊 NHK俳句 ｴﾇｴｲﾁｹｰﾊｲｸ NHK出版 750 9,000 総合文芸 文芸誌（主に俳句） ● B5
月刊 小説現代 ｼｮｳｾﾂｹﾞﾝﾀﾞｲ 講談社 1,000 12,000 総合文芸 文芸(主に小説) ● A5
月刊 世界 ｾｶｲ 岩波書店 935 11,220 総合文芸 評論誌 ● A5
月刊 川柳マガジン ｾﾝﾘｭｳﾏｶﾞｼﾞﾝ 新葉館出版 990 11,880 総合文芸 文芸誌（主に川柳） ● A5
月刊 ダ・ヴィンチ ﾀﾞｳﾞｨﾝﾁ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 700 8,400 総合文芸 書評・出版・読書 ● ● ● ● A4
月刊 短歌 ﾀﾝｶ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 970 11,640 総合文芸 文芸誌(主に短歌) ● A5
月刊 中央公論 ﾁｭｳｵｳｺｳﾛﾝ 中央公論新社 950 11,400 総合文芸 評論誌 ● A5
月刊 俳句 ﾊｲｸ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 950 11,400 総合文芸 文芸誌(主に俳句) ● A5
月刊 文藝春秋 ﾌﾞﾝｹﾞｲｼｭﾝｼﾞｭｳ 文藝春秋 1,100 13,200 総合文芸 文芸誌 ● ● ○ ● A5
月刊 毎日が発見 ﾏｲﾆﾁｶﾞﾊｯｹﾝ 毎日が発見 792 9,504 総合文芸 総合・文芸 ● ● A4
月刊 群像 ｸﾞﾝｿﾞｳ 講談社 1,400 16,800 総合文芸 文芸誌 ● A5

0-9 0-2 1-1 0-7 0-1

令和４年７月25日現在

奥州市立図書館雑誌スポンサー制度　対象雑誌リスト



分類・ジャンル【暮らし・生活】

雑誌名 出版社 単価 年額（円） 分野 水沢 江刺 前沢 胆沢 衣川 広告
サイズ

月刊 家の光 ｲｴﾉﾋｶﾘ 家の光協会 922 11,064 暮らし・生活 暮らし ● ● ○ A4
月刊 NHKきょうの健康 ｴﾇｴｲﾁｹｰｷｮｳﾉｹﾝｺｳ ＮＨＫ出版 590 7,080 暮らし・生活 医学・健康 ● B5
月刊 NHKきょうの料理 ｴﾇｴｲﾁｹｰｷｮｳﾉﾘｮｳﾘ ＮＨＫ出版 590 7,080 暮らし・生活 料理 ● A4
月刊 栄養と料理 ｴｲﾖｳﾄﾘｮｳﾘ 女子栄養大学出版部 880 10,560 暮らし・生活 料理 ● A4
月刊 健康３６５ ｹﾝｺｳ365 エイチアンドアイ 690 8,280 暮らし・生活 健康 ● ● A4
月刊 おはよう21 ｵﾊﾖｳ21 中央法規出版 996 11,952 暮らし・生活 健康 ○ A4
季刊 クックパットプラス ｸｯｸﾊﾟｯﾄﾌﾟﾗｽ 扶桑社 1,200 4,800 暮らし・生活 料理 ○ ● A4
隔月 yoga JOURNAL ﾖｶﾞｼﾞｬｰﾅﾙ プレジデント社 1,100 6,600 暮らし・生活 ヨガ ○ A4
月刊 ３分クッキング ｻﾝﾌﾟﾝｸｯｷﾝｸﾞ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 598 7,176 暮らし・生活 料理 ● ● A4
月刊 家庭画報 ｶﾃｲｶﾞﾎｳ 世界文化社 1,450 17,400 暮らし・生活 生活情報・心豊かな暮らし　 ● A4
月刊 ちゃぐりん ﾁｬｸﾞﾘﾝ 家の光協会 492 5,904 暮らし・生活 児童 ○ ● B5
月刊 ＰＨＰ ﾋﾟｰｴｲﾁﾋﾟｰ PHP研究所 220 2,640 暮らし・生活 総合誌 ● ● B6
月刊 ひよこクラブ ﾋﾖｺｸﾗﾌﾞ ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 800 9,600 暮らし・生活 子育て ○ ○ A4
月刊 ゆほびか ﾕﾎﾋﾞｶ マキノ出版 800 9,600 暮らし・生活 健康 ● A4
隔月 暮しの手帖 ｸﾗｼﾉﾃﾁｮｳ 暮しの手帖社 998 5,988 暮らし・生活 暮らし ● ● ○ ● A4
隔月 kodomoe（ｺﾄﾞﾓｴ） ｺﾄﾞﾓｴ 白泉社 710 4,260 暮らし・生活 子育て ● ● ● A4
隔月 SUMAInoSEKKEI(住まいの設計) ｽﾏｲﾉｾｯｹｲ 扶桑社 1,480 8,880 暮らし・生活 住宅誌 ○ A4
隔月 猫びより ﾈｺﾋﾞﾖﾘ 辰巳出版 1,100 6,600 暮らし・生活 暮らし・健康 ○ A4
季刊 ＆home（ｱﾝﾄﾞﾎｰﾑ） ｱﾝﾄﾞﾎｰﾑ エフジー武蔵 1,320 5,280 暮らし・生活 暮らし・健康 ● A4
季刊 FQ JAPAN(ｴﾌｷｭｰｼﾞｬﾊﾟﾝ） ｴﾌｷｭｰｼﾞｬﾊﾟﾝ ｱｸｾｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 550 2,200 暮らし・生活 暮らし・健康 ● A4
季刊 Baby-mo(ﾍﾞﾋﾞﾓ) ﾍﾞﾋﾞﾓ 主婦の友社 790 3,160 暮らし・生活 出産・育児 ● A4
月刊 クーヨン ｸｰﾖﾝ クレヨンハウス 990 11,880 暮らし・生活 生活情報誌 ● A4
季刊 終活読本ソナエ ｼｭｳｶﾂﾄﾞｸﾎﾝｿﾅｴ 産経新聞出版 970 3,880 暮らし・生活 終活 ● A4
隔月 からだにいいこと ｶﾗﾀﾞﾆｲｲｺﾄ 世界文化社 730 4,380 暮らし・生活 暮らし・健康 ○ A4
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分類・ジャンル【趣味】

雑誌名 出版社 単価 年額（円） 分野 水沢 江刺 前沢 胆沢 衣川 広告
サイズ

月２ ＢＲＵＴＵＳ ﾌﾞﾙｰﾀｽ マガジンハウス 800 19,200 趣味 趣味 ● A4
月刊 NHK趣味の園芸 ｴﾇｴｲﾁｹｰｼｭﾐﾉｴﾝｹﾞｲ ＮＨＫ出版 640 7,680 趣味 園芸誌 ● ● ● A4
月刊 芸術新潮 ｹﾞｲｼﾞｭﾂｼﾝﾁｮｳ 新潮社 1,500 18,000 趣味 芸術 ● A4
月刊 サライ ｻﾗｲ 小学館 1,080 12,960 趣味 総合 ● ● A4
月刊 すてきにハンドメイド ｽﾃｷﾆﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ ＮＨＫ出版 660 7,920 趣味 手芸 ○ ● ○ ● ● A4
月刊 ＢＥ-ＰＡＬ（ﾋﾞｰﾊﾟﾙ） ﾋﾞｰﾊﾟﾙ 小学館 1,100 13,200 趣味 ｱｳﾄﾄﾞｱ(全般) ● ● ● A4
隔月 美術手帖 ﾋﾞｼﾞｭﾂﾃﾁｮｳ 美術出版社 1,760 10,560 趣味 芸術 ● A5
月刊 山と渓谷 ﾔﾏﾄｹｲｺｸ 山と渓谷社 1,320 15,840 趣味 ｱｳﾄﾄﾞｱ(主に登山) ● ● A4
隔月 ドゥーパ！ ﾄﾞｩｰﾊﾟ キャンプ 1,100 6,600 趣味 DIY ○ ● A4
季刊 園芸ガイド ｴﾝｹﾞｲｶﾞｲﾄﾞ 主婦の友社 1,080 4,320 趣味 園芸 ● ● A4
季刊 毛糸だま ｹｲﾄﾀﾞﾏ 日本ヴォーグ社 1,650 6,600 趣味 ﾆｯﾄ（編み物） ● A4
季刊 MyGARDEN ﾏｲｶﾞｰﾃﾞﾝ マルモ出版 1,222 4,888 趣味 園芸・ガーデニング ● A4
月刊 月刊おりがみ ｹﾞｯｶﾝｵﾘｶﾞﾐ 日本折紙協会 801 9,612 趣味 ハンドメイド・手芸 ● A4
月刊 アニメージュ ｱﾆﾒｰｼﾞｭ 徳間書店 1,080 12,960 趣味 アニメ情報誌 ● A4W
隔月 COTTON TIME(ｺｯﾄﾝ ﾀｲﾑ) ｺｯﾄﾝﾀｲﾑ 主婦と生活社 1,100 6,600 趣味 手芸 ● A4W
隔月 やさい畑 ﾔｻｲﾊﾞﾀｹ 家の光協会 922 5,532 趣味 家庭菜園 ○ ● A4W
季刊 ガーデン＆ガーデン ｶﾞｰﾃﾞﾝｱﾝﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ エフジー武蔵 1,210 4,840 趣味 園芸 ○ A4W
月刊 おとなの週末 ｵﾄﾅﾉｼｭｳﾏﾂ 講談社 880 10,560 趣味 ライフスタイル ● A4

1-5 0-4 3-1 1-13 0-3

分類・ジャンル【コンピュータ】

雑誌名 出版社 単価 年額（円） 分野 水沢 江刺 前沢 胆沢 衣川 広告
サイズ

月２ 日経パソコン ﾆｯｹｲﾊﾟｿｺﾝ 日経BP 1,620 38,880 コンピュータ ﾊﾟｿｺﾝ ● A4
月刊 日経PC21 ﾆｯｹｲﾋﾟｰｼｰ21 日経BP 860 10,320 コンピュータ パソコン ○ ● ● A4

1-0 0-1 0-0 0-2 0-0

分類・ジャンル【スポーツ】

雑誌名 出版社 単価 年額（円） 分野 水沢 江刺 前沢 胆沢 衣川 広告
サイズ

月２ Ｔａｒｚａｎ ﾀｰｻﾞﾝ マガジンハウス 690 16,560 スポーツ スポーツ誌 ● A4
月２ Ｎｕｍｂｅｒ（ﾅﾝﾊﾞｰ） ﾅﾝﾊﾞｰ 文藝春秋 700 16,800 スポーツ スポーツ誌 ● ● ○ ● A4
月刊 武道 ﾌﾞﾄﾞｳ ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ･ﾏｶﾞｼﾞﾝ社 556 6,672 スポーツ 武道 ● B5
年７ Standard(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 山口北洲印刷 750 5,250 スポーツ スポーツ ● ○ ● A4
月刊 Cycle　Sportｓ ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂ 八重洲出版 1,200 14,400 スポーツ 自転車・サイクリング ● A4

0-1 0-2 2-0 0-4 0-1

分類・ジャンル【モーター】

雑誌名 出版社 単価 年額（円） 分野 水沢 江刺 前沢 胆沢 衣川 広告
サイズ

月刊 月刊自家用車 ｹﾞｯｶﾝｼﾞｶﾖｳｼｬ 内外出版社 880 10,560 モーター 自動車誌 ● ● B5
月刊 ＣＡＲ and ＤＲＩＶＥＲ ｶｰｱﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 毎日新聞出版 710 8,520 モーター 自動車誌 ● A4
月刊 ＣＡＲトップ ｶｰﾄｯﾌﾟ 交通タイムス社 480 5,760 モーター 自動車誌 ○ A4
月刊 driver ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 八重洲出版 690 8,280 モーター 自動車誌 ○ A4
月刊 AUTO CAMPER ｵｰﾄｷｬﾝﾊﾟｰ 八重洲出版 1,100 13,200 モーター ｱｳﾄﾄﾞｱ(主にｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｶｰ) ● A4
隔月 Car Neru ｶｰﾈﾙ 八重洲出版 1,450 8,700 モーター ｱｳﾄﾄﾞｱ(主に車中泊) ● A4

0-1 0-1 1-0 1-3 0-0

分類・ジャンル【音楽芸能】

雑誌名 出版社 単価 年額（円） 分野 水沢 江刺 前沢 胆沢 衣川 広告
サイズ

月２ キネマ旬報 ｷﾈﾏｼｭﾝﾎﾟｳ ｷﾈﾏ旬報社 935 22,440 音楽芸能 映画誌 ● ● B5
月刊 ＳＣＲＥＥＮ ｽｸﾘｰﾝ 近代映画社 920 11,040 音楽芸能 映画 ● ● A4
月刊 日経ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ ﾆｯｹｲｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ 日経BP 790 9,480 音楽芸能 芸能総合情報誌 ● A4

0-1 0-1 0-0 0-2 0-1



分類・ジャンル【情報誌】

雑誌名 出版社 単価 年額（円） 分野 水沢 江刺 前沢 胆沢 衣川 広告
サイズ

月刊 旅の手帖 ﾀﾋﾞﾉﾃﾁｮｳ 交通新聞社 650 7,800 情報誌 旅行・ﾀｳﾝ情報 ● ● A4
隔月 ｒａｋｒａ（ﾗ･ｸﾗ） ﾗｸﾗ 川口印刷工業 770 4,620 情報誌 観光(主に北東北) ○ ○ ● A4
月刊 ＳＷＩＴＣＨ(スイッチ) ｽｲｯﾁ ｽｲｯﾁ･ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 990 11,880 情報誌 インタビュー誌 ● A4
月刊 Ozmagazine（ｵｽﾞﾏｶﾞｼﾞﾝ） ｵｽﾞﾏｶﾞｼﾞﾝ スターツ出版 850 10,200 情報誌 女性エリア情報誌 ● A4
隔月 AREA i ｴﾘｱｱｲ 八五八六商店 660 3,960 情報誌 タウン情報誌 ○ B5
隔月 関東・東北じゃらん ｶﾝﾄｳﾄｳﾎｸｼﾞｬﾗﾝ リクルート 490 2,940 情報誌 観光(関東・東北) ○ B5
毎週 ＡＥＲＡ（アエラ） ｱｴﾗ 朝日新聞出版 440 22,000 情報誌 ニュース、総合情報誌 ○ B5

0-0 1-0 2-1 2-4 0-0

分類・ジャンル【専門】

雑誌名 出版社 単価 年額（円） 分野 水沢 江刺 前沢 胆沢 衣川 広告
サイズ

月刊 現代農業 ｹﾞﾝﾀﾞｲﾉｳｷﾞｮｳ 農山漁村文化協会 838 10,056 専門 農業誌 ● ● A5
月刊 子供の科学 ｺﾄﾞﾓﾉｶｶﾞｸ 誠文堂新光社 880 10,560 専門 工学・サイエンス ● ○ ● B5
月刊 天文ガイド ﾃﾝﾓﾝｶﾞｲﾄﾞ 誠文堂新光社 1,100 13,200 専門 宇宙誌 ● ● B5
月刊 ナショナルジオグラフィック ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ 日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ社 1,210 14,520 専門 サイエンス B5
月刊 日経サイエンス ﾆｯｹｲｻｲｴﾝｽ 日経サイエンス 1,466 17,592 専門 工学・サイエンス ● A4
月刊 Ｎｅｗｔｏｎ（ﾆｭｰﾄﾝ） ﾆｭｰﾄﾝ ニュートンプレス 1,190 14,280 専門 科学誌 ● ● ○ ● ● A4
月刊 歴史街道 ﾚｷｼｶｲﾄﾞｳ PHP研究所 790 9,480 専門 歴史誌 ● B5
月刊 歴史人 ﾚｷｼｼﾞﾝ ABCアーク 930 11,160 専門 歴史誌 ● A4

0-5 0-2 2-1 0-4 0-1

※リスト中の『●』が、現在スポンサー募集を行っている雑誌です。 33 27 10 90 13 173

※リスト中の『○』は、既にスポンサーが決まっている雑誌です。 6 4 30 9 0 49


