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【 一 般 雑 誌 】 

１０１Ａ 週刊誌／総合 

ＡＥＲＡ  金曜日  ＳＰＡ！   Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版 

サンデー毎日  週刊現代  週刊大衆   ＦＬＡＳＨ 

週刊朝日  週刊新潮  週刊文春   ＦＲＩＤＡＹ 

週刊アサヒ芸能  週刊実話  週刊ポスト 

 

１０１Ｂ 週刊誌／女性 

ａｎ・ａｎ  女性自身  女性セブン  週刊女性 

 

１０２Ｂ 一般総合誌 

ＡＣＴ４  ＳＡＰＩＯ  ＴＨＥ ＤＡＹ  文藝春秋ＳＰＥＣＩＡＬ 

ａｔプラス  サイゾー  ＤＡＹＳ ＪＡＰＡＮ  Ｖｏｉｃｅ 

ＥＡＲＴＨ ＪＯＵＲＮＡＬ  ＧＱ ＪＡＰＡＮ  ＤＤＤ   ＭＡＤＵＲＯ 

ＥＹＥＳＣＲＥＡＭ  ＪＡＰＡＮ ＮＯＷ  ＴＨＥＭＩＳ   マンダリンオリエンタルマガジン 

一個人  ＪＭＳ  東京カレンダー  まんまる 

Ｗｅｄｇｅ  Ｓｅａ Ｄｒｅａｍ  東京グラフィティ  ミスター・パートナー 

ＷｉＬＬ  ＳＩＮＲＡ  東京人   ＭＯＭＥＮＴＵＭ 

潮  新潮４５  ＮＩＬＥ’Ｓ ＮＩＬＥ  もも百歳 

ＯＣＥＡＮＳ  自遊人  ナショナルジオグラフィック日本版 夢２１ 

男の隠れ家  ＳＷＩＴＣＨ  ｎｉｄ   Ｒｅ：ｒａｋｕ 

おとなの週末  正論  日経おとなのＯＦＦ  ＲｅＴＨＩＮＫ 

Ｃａｓａ ＢＲＵＴＵＳ  世界  日本の祭り  ＬＥＯＮ 

環境会議  選択  人間会議   ＴＨＥ ＲＡＫＥ 

ＣＬａｓｉｓｍ  ソトコト  ノジュール       ＪＡＰＡＮ ＥＤＩＴＩＯＮ 

ＣＬＵＴＣＨ Ｍａｇａｚｉｎｅ  ＴＵＲＮＳ  Ｈａｎａｄａ   ＷＩＲＥＤ 

ＧＯＥＴＨＥ  第三文明  Ｈｅｌｌｏ！Ｄｏｃｔｏｒ  わかさ 

ケトル  致知  ＰＡＶＯＮＥ    

ｋｏｔｏｂａ  中央公論  ＢＲＵＴＵＳ    

Ｓａｆａｒｉ  創  文藝春秋    

 

１０２Ｂ 女性総合誌 

＆ Ｐｒｅｍｉｕｍ  ＧＬＩＴＴＥＲ  ｎｉｎａ’ｓ   婦人之友 

＆ＲＯＳＹ  暮らし上手シリーズ  日経ＷＯＭＡＮ  ＢＥＳＴ ＦＬＯＷＥＲ 

ＩｎＲＥＤ  栗原はるみ ｈａｒｕ＿ｍｉ 日経ヘルス  ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ 

いいね  クロワッサン  Ｈａｎａｋｏ   ＶＥＲＹ 
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家の光  Ｃｏｍｏ  ＨＢ Ｈｕｍｍｉｎｇｂｉｒｄｓ  ポップティーン 

ｗｉｔｈ  ＧＯＳＳＩＰＳ  ＨＥＲＳ   ｍａｄａｍｅ ＦＩＧＡＲＯ Ｊａｐｏｎ 

ｅｃｌａｔ  ｓａｉｔａ  ＨＯＮＥＹ   ｍａｍａｇｉｒｌ 

ＥＬＬＥ Ｊａｐｏｎ  サンキュ！  ｐｕｍｐｋｉｎ   ｍａｒｉｅ ｃｌａｉｒｅ ｓｔｙｌｅ 

ＥＳＳＥ  ＪＪ  ハルメク   Ｍａｒｔ 

ｅｔＲｏｕｇｅ  ＪＵＮＯＮ  ｂｅａ’ｓ ｕｐ   ＭｙＡｇｅ 

Ｓ－Ｃａｗａｉｉ！  ＳＰＵＲ  ＰＨＰくらしラク～る  毎日が発見 

ＯＺｍａｇａｚｉｎｅ  Ｓｐｏｏｎ．  ＰＨＰスペシャル  ミセス 

ＯＺｍａｇａｚｉｎｅ ＰＬＵＳ  ＳＴＯＲＹ  ＶｉＶｉ   ｍｅｎａｇｅ ＫＥＬＬＹ 

おとなスタイル  Ｃｅｌｅｂ Ｓｃａｎｄａｌｓ  美・Ｐｒｅｍｉｕｍ  ＭＯＲＥ 

オレンジページ  Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ  美ＳＴ   ゆうゆう 

家庭画報  清流  美的   ＬＥＥ 

からだにいいこと  ＤＡＺＺＬＥ  ＦＲａＵ   りぶる 

Ｋｉｉｔｅ！  ダ・ヴィンチ  ＦＲＥＥＣＥＬＬ  Ｒａｙ 

ＫＩＮＦＯＬＫ  ＣＨＡＮＴＯ  Ｐｒｅｃｉｏｕｓ   レタスクラブ 

  ＪＡＰＡＮ ＥＤＩＴＩＯＮ  ｄｕｅｔ  ＰｒｅＦｌａ   和樂 

ＣＬＡＳＳＹ．  Ｔ ＪＡＰＡＮ  婦人画報 

ＣＲＥＡ  ｎｉｃｅ ｔｈｉｎｇｓ．  婦人公論 

 

１０３ 農家・園芸・ガーデニング 

園芸Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ  山野草とミニ盆栽  農耕と園藝  盆栽世界 

園芸ＪＡＰＡＮ  趣味の園芸  のらのら   Ｍｙ ＧＡＲＤＥＮ 

園芸ガイド  趣味の園芸 やさいの時間 ＢＩＳＥＳ   ＭｙＬｏＦＥ 

近代盆栽  趣味の山野草  ＰＲＥＴＴＹ ＰＲＥＳＥＲＶＥＤ 野菜だより 

現代農業  地上  フローリスト  やさい畑 

さつき研究  にっぽんの伝統園藝 ホームガーデン＆エクステリア    

 

１０４ エンターテイメント 

ＵＴＢ  ＧＡＬＳ ＰＡＲＡＤＩＳＥ ＤＩＭＥ   ＢＵＢＫＡ 

ＥＸ大衆  ＧｏｏｄｓＰｒｅｓｓ  ＴＡＴＴＯＯ ＴＲＩＢＡＬ ＦＲＩＤＡＹ ダイナマイト 

裏モノＪＡＰＡＮ  ＱＬＡＰ！  ＤＡＹＴＯＮＡ  プレイボーイ 

裏モノＪＡＰＡＮ  Ｑｕｉｃｋ Ｊａｐａｎ  Ｄａｙｔｏｎａ ＢＲＯＳ  Ｐｅｎ 

ＥＮＴＡＭＥ  Ｇｅｔ Ｎａｖｉ  Ｔｏｐ Ｙｅｌｌ   丸 

ＥＸＣＩＴＩＮＧ ＭＡＸ！  ＣＩＲＣＵＳ ＭＡＸ  特選街   ムー 

ＥＸＣＩＴＩＮＧ ＭＡＸ！  サライ  所ジョージの世田谷ベース ＭＥＮ’Ｓ ＥＸ 

      ＳＰＥＣＩＡＬ  週刊大衆ヴィーナス 日経エンタテインメント！ ｍｏｎｏ 
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ＬＤＫ  昭和４０年男  韓流Ｓｃａｎｄａｌ  ＭｏｎｏＭａｘ 

エンタミクス  実話ＢＵＮＫＡタブー Ｂｅｇｉｎ   ＭＯＮＯＱＬＯ 

王様手帖  実話ナックルズ  ＶＩＮＴＡＧＥ ＬＩＦＥ  Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ 

ＣＵＴ  ＳＬＩＤＥＲ  ピクトアップ  ローリングストーン日本版 

家電批評  ｓｐｏｏｎ．２Ｄｉ  ＢＲＯＤＹ    

 

１０５ 少年少女誌 

ＷｉＮＫ ＵＰ  ＪＳガール  テレビマガジン  ＰＯＴＡＴＯ 

ＨＲ  ジュニアエラ  ニコプチ   Ｍｙｏｊｏ 

キャラぱふぇ  ちゃぐりん  ぷっちぐみ    

キラピチ  てれびくん  ＢＯＭＢ    

 

１０６Ａ 女性ファッション 

ａｎｄＧＩＲＬ  ＪＥＷＥＬビジネス版  ヌーヴェル・エステティック Ｐｒｉｖ 

ａｒ  ＪＥＷＥＬユーザー版     ・スパ日本版 ブランドＪＯＹ 

美しいキモノ  Ｚｉｐｐｅｒ  ＮＡＩＬ ＶＥＮＵＳ  ＶＯＣＥ 

Ｏｇｇｉ  新ヘアと帯結び  ネイルＭＡＸ  ＶＯＧＵＥ ＪＡＰＡＮ 

ｏｔｏｎａ ＭＵＳＥ  ジェルネイルデザイン ネイルＭＡＸコレクションズ ＭＡＱＵＩＡ 

大人のおしゃれ手帖              ＆サロンガイド ネイルＵＰ！  ｍａｒｉｓｏｌ 

姉ａｇｅｈａ  Ｓｏｕｐ．  ｎｏｎ・ｎｏ   Ｍｙベストヘア 

カジカジＨ（ヘア）  ＳＰＲｉＮＧ  ２５ａｎｓ   ｍｉｎａ 

カジカジＨ（ヘア）  ｓｔｅａｄｙ．  ＢＡＩＬＡ   ｍｉｎｉ 

        ＴＯＫＹＯ  ＳＴＲＥＥＴ  Ｈａｒｐｅｒ＇ｓ ＢＡＺＡＡＲ ミルクジャポン 

ＣａｎＣａｍ  ｓｗｅｅｔ  ＰＥＲＫ   ｍｅｒ 

ＧＩＮＺＡ  装苑  Ｂｅａｕｔｙ ＆ ＥＣＯ ｏｎｅ ＭＯＤＥ ｅｔ ＭＯＤＥ 

Ｃｈｒｏｎｏｓ Ｆｅｍｍｅ  Ｄｏｍａｎｉ  ｈｅｅｌｓ   ｌａ ｆａｒｆａ 

ＧＬＯＷ  ＮＹＬＯＮ ＪＡＰＡＮ  ｖｉｋｋａ   ＬａＬａ Ｂｅｇｉｎ 

ＫＥＲＡ  ナチュリラ  美人百花   ＬＡＲＭＥ 

ｃｏｍｍｏｎｓ＆ｓｅｎｓｅ  七緒  びゅーＳａＲａＳａ  Ｒｉｃｈｅｓｓｅ 

ＣＹＡＮ  ｎｉｃｏｌａ  ＦＩＥＲＣＩＶＥ  リンネル 

ＧＩＮＧＥＲ  ｎｕＣｏｍｆｉｅ  ＦＲＵｉＴＳ   Ｒｅｇｉｎａ 

ＧＩＳＥＬｅ  Ｎｕｍｅｒｏ ＴＯＫＹＯ ＦＵＤＧＥ   レディブティック 

ＪＥＬＬＹ        
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１０６Ｂ 男性ファッション 

ＡＥＲＡ  Ｊａｐｏｎｉｃａ Ｂｌｏｏｄ  ＢＩＴＴＥＲ   Ｍｅｎ’ｓ ＪＯＫＥＲ 

 ＳＴＹＬＥ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ＳＨＯＥＳ ＭＡＳＴＥＲ ４１１   ＭＥＮ’Ｓ ＫＮＵＣＫＬＥ 

ＵＯＭＯ  Ｍａｇａｚｉｎｅ  Ｆｉｎｅ   ＭＥＮ’Ｓ ＮＯＮ・ＮＯ 

ＷＯＯＦＩＮ’  ｓｍａｒｔ  ＦＩＮＥＢＯＹＳ  ＭＥＮ’Ｓ Ｐｒｅｃｉｏｕｓ 

Ｏｌｌｉｅ  ｓｔｒｅｅｔ ＪＡＣＫ  ＨＯＵＹＨＮＨＮＭ  ＬＡＳＴ 

おとこのブランドＨＥＲＯＥＳ ２ｎｄ  Ｕｎｐｌｕｇｇｅｄ  ＲＵＤＯ 

カジカジ  ＳＥＮＳＥ  ＰＲＯＤＩＳＭ  ＬＯＡＤＥＤ 

ＧＲＩＮＤ  Ｔｈｅｍ ｍａｇａｚｉｎｅ  ＰＯＰＥＹＥ   ＷＡＲＰ ＭＡＧＡＺＩＮＥ 

ｃｏｍｍｏｎｓ＆ｓｅｎｓｅ ｍａｎ ＮＹＬＯＮ ｇｕｙｓ  ＭＥＮ’Ｓ ＣＬＵＢ            ＪＡＰＡＮ 

Ｓａｍｕｒａｉ ＥＬＯ      ＪＡＰＡＮ  ｍｅｎ’ｓ ＦＵＤＧＥ    

 

１０７ マスコミ 

ＧＡＬＡＣ  新刊全点案内  本の雑誌   マスコミ市民 

Ｃｏｎｔｅｎｔ＆Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ  図書  本の旅人    

       編集会議  本  本の窓    

 

１０８Ａ 情報誌／不動産 

ＳＵＵＭＯ新築マンション  ＳＵＵＭＯ新築マンション ＣＨＩＮＴＡＩ首都圏版  ＣＨＩＮＴＡＩ兵庫版 

         首都圏版           関西版 ＣＨＩＮＴＡＩ近畿圏版  ＣＨＩＮＴＡＩ広島版 

ＳＵＵＭＯ新築マンション  ＳＵＵＭＯ新築マンション ＣＨＩＮＴＡＩ愛知版  ＣＨＩＮＴＡＩ福岡・北九州・久留米 

   横浜・川崎・湘南版          名古屋版 ＣＨＩＮＴＡＩ北海道版  ＣＨＩＮＴＡＩ宮崎版 

ＳＵＵＭＯ新築マンション  ＳＵＵＭＯマガジン札幌 ＣＨＩＮＴＡＩ東北版  都心に住む ｂｙ ＳＵＵＭＯ 

 東京市部・神奈川北西  ＳＵＵＭＯマガジン仙台 ＣＨＩＮＴＡＩ三重版  とやま住まい情報 

ＳＵＵＭＯ新築マンション  ＳＵＵＭＯマガジン広島 ＣＨＩＮＴＡＩ富山版  リゾート物件情報 

         埼玉県版  ＳＵＵＭＯマガジン福岡 ＣＨＩＮＴＡＩ京都・滋賀版 リブ・イン・あおもり 

ＳＵＵＭＯ新築マンション  住まい情報えひめ  ＣＨＩＮＴＡＩ    

  千葉県・茨城県南版  住まい情報タウンズ！愛媛版       大阪南部・和歌山版    

 

１０８Ｂ 情報誌／番組ガイド誌 

Ｗｉｔｈ Ｍｕｓｉｃ  スカパー！ＴＶガイド ＴＶ ｓｔａｔｉｏｎ関東版・関西版  ラジオ深夜便 

おとなのデジタルＴＶナビ２版 プレミアム  ＴＶｎａｖｉ１２版   ラジオ番組表 

ザテレビジョン１４版  ステラ  ＴＶガイド１７版    

ザテレビジョン６版  Ｃｈａｎｎｅｌ Ｂａｙ  ＴＶガイド６版    

スカパー！  ＴＶ Ｂｒｏｓ．５版  ＴＶホスピタル    
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スカパー！ＴＶガイド  ＴＶ ｆａｎ全国版・関西版 デジタルＴＶガイド３版 

       ＢＳ＋ＣＳ  ＴＶ ＬＩＦＥ６版  ベイネットチャンネルガイド 

 

１０８Ｃ 情報誌／その他 

オーディション  懸賞なび  公募ガイド   グラフＳＧＩ 

 

１０９ タウンガイド誌 

季節限定ぴあ首都圏版  季節限定ぴあ関西版 季節限定ぴあ東海版 

 

１０９Ａ タウンガイド誌／関東地方 

ａｌｌｕｘｅ  世田谷ライフマガジン 伊勢崎パリッシュ  ホットペッパー町田・厚木版 

アエルデ江戸川・浦安版  タウン情報もんみや  渋川パリッシュ  ホットペッパー横浜版 

イーノ東上線沿線版  茶笛  玉村パリッシュ  ホットペッパーＢｅａｕｔｙ銀座版 

池袋１５’  つくばスタイル  ＨＩＬＬＳ ＬＩＦＥ  ホットペッパーＢｅａｕｔｙ 

うえの  Ｄｅｌｉ－ｊ  Ｐｏｃｏ’ｃｅ           渋谷・恵比寿版 

おとなりさん  田園都市生活  ホットペッパー船橋版  ホットペッパーＢｅａｕｔｙ新宿版 

オニオンマガジン  東京ウォーカー  ホットペッパー宇都宮版 ホットペッパーＢｅａｕｔｙ池袋版 

クッキーズ  東京シーサイドストーリー ホットペッパーさいたま版 ｍｅｔｒｏ ｍｉｎ． 

ぐるっと千葉  トチペ  ホットペッパー柏版  ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎａ 

この店とまれ  とねじん  ホットペッパー川崎・蒲田版 横浜ウォーカー 

ＳＡＬＵＳ  日本橋  ホットペッパー吉祥寺版 ラーラぱど 

サクラサクライフ  高崎パリッシュ  ホットペッパー湘南版    

散歩の達人  前橋パリッシュ南東版 ホットペッパー千葉版    

湘南スタイルｍａｇａｚｉｎｅ  前橋パリッシュ北西版 ホットペッパー八王子・立川版    

 

１０９Ｂ タウンガイド誌／北海道地方 

ＳＯＲＡ  ｐｏｒｏｃｏ  ホットペッパー旭川版  ホットペッパー札幌版 

Ｃｈａｉ        

 

１０９Ｃ タウンガイド誌／東北地方 

あきたタウン情報  せんだいタウン情報 Ｓ－ｓｔｙｌｅ ぱど仙台版  Ｍｏｎ ｍｏ 

Ｋａｐｐｏ  タウンマガジンいわき ふい～らあ倶楽部  盛岡タウン情報誌 

郷ｋｙｏ  ＴＯＯ Ｌｉｆｅ  ホットペッパー郡山版     月刊アキュート 

こおりやま情報ＦＲＥＥ  とみぃず！  ホットペッパー仙台版  山形ゼロ・ニイ・サン 

シティ情報ふくしま  なうてぃ！  ホットペッパー盛岡版  りらく 
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１０９Ｄ タウンガイド誌／中部地方 

ａｍｉ  咲楽大垣市ＣＩＴＹ版 ぱど浜松版  ｆｕ 

アサヒトセト  咲楽千種・名東ＣＩＴＹ版 ひまわりくらぶ  ぶらりん３版 

おりべくらぶ  幸せのかたち  日和   ホットペッパー金沢版 

金澤  静岡ぐるぐるマップ  Ｆａｖｏ南加賀版  ホットペッパー岐阜版 

かにさんくらぶ  ０２  Ｆａｖｏ金沢版  ホットペッパー静岡版 

軽井沢ヴィネット  タウン情報とやま  Ｆａｖｏ富山版  ホットペッパー長岡版 

ＧｉＦＵＴＯ  タクト  中村フリモ   ホットペッパー名古屋版 

ｋｉｒａｍｅｋｉ ＣＬＵＢ  たんとん  北区フリモ   ホットペッパー新潟版 

きらら  ｃｈａｏｏ ｍｏｔｔｏ  中川フリモ   ホットペッパー浜松版 

Ｃｌｕｂｉｓｍ  ｃｈａｏｏ西三河版  西区フリモ   ホットペッパー長野版 

ＧＵＪＯ＋  Ｃｈｅｅｋ  港区フリモ   ポトス４版 

ＫＵＲＡ  ちゅんちゅん  守山フリモ   ｍａｃｈｉｃｏ 

クラブナゴヤ  デートプラス東海版  名東フリモ   ｍａｉｋａ 

ぐるぐるマップＥａｓｔ  デート本  天白フリモ   ｍｉｎｔｏ 

ＫＥＬＬｙ  東海ウォーカー  緑区フリモ   名駅物語 

Ｃｏｃｏｎ ｃｌｕｂ  トラッタ  南区フリモ   八ヶ岳デイズ 

ＳＡＲＵＢＯＢＯ  にいがた  千種フリモ   ゆいまるくらぶ 

咲楽ぎふ版  新潟Ｋｏｍａｃｈｉ  瑞穂フリモ   らせる 

咲楽名古屋中央版  新潟ＷＥＥＫ！  昭和フリモ   リブル 

咲楽西尾張版  Ｈｏｕｓｉｎｇ Ｋｏｍａｃｈｉ 熱田フリモ   Ｒｕｒａｌ 

咲楽西三河版  Ｐａｓ ｍａｇａｚｉｎｅ  東区フリモ   Ｗａｏ！ 

咲楽岐阜市ＣＩＴＹ版  浜松ぐるぐるマップ  中区フリモ    

 

１０９Ｅ タウンガイド誌／近畿地方 

イセラ  ぱど大阪東版  Ｂｅｌｌｖｅ   よっかいちａｉ 

オージス  ぱど南大阪版  ｂｏｔｅｊａｋｏ倶楽部  ザ・淀川 

オウティ  ぱど北摂東版  ホットペッパー大阪ミナミ版 読売ライフ 

からっとｃｌｕｂ  ぱど北摂西版  ホットペッパー茨木・高槻版 読売ライフ京滋版 

関西ファミリーウォーカー  ぱど泉州版  ホットペッパー大阪キタ版 読売ライフ兵庫版 

関西ウォーカー  ぱど阪神版  ホットペッパー京都版  ラーラぱど大阪版 

ＣＯ・ＯＰステーション  ぱど京阪北版  ホットペッパー神戸版  Ｌｅａｆ 

ｋｏｎｋｉ ＣＬＵＢ  ぱど京阪南・大阪市北東版 ホットペッパー堺版  Ｌｉｓｍ 

ＳＡＶＶＹ  ぱど京都版  ホットペッパー姫路版  リィーガ 

さみっとくらぶ  ぱど奈良版  ぽろん   ロトス 
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スルッとＫＡＮＳＡＩ Ａｓｏｂｏｎ！ Ｐｒｅｔｔｙ Ｌｉｆｅ  Ｍｅｅｔｓ Ｒｅｇｉｏｎａｌ  和歌山タウン情報アガサス 

つぅぴーす  ふぁみんぐ  モリス    

 

１０９Ｆ タウンガイド誌／中国地方 

イーノ岡山・倉敷版  オセラ  タウン情報ひろしま  ホットペッパー福山版 

イーノ広島版  くらら  つばさ   読売ライフ中国版 

イーノ福山版  こはく  ぱど岡山版    

Ｗｉｎｋ広島版  タウン情報Ｌａｚｕｄａ  ホットペッパー岡山・倉敷版    

Ｗｉｎｋ福山・備後版  タウン情報おかやま  ホットペッパー広島版    

 

１０９Ｇ タウンガイド誌／四国地方 

あわわｆｒｅｅ  香川こまち  ほっとこうち  ホットペッパー松山版 

イーノ香川版  Ｇｅｅｎ  ホットペッパー高知版  読売ライフ四国版 

イーノ松山版  タウン情報まつやま  ホットペッパー高松版    

愛媛こまち  ＮＩＣＥ ＴＯＷＮ  ホットペッパー徳島版    

 

１０９Ｈ タウンガイド誌／九州地方 

ａｖａｎｔｉ  シティ情報おおいた 長崎ごちそう大図鑑  ホットペッパー北九州版 

ｕｎｔａｎ  情報タウンみやざき  ながさきプレス  ホットペッパー熊本版 

ｅｐｉ  セーノ！  ＮＯＡＳ！！  ホットペッパー長崎版 

おきなわ倶楽部  生活情報マガジン モグモグ ぱど福岡版  ホットペッパー福岡版 

かじゅめる  タウン情報クマモト  福岡ウォーカー  ホットペッパー宮崎版 

くるめ  ちゅらグルメ  ｐｏｒｔｅ   ＬＵＮＣＨ ＭＡＰ 

ぐらんざ  ＴＪカゴシマ  ホットペッパー大分版  ラーラぱど福岡版 

シティ情報Ｆｕｋｕｏｋａ  Ｎａｓｓｅ  ホットペッパー鹿児島版 Ｒｉｎｏ 

 

１１０ 就職・求人情報誌 

ｉｊｕ ｉｎｆｏ  広告界就職ガイド  就職四季報  鉄道業界就職ガイドブック 

航空業界就職ガイドブック 仕事のカタログ  就職四季報女子版  ブライダルのお仕事 

 

１１０Ａ就職・求人情報誌／関東地方 

グルメキャリー首都圏版  ジョブ アイデム神奈川版 タウンワーク  タウンワーク社員 

ジョブ アイデム首都圏版 ジョブ アイデム埼玉版      

 

１１０Ｂ 就職・求人情報誌／北海道地方 

ａｎ（フリーペーパー）札幌版 ＡＲＰＡ札幌版  タウンワーク 
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１１０Ｃ 就職・求人情報誌／東北地方 

タウンワーク  ＷｏｒｋｉｎＦｒｅｅ秋田版 ＷｏｒｋｉｎＦｒｅｅ山形版  ＷｏｒｋｉｎＦｒｅｅ宮城版 

ＷｏｒｋｉｎＦｒｅｅ青森版  ＷｏｒｋｉｎＦｒｅｅ岩手版   

 

１１０Ｄ 就職・求人情報誌／中部地方 

ａｎ（フリーペーパー）  求人アスコム石川版 タウンワーク社員愛知版 ＷｏｒｋｉｎＦｒｅｅ 

        名古屋版  求人アスコム福井版 ＤＯＭＯ静岡東部版   新潟下越・県央版 

ａｎ（フリーペーパー）  求人アスコム富山版 ＤＯＭＯ静岡中部版  ＷｏｒｋｉｎＦｒｅｅ富山版 

      尾張・岐阜版  求人アスコム新潟版 ＤＯＭＯ静岡西部版  ＷｏｒｋｉｎＦｒｅｅ 

ａｎ（フリーペーパー）  求人アスコム長野版 ＤＯＭＯ愛知版    石川・福井版 

      三河・知多版  タウンワーク      

 

１１０Ｅ 就職・求人情報誌／近畿地方 

ＡＲＰＡはりま版  ジョブ アイデム兵庫版 ジョブ アイデム  タウンワーク 

グルメキャリー関西版  ジョブ アイデム     大阪東部・奈良版 タウンワーク社員大阪版 

ジョブ アイデム        京都・滋賀版 ジョブ アイデム    

   大阪市内・北摂版       南大阪・和歌山版    

 

１１０Ｆ 就職・求人情報誌／中国地方 

ＡＲＰＡ岡山・倉敷版  ＹＥＬＬＯＷ ＢＯＯＫ ＹＥＬＬＯＷ ＢＯＯＫ  タウンワーク 

ＡＲＰＡ広島版         広島版         岡山版  ＷｏｒｋｉｎＦｒｅｅ岡山版 

ＡＲＰＡびんご版  ＹＥＬＬＯＷ ＢＯＯＫ ジョブ アイデム岡山版    

         福山版      

 

１１０Ｇ 就職・求人情報誌／四国地方 

ＡＲＰＡ香川版  ＡＲＰＡ高知版  香川の輝く企業  タウンワーク香川版 

ＡＲＰＡ徳島版  ＡＲＰＡ愛媛版      

 

１１０Ｈ 就職・求人情報誌／九州地方 

ａｎ（フリーペーパー）  ＡＲＰＡ大分版  沖縄県内   ジョブ アイデム福岡版 

  福岡都市圏＆周辺版  ＡＲＰＡ鹿児島版    求人誌に見る  タウンワーク 

ＡＲＰＡ  求人情報誌ジェイウォーム   平均賃金ＤＡＴＡ ＢＯＯＫ    

 福岡・北九州・佐賀版        

 

１１１ 地域／地方誌 

愛媛ジャーナル  京都  ｆａｕｒａ   北國アクタス 
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オキナワグラフ  クォリティ  ＨＯ   ｍｏｍｏｔｏ 

かまくら春秋  財界さっぽろ  北海道生活    

 

１１２ 時事 

研究 中国  公明グラフ  社会民主   地域 

ＫＯＲＥＡ ＴＯＤＡＹ  国際開発ジャーナル 集中／ＭｅｄｉＣｏｎ．  ＭＡＭＯＲ 

皇室  国際協力キャリアガイド 時局    

公明  Ｊレスキュー      

 

１１３ メンバー・クレジット誌 

ＡＧＯＲＡ  クラブ・コンシェルジュ Ｈａｒｍｏｎｙ   ロータリーの友 

ＩＭＰＲＥＳＳＩＯＮ ＧＯＬＤ  ＪＣＢ ＴＨＥ ＰＲＥＭＩＵＭ ｐａｒｔｎｅｒ   早稲田学報 

インペリアル  ＣＥＮＴＵＲＩＯＮ日本版 はれ予報    

ｅｘｐｒｅｓｓ  ＤＥＰＡＲＴＵＲＥＳ日本版 ＶＩＳＡ    

大人の休日倶楽部  てんとう虫  ｍｏｍｅｎｔ    

 

１１４ アダルト誌 

インディーズ・ネット  家族姦係  でちゃＹｅａｈ！  ベストＤＶＤ 

ＷｏｍａｎＤｒｅａｍ  煌めき熟女  特選べっぴん若妻       スーパーライブ 

ウォーＡ組  ごぶさたな奥さん  とろり人妻   ＭＡＺＩ！ 

うぶモード  Ｔｈａｔ’ｓ Ｄａｎ  新妻発情中！！  め・き・ら 

裏め・き・らＤＶＤ  実話大報  ＮＡＫＥＤ ＪＳロリータ  よろめき 

ＳＭネット  Ｓｔｒｅｅｔ Ｓｕｇａｒ  濃厚べっぴん若妻  爛熟女盛り 

艶  ズバ王           ＧＯＬＤ 爛熟女盛り 

俺の旅  性生活報告  プレミア熟女  リアル人妻３０ 

快楽マガジン  ＤＶＤ裏激写最前線！ ベビーフェイスα    

 

 

１２０ 家庭総合誌 

ｅｃｏｍｏｍ  キッズファミリー  天然生活   ベターホーム 

ＮＨＫガッテン！  ｋｕ：ｎｅｌ  ニューライフ  霊園ガイド 

かぞくのじかん  ソナエ  ＶＥＧＧＹ   わかやまの冠婚葬祭 
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１２１ 結婚情報誌 

イントロＧ  Ｋｏｍａｃｈｉ Ｗｅｄｄｉｎｇ ゼクシィ新潟  ゼクシィＰｒｅｍｉｅｒ 

ウェディングスタイル            群馬版 ゼクシィ富山・石川・福井 ２５ａｎｓ（ヴァンサンカン） 

        岡山版  Ｋｏｍａｃｈｉ Ｗｅｄｄｉｎｇ ゼクシィ岡山・広島・山口  ウエディング 

ウェディングスタイル  愛媛・香川・徳島・高知版   ・鳥取・島根 ハピマリ 

      福山・備後版  コンパルウエディング ゼクシィ徳島・香川  ＶＯＧＵＥ Ｗｅｄｄｉｎｇ 

ウェディングスタイル  ゼクシィ首都圏          ・愛媛・高知 Ｍｙ Ｗｅｄｄｉｎｇ 

         香川版  ゼクシィ関西  ゼクシィ福岡・佐賀  ＭＩＳＳウエディング 

ウェディングスタイル  ゼクシィ東海  ゼクシィ長崎  レイウエディング 

     徳島・淡路島版  ゼクシィ北海道  ゼクシィ大分   大阪・兵庫・奈良版 

ＥＬＬＥ ｍａｒｉａｇｅ  ゼクシィ青森・秋田・岩手 ゼクシィ熊本  レイウエディング 

ＣＬＡＳＳＹ．Ｗｅｄｄｉｎｇ  ゼクシィ宮城・山形  ゼクシィ宮崎・鹿児島      京都・滋賀版 

Ｃｌｏｖｅｒ熊本  ゼクシィ福島  ゼクシィ    和婚 

結婚式のお料理  ゼクシィ茨城・栃木・群馬    国内リゾートウエディング    

Ｋｏｍａｃｈｉ Ｗｅｄｄｉｎｇ  ゼクシィ静岡  ゼクシィ     

          新潟版  ゼクシィ長野・山梨     海外ウエディング    

 

１２２ 料理・グルメ 

味の味  おかずラックラク！  珈琲時間   Ｂａｒ＆Ｐｕｂ＆Ｉｚａｋａｙａ 

味の手帖  オレンジページ  ３分クッキング  ヴィノテーク 

味人        Ｃｏｏｋｉｎｇ  四季の味   料理王国 

あまから手帖  上沼恵美子の  食楽   料理通信 

うかたま    おしゃべりクッキング 世界の名酒事典  Ｗｉｎａｒｔ 

ＥＬＬＥ ａ ｔａｂｌｅ  きょうの料理  蕎麦春秋   ＷＩＮＥ－ＷＨＡＴ！？ 

栄養と料理  きょうの料理ビギナーズ ｄａｎｃｙｕ   ワイン王国 

おかずのクッキング  クックパッドｍａｇａｚｉｎｅ！ ＮＩＬＥ’Ｓ ＴＡＢＬＥ    

 

１２３ 医療・健康・福祉 

あいらいふ  くらしにあ大分  壮快   Ｂｅｔｔｅｒ Ｃａｒｅ 

明日の友  Ｃａｒｅ Ｌｉｆｅ Ｔｏｄａｙ 壮快Ｚ   ホームあしすと 

アネモネ  健康  はいから   北海道の病院 

安心  健康３６５  はつらつ元気  ゆたかなくらし 

えがおのかなで  ことぶき  ＰＳ ＪＡＰＡＮ  ゆほびか 

カルナの豆知識  ＣＣＪａｐａｎ  百歳万歳   レクリエ 

きょうの健康  スコブル      Ｇａｂｉｎ［ギャバン］    
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１２４ ハウジング・インテリア 

＆ｈｏｍｅ  ＳＵＵＭＯ注文住宅  ＳＵＵＭＯ注文住宅  住む。 

Ｉ’ｍ ｈｏｍｅ．       東海で建てる     広島・岡山で建てる ＳＯＬＡＲ ＪＯＵＲＮＡＬ 

ｉｅ・ｂｏｎ  ＳＵＵＭＯ注文住宅  ＳＵＵＭＯ注文住宅  チルチンびと 

ｉｅ・ｂｏｎ      北海道で建てる     福岡・佐賀で建てる ドゥーパ！ 

ｉｅｐｒｏ香川版  ＳＵＵＭＯ注文住宅  ＳＵＵＭＯリフォーム  ながさき家づくりの本 

家づくりの本       みやぎで建てる ＳＵＵＭＯリフォーム  ハウジング ｂｙ ＳＵＵＭＯ 

     ふくおか・さが  ＳＵＵＭＯ注文住宅  実例＆会社が見つかる本 備後で建てる家 

田舎暮らしの本       栃木で建てる     首都圏版 ふくしま家づくりの本 

ＥＬＬＥ ＤＥＣＯＲ  ＳＵＵＭＯ注文住宅  ＳＵＵＭＯリフォーム  ホーム＆デコール  

エクステリア＆ガーデン       茨城で建てる      実例＆会社が見つかる本  バイザシー 

愛媛の家  ＳＵＵＭＯ注文住宅             関西版 ＭＯＤＥＲＮ ＬＩＶＩＮＧ 

Ｇａｒａｇｅ Ｌｉｆｅ       千葉で建てる ステップハウス   Ｌｉｆｅ＋ 

香川の家  ＳＵＵＭＯ注文住宅     マイホーム岡山の家 ＬｉＶＥＳ 

かごしま家づくりの本       群馬で建てる ステップハウス   Ｒｅｐｌａｎ東北 

かごしまリフォーム  ＳＵＵＭＯ注文住宅     マイホーム備後の家 Ｒｅｐｌａｎ北海道 

 ・リノベーションＢＯＯＫ       埼玉で建てる すまいズ愛媛版  ＬＯＧ ＨＯＵＳＥ  

ガーデン＆ガーデン  ＳＵＵＭＯ注文住宅  すまいズ香川版  ＭＡＧＡＺＩＮＥ 

暮らすびと      神奈川で建てる 住まいの設計  ＬＯＲＯ 

３０代で建てる群馬の家  ＳＵＵＭＯ注文住宅  住まいの設備を選ぶ本 私のカントリー 

ＳＵＵＭＯ注文住宅    京都・滋賀で建てる  ｂｙ ＳＵＵＭＯ    

     東京で建てる  ＳＵＵＭＯ注文住宅      

ＳＵＵＭＯ注文住宅       兵庫で建てる      

     大阪で建てる        

 

１２５ 赤ちゃん・育児・幼児 

ＡＥＲＡ ｗｉｔｈ Ｋｉｄｓ  ＦＱ ＪＡＰＡＮ ＤＩＧＥＳＴ ｔｅｎｉｔｅｏ   Ｂａｂｙ－ｍｏ 

赤すぐ  ＮＨＫの  ディズニープリンセス  ｂａｂｙｃｏ 

赤ちゃん    おかあさんといっしょ  らぶ＆きゅーと ＢａｂｙＰｅｄｉａ 

   Ｂｏｎｊｏｕｒ ａｃｈ  ファミリースタジオＬ  ｔｏｃｏｔｏｃｏ   ベビーブック 

赤ちゃんとママ  えんじぃな  入学準備学習幼稚園 ｍａｍａｃｈａ 

赤ちゃんとママ増刊号  おえかきひめ  妊すぐ   ｍａｍａｉｄ 

       お誕生号  おともだち  ね～ね～   ｍａｍｍｏｔｈ 

赤ちゃんとママ増刊号  ＯＴＯＭＯＤＡＣＨＩ Ｐｌａｚａ のびのび子育て  ママともぷらす 

       １・２・３歳  おひさま  Ｈａｎａｋｏママ      東京ベイ・千葉 

あんふぁん関西版  クーヨン  Ｈａｐｐｙ Ａｎｇｅｌ  ｍｉｋｕ 
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あんふぁん東海版  げんき  初めてのたまごクラブ  めばえ 

あんふぁん北海道版  げんきファミリー  はっぴーママ富山版  幼稚園 

あんふぁん東北版  ｋｏｄｏｍｏｅ  ｂｉｚｍｏｍ   わんぱく・ぶっく 

あんふぁん九州版  ことまま  ひよこクラブ  あんふぁん東京版 

あんふぁんぷらす首都圏版  ｓｅｓａｍｅ  Ｆｕｎ ＦＡＮ Ｆｕｎ  あんふぁん神奈川版 

あんふぁんぷらす関西版  たのしい幼稚園  Ｐｒｅ－ｍｏ   あんふぁん千葉版 

あんふぁんぷらす東海版  ＮｉｋｏＮｉｋｏ Ｐａｒｋ  プレジデントＦａｍｉｌｙ  あんふぁん埼玉版 

ＦＱ ＪＡＰＡＮ  たまごクラブ  Ｂａｂｙ Ｌｉｆｅ   

 

１３０ ゴルフ 

ＡＬＢＡＴＲＯＳＳ・ＶＩＥＷ  ＧＯＬＦ ＭＡＳＴＥＲＳ 近畿ゴルフ場ガイド  バリューゴルフ 

ＥＶＥＮ         東海版  ゴルフスタイル      関東版・関西版 

Ｇｏ！ｇｏｌ．  ＧＯＬＦ ＭＡＳＴＥＲＳ ゴルフダイジェスト  パーゴルフ 

Ｇｏｌｆ Ｃｌａｓｓｉｃ         関西版  ゴルフレッスンコミック  楽園ゴルフ 

ＧＯＬＦ ＤＩＧＥＳＴ  ＧＯＬＦ ＴＯＤＡＹ  書斎のゴルフ  ＲＥＤＡＮ 

ＧＯＬＦ ＤＩＧＥＳＴ．  ＧＯＬＦコミック  Ｃｈｏｉｃｅ   ワッグル 

       Ｔｒａｖｅｌｅｒ  ゴルフ＆ゴルフ  ＶＧ Ｐｒｅｍｉｅｒ   

 

１３１ 野球 

輝け甲子園の星  ドラゴンズ  プロ野球選手写真名鑑 ホークス 

ジャイアンツ  Ｈｉｔ＆Ｒｕｎ  ベースボール  ホームラン 

ＳＬＵＧＧＥＲ  プロ野球ａｉ  ベースボールクリニック 報知高校野球 

ソフトボールマガジン  プロ野球選手カラー名鑑 ベースボールマガジン   

 

１３２ サッカー・ラグビー・フットボール 

Ｇｒｕｎ  サッカー批評  ストライカーデラックス  ＷＯＲＬＤ ＳＯＣＣＥＲ  

コンサドーレ  サッカーマガジン  ＮＯＷ ＲＩＶＡＬＳ              ＫＩＮＧ 

ＳＯＣＣＥＲ ＧＡＭＥ   Ｊリーグサッカーキング ｆｏｏｔｂａｌｌｉｓｔａ  ワールドサッカーダイジェスト 

           ＫＩＮＧ  Ｊリーグ全選手名鑑  フットサルナビ   

サッカークリニック  ジュニアサッカーを  フットボール批評   

サッカーダイジェスト          応援しよう！ ラグビーマガジン   

 

１３３ テニス・バドミントン・卓球 

スマッシュ  Ｔｅｎｎｉｓ Ｃｌａｓｓｉｃ   テニスマガジン  卓球王国 

ソフトテニス・マガジン          Ｂｒｅａｋ  バドミントンマガジン   
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１３４ バスケットボール・バレーボール 

ＤＵＮＫ ＳＨＯＯＴ  ｈａｎｇｔｉｍｅ  バスケットボール  バレーボール 

 

１３５ アウトドア・つり 

Ａｎｇｌｉｎｇ Ｆａｎ  ＳＡＬＴＷＡＴＥＲ  Ｂａｓｓｅｒ   ｂｏｂｂｅｒ 

Ａｎｇｌｉｎｇ Ｓａｌｔ  ＳＡＬＴＹ！  ＨＵＮＴ   北海道のつり 

秋山ＪＯＹ  ちぬ倶楽部  ＰＡＲＡ ＷＯＲＬＤ  マウンテンスポーツマガジン 

磯釣りスペシャル  つりコミック  パラグライダーに  山と溪谷 

磯・投げ情報  つり情報       チャレンジ  山の便利帳 

エリア・ガイドシリーズ  つり人  ＢＥ－ＰＡＬ  ランドネ 

ガルヴィ  釣ファン  ＰＥＡＫＳ   Ｌｕｒｅ ｍａｇａｚｉｎｅ 

ＣＡＭＰ ＬＩＦＥ  つり丸  Ｆｉｅｌｄｅｒ   Ｌｕｒｅ ｍａｇａｚｉｎｅ Ｒｉｖｅｒ 

Ｇｉｊｉｅ  ＴＲＡＭＰＩＮ’シリーズ Ｆｌｙ Ｆｉｓｈｅｒ  Ｌｕｒｅ ｍａｇａｚｉｎｅ Ｓａｌｔ 

ＣＬＩＭＢＩＮＧ ｊｏｙ  東海釣りガイド  フィールドライフ  レジャーフィッシング 

ＧＯ ＯＵＴ  夏山ＪＯＹ  富士山ブック  ＲＯＣＫ ＆ ＳＮＯＷ 

新ハイキング  Ｎｏｒｔｈ Ａｎｇｌｅｒ’ｓ  フライの雑誌  Ｒｏｄ ａｎｄ Ｒｅｅｌ 

ＳＡＬＴ ＷＯＲＬＤ  のぼろ  へら専科   ワンダーフォーゲル 

 

１３６ マリンスポーツ 

いまから取る  ＳＵＲＦＴＲＩＰ ｊｏｕｒｎａｌ ＮＡＬＵ   ＨＯＴ ＷＡＴＥＲ  

     ボート免許  スイミング・マガジン  パラオ楽園ガイド  ＳＰＯＲＴＳ ＭＡＧＡＺＩＮＥ 

Ｗａｋｅｂｏａｒｄｅｒ．  漕遊  Ｂｉｇ Ｂｏａｔ   ボーティングガイド 

ＫＡＺＩ  ＤＩＶＥ ＩＮ ＡＳＩＡ       ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ ボート倶楽部 

ｇｌｉｄｅ  ＤＩＶＥＲ  ＰＷＣ   Ｍａｒｉｎｅ Ｄｉｖｉｎｇ 

ＳＵＲＦＩＮ’ＬＩＦＥ  ダイビングスタート  Ｂｌｕｅ．   ＬＡ ＳＣＵＢＡ 

      ＆スキルＢＯＯＫ    ワールドジェットスポーツ 

 

１３７ スキー＆ウインター 

ＣＡＲＶＥ  ＳｎｏｗＢｏａｒｄｅｒ  ＦＲＥＥＲＵＮ  山とスキー 

ＳＫＩ ＪＯＵＲＮＡＬ  スキーグラフィック  ブルーガイド・スキー  ワールド・フィギュアスケート 

ｓｋｉｅｒ     

 

１３８ 陸上＆フィットネス 

ＩＲＯＮＭＡＮ  コーチング・クリニック マッスル・アンド  Ｒｕｎｎｅｒｓ Ｐｕｌｓｅ 

Ｗａｌｋｉｎｇ Ｌｉｆｅ  ＪＴＵ Ｍａｇａｚｉｎｅ       ・フィットネス  ランニングスタイル 
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Ｗｏｍａｎ’ｓ ＳＨＡＰＥ   ジャパンフィットネス  Ｙｏｇａ Ｊｏｕｒｎａｌ日本版 陸上競技 

      ＆ Ｓｐｏｒｔｓ  ボディビルディング  Ｙｏｇｉｎｉ   陸上競技マガジン 

クリール    ＲＵＮ＋ＴＲＡＩＬ   

 

１３９ 格闘技・武術 

大相撲ジャーナル  剣道日本  相撲   ＢＯＸＩＮＧ ＢＥＡＴ 

空手道マガジン   ゴング格闘技  秘伝   ボクシングマガジン 

       月刊ＪＫＦａｎ  Ｇ－ＳＰＩＲＩＴＳ  Ｆｉｇｈｔ＆Ｌｉｆｅ  ワールド空手 

近代柔道  少林寺拳法  武道   

剣道時代  柔道  プロレス   

 

１４０ オートスポーツ 

Ｆ１速報  ａｕｔｏ ｓｐｏｒｔ  Ｒａｃｉｎｇ ｏｎ  ＲＥＶ ＳＰＥＥＤ 

Ｆ１モデリング  ＪＡＦスポーツ     

 

１４１ スポーツ／その他 

アーチェリー  ＣＹＣＬＥ ＳＰＯＲＴＳ Ｔａｒｚａｎ   ＢＳＭ 

馬ライフ  自転車日和  ＣＩＣＬＩＳＳＩＭＯ  ＦＲＥＥＲＩＤＥ．ＬＩＮＫ 

ＭＴＢ日和  Ｓｐｏｒｔｓ Ｇｒａｐｈｉｃ   ＴＲＡＮＳＷＯＲＬＤ   ＢＯＷＬＩＮＧ  

折りたたみ自転車          Ｎｕｍｂｅｒ    ＳＫＡＴＥＢＯＡＲＤＩＮＧ      ＭＡＧＡＺＩＮＥ 

＆スモールバイクＬｉｆｅ  スポーツイベント                ＪＡＰＡＮ みんなのスポーツ 

折りたたみ自転車         ハンドボール ＢＩＣＹＣＬＥ ＣＬＵＢ   

＆スモールバイクカタログ  ＳＯＦＴＤＡＲＴＳ   ＢＩＣＹＣＬＥ ＮＡＶＩ   

ＣＵＥ’Ｓ          ＢＩＢＬＥ ＢＩＣＹＣＬＥ２１   

 

１５０Ａ 自動車／総合 

ａｈｅａｄ  高速有鉛デラックス  ｄｒｉｖｅｒ   バスマガジン 

ＥＮＧＩＮＥ  最強の  東京モーターショー  ｆｕｌｌｌｏａｄ 

ＣＡＲ ａｎｄ ＤＲＩＶＥＲ    くるま購入アルバム       ガイド ベストカー 

ＣＡＲ ＧＲＡＰＨＩＣ  最新国産＆輸入車  トップギア・ジャパン  Ｈｏｎｄａ Ｓｔｙｌｅ 

ＣＡＲ ＭＡＧＡＺＩＮＥ     全モデル購入ガイド トラック魂   ホリデーオート 

ＣａｒＮｅｒｕ  ＧＴ－Ｒ Ｍａｇａｚｉｎｅ ＮＡＶＩ ＣＡＲＳ  ザ・マイカー 

ＣＡＲトップ  ＪＡＦ Ｍａｔｅ  ＮＥＷ ＭＯＤＥＬ   Ｍｏｔｏｒ Ｍａｇａｚｉｎｅ 

カミオン  自家用車      ＭＡＧＡＺＩＮＥ Ｘ ＭｏｔｏｒＦａｎ ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄ 

「クルマ選びの本」  世界の自動車  Ｎｏｓｔａｌｇｉｃ Ｈｅｒｏ  ル・ボラン 

       シリーズ        アルバム  Ｎｏｓｔａｌｇｉｃ ＳＰＥＥＤ  ６６０ｍａｇａｚｉｎｅ 
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クルマ購入ガイド  ＴＩＰＯ  ハチマルヒーロー   

 

１５０Ｂ 自動車／中古車 

エムジェーマガジン  Ｃａｒ Ｓｅｎｓｏｒ中国版 Ｇｏｏ首都圏版  ＧｏｏＷＯＲＬＤ関東版 

         四国版  Ｃａｒ Ｓｅｎｓｏｒ四国版 Ｇｏｏ関西版  ＧｏｏＷＯＲＬＤ関西版 

Ｃａｒ Ｓｅｎｓｏｒ関東版  Ｃａｒ Ｓｅｎｓｏｒ  Ｇｏｏ東海版  ＧｏｏＷＯＲＬＤ東海版 

Ｃａｒ Ｓｅｎｓｏｒ関西版       福岡・佐賀版 Ｇｏｏ北海道版  ＧｏｏＷＯＲＬＤ 

Ｃａｒ Ｓｅｎｓｏｒ東海版  Ｃａｒ Ｓｅｎｓｏｒ長崎版 Ｇｏｏ東北版              北海道・東北版 

Ｃａｒ Ｓｅｎｓｏｒ北海道版  Ｃａｒ Ｓｅｎｓｏｒ大分版 Ｇｏｏ北関東版  ＧｏｏＷＯＲＬＤ 

Ｃａｒ Ｓｅｎｓｏｒ東北版  Ｃａｒ Ｓｅｎｓｏｒ  Ｇｏｏ静岡版         中国・九州版 

Ｃａｒ Ｓｅｎｓｏｒ栃木版       中・南九州版 Ｇｏｏ甲信越版  くるまる 

Ｃａｒ Ｓｅｎｓｏｒ群馬版  カーセンサーＥＤＧＥ Ｇｏｏ北陸版 

Ｃａｒ Ｓｅｎｓｏｒ茨城版  カーセンサーＥＤＧＥ Ｇｏｏ中国版 

Ｃａｒ Ｓｅｎｓｏｒ静岡版         中日本版 Ｇｏｏ四国版 

Ｃａｒ Ｓｅｎｓｏｒ  カーセンサーＥＤＧＥ Ｇｏｏ九州版 

    北陸・甲信越版         西日本版 Ｇｏｏ中・南九州版 

 

１５０Ｃ 自動車／RV 

ＡＵＴＯ ＣＡＭＰＥＲ  ジムニー  ジムニープラス  ＬＥＴ’Ｓ ＧＯ ４ＷＤ 

ＣＡＭＰ ＣＡＲ      ・スーパースージー ＳＴＹＬＥ ＷＡＧＯＮ  ＷＡＧＯＮＩＳＴ 

      ＭＡＧＡＺＩＮＥ       

 

１５０Ｄ 自動車／外車 

アメ車マガジン  ＴＨＥ ９１１  ストリートＶＷ’ｓ  ｆｌｙ ｗｈｅｅｌｓ 

Ａ－ｃａｒｓ      ＆ＰＯＲＳＣＨＥ  ナインイレブン・デイズ 輸入車ガイドブック 

ｅＳ４      ＭＡＧＡＺＩＮＥ ＮＥＷ ＭＩＮＩ ＳＴＹＬＥ  レッツプレイＶＷ’ｓ 

ａｕｔｏ ｆａｓｈｉｏｎ ｉｍｐ．  ＧＥＮＲＯＱ        ＭＡＧＡＺＩＮＥ ＲＯＳＳＯ 

Ｏｌｄ－ｔｉｍｅｒ  ジャーマンカーズ  ＢＭＷ ＭＡＧＡＺＩＮＥ   

Ｏｎｌｙ Ｍｅｒｃｅｄｅｓ  ＳＣＵＤＥＲＩＡ            日本版   

 

１５０Ｅ 自動車／チューンアップ 

ｉｄｌｅｒｓ ｍａｇａｚｉｎｅ  Ｃａｒ Ｇｏｏｄｓ   カスタムＣＡＲ  ドリフト天国 

ＯＰＴＩＯＮ       Ｍａｇａｚｉｎｅ  ＧｏｏＰａｒｔｓ   ＨＩＡＣＥ Ｓｔｙｌｅ 
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オートメカニック  Ｃｕｓｔｏｍ ＴＲＵＣＫＳ  Ｋ ＳＴＹＬＥ  ＶＩＰ ＳＴＹＬＥ 

オートメカニック          ＭＡＧ． Ｇ－ワークス  モーターヘッド 

     臨時増刊号  カーオーディオ  Ｓｔａｎｃｅ ＭＡＧ．  ＵＳＤＭ ＦＲＥＡＸ 

          マガジン     

 

１５１ オートバイ 

Ｏｕｔ Ｒｉｄｅｒ  ＧｏｏＢｉｋｅ東北版  タンデムスタイル  ＭＯＴＯ  

Ｕｎｄｅｒ４００  ＧｏｏＢｉｋｅ北関東版  ＣＨＯＰＰＥＲ Ｊｏｕｒｎａｌ    ＭＡＩＮＴＥＮＡＮＣＥ 

オートバイ  ＧｏｏＢｉｋｅ中四国版  ＤＵＣＡＴＩ Ｍａｇａｚｉｎｅ ＭＯＴＯ ＮＡＶＩ 

ＣＵＳＴＯＭ   ＧｏｏＢｉｋｅ九州版  ＢｉｋｅＪＩＮ   ＭＯＴＯツーリング 

     ＢＵＲＮＩＮＧ  クラブ・ハーレー  ＢＩＫＥＲＳ ＳＴＡＴＩＯＮ モーターサイクリスト 

ＧＡＲＲＲＲ  ＧＯＧＧＬＥ  ＶＩＢＥＳ   モト・チャンプ 

Ｇｉｒｌｓ Ｂｉｋｅｒ  最新オートバイ   バージンハーレー  モトモト 

カススク１２５   オールモデルカタログ  バイキチ  ヤングマシン 

カスタムピープル  Ｓｐｏｒｔｓｔｅｒ   ＢＭＷ ＢＩＫＥＳ  ＲＩＤＥＲＳ ＣＬＵＢ 

風まかせ     Ｃｕｓｔｏｍ Ｂｏｏｋ ＢＭＷ ＭＯＴＯＲＲＡＤ  ＲＩＤＩＮＧ ＳＰＯＲＴ 

カワサキバイクマガジン  ＳＴＲＥＥＴ ＢＩＫＥＲＳ’       Ｊｏｕｒｎａｌ Ｌａｄｙ’ｓ ｂｉｋｅ 

旧車會チャンプ  スクーターデイズ  Ｐｒｉｍａｒｙ Ｍａｇａｚｉｎｅ ＲＯＬＬＥＲ ｍａｇａｚｉｎｅ 

ＧｏｏＢｉｋｅ首都圏版  Ｚｅｐｐａｎ ＢＩＫＥＳ  ＨＯＴ ＢＩＫＥ ＪＡＰＡＮ ロードライダー 

ＧｏｏＢｉｋｅ関西版  ＤＩＲＴ ＣＯＯＬ  Ｍｒ．ＢＩＫＥ ＢＧ   

ＧｏｏＢｉｋｅ東海版  ＤＩＲＴ ＳＰＯＲＴＳ  ＭＯＴＯ Ａｄｄｉｃｔｓ   

 

１５２ 映画・ビデオ 

Ｉｔ’ｓ ＫＯＲＥＡＬ  Ｊ Ｍｏｖｉｅ Ｍａｇａｚｉｎｅ Ｔ．   ＦＬＩＸ 

宇宙船  シナリオ  東映ヒーローＭＡＸ  ＭＯＶＩＥ ＳＴＡＲ 

映画秘宝  シネコンウォーカー  ドラマ   もっと知りたい！ 

キネマ旬報  ＳＣＲＥＥＮ  韓流旋風             韓国ＴＶドラマ 

Ｃｉｎｅｆｅｘ日本版  ＳＯＤＡ  ＋ａｃｔ．   

ＣＩＮＥＭＡ ＳＱＵＡＲＥ  ＤＶＤ＆ブルーレイでーた     

 

１５３ コンピュータゲーム 

Ｃｏｏｌ－Ｂ  電撃Ｇｉｒｌ’ｓ Ｓｔｙｌｅ  電撃マオウ  ファミ通 

ゲームラボ  電撃Ｇ’ｓマガジン  Ｎｉｎｔｅｎｄｏ ＤＲＥＡＭ メガストア 

コンプティーク  電撃Ｎｉｎｔｅｎｄｏ  ＢｕｇＢｕｇ   

ＴＥＣＨ ＧＩＡＮ  電撃ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ  Ｂ’ｓ ＬＯＧ   
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１５４ アニメ 

Ａｎｉｍａｇｅ  きゃらびぃ  声優パラダイスＲ  Ｍｅｇａｍｉ ＭＡＧＡＺＩＮＥ 

アニメディア  ＣＯＳＰＬＡＹ ＭＯＤＥ 娘ＴＹＰＥ   リスアニ！ 

Ｓ  ＳＳ  ニュータイプ   

ＯＴＯＭＥＤＩＡ  声優アニメディア  ＰＡＳＨ！   

カードゲーマー  声優グランプリ  フロムゲーマーズ   

 

１５５ 鉄道・航空・船 

ＡＩＲ ＳＴＡＧＥ  Ｊウイング  世界航空機年鑑  鉄道ファン 

ＡＩＲＬＩＮＥ  Ｊシップス  世界の艦船  とれいん 

航空情報  Ｊトレイン  鉄おも！   パイロットにチャレンジ 

航空ファン  新幹線ＥＸＰＬＯＲＥＲ 鉄道ジャーナル  ヘリワールド 

国鉄時代  蒸気機関車ＥＸＰＬＯＲＥＲ 鉄道ダイヤ情報  Ｒａｉｌ Ｍａｇａｚｉｎｅ 

最強のりものヒーローズ  蒸機の時代  鉄道ピクトリアル   

 

１５６ 写真・カメラ 

アサヒカメラ  写ガール  デジタルカメラマガジン 風景写真 

ＩＭＡ  写真の教室  日本カメラ   フォトコン 

カメラマン  写真ライフ  Ｈａｖｅ ａ ｎｉｃｅ ＰＨＯＴＯ！ フォトテクニックデジタル 

ＣＡＰＡ  女子カメラＧＥＮＩＣ  ＰＨａＴ ＰＨＯＴＯ   

 

１５７ 芸能・演劇・ダンス・バレエ 

演劇界  Ｃｌａｒａ  Ｄａｎｃｅ ＳＱＵＡＲＥ  悲劇喜劇 

えんぶ  クロワゼ  宝塚ＧＲＡＰＨ  ＨＵＬＡ ＨＥＡＶＥＮ！ 

Ｃｏｎｆｅｔｔｉ（カンフェティ）  シアターガイド  ダンスビュウ  Ｂｅｌｌｙｄａｎｃｅ ＪＡＰＡＮ 

歌劇  ＳＴＡＧＥ ＳＱＵＡＲＥ ダンスファン  ＢＥＳＴ ＳＴＡＧＥ 

ザ・かぶき  素敵なフラ・スタイル テアトロ   

歌舞伎－研究と批評－  ＤＡＮＣＥ ＭＡＧＡＺＩＮＥ 日本の舞踊   

 

１５８ ペット 

愛犬の友  Ｓｈｉ－Ｂａ  ネコまる   ｗａｎ 

アクアライフ  ダックス・スタイル  爬虫類飼育  Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ Ｓｔｙｌｅ 

犬吉猫吉九州版  チワワスタイル      完全マニュアル      愛知版 

いぬのきもち  日本と世界の  ビバリウムガイド  Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ Ｓｔｙｌｅ 

うさぎと暮らす        愛犬図鑑  ＢＵＨＩ                 静岡県内版 

うさぎの時間  ねこ  プードルスタイル  わんハート 
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コーギースタイル  猫ぐらし  ＰＥ－ＣＨＡ   

コンパニオンバード  ねこのきもち  マリンアクアリスト   

サンゴ飼育  猫びより  ＲＥＴＲＩＥＶＥＲ   

    完全マニュアル  

 

１５９ 手芸・編み物 

キルトジャパン  コットンフレンド  ニットマルシェ  ビーズｆｒｉｅｎｄ 

毛糸だま  すてきにハンドメイド パッチワーク教室  ミセスのスタイルブック 

ＣＯＴＴＯＮ ＴＩＭＥ  ステッチイデー     

 

１６０ 囲碁・将棋 

囲碁未来  碁ワールド  将棋世界   将棋年鑑 

 

１６１ 無線・模型 

Ａｒｍｏｕｒ Ｍｏｄｅｌｌｉｎｇ  Ｓｃａｌｅ Ａｖｉａｔｉｏｎ  ＭＯＤＥＬ ＧＲＡＰＨＩＸ ラジコンマガジン 

ＲＭ ＭＯＤＥＬＳ  鉄道模型  モデルアート  ラジコンワールド 

Ｎ（エヌ）  フィギュア王  ラジオ技術  ロボコンマガジン 

艦船模型スペシャル  Ｈｏｂｂｙ ＪＡＰＡＮ  ラジオライフ   

ＣＱ ｈａｍ ｒａｄｉｏ  ＭＯＤＥＬ ＣＡＲＳ  ラジコン技術   

 

１６２ 観光・旅行 

ＡＬＯＨＡ ＥＸＰＲＥＳＳ  Ｊｅｔｓｔａｒ Ｊａｐａｎ   旅の手帖   まっぷるマガジン 

Ａｌｐｅｎ Ｒｏｓｅ  Ｍａｇａｚｉｎｅ  地球の歩き方      テーマ版・エリア版 

赤い風船  ジパング倶楽部  ムックシリーズ  ＭｉＳＭＯ箱根 

アロハストリート  関東・東北じゃらん  翼の王国   ＭＯＣＯ 

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ   関西・中国・四国じゃらん Ｄｉｓｃｏｖｅｒ Ｊａｐａｎ  遊・悠・ＷｅｓＴ 

Ｔｒａｖｅｌ Ｐｌａｎ  北海道じゃらん  ディズニーファン  遊・悠・ＷｅｓＴ関西版 

ＷＩＮＧＳＰＡＮ  東海じゃらん  Ｔｒａｖｅｌ＆Ｌｉｆｅ  遊・悠・ＷｅｓＴ中四国版 

沖縄ダイビングガイド  じゃらん九州  トランヴェール  遊・悠・ＷｅｓＴ九州版 

家族でおでかけ  ＳＫＹＭＡＲＫ  ハイウェイウォーカー  ゆるり東海版 

軽井沢地図とお店  ＳＫＹＷＡＲＤ  ハワイスタイル  楽園モルディブ 

ＣＲＥＡ ＴＲＡＶＥＬＬＥＲ  スカイマガジン  ＢＩＧ ＢＩＲＤ ＰＲＥＳＳ 旅行読売 

クルーズ  日本語版  ひととき   るるぶ情報版 

Ｃｏｒａｌｗａｙ  宿泊表  ＦＩＧＡＲＯ ｖｏｙａｇｅ    ／地域別国内版 

Ｃｏｙｏｔｅ  たのやく  ぶらら      ・海外版・目的別版 

航空旅行  たびカタログ  ＰＡＰＥＲＳＫＹ  ロケーションジャパン 
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ＪＡＬ Ｍｏｏｏｖｅ！  旅と鉄道     

 

１６３ 交通時刻表 

ＡＩＲＰＯＲＴ   小型全国時刻表  ＪＲ時刻表   東京時刻表 

ＬＩＭＯＵＳＩＮＥ  コンパス時刻表  ＪＴＢ時刻表（大型）  文字の大きな時刻表 

高速バス時刻表       

 

１６４ ギャンブル 

ＵＭＡＪＩＮ  スーパーパチスロ７７７ パチスロ必勝本ＤＸ  パチンコ漫画スリーセブン 

うまレター  パーフェクト種牡馬辞典 パチンコオリジナル  パニック７ゴールド 

Ｇａｌｌｏｐ  パチスロ極           実戦術  プレミアムリーチ 

ギャンブル宝典  パチスロ極Ｚ  パチンコオリジナル         完全攻略ＤＶＤ 

ギャンブル宝典  パチスロ攻略マガジン    必勝法スペシャル ＢＯＡＴＢｏｙ 

ロト・ナンバーズ  パチスロ攻略マガジン ドラゴン パチンコオリジナル  マクール 

当選倶楽部  パチスロ実戦術ＤＶＤ     必勝法デラックス 漫画パチスロ７ 

競馬王  パチスロパニック７  パチンコ攻略マガジン 漫画パチプロ７ 

競馬最強の法則  パチスロパニック７  パチンコ実戦ギガＭＡＸ 漫画パチンカー 

競馬大予言  パチスロ必勝ガイド  パチンコ必勝ガイド  優駿 

競馬ブック全国版  パチスロ必勝ガイドＭＡＸ パチンコ必勝ガイドＭＡＸ ロト・ナンバーズ 

サラブレ  パチスロ必勝本  パチンコ必勝本ＣＬＩＭＡＸ  「超」的中法 

 

１６５ パズル・クロスワード 

アロー＆スケルトン  究極漢字  頭脳全開足し算クロス ナンパラスペシャル 

            タウン  クロスワードＹＯＵ  絶品ナンクロメイト  ナンプレ ワイド  

アロー＆スケルトンパル  クロスワードキング  全１００問クロスワード          スタンダード 

アローメイト  クロスワード太郎  楽しいクロスワード  ナンプレ館 

アローライフ  クロスワードパクロス        Ｂｅｓｔ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ナンプレ館ＧＯＬＤ 

オール漢字パズル  クロスワードフレンズ 楽しい点つなぎ  ナンプレ検定 初級・中級 

オールナンクロ  クロスワードプラザ     ＢＥＳＴ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ナンプレジャンプ 

オールナンクロＳＰ  クロスワードメイト  楽しいまちがい絵さがし ナンプレ太郎 

お絵かきパズルランド  クロスワードランド         Ｂｅｓｔ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ナンプレ広場 

お絵かきメイト  厳選漢字１２０問  ちいさなナンプレ館  ナンプレプラザ 

大きな字の漢字ナンクロ  四季の別冊漢字館  超特大版漢字ナンクロ ナンプレマガジン 

大きな字の  実力検定ナンプレ  超難問ナンプレ  ナンプレメイト 

     難問漢字ナンクロ 実力検定難問ナンプレ     ＆頭脳全開数理パズル ナンプレランド 



※2016年 12月 12日時点のものになります。 

媒体は随時更新されますので予めご了承くださいませ。 

漢字一番  ジャンボ  点つなぎタウン  難問漢字館 

漢字王    まちがい絵さがしパル てんつなぎパズルライフ はっぴぃ！ 

漢字館  Ｓｕｐｅｒクロスワード  点つなぎプラザ        アロー＆スケルトン 

漢字簡単太郎  ＳＵＰＥＲナンプレ  点つなぎプラザスペシャル ペイントロジック 

漢字臣１２０問         ポータブル でっかい！まちがいさがし まちがいさがしパーク 

漢字ジグザグ太郎  ＳＵＰＥＲナンプレメイト デラックスクロスワード  まちがいさがしキング 

漢字ジグザグフレンズ             Ｍｉｎｉ 特上アロー＆スケルトン まちがい絵さがしＹＯＵ 

漢字太郎  スーパーペイントロジック 特上クロスワード  まちがいさがしパークｍｉｎｉ 

漢字太郎ＳＰ  スケルトン＆アロー広場 特選漢字１００問  まちがいさがしメイト 

漢字堂  スケルトンＹＯＵ  特選ナンクロプラザ  みんなが選んだ 

漢字難問太郎  スケルトンセブン  ドキドキ点つなぎ        アロークロス傑作選 

漢字道  スケルトン広場  ナンクロ漢字館  レディースアロー＆スケルトン 

漢字メイト  スケルトンプラザ  ナンクロ太郎  みんなの漢字 

漢字メイトＭｉｎｉ  スケルトンメイト  ナンクロプラザ  みんなのクチコミ点つなぎ 

漢字ランド  ずっしりたっぷり  ナンクロメイト  ロジックパラダイス 

季節の漢字道      アロー＆スケルトン ナンクロメイトＤＸ  レディーススケルトンＳＰ 

キャラさがしランド  ずっしりたっぷり点つなぎ ナンパラ   

 

１６６Ａ 音楽／洋楽 

ＡＣＯＵＳＴＩＣ ＧＵＩＴＡＲ  Ｓｏｕｎｄ ＆ Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ  ＢＡＳＳ ＭＡＧＡＺＩＮＥ Ｒｈｙｔｈｍ ＆ Ｄｒｕｍｓ  

        ＭＡＧＡＺＩＮＥ           Ｍａｇａｚｉｎｅ ＭＵＳＩＣ ＭＡＧＡＺＩＮＥ      ｍａｇａｚｉｎｅ 

ＩＮＲＯＣＫ  ＢＵＲＲＮ！  ＹＯＵＮＧ ＧＵＩＴＡＲ レコード・コレクターズ 

Ｇｕｉｔａｒ ｍａｇａｚｉｎｅ  Ｐｌａｙｅｒ  ＬＡＴＩＮＡ   ｒｏｃｋｉｎ’ｏｎ 

Ｋｅｙｂｏａｒｄ ｍａｇａｚｉｎｅ  ブルース＆ソウル   

・レコーズ   

 

１６６Ｂ 音楽／邦楽 

ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ ＦＩＬＥ   音楽と人  ｓｔｕｐｐｙ   ＢＡＲＦＯＵＴ！ 

           ＣＡＳＴ  歌手名鑑  ソングス   ミュージック☆スター 

Ｗｅ ＲＯＣＫ  カラオケファン  ソングブック  ＭＵＳＩＣＡ 

歌の手帖  ＧｉＧＳ  ＢＡＣＫＳＴＡＧＥ ＰＡＳＳ ＲＯＣＫＩＮ’ＯＮ ＪＡＰＡＮ 

オールヒット曲  ＧＯ！ＧＯ！Ｇｕｉｔａｒ     

 

１６６Ｃ 音楽／ジャズ・クラシック  

音楽現代  Ｊａｚｚ ＪＡＰＡＮ  バンドジャーナル  ムジカノーヴァ 

音楽の友  ショパン  パイパーズ  モーストリー・クラシック 
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現代ギター  ジャズ批評  ぶらあぼ   レコード芸術 

サラサーテ       

 

１６６Ｄ音楽／AV機器 

ａｎａｌｏｇ  管球王国  ＤｉＧｉＲＥＣＯ  ビデオＳＡＬＯＮ 

ＡＶ ＲＥＶＩＥＷ  ＳＴＥＲＥＯ  Ｎｅｔ Ａｕｄｉｏ  ＰＲＯＳＯＵＮＤ 

ＭＪ無線と実験  Ｓｔｅｒｅｏ Ｓｏｕｎｄ  ＨｉＶｉ   ホームシアターファイル 

オーディオアクセサリー  Ｄｉｇｉ Ｆｉ     

 

１６６Ｅ 音楽／その他 

ｉｎｔｏｘｉｃａｔｅ  ＳＯＵＮＤ ＤＥＳＩＧＮＥＲ Ｐｉａｎｏ   Ｍｕｓｉｃｉａｎ 

エレクトーン  ＣＤジャーナル＋ＤＶＤ ピアノスター  音遊人 

Ｏｃａｒｉｎａ  ｂｏｕｎｃｅ  邦楽の友   礼拝と音楽 

ＴＨＥ ＳＡＸ  ハンナ     

 

１６７Ａ コミック／一般 

アフタヌーン  コミックバーズ  まんがくらぶ  まんがライフオリジナル 

イブニング  コミックフラッパー  漫画ゴラク   モーニング 

ウルトラジャンプ  コミック乱  漫画ゴラクスペシャル  ＹＯＵＮＧ ＡＮＩＭＡＬ 

Ｅ・２  コミック乱 ツインズ  まんがタイム  ＹＯＵＮＧ ＫＩＮＧ 

ＧＵＮＤＡＭ Ａ  コンプエース  まんがタイムオリジナル ＹＯＵＮＧ ＫＩＮＧ ＯＵＲＳ 

キスカ  サンデーＧＸ  まんがタイムきらら  ＹＯＵＮＧ ＫＩＮＧ ＯＵＲＳ  

近代麻雀  主任がゆく！スペシャル まんがタイムきららＭＡＸ           ＧＨ 

ｇｏｏｄ！アフタヌーン  電撃Ｇ’ｓコミック  まんがタイムきららキャラット ヤングアニマル嵐 

グランドジャンプ  電撃萌王  まんがタイムきららフォワード ヤングエース 

劇漫スペシャル  ビッグコミック  まんがタイムきららミラク ヤングガンガン 

ＣｏｍｉｃＲＥＸ  ビッグコミックオリジナル まんがタイムジャンボ  ヤングコミック 

ＣＯＭＩＣリュウ  ビッグコミックスピリッツ まんがタイムスペシャル ヤングジャンプ 

コミックＺＥＲＯ－ＳＵＭ  ビッグコミックスペリオール まんがタイムファミリー  ヤングチャンピオン 

コミック＠バンチ  Ｆｅｂｒｉ  まんがタウン  ヤングチャンピオン 

コミックアライブ  本当にあった愉快な話 まんがホーム  ヤングチャンピオン烈 

コミックキューン  まんが４コマぱれっと 漫画ボン   ヤングマガジン 

コミックゼノン  漫画ＴＩＭＥＳ  まんがライフ   

コミック電撃大王  漫画アクション  まんがライフＭＯＭＯ   
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１６７Ｂ コミック／男性誌 

アクションピザッツ  ＣＯＭＩＣペンギンセレブ 失楽天   まんがシャワー 

アクションピザッツＤＸ  コミックＪＳＣＫ（ジェシカ） 実録四十路妻  漫画プラザ 

快楽天ＢＥＡＳＴ  コミックアンリアル  Ｎａｍａｉｋｉッ！  漫画ローレンス 

Ｃｏｍｉｃ Ｓｉｇｍａ  コミック快楽天  華漫   漫画ローレンス 

ＣＯＭＩＣ阿うん  コミックヘヴン  人妻    漫画ローレンスＲ４５ 

ＣＯＭＩＣペンギンクラブ  コミックホットミルク     本当にあったＨな話 メンズゴールド 

ＣＯＭＩＣペンギンクラブ  コミックメイト Ｌ  ビタマン 

           山賊版  コミックメガストアα  本当にあった 

         もっとみだらな話 

 

１６７Ｃ コミック／女性誌 

ＡＲＩＡ  サクラ愛の物語  ハーレクイン ｄａｒｌｉｎｇ！ 本当にあった 

ｉｈｒ ＨｅｒｔＺ  サクラミステリーデラックス 増刊ハーレクイン        笑える話スペシャル 

ＷＩＮＧＳ  サクラミステリーデラックス 別冊ハーレクイン  ほんとうに怖い童話 

エレガンス イブ  １５の愛情物語  ハーレクインオリジナル ほんとうに泣ける話 

ｏｆｆｉｃｅ ＹＯＵ  １５の愛情物語スペシャル 花音   ＭＡＧＡＺＩＮＥ ＢＥ×ＢＯＹ 

ＧＵＳＨ  Ｃｈｅｒｉ＋  波瀾万丈の女たち  まんがグリム童話 

家庭サスペンス  Ｊｏｕｒ すてきな主婦たち ＢＥ・ＢＯＹ ＧＯＬＤ  Ｍｙｓｔｅｒｙ Ｂｌａｎｃ 

家庭サスペンス  シルフ  ＢＥ・ＬＯＶＥ  ＭＹＳＴＥＲＹ ｓａｒａ 

家庭ミステリー  実際にあった怖い話 ＦＥＥＬ ＹＯＵＮＧ  無敵恋愛Ｓ・ｇｉｒｌ 

花恋  超（スーパー）  ｆｌｏｗｅｒｓ   メロディ 

官能愛体験ＤＸ    本当にあった生（まるなま） フォアミセス  ＹＯＵＮＧ ＬＯＶＥ ＣＯＭＩＣ  

Ｃｈａｒａ           ここだけの話 プチコミック                 ＡＹＡ 

Ｃｈａｒａ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ  絶対恋愛ＳＷＥＥＴ  ＢＯＹ’Ｓ ピアス  ＹＯＵ 

Ｋｉｓｓ  Ｄａｒｉａ  ＢＯＹ’Ｓ ピアス禁断  嫁と姑デラックス 

危険な愛体験Ｓｐｅｃｉａｌ  Ｄｅａｒ＋  本当にあった  リンクス 

恐怖の快楽  デザート        女の人生ドラマ ルチル 

Ｃｏｏｋｉｅ  ｄｒａｐ  本当にあった主婦の体験 恋愛Ｃｈｅｒｒｙ Ｐｉｎｋ 

Ｃｏｃｏｈａｎａ  ハーモニィ ＰＲＩＮＣＥ 本当にあった  恋愛Ｌｏｖｅ ＭＡＸ 

コミック アムール  ハーモニィ Ｒｏｍａｎｃｅ    愉快な話 芸能ズキュン！ 恋愛白書パステル 

コミック百合姫  ハーモニィ Ｒｏｍａｎｃｅ 本当にあった笑える話 恋愛パラダイス 

ご近所の怖い噂  ハーレクイン  本当にあった笑える話   

                 Ｐｉｎｋｙ   
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１６７Ｄ コミック／少年少女誌 

ＡＳＵＫＡ  少年エース  ジャンプスクエア  ベツコミ 

ガンガンＪＯＫＥＲ  少年ガンガン  Ｃｈｅｅｓｅ！   フレンド 

ゲッサン  少年サンデー  ちゃお   ＨＯＮＫＯＷＡ 

コミックガーデン  少年サンデー超（スーパー） ちゃおデラックス  マーガレット 

コミックジーン  少年シリウス  チャンピオンＲＥＤ  ザ・マーガレット 

コミックビーム  少年ジャンプ  ドラゴンエイジ  マーガレット 

コロコロイチバン！  少年チャンピオン  なかよし   ミステリーボニータ 

コロコロコミック  少年チャンピオン  花とゆめ   ＬａＬａ 

コロコロコミックスペシャル  少年チャンピオン  花とゆめ   ＬａＬａ ＤＸ 

最強ジャンプ  少年マガジン  Ｖジャンプ   りぼん 

Ｇファンタジー  少年マガジン  プリンセス   

Ｓｈｏ－Ｃｏｍｉ  少年マガジン  プリンセスＧＯＬＤ   

 

１６８ 趣味／一般 

Ａｒｍｓ ＭＡＧＡＺＩＮＥ  Ｇｕｎｓ＆Ｓｈｏｏｔｉｎｇ  ストライク アンド   ＰＯＷＥＲ Ｗａｔｃｈ 

愛石  キュリオマガジン      タクティカルマガジン ミリタリー・クラシックス 

ＷＡＴＣＨ ＮＡＶＩ  Ｃｈｒｏｎｏｓ日本版  世界の腕時計  モード・オプティーク 

腕時計王  コンバット・マガジン  ＴＩＭＥ Ｇｅａｒ  郵趣 

ＭＣあくしず  趣味の文具箱  陶遊   ＲＥＡＬ ＲＯＬＥＸ 

おとこの腕時計ＨＥＲＯＥＳ シルバーアクセ   時計Ｂｅｇｉｎ  Ｗｈａｔ ｔｉｍｅ？ 

Ｇｕｎ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌｓ       スタイルマガジン ＰＡＮＺＥＲ   

 

１７０ 文芸・文学・小説 

ＳＦマガジン  小説ＮＯＮ  星座   日本文学 

オール讀物  小説ウィングス  青春と読書  俳句 

歌壇  小説現代  短歌   俳句あるふぁ 

學鐙  小説幻冬  短歌研究   俳句界 

きらら  小説新潮  短歌芸術   俳壇 

群像  小説推理  電撃文庫ＭＡＧＡＺＩＮＥ 文學界 

現代詩手帖  小説すばる  特選小説   文藝 

国語と国文学  小説宝石  同時代   ミステリマガジン 

ことばの翼・詩歌句  小説野性時代  読楽   ＭＯＮＫＥＹ 

詩とファンタジー  新鮮小説  ドラゴンマガジン  ユリイカ 

小説ｂ－Ｂｏｙ  新潮  二次元ドリームマガジン   

小説Ｄｅａｒ＋  すばる  日本児童文学   
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１７１ 芸術・美術 

ＡＸＩＳ  イラストノート  デザインノート  美術の窓 

アートコレクターズ  ギャラリー  陶工房   宝石の四季 

アートビジョン  芸術新潮  版画芸術   炎芸術 

アイデア  書香  ＢＴ   目の眼 

ＩＬＬＵＳＴＲＡＴＩＯＮ  墨  美術   ＭＯＥ 

一枚の繪  小さな蕾  美術大鑑   

 

１７２ 自然科学・社会科学 

科学  生物科学  文化財   歴史街道 

考古学  天文ガイド  法学教室   歴史群像 

考古学ジャーナル  Ｔｏｒｉｉｎｏ  法学セミナー  歴史人 

昆虫と自然  Ｎｅｗｔｏｎ  法律時報   歴史通 

時空旅人  日経サイエンス  星ナビ   論究ジュリスト 

ジュリスト  Ｎａｔｕｒｅ日本印刷版  ミネラ   

数理科学  ＢＩＲＤＥＲ  野鳥   

 

１７３ 宗教・哲学 

家庭の友  佼成  大法輪   福音と世界 

教師の友  思想  ナーム   Ｍｉｎｉｓｔｒｙ 

キリスト教年鑑  信徒の友  ＰＬ   やくしん 

現代思想  説教黙想  ＰＬＡＳＭＡ   

 

１７４ 教育・指導研究誌 

新しい算数研究  教育美術  小六教育技術  体育科教育 

ｗｕｔａｎ  健康教室  新 幼児と保育  体育の科学 

演劇と教育  子どものしあわせ  新英語教育  ちいさいなかま 

海外子女教育  作文と教育  実践障害児教育  灯台 

家教連 家庭科研究  社会教育  児童心理   ニュースがわかる 

Ｃａｔｃｈ ａ Ｗａｖｅ  小一教育技術  じぶんの脚本  保健室 

教育  小二教育技術  数学教室   理科教室 

教育音楽小学版  小三教育技術  数学セミナー  理科の教育 

教育音楽中学・高校版  小四教育技術  ＳＥＸＵＡＬＩＴＹ  理科の探検 

教育ジャーナル  小五教育技術  総合教育技術   
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１７５Ａ 学習・受験対策誌／小・中学生 

高校への数学  私立中高進学通信  小学一年生  道新受験情報 

子供の科学       関東版・関西版 中学への算数 

 

１７５Ｂ 学習・受験対策誌／高校・大学生 

医療・教育・福祉・健康系  螢雪時代  ドリコムブック  ドリコムブック 

     オール学校ガイド ＳＣＨＯＯＬ      大学・短期大学進学ガイド   専門学校オールガイド 

     職業・資格解説編 大学への数学     

 

１７６ 語学・学習研究誌 

ＥＮＧＬＩＳＨ ＪＯＵＲＮＡＬ 聴く中国語  多聴多読マガジン  日本語教師になるための 

エイエイＧＯ！  基礎英語１  通訳者・翻訳者になる本       学校ガイド 

英語教育  基礎英語２  通訳・翻訳ジャーナル ふらんす 

英語年鑑  基礎英語３  ＴＯＥＩＣ Ｔｅｓｔ  プレキソ英語 

エンジョイ・シンプル  ＣＮＮ ｅｎｇｌｉｓｈ ｅｘｐｒｅｓｓ   プラス・マガジン 翻訳事典 

      ・イングリッシュ  実践ビジネス英語  日本語学   マガジンアルク 

おとなの基礎英語  ゼロからスタートＥｎｇｌｉｓｈ 日本語を教えよう  ラジオ英会話 

 

１７７ 教養／その他 

教員養成セミナー  社労士Ｖ  なごみ   れいろう 

国家試験カタログ  社労士受験  望星   ワインとグルメの 

茶道雑誌  淡交  留学ジャーナル          資格と教室 

 

 

１８０ 経済 

エコノミスト  実業界  週刊東洋経済  ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ ＮＥＸＴ 

経済セミナー  週刊ダイヤモンド  ＮＥＷ ＷＡＶＥ  ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ ＷＯＭＡＮ 

財界  東海財界  ＦＡＣＴＡ   リベラルタイム 

Ｊ２ＴＯＰ       

 

１８１ 経営 

アントレ  住職  ダイヤモンド・ハーバード ビジネスサミット 

企業家倶楽部  ＤＩＡＭＯＮＤ         ・ビジネス・レビュー ビジネスチャンス 

企業診断       Ｃｈａｉｎ Ｓｔｏｒｅ 道経塾   ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ 

企業実務  ＤＩＡＭＯＮＤ   日経トップリーダー  フォーブス ジャパン 

グローバル オーナーズ        Ｄｒｕｇ Ｓｔｏｒｅ 日経ビジネス  ＢＯＳＳ 
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経済界  ＤＩＡＭＯＮＤ   日経ビジネスＡｓｓｏｃｉｅ 家主と地主 

経済研究      Ｈｏｍｅ Ｃｅｎｔｅｒ 一橋ビジネスレビュー  Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ ＯＷＮＥＲＳ 

ＺＡＩＴＥＮ       

 

１８２ 投資・マネー 

ＦＸ攻略．ｃｏｍ  株主手帳  投資手帖   日経マネー 

Ｙｅｎ＿ＳＰＡ！  ＪＡＰＡＮ ＣＯＭＰＡＮＹ  ＮＩＬＥ＇Ｓ ＡＳＳＥＴ  ネットマネー 

会社四季報         ＨＡＮＤＢＯＯＫ         ＆ ＭＯＮＥＹ マネーポスト 

会社四季報未上場会社版 ジャパニーズ インベスター 日経会社情報  ゆほびかＧＯＬＤ  

会社四季報ワイド版  Ｄｉａｍｏｎｄ ＺＡｉ  日経会社情報大判     幸せなお金持ちになる本 

会社四季報プロ５００  投資経済     

 

１８３ ビジネス／その他 

ＳＲ  ガバナンス  総務   農業ビジネスマガジン 

エコガイド  経理ウーマン  ＴＨＥ ２１   ＢＩＧ Ｔｏｍｏｒｒｏｗ 

ＯＬマニュアル  激流  ＮＥＷ ＭＥＤＩＡ  Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｌａｗ Ｊｏｕｒｎａｌ 

オルタナ  消費と生活  日経ＴＲＥＮＤＹ  ビジネスガイド 

ＣａｒｄＷａｖｅ  事業構想  日経情報ストラテジー  ビジネス法務 

環境ビジネス  自治実務セミナー  ネットワークビジネス  弁護士ドットコム 

 

１８４ 広告・宣伝 

ＡＣＣ ＣＭ年鑑  サイン＆ディスプレイ大系 デジタルマーケティング年鑑 ＢｔｏＢコミュニケーション 

広報会議  サイン＆ディスプレイ年鑑 トッププロモーションズ販促会議 ブレーン 

コピー年鑑  雑誌新聞総かたろぐ 日本の広告会社  ＭａｒｋｅＺｉｎｅ 

コマーシャル・フォト  ＣＭ ＮＯＷ  １００万社のマーケティング メディア・データ 

サイン＆ディスプレイ  宣伝会議     

 

１８５Ａ コンピュータ／入門・総合情報 

Ｉ／Ｏ  Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｄｅｓｉｇｎ  日経ＰＣ２１  日経パソコン 

 

１８５Ｂ コンピュータ／Windows 

Ｗｉｎｄｏｗｓ１００％  ＤＯＳ／Ｖ ＰＯＷＥＲ ＲＥＰＯＲＴ   Ｍｒ．ＰＣ 

 

１８５Ｃ コンピュータ／インターネット・通信 

ｉＰ！  アプリスタイル  アプリスタイルＱｕｎ 
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１８５Ｄ コンピュータ／Macintosh 

Ｍａｃ Ｆａｎ 

 

１８５Ｅ コンピュータ／デザイン・言語 

ＷＥＢ＋ＤＢ ＰＲＥＳＳ  Ｗｅｂ Ｄｅｓｉｇｎｉｎｇ  ＭｄＮ   ＣＧＷＯＲＬＤ ＋ ｄｉｇｉｔａｌ ｖｉｄｅｏ 

 

１８５Ｇ 電気・エレクトロニクス 

電子工作マガジン 

 

１９２ 外国発行誌／月刊・その他 

Ｈａｎａ Ｈｏｕ！日本語版  Ｊａｐａｎ Ｗａｌｋｅｒ  日本自遊行／日本優生活 香港ウォーカー 

 

１９３ 外国語雑誌／観光・旅行 

ａｔｔ．ＪＡＰＡＮ  ａｔｔ．ＪＡＰＡＮ中国語（繁体字）版 ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ ＴＲＩＰ東京 Ｗｈｙ ＫＹＯＴＯ？ 

 

１９５ 外国語雑誌／その他 

ａｌｔｅｒｎａｔｉｖａ全国版  Ｔｈｅ Ｊｏｕｒｎａｌ  Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅ Ｄｉｇｅｓｔ  ＷＩＮＩＮＧ ＆ ＤＩＮＩＮＧ  

ＢＣＣＪ ＡＣＵＭＥＮ  ＭＥＲＣＡＤＯ ＬＡＴＩＮＯ Ｒｅｖｉｓｔａ Ｖｉｔｒｉｎｅ             ｉｎ Ｔｏｋｙｏ 

ｉＮＴＯＵＣＨ  ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＳ     ひらがなタイムズ 

 

 

 

【 業 界 ・ 専 門 雑 誌 】 

３０１Ａ 経済 

石垣  オペレーションズ・リサーチ 海外進出企業総覧  地域経済総覧 

医薬経済        国別編・会社別編   

 

３０２Ａ 工業総合 

安全工学  ＱＣサークル  材料   ながれ 

映像情報インダストリアル  工業用水  材料技術   日経Ｒｏｂｏｔｉｃｓ 

エンジニアリング ビジネス 工場管理  材料の科学と工学  日経ものづくり 

ＯＰＴＣＯＭ  産業立地  自動認識   標準化と品質管理 

会社・商品情報       

 

３０２Ｅ 工業専門技術 

ＩＥレビュー  石灰石  日本結晶学会誌  非破壊検査 
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圧力技術  塑性と加工  日本物理学会誌  表面科学 

応用物理  炭素  日本冷凍空調学会論文集 粉体工学会誌 

機能材料  超音波ＴＥＣＨＮＯ  日本レオロジー学会誌 プラントエンジニア 

クリーンテクノロジー  低温工学  熱測定   プレス技術 

検査技術  鉄構技術  熱物性   プレス成形加工 

光学  トライボロジー  配管技術   防錆管理 

固体物理  トライボロジー総覧  パリティ   まぐね 

材料と環境  トライボロジスト  光アライアンス  冷凍 

Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ ｔｈｅ Ｍａｓｓ Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ Ｓｏｃｉｅｔｙ ｏｆ Ｊａｐａｎ     

  

 

３０２Ｊ包装／パッキング 

食品包装  年鑑日本のパッケージデザイン   包装技術 

 

３０２Ｐ 特許／発明 

発明  発明ライフ 

 

３０５Ａ 建設／住宅／土木総合 

近代建築  建築と積算  積算資料ポケット版  長野県建設年鑑 

ＫＪ  コア東京          住宅建築編 日事連 

建設  公共建築  積算資料ポケット版  日経アーキテクチュア 

建設ＩＴガイド  工事情報       マンション修繕編 庭ＮＩＷＡ 

建設工事の動き  ＪＡ  積算資料ポケット版  北海道建設年鑑 

建設マネジメント技術  新建築          リフォーム編 北海道建設名簿 

建築技術  新建築住宅特集  積算ポケット手帳外構編 防水材・シーリング材 

建築雑誌  新・住宅ジャーナル  積算ポケット手帳建築編       ・塗床材ガイドブック 

建築士  ジェルコ リフォーム・レポート 積算ポケット手帳設備編 防水ジャーナル 

建築知識  住宅建築  測量   防水総覧 

建築東京  住と建築  東北ジャーナル  ＬＡＮＤＳＣＡＰＥ ＤＥＳＩＧＮ 

建築と社会       Ｒｅｆｏｒｍ Ｓａｌｅｓ Ｍａｇａｚｉｎｅ 

 

３０５Ｃ 住宅／不動産 

日経不動産マーケット情報 不動産鑑定  不動産ソリューションブック 不動産流通 

ＢＵＩＬＤＩＮＧ ＴＯＫＹＯ  不動産受験新報  不動産法律セミナー  プロパティマネジメント 

びるぢんぐ     
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３０５Ｄ 建築設計／インテリア 

ＡＲＣｈｃａｒｄ意匠設計版  Ｏ．Ｅ  商店建築   日経ホームビルダー 

ＡＲＣｈｃａｒｄ設備・構造設計 ＣＯＮＦＯＲＴ  ディテール  Ｈｏｍｅ Ｌｉｖｉｎｇ 別冊版 

      ／施工（工務店）版       

 

３０５Ｅ 家具／建具 

インフィル・テクノロジー  近代家具  建具報 

 

３０５Ｆ 空調／冷暖房 

空気調和・衛生工学  暖房  冷凍空調設備 

 

３０５Ｇ 建築設備／付帯工事 

空衛  下水道  水道公論   設備と管理 

建築設備士  下水道年鑑  水道年鑑   ＢＥ建築設備 

建築設備と配管工事  コア  設備設計   ビルメンテナンス 

 

３０５Ｈ 建設資材 

建材情報  建設資材・工法年鑑 積算資料公表価格版 プレカットユーザー 

建材フォーラム  建築仕上技術  接着剤総覧   

 

３０５Ｊ 建設機械 

ＡＵＣＴＩＯＮ ＢＯＯＫ  建設機械  建設機械施工  建設機械スペック＆プライス 

建機新報       

 

３０５Ｋ 都市／地域・環境開発 

ＥＣＯ－ＧＲＥＥＮＴＥＣＨ  日本都市年鑑  ＬＡＮＤＳＣＡＰＥ ＆ ＧＲＥＥＮＥＲＹ 

 

３０５Ｍ 土木 

基礎工  地盤工学会誌  道路建設  土木施工 

橋梁と基礎  雪氷  土木学会誌 日経コンストラクション 

高速道路と自動車  ダム日本  土木技術  舗装 

シールド年鑑  道路     

 

３０８Ａ 農林／水産総合 

ＪＡＴＡＦＦジャーナル  日本水産学会誌  農協・関連企業名鑑  ＦＩＳＨＥＲＩＥＳ ＳＣＩＥＮＣＥ 
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３０８Ｂ 農業全般 

育種学研究  新農家暦  農業および園芸  農業と経済 

育種学研究 講演要旨集 全国都道府県  農業協同組合経営実務 農産物検査とくほん 

機械化農業      農業協同組合名鑑 農業経営者  農村計画学会誌 

技術と普及  ニューカントリー  農業食料工学会誌  農村ニュース 

自然と農業  ＮＯＳＡＩ     

 

３０８Ｃ 農業土木／土壌改良 

土づくりとエコ農業  農業農村工学会誌  農業農村工学会論文集 

 

３０８Ｄ 農業改良地域普及 

ながの 農業と生活  農家の友北海道  農業かごしま 

 

３０８Ｆ 酪農／畜産／飼料 

家畜診療  畜産コンサルタント  日本畜産学会報  養豚界 

Ｇｒａｓｓｌａｎｄ Ｓｃｉｅｎｃｅ  デーリィ・ジャパン  鶏の研究   養豚情報 

鶏卵肉情報  デーリィマン  北海道獣医師会雑誌 養豚の友 

獣医畜産新報  日本家禽学会誌  養牛の友   酪農ジャーナル 

全国家畜衛生職員会会報 日本獣医学会会誌  養鶏の友   臨床獣医 

全国畜産関係者名簿  日本獣医師会雑誌     

 

３０８Ｇ 園芸／生花 

Ｇａｒｄｅｎ Ｃｅｎｔｅｒ  果実日本  施設と園芸 

 

３０８Ｈ 園芸改良地域普及 

因伯之果樹鳥取  フルーツ＆フルーツ  山口のかんきつ  和歌山の果樹 

 

３０８Ｋ 茶 

茶  現代林業  日本森林学会誌  林経協季報 

 

３０８Ｍ 林業／木材 

ウッドミック  山林  木材学会誌  林材安全 

機械化林業  森林技術  木材工業   林政ニュース 

グリーン・エージ  森林防疫  林業新知識   
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３０８Ｐ 農薬／肥料 

植調  植物防疫  日本農薬学会誌  肥料時報 

 

３０８Ｒ 水産 

アクアネット  漁港  水産週報   水産年鑑 

海洋水産エンジニアリング 水産界  水産新潮   養殖ビジネス 

 

３１０Ａ 食料／食品総合 

外食企業計画総覧  食品業界ビジネスガイド 食品と開発  日本食品科学工学会誌 

外食企業年鑑  食品工場長  食品と科学  ＨＡＣＣＰ 

酒類食品統計月報  食品産業年鑑  ジャパン・フードサイエンス ＦＯＯＤ Ｓｔｙｌｅ２１ 

食品加工技術  食品商業  総合食品   Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ Ｆｏｏｄ 

食品機械装置  食品添加物便覧  ＮＥＷ ＦＯＯＤ ＩＮＤＵＳＴＲＹ フードケミカル 

 

３１０Ｃ 穀類 

米と流通  食糧ジャーナル  日本が誇る米のブランド 麺業界 

 

３１０Ｄ パン／菓子 

アイスクリームレビュー  製菓製パン  糖業年鑑   フードニュース 

ＧＡＴＥＡＵＸ  世界の菓子ＰＣＧ  Ｂ＆Ｃ   ベーカリーブック 

 

３１０Ｆ 醸造／酒類／加工飲料 

乳業ジャーナル  乳業名鑑  味噌醤油年鑑 

 

３１０Ｇ 冷凍／生鮮食品／青果 

数字で見る食肉産業  日本食肉年鑑  ミート・ジャーナル  冷凍食品年鑑 

 

３１０Ｈ 加工食品 

蒲鉾年鑑  調理食品と技術  ハム・ソーセージ年鑑  フードジャーナル 

缶詰時報  日本食品保蔵科学会誌     

 

３１０Ｍ 料理飲食業 

居酒屋  近代食堂  専門料理   Ｆｏｏｄ Ｂｉｚ 

飲食店経営  シェフ  そばうどん   ＦＯＯＤ ＬＩＦＥ 

ｃａｆｅ ｓｗｅｅｔｓ  食堂  そば・うどん店繁盛ＢＯＯＫ 焼肉店 

カフェ＆レストラン  すしの雑誌  中華料理店  ヒットラーメン店をつくろう！ 
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３１０Ｎ 集団給食 

学校給食  （一社）日本弁当サービス協会 ヘルスケア・レストラン  メニュー・アイディア 

食育フォーラム               会員名簿     

 

３１０Ｑ 食品衛生／栄養学 

食と健康  食品衛生研究  日本栄養・食糧学会誌 臨床栄養 

食品衛生学雑誌  Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ Ｃａｒｅ  日本調理科学会誌   

 

３１３Ａ 繊維／衣料品総合 

加工技術  ＮＯＮＷＯＶＥＮＳ ＲＥＶＩＥＷ ファッション企業・ブランドガイド 不織布情報 

 

３１３Ｃ 洋装／衣料品雑貨 

毛皮ジャーナル  ファッション販売  流行色 

 

３１３Ｅ 和装／呉服 

和の生活マガジン「花Ｓａｋｕ」 

 

３１３Ｇ 縫製／ミシン加工 

ＡＰＮ 

 

３１６Ｂ パルプ／紙 

紙パ技協誌  紙パルプ技術タイムス 紙業興信大鑑  紙業タイムス 

紙パルプ会社名鑑  コンバーテック     

 

３１６Ｄ 紙器 

ｃａｒｔｏｎ＆ｂｏｘ  化学と生物  バイオサイエンスとインダストリー 

 

３１９Ａ 化学総合 

ｃａｒｔｏｎ＆ｂｏｘ  化学装置  工業材料   ＢＵＬＬＥＴＩＮ ＯＦ ＴＨＥ  

ＡＮＡＬＹＴＩＣＡＬ ＳＣＩＥＮＣＥＳ 化学と教育  ＪＯＵＲＮＡＬ ＯＦ ＢＩＯＳＣＩＥＮＣＥ     ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＳＯＣＩＥＴＹ 

１６７１６の化学商品  化学と工業     ＡＮＤ ＢＩＯＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ      ＯＦ ＪＡＰＡＮ 

Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ  化学と生物  新化学インデックス  ファインケミカル 

エネルギー関連行政情報 クロマトグラフィー  生物工学会誌  ファインケミカル年鑑 

化学  ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ ＬＥＴＴＥＲＳ ＴＩＧＧ   ぶんせき 

化学経済  ケミカル エンジニヤリング ＢＩＯ ＩＮＤＵＳＴＲＹ  分析化学 

化学工業  現代化学  バイオサイエンスとインダストリー 有機合成化学協会誌 
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化学工業会社録  光化学  Ｐｌａｎｔ Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 油脂 

 

３１９Ｄ 石油化学／合成樹脂 

アロマティックス  高分子  日本接着学会誌  プラスチックスエージ 

オレオサイエンス  成形加工  プラスチックス   

 

３１９Ｆ ゴム／タイヤ 

ゴム産業名鑑  タイヤ年鑑  マッチングガイド  ラバーインダストリー 

ゴム年鑑  日本ゴム協会誌       乗用車編・ＲＶ車編   

 

３１９Ｈ 化学薬品／火薬 

ＥＸＰＬＯＳＩＯＮ  Ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ｏｆ Ｅｎｅｒｇｅｔｉｃ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ 

 

３１９Ｋ 塗料／染料 

色材協会誌  塗装工学  塗料産業海外進出  塗料年鑑 

塗装技術  塗布と塗膜          ＲＥＶＩＥＷ 日塗装 

 

３１９Ｎ 香料 

ＡＲＯＭＡ ＲＥＳＥＡＲＣＨ 香料  日本味と匂学会誌  Ｔｈｅ Ｈｅｒｂｓ 

ａｒｏｍａｔｏｐｉａ       

 

３２２Ａ 燃料／エネルギー総合 

ＥＧ  エネルギーレビュー  省エネルギー  日本エネルギー学会誌 

エネルギー・資源  エレクトロヒート  太陽エネルギー  燃料電池 

エネルギーと動力  環境エネルギー産業情報 太陽光発電産業総覧 燃料電池・水素産業総覧 

エネルギーフォーラム  クリーンエネルギー  ２次電池・電気二重層   

      キャパシタ産業総覧   

 

３２２Ｃ 原子力 

原子力年鑑  日本原子力学会誌  プラズマ・核融合学会誌 保健物理 

 

３２２Ｅ 石油 

ガソリンスタンド  潤滑経済  セキツウ   石油産業人住所録 

給油所日本  潤滑剤銘柄便覧  石油産業   ペトロテック 

ＪＥＴＩ       
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３２２Ｆ ガス 

ＬＰガス  ＬＰガス資料年報  ＬＰガスプラント  高圧ガス 

 

３２４Ｄ セメント／コンクリート 

コンクリート工学  Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ ｔｈｅ ｓｏｃｉｅｔｙ  首都圏生コンだより  生コン年鑑 

コンクリートテクノ    ｏｆ Ｉｏｎｏｒｇａｎｉｃ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ セメントコンクリート  プレストレストコンクリート 

Ｊ．Ｃ．Ｂ．Ａ ＮＥＷＳ              ，Ｊａｐａｎ セメント年鑑   

 

３２４Ｅ 窯業 

セラミックス  耐火物  陶説 

 

３２７Ａ 金属総合 

環境資源工学  工業加熱  粉体および粉末冶金  溶接学会誌 

岩石鉱物科学  鉄鋼年鑑  まてりあ   溶接技術 

金属  表面技術     

 

３２７Ｃ 鉄鋼 

ＩＳＩＪ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 鉄と鋼  鐵の世界   ふぇらむ 

 

３２７Ｄ 非鉄金属 

ＡＬ  軽金属  チタン誌   マグネシウム 

アルトピア  工業レアメタル  銅と銅合金 

 

３２７Ｇ 鋳造／ダイカスト 

型技術  素形材  鋳造工学   鋳造ジャーナル 

ＪＦＡ  素形材年鑑     

 

３２９Ｂ 工業機械／産業機械 

Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃａｒｄ  機械の研究  ターボ機械  日本機械学会誌 

ＫＩＳＥＴＵ（機設）  産業機械  ツールエンジニア  フルードパワーシステム 

機械技術  生産財マーケティング 日刊工業新聞  ボイラ研究 

機械設計  精密工学会誌         新製品情報 油空圧技術 

機械と工具  設計工学  日工フォーラム 

 

３２９Ｄ 機械部品／工具 

かいほう 
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３２９Ｆ 精密機器／カメラ 

ＰＲＯＧＲＥＳＳ 

 

３３３Ａ 電力／電気（電子）機器総合 

ＯＨＭ  静電気学会誌  電気計算   電気評論 

新電気  電気学会誌  電気新聞縮刷版  電力役員録 

スマートグリッド  電気協会報     

 

３３３Ｃ 電力／重電機器 

火力原子力発電  重電機器シェア  電力人事   電力土木 

 

３３３Ｄ 弱電／家電機器 

照明学会誌  住まいとでんき 

 

３３３Ｆ 電子技術／電子機器 

ＡＥＩ  画像ラボ  日経エレクトロニクス  Ｂ－Ｐｌｕｓ 

液晶  電子情報通信学会誌 日本電子材料技術協会 光技術コンタクト 

エレクトロニクス実装学会誌 電子ディスプレーメーカー         会報 ＰｒｏｄｕｃｔＮａｖｉ 

エレクトロニクス実装技術  計画総覧  半導体工場ハンドブック プリント回路メーカー総覧 

Ｏ ｐｌｕｓ Ｅ  トラ技ジュニア  半導体産業計画総覧 Ｌａｓｅｒ Ｆｏｃｕｓ Ｗｏｒｌｄ Ｊａｐａｎ 

オプトロニクス  トランジスタ技術     

 

３３３Ｇ 計測機器／自動制御機器 

計装  計測と制御  分光研究   メカトロニクス・デザイン・ニュース 

計測技術  システム／制御／情報     

 

３３３Ｊ 電波／通信機器 

ＲＦワールド  衛星通信ガイドブック テレコミュニケーション 電波受験界 

衛星＆ケーブルテレビ  ケーブル年鑑  電気通信   Ｂ－ｍａｇａ 

 

３３３Ｋ オーディオ／ビデオ 

ＡＶ＆Ｃ  Ｓｅｎｋａ２１  日本音響学会誌  ビデオ・インサイダー・ジャパン 

映像情報メディア学会誌  ＤＶＤナビゲーター     
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３３３Ｎ 電設工事／電設資材 

電気現場  電気設備学会誌  電設技術   電線時報 

電気工事士  電気と工事  電設資材   Ｎｅｗ Ｗａｖｅ 

 

３３５Ｂ コンピュータ／情報処理 

ｅ・コロンブス  コンピュータソフトウェア 日経ＮＥＴＷＯＲＫ  日経ソフトウエア 

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ  情報処理  日経ＳＹＳＴＥＭＳ  日経ビッグデータ 

ＦＰＧＡマガジン  情報の科学と技術  日経コミュニケーション 日本ロボット学会誌 

行政＆情報システム  人工知能  日経コンピュータ  ビジネスコミュニケーション 

コンピューターテレフォニー 日経Ｌｉｎｕｘ     

 

３３５Ｄ 事務機器／文房具 

ＯＧＢＳマガジン  環境備品マニュアル 事務用品   ＢＵＮＧＵ ＴＯ ＪＩＭＵＫＩ 

 

３３８Ａ マスコミ全般 

広報 

 

３３８Ｃ 新聞 

新聞技術  新聞研究  新聞ダイジェスト  日本新聞年鑑 

 

３３８Ｄ 放送 

放送技術  放送ジャーナル 

 

３３８Ｅ 出版 

機関紙と宣伝  出版年鑑  トーハン週報  日販速報 

現代の図書館  書店経営  図書館雑誌  日販通信 

出版ニュース  新刊ニュース  図書館年鑑  日本古書通信 

 

３３８Ｇ 広告 

ＡＤビジネス  全広連  年鑑日本の空間デザイン マーケティング ジャーナル 

企業と広告  日経デジタルマーケティング ＰＯＰ ＥＹＥ  マーケティング ホライズン 

 

３３８Ｊ グラフィックデザイン 

カレンダー年鑑  Ｇｒａｐｈｉｃ Ｄｅｓｉｇｎ ｉｎ Ｊａｐａｎ 日経デザイン 
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３３８Ｋ 印刷／製本 

印刷界  グラフィック・サービス ＪＡＧＡＴｉｎｆｏ  日本の印刷 

印刷機材年鑑  現代印章  スクリーン印刷  ＰＲＩＮＴ ＺＯＯＭ 

印刷雑誌  ＣＯＮＶＥＲＴＥＣＨ  製本界   プリテックステージ 

印刷料金         ＆ ｅ－Ｐｒｉｎｔ      

   

 

３４３Ａ 商業／流通全般 

Ｅｖｅｎｔ Ｂｉｚ  商業界  展示会データベース  ホームセンター 

イベント＆ＭＩＣＥ  商業施設計画総覧  ドラッグストア名鑑  ホームセンター名鑑 

     サポート企業ガイド セレクト  ドラッグストアレポート  ＭＩＣＥ ｊａｐａｎ 

ＳＣ ＪＡＰＡＮ ＴＯＤＡＹ  専門店  ２０２０ ＶＡＬＵＥ   マテリアル フロー 

Ｇｉｆｔ Ｐｒｅｍｉｕｍ  戦略経営者         ＣＲＥＡＴＯＲ 見本市展示会総合ハンドブック 

グリーン店舗最前線  全国会場Ｎａｖｉ  販売革新   流通ネットワーキング 

コンビニ  展示会ガイド  フランチャイズ エイジ   

 

３４３Ｂ ビジネス総合 

シニアビジネスマーケット 

 

３４３Ｃ デパート／スーパー 

ストアーズ レポート 

 

３４３Ｅ 貿易 

ジェトロセンサー  貿易と関税 

 

３４６Ａ 金融全般 

ＫＩＮＺＡＩ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ   金融ジャーナル  消費者信用  ＦＩＴ 

  Ｐｌａｎ  財形  事業再生と債権管理  ファイナンシャル・アドバイザー 

金融財政事情       

３４６Ｂ 銀行 

近代セールス  銀行実務  全国銀行財務諸表分析 リージョナル バンキング 

金融機関コード便覧  信用金庫  バンクビジネス   

 

３４６Ｃ 証券／株式 

株価総覧  証券アナリストジャーナル 投資信託事情 
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３４６Ｄ 保険 

生保・損保特集 

 

３５０Ａ 交通／運輸総合 

交通  交通工学  交通公論   自転車・バイク・自動車駐車場  

                 パーキングプレス 

 

３５０Ｃ 自動車全般 

コマーシャルモーター  自動車セミナー  自動車販売  日経Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ 

自動車技術  自動車年鑑  自動車レンタリース年鑑 ＦＡＣＴＳ＆ＩＮＦＯ 

 

３５０Ｄ 自動車部品／自動車整備 

ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ  自動車機械工具  自動車部品・用品  せいび界 

      アフターマーケット         ガイドブック  マーケット要覧 整備戦略 

オートパーツマーケット  自動車整備   自動車リサイクル  日本の自動車部品工業 

       明日へのビジョン     

 

３５０Ｅ 二輪車／自転車 

ＢＩＣＹＣＬＥ ＣＩＴＹ 

 

３５０Ｆ 産業車両／荷役運搬機器 

産業車両 

 

３５０Ｊ 鉄道 

ＪＲガゼット  鉄道界  鉄道と電気技術  鉄道要覧 

３５０Ｑ 陸運／物流 

ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ ＡＧＥ  日本の物流事業  物流のすべて  ロジスティクスシステム 

ことば教えて！       

 

３５０Ｓ 海事／海運／海洋 

ＫＡＩＵＮ  共有船  作業船   フェリー・旅客船ガイド 

海運造船会社要覧  ＣＯＭＰＡＳＳ  ＳＨＩＰＰＩＮＧ ＧＡＺＥＴＴＥ Ｍａｒｉｎｅ 

海事関連業者要覧  港湾  内航海運   

 

３５０Ｔ 造船／船舶技術 

小型船建造工事予定表  日本船舶海洋工学会誌 日本船舶海洋工学会論文集 日本船舶明細書（Ⅰ）・（Ⅱ） 
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内航船舶明細書       

 

３５０Ｖ 航空／空輸 

航空技術  航空と文化  ＳＰＡＣＥ   テレノート 

航空統計要覧       

 

３５２Ｂ 観光／旅行／宿泊 

ＡＮＴＡ ＮＥＷＳ  観光とまちづくり  Ｆｕｊｉ Ａｉｒｗａｙｓ Ｇｕｉｄｅ 旅行業界ハンドブック 

大阪案内所要覧  トラベルジャーナル  ＨＯＴＥＲＥＳ  レジャーホテル 

温泉  日本ナショナルトラスト報 ホテル旅館   

 

３５５Ｂ 時計／眼鏡／貴金属／喫煙具 

ＴＨＥ ＥＹＥＳ  眼鏡  Ｐｒｉｖａｔｅ ｅｙｅｓ  マイクロ メカトロニクス 

 

３５５Ｄ 化粧品／装粧品／石鹸 

国際商業  ＦＲＡＧＲＡＮＣＥ ＪＯＵＲＮＡＬ 

 

３５５Ｆ 靴／履物／皮革製品 

ＦＯＯＴＷＥＡＲ ＰＲＥＳＳ 

 

３５５Ｈ 日用品雑貨／荒物 

厨房 

 

３５５Ｋ 玩具／ファンシー 

トイジャーナル 

３５９Ａ 医学総合／医事全般 

アレルギー  ＣＬＩＮＩＣ ｍａｇａｚｉｎｅ 治療   別冊ＢＩＯ ＣＬＩＮＩＣＡ 

アレルギーの臨床  こころの科学  逓信医学   Ｆｒｏｎｔｉｅｒｓ ｉｎ  

アレルギー・免疫  今日の移植  電子カルテ＆ＰＡＣＳ白書     Ｐａｒｋｉｎｓｏｎ Ｄｉｓｅａｓｅ 

ＩＮＦＥＣＴＩＯＮ ＣＯＮＴＲＯＬ 今日の治療指針  ＴＨＥ ＮＥＷ ＥＮＧＬＡＮＤ  Ｐｈａｒｍａ Ｍｅｄｉｃａ 

医学教育  最新医学   ＪＯＵＲＮＡＬ ＯＦ ＭＥＤＩＣＩＮＥ プレホスピタル・ケア 

医学図書館  産業医学ジャーナル 日経メディカル  Ｈｏｓｐｉｔａｌｉｓｔ 

医学と薬学  産業衛生学雑誌  日経メディカルＣａｄｅｔｔｏ 保険診療 

医学のあゆみ  ＧＥＲＩＡＴＲＩＣ ＭＥＤＩＣＩＮＥ 日本医師会雑誌  ホルモンと臨床 

イザイ  Ｇノート  日本医史学雑誌  防衛衛生 

医療  ＪＭＣ全医協連ニュース 日本医事新報  Ｍｅｂｉｏ 
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医療職の能力開発  ＪＯＵＲＮＡＬ ＯＦ   日本化学療法学会雑誌 ＭＯＤＥＲＮ ＰＨＹＳＩＣＩＡＮ 

医療情報学      ＯＣＣＵＰＡＴＩＯＮＡＬ  日本透析医学会雑誌 ＲＥＣＲＵＩＴ  

ＭＭＪ            ＨＥＡＬＴＨ 日本プライマリ・ケア連合   ＤＯＣＴＯＲ’Ｓ ＣＡＲＥＥＲ 

カレントテラピー  新医療               学会誌 臨牀透析 

Ｃａｎｃｅｒ Ｂｏａｒｄ Ｓｑｕａｒｅ 成人病と生活習慣病 日本臨牀   臨牀と研究 

救急医学  脊椎脊髄ジャーナル 人間の医学  レジデントノート 

ＣＬＩＮＩＣ ＢＡＭＢＯＯ  総合診療  ＢＩＯ ＣＬＩＮＩＣＡ   

 

３５９Ｃ 病院／医療経営 

医事業務  地域連携 入退院と在宅支援 病院   病院羅針盤 

医療経営士  日経ヘルスケア  病院安全教育  Ｐｈａｓｅ３ 

介護ビジョン  日本医療・病院管理学会誌 病院計画総覧  Ｈ＆Ｆ 

地域医療  日本病院会雑誌  病院設備   ＭＥＤＩＣＡＬ ＱＯＬ 

 

３５９Ｄ 基礎医学 

Ａｎａｔｏｍｉｃａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ   救急・集中治療  組織培養研究  Ｆｒｏｎｔｉｅｒｓ ｉｎ  

       Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＣＬＩＮＩＣＡＬ ＣＡＬＣＩＵＭ 中毒研究     Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｉａ 

Ａｎｔｉ－ａｇｉｎｇ Ｓｃｉｅｎｃｅ  血液フロンティア  低温生物工学会誌  膜 

ＩＣＵとＣＣＵ  検査と技術  日本温泉気候物理医学会 ＭＥＤＩＣＡＬ  

ｕｐ－ｔｏ－ｄａｔｅ   再生医療                雑誌 ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ 

      子どもの感染症  細胞  日本検査血液学会誌 メディカル・サイエンス 

アンチ・エイジング医学  ＴＨＥ ＪＡＰＡＮＥＳＥ  日本生理学雑誌      ・ダイジェスト 

ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ        ＪＯＵＲＮＡＬ ＯＦ  日本病理学会会誌  Ｔｈｅ Ｌｉｐｉｄ 

      ＪＯＵＲＮＡＬ ＯＦ       ＡＮＴＩＢＩＯＴＩＣＳ 日本輸血・細胞治療学会 臨床血液 

      ＨＥＭＡＴＯＬＯＧＹ 腫瘍内科                雑誌 臨床検査 

医学検査  実験医学  ビタミン   臨床と微生物 

ウイルス  生化学  病理と臨床  臨床病理 

解剖学雑誌  生体の科学     

 

３５９Ｅ 内科 

ＩＮＴＥＳＴＩＮＥ  呼吸器ケア  腎臓内科・泌尿器科  日本冠疾患学会雑誌 

胃と腸  呼吸器内科  腎と骨代謝  日本消化器がん検診学会 

インフルエンザ  呼吸と循環  腎と透析                    雑誌 

ＣＡＲＤＩＡＣ ＰＲＡＣＴＩＣＥ Ｔｈｙｒｏｉｄ Ｃａｎｃｅｒ Ｅｘｐｌｏｒｅ 腎不全を生きる  日本消化器病学会雑誌 
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Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ   ＴＨＥ ＧＩ ＦＯＲＥＦＲＯＮＴ 膵臓   日本腎臓学会誌 

    Ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎ ａｎｄ  ＪＡＰＡＮＥＳＥ   喘息・アレルギー  日本内科学会雑誌 

       Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ      ＣＩＲＣＵＬＡＴＩＯＮ  胆と膵   日本門脈圧亢進症学会 

感染症学雑誌           ＪＯＵＲＮＡＬ 胆道                    雑誌 

肝臓  ＪＯＵＲＮＡＬ ＯＦ   Ｄｉａｂｅｔｅｓ Ｆｒｏｎｔｉｅｒ  日本臨床内科医会会誌 

肝胆膵        ＣＡＲＤＩＯＬＯＧＹ ＤＭ Ｅｎｓｅｍｂｌｅ  日本臨床微生物学雑誌 

癌と化学療法  消化器内視鏡  東京内科医会会誌  ＨｅａｒｔＶｉｅｗ 

がん分子標的治療  心エコー  頭頸部癌 ＦＲＯＮＴＩＥＲ 肥満研究 

吸入療法  心臓  糖尿病ケア  ＰＲＡＣＴＩＣＥ 

ＣＬＩＮＩＣＡＬ ＡＮＤ   診断と治療  糖尿病診療マスター  Ｍｅｄｉｃａｌ Ｐｒａｃｔｉｃｅ 

     ＥＸＰＥＲＩＭＥＮＴＡＬ  循環器専門医  糖尿病の最新治療  ｍｅｄｉｃｉｎａ 

     ＮＥＰＨＲＯＬＯＧＹ 循環器内科  糖尿病ライフさかえ  リウマチ科 

血液内科  腎・高血圧の最新治療 動脈硬化予防  臨牀消化器内科 

結核  人工臓器  内科   臨床免疫・アレルギー科 

高尿酸血症と痛風  腎臓  内分泌・糖尿病・代謝内科   

 

３５９Ｆ 外科 

Ａｎｎａｌｓ ｏｆ Ｖａｓｃｕｌａｒ   外科と代謝・栄養  ＮＥＵＲＯＬＯＧＩＣＡＬ  乳癌の臨床 

           Ｄｉｓｅａｓｅｓ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｔｈｏｒａｃｉｃ ａｎｄ            ＳＵＲＧＥＲＹ 麻酔 

胃がん ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ    Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ Ｓｕｒｇｅｒｙ 日本関節病学会誌  ＴＨＥ ＬＵＮＧ  

関節外科  手術  日本外科学会雑誌          ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ 

癌の臨床  消化器外科  日本口腔外科学会雑誌 ＬｉＳＡ 

ＣＡＮＣＥＲ ＢＯＡＲＤ   小児外科  日本小児外科学会雑誌 Ｔｈｅ Ｌｉｖｅｒ Ｃａｎｃｅｒ  

      ｏｆ ｔｈｅ ＢＲＥＡＳＴ 脊髄外科ＳＰＩＮＡＬ  日本内視鏡外科学会雑誌       Ｊｏｕｒｎａｌ 

胸部外科           ＳＵＲＧＥＲＹ 日本臨床外科学会雑誌 臨床外科 

外科  大腸がんｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ     

 

３５９Ｇ 形成外科／整形外科 

Ｍｏｎｔｈｌｙ Ｂｏｏｋ   整形外科  整形・災害外科  Ｂｏｎｅ Ｊｏｉｎｔ Ｎｅｒｖｅ 

       Ｏｒｔｈｏｐａｅｄｉｃｓ 整形外科  日本職業・災害医学会 ＴＨＥ ＢＯＮＥ 

関東整形災害外科学会    Ｓｕｒｇｉｃａｌ Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ       会誌 臨床スポーツ医学 

             雑誌 整形外科最小侵襲手術 日本整形外科学会雑誌  臨床整形外科 

形成外科            ジャーナル ＰＥＰＡＲＳ   

交通医学       
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３５９Ｈ 産科／婦人科 

最新女性医療  周産期医学  ＰＥＲＩＮＡＴＡＬ ＣＡＲＥ 母性衛生 

産科と婦人科  助産師  ＨＯＲＭＯＮＥ ＦＲＯＮＴＩＥＲ  臨床助産ケア スキルの強化 

産婦人科の進歩  日本産科婦人科学会雑誌       ＩＮ ＧＹＮＥＣＯＬＯＧＹ 臨床婦人科産科 

産婦人科の実際  分娩と麻酔  ＷＨＩＴＥ   

 

３５９Ｊ 小児科 

小児科  小児内科  チャイルド ヘルス  日本小児科学会雑誌 

小児科診療  小児の脳神経  日本周産期・新生児  ＮＥＯＮＡＴＡＬ ＣＡＲＥ 

小児科臨床  小児保健研究           医学会雑誌 脳と発達 

 

３５９Ｋ 皮膚科 

Ｄｅｒｍａ  Ｖｉｓｕａｌ Ｄｅｒｍａｔｏｌｏｇｙ 皮膚科の臨床  皮膚病診療 

熱傷  皮膚アレルギーフロンティア 皮膚の科学  臨床皮膚科 

 

３５９Ｌ 泌尿器科 

日本泌尿器科学会雑誌  泌尿器Ｃａｒｅ＆Ｃｕｒｅ  泌尿器外科  臨床泌尿器科 

排尿障害プラクティス           Ｕｒｏ－Ｌｏ     

 

３５９Ｍ 耳鼻咽喉科 

ＥＮＴＯＮＩ  ＪＯＨＮＳ  耳鼻咽喉科・頭頸部外科 日本気管食道科学会会報 

嚥下医学  耳鼻咽喉科展望  耳鼻咽喉科臨床  鼻アレルギーフロンティア 

Ｏｔｏｌｏｇｙ Ｊａｐａｎ       

 

３５９Ｎ 眼科 

ＩＯＬ＆ＲＳ  眼科グラフィック  日本眼科手術学会誌 Ｆｒｏｎｔｉｅｒｓ ｉｎ Ｄｒｙ Ｅｙｅ 

Ｍｏｎｔｈｌｙ Ｂｏｏｋ   眼科ケア  日本コンタクトレンズ学会誌 Ｆｒｏｎｔｉｅｒｓ ｉｎ Ｇｌａｕｃｏｍａ 

        ＯＣＵＬＩＳＴＡ 眼科臨床紀要  日本の眼科  臨床眼科 

眼科  日本眼科学会雑誌     

 

３５９Ｐ 精神科／神経科 

Ｅｐｉｌｅｐｓｙ  精神医学  てんかん研究  脳神経外科速報 

ＣＬＩＮＩＣＡＬ   精神科  統合失調症のひろば  脳と循環 

    ＮＥＵＲＯＳＣＩＥＮＣＥ 精神科治療学  日本社会精神医学会雑誌 ＢＲＡＩＮ ａｎｄ ＮＥＲＶＥ 

小児の精神と神経  精神神経学雑誌  日本精神科病院協会雑誌 臨床神経生理学 

神経内科  精神療法  日本生物学的精神医学会誌 臨床心理学 
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心身医学  そだちの科学  認知症の最新医療  臨床精神医学 

自律神経  Ｄｅｍｅｎｔｉａ Ｊａｐａｎ  脳神経外科ジャーナル 臨床精神薬理 

 

３５９Ｑ 放射線科／レントゲン 

核医学ニュースレター  Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｊｏｕｒｎａｌ   ＪＡＲＴ   臨床画像 

画像診断        ｏｆ Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ  日本放射線技術学会雑誌 臨床放射線 

Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｊｏｕｒｎａｌ   ＪＯＵＲＮＡＬ ＯＦ   Ｒａｄ Ｆａｎ   

    ｏｆ Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ         ＲＡＤＩＡＴＩＯＮ      

        Ｉｍａｇｉｎｇ     ＲＥＳＥＡＲＣＨ     

 

３５９Ｓ 看護 

Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ Ｃａｒｅ  看護人材育成  こどもケア   ナーシング 

エキスパートナース  看護展望  産業保健と看護  ナース専科 

ＯＰＥ ＮＵＲＳＩＮＧ  看護のチカラ  手術看護エキスパート ナースマネジャー 

おはよう２１  看護部長通信  消化器外科ＮＵＲＳＩＮＧ 日本手術看護学会誌 

オンコロジーナース  緩和ケア  消化器最新看護  脳の看護実践 

看護  がん患者と対症療法 小児看護   ＨＥＡＲＴ ｎｕｒｓｉｎｇ 

看護管理  救急看護ケア・アセスメント 重症集中ケア  ＢＲＡＩＮ ＮＵＲＳＩＮＧ 

看護学生            とトリアージ 助産雑誌   プチナース 

看護教育  Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｓｔｕｄｙ  整形外科看護  プロフェッショナル 

看護きろくと看護過程  ケアマネジメント  精神看護              がんナーシング 

看護技術  ケアマネジャー  地域ケアリング  ＴＨＥ ＨＯＭＥ ＣＡＲＥ 

看護研究  継続看護を担う外来看護 透析ケア   訪問看護と介護 

主任看護師   高齢者安心安全ケア  Ｎｕｒｓｉｎｇ ＢＵＳＩＮＥＳＳ 保健師ジャーナル 

      管理・教育・業務           実践と記録 ナーシング・キャンバス 臨床老年看護 

看護実践の科学  呼吸・循環ケア     

 

３５９Ｔ リハビリテーション 

ＣＬＩＮＩＣＡＬ   総合リハビリテーション ＭＥＤＩＣＡＬ   リハビリテーション 

    ＲＥＨＡＢＩＬＩＴＡＴＩＯＮ 地域リハビリテーション     ＲＥＨＡＢＩＬＩＴＡＴＩＯＮ リハビリナース 

作業療法ジャーナル  通所介護＆リハ  理学療法ジャーナル   

Ｔｈｅ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｒｅｈａｂｉｌｉｔａｔｉｏｎ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ       

 

３５９Ｕ 医科器械 

ＩＳＯＴＯＰＥ ＮＥＷＳ  医療機器システム白書 診療所のＩＴ化ガイド  福祉介護テクノプラス 

ＩＮＮＥＲＶＩＳＩＯＮ  映像情報メディカル  生体医工学  ＭＩＣＲＯＳＣＯＰＹ 
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ＩＴ ｖｉｓｉｏｎ  Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ 日本磁気共鳴医学会誌 メディカル・フォトニクス 

医科器械  顕微鏡  日本臨床検査自動化学会 

医工学治療                  会誌 

 

３５９Ｖ 漢方／東洋医学 

医道の日本  中医臨床 

 

３５９Ｗ 歯科 

あぽろにあ２１  ＴＨＥ ＱＵＩＮＴＥＳＳＥＮＣＥ ＺＥＲＯ   日本歯科評論 

インプラントジャーナル  口腔衛生学会雑誌  デンタルハイジーン  日本歯科麻酔学会雑誌 

大阪府歯科医師会雑誌  歯界展望  東京都歯科医師会雑誌 日本歯科理工学会誌 

ＱＤＴ／ＱＵＩＮＴＥＳＳＥＮＣＥ  歯科衛生士  ｎｉｃｏ   日本歯技 

        ＯＦ ＤＥＮＴＡＬ  歯科技工  日本歯科医師会雑誌 日本補綴歯科学会誌 

      ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ 歯科放射線  日本歯科衛生学会雑誌  補綴臨床 

ＱＵＩＮＴＥＳＳＥＮＣＥ ＤＥＮＴＡＬ ＩＭＰＬＡＮＴＯＬＯＧＹ  

 

３５９Ｙ 薬剤／薬局 

医薬ジャーナル  新薬と臨牀  ＢＩＯＬＯＧＩＣＡＬ ＆  薬剤学 

医療薬学  調剤と情報    ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ  薬事 

応用薬理  治療薬マニュアル           ＢＵＬＬＥＴＩＮ 薬事新報 

化学療法の領域  ＤＲＵＧ ｍａｇａｚｉｎｅ ＰＨＡＲＭ ＴＥＣＨ ＪＡＰＡＮ 薬務公報 

Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ   日経ドラッグインフォメーション  ＰＲＯＧＲＥＳＳ ＩＮ  薬理と治療 

Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌｓ  日本病院薬剤師会雑誌     ＭＥＤＩＣＩＮＥ 薬局 

ＣＨＥＭ．ＰＨＡＲＭ．ＢＵＬＬ 日本薬剤師会雑誌  ファルマシア  臨床医薬 

ＪＯＵＲＮＡＬ ＯＦ   日本薬理学雑誌  ＹＡＫＵＧＡＫＵ ＺＡＳＳＨＩ Ｒｐ．＋ 

    ＩＮＦＥＣＴＩＯＮ ＡＮＤ        

    ＣＨＥＭＯＴＨＥＲＡＰＹ       

 

３６０Ｂ 公衆衛生／産業衛生 

安全衛生のひろば  公衆衛生  公衆衛生情報  日本公衆衛生雑誌 

 

３６０Ｄ 保健衛生／健康管理 

医療と介護Ｎｅｘｔ  総合健診  地域保健   訪問介護サービス 

介護保険  地域包括ケアを担う  認知症介護  保健の科学 

健康管理     施設ケアマネ＆相談員 ひーりんぐマガジン  Ｍａｃｒｏｂｉｏｔｉｑｕｅ 

心とからだのオアシス  達人ケアマネ  へるすあっぷ２１  森下自然医学 
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介護チームマネジメント       

 

３６０Ｆ 社会保障／社会保険 

健康保険  社会保険旬報  生活と福祉  福祉と設備 

シニア・コミュニティ  社会保障  福祉   ふれあいケア 

 

３６０Ｍ 環境保全／公害 

Ｅｃｏ－Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ  環境浄化技術  自然環境データブック 日経エコロジー 

環境科学会誌  環境と公害  騒音制御   廃棄物 

環境管理  環境と測定技術  大気環境学会誌  廃棄物年鑑 

環境技術  空気清浄  都市清掃   ビジネスアイ エネコ 

環境施設  産業と環境  都市と廃棄物  用水と廃水 

 

３６３Ｃ 理容／美容 

Ｏｃａｐｐａ  ＺＥＮＢＩ  皮膚と美容  ＰＲＯＦ・ＲＩＫＥＩ 

ｃｒｅａｂｅａｕｘ  セラピスト  百日草のはなよめ  ヘアモード 

経営とサイエンス  ＴＯＫＹＯ ＦＡＳＨＩＯＮ  美容界   ヘアモード ウレスタ！ 

サロンオーナー            ＥＤＧＥ  美容の経営プラン  ＢＯＢ 

ＳＨＩＮＢＩＹＯ  ＮＥＸＴ ＬＥＡＤＥＲ  ＰＲＥＰＰＹ   Ｍｅｎ’ｓ ＰＲＥＰＰＹ 

ＳｎｉｐＳｔｙｌｅ  ＢＢｃｏｍ     

 

３６３Ｆクリーニング 

ＣＬＥＡＮＩＮＧ ＮＥＷＳ 

 

３７０Ｂ 法曹／法律 

Ｎ・Ｂ・Ｌ  刑事法ジャーナル  登記情報   法律のひろば 

会社法務Ａ２Ｚ  商事法務  判例時報   労働判例ジャーナル 

金融法務事情  自由と正義  法曹時報   労働法 

刑事弁護  受験新報     

 

３７５Ｃ 税務／経理 

会計・監査ジャーナル  経理情報  税務會計   速報税理 

会計人コース  税  税務弘報   地方財政 

企業会計  税経通信  税務通信   地方財務 

経営財務  税と経営  税理   地方税 
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３７７Ｃ 労働／雇用／公務員 

安全スタッフ  自治研究  地方公務員月報  労働基準 

安全と健康  マイナンバーマガジン  地方自治職員研修  労働組合 

企業と人材    月刊自治体ソリューション 長野県官公庁・団体職員録 労働の科学 

議員ＮＡＶＩ  人材ビジネス  判例地方自治  労働レーダー 

警察  先見労務管理  まなぶ   労務事情 

建設労務安全  捜査研究  労働安全衛生広報  労務年鑑 

厚生労働  地域づくり情報誌・かがり火 労働科学   

 

３７８Ａ 教育／学校経営 

ＬＤ・ＡＤＨＤ＆ＡＳＤ  教職課程  実践国語研究  特別支援教育の実践情報 

科学教育研究  高校教育  授業力＆学級経営力 道徳教育 

学習情報研究  国語教育  数学教育   日本家庭科教育学会誌 

学校教育相談  心とからだの健康  スクールアメニティ  文教施設 

学校事務  ＳＹＮＡＰＳＥ  生徒指導   プリンシパル 

教育と医学  私塾界  楽しい体育の授業  文部科学 教育通信 

教育法  社会科教育  特別支援教育研究   

 

３８０Ｂ 消防／防火／セキュリティ 

近代消防  消防  セキュリティ研究  リスク対策．ｃｏｍ 

建築防災  消防時代  セキュリティナビ   

 

３８６Ｂ 余暇産業 

Ａｍｕｓｅｍｅｎｔ Ｊａｐａｎ  カラオケ エンターテインメント 週間レース  遊技通信 

アミューズメント産業  グリーンべると  プレイグラフ  レジャー産業資料 

エンターテインメントビジネス 娯楽産業     

 

３８６Ｃ スポーツ 

スポーツ用品ジャーナル  体育施設  ＮＥＸＴ  フィットネスビジネス 

 

３８６Ｆ ゴルフ 

ゴルフ場セミナー  ゴルフマネジメント 

 

３８７Ａ ペット 

ａｓ  ＣＡＰ  小動物臨床  ハッピー＊トリマー 

ＭＶＭ  ＣＬＩＮＩＣ ＮＯＴＥ  Ｓｍａｌｌ Ａｎｉｍａｌ   Ｖｅｔｅｒｉｎａｒｙ Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ 
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ＳＡ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ  ＳＵＲＧＥＯＮ       Ｄｅｒｍａｔｏｌｏｇｙ Ｖｅｔｅｒｉｎａｒｙ Ｏｎｃｏｌｏｇｙ 

エキゾチック診療  Ｊ－ＶＥＴ  ｔｒｉｍ   

 

３８８Ｂ 興行／映画／演劇 

日刊ジャーナル特集版  日本照明家協会誌  文化通信ジャーナル 

 

３８８Ｄ 楽器／レコード 

コンフィデンス  ミュージックトレード 

 

３９９Ｚ 未分類媒体 

Ｉ．Ｂヘルスケア  住民行政の窓  日本法科学技術学会誌 フューネラルビジネス 

公民館  ＳＯＧＩ（葬儀）  Ｔｈｅ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ  保育の友 

戸籍時報  葬祭サポート企業            Ｗｅｄｄｉｎｇ 防衛調達要覧 

ザ・サプライヤー      製品・システムガイド 天気   役員四季報全上場会社版 

 

 

 

【 一 般 新 聞 】 

５０１ 中央紙(全国紙) 

朝日新聞 大阪本社版  聖教新聞 通し版（全国版） 日本経済新聞 東京本社版 読売新聞 大阪本社版 

朝日新聞 西部本社版  中日新聞  日本経済新聞 名古屋支社版 読売新聞 西部本社版 

朝日新聞 全国版  中日新聞 東海本社版 日本経済新聞 北海道版 読売新聞 全国版 

朝日新聞 東京本社版  中日新聞＋東京新聞通し版 毎日新聞 大阪本社版 読売新聞 中部支社版 

朝日新聞 名古屋本社版 東京新聞  毎日新聞 西部本社版 読売新聞 東京本社版 

朝日新聞 北海道支社版 北陸中日新聞  毎日新聞 全国版  読売新聞 北陸支社版 

産経新聞 大阪本社版  日本経済新聞 大阪本社版 毎日新聞 中部本社版 読売新聞 北海道支社版 

産経新聞 全国版  日本経済新聞 西部支社版 毎日新聞 東京本社版   

産経新聞 東京本社版  日本経済新聞 全国版 毎日新聞 北海道支社版   

 

５０２ 商工業／経済紙 

日刊工業新聞 全国版  日刊工業新聞 東版 日経産業新聞  ＦｕｊｉＳａｎｋｅｉ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｉ． 

日刊工業新聞 西版  日経ＭＪ（流通新聞） 日経ヴェリタス   

 

５０３ ブロック紙 

西日本新聞  日刊ゲンダイ 東京版 北海道新聞  夕刊フジ 東京版 

日刊ゲンダイ 大阪版  日刊ゲンダイ 通し版 夕刊フジ 大阪版  夕刊フジ 通し版 
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日刊ゲンダイ 中部版  日刊ゲンダイ 北海道版     

 

５０４ 県紙／北海道地方 

釧路新聞  苫小牧民報  函館新聞   室蘭民報 

十勝毎日新聞       

 

５０５ 県紙／東北地方 

秋田魁新報  河北新報  東奥日報   北羽新報 

夕刊いわき民報  荘内日報  福島民報   陸奥新報 

岩手日日  デーリー東北  福島民友   山形新聞 

岩手日報       

 

５０６ 県紙／関東地方 

茨城新聞  桐生タイムス  下野新聞   常陽新聞 

神奈川新聞  埼玉新聞  上毛新聞   千葉日報 

 

５０７ 県紙／甲信越地方 

信濃毎日新聞  新潟日報  山梨新報   山梨日日新聞 

長野日報  南信州     

 

５０８ 県紙／東海地方 

伊勢新聞  静岡新聞  東愛知新聞  夕刊三重 

岐阜新聞  中部経済新聞     

 

５０９ 県紙／北陸地方 

北日本新聞  富山新聞  北國新聞   北國新聞＋富山新聞 

県民福井  福井新聞     

５１０ 県紙／近畿地方 

大阪日日新聞  京都新聞  神戸新聞   奈良日日新聞 

紀伊民報  熊野新聞  奈良新聞   

 

５１１ 県紙／中国地方 

宇部日報  山陽新聞  中国新聞   日本海新聞 

山陰中央新報  島根日日新聞  中国新聞ＳＥＬＥＣＴ  山口新聞 
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５１２ 県紙／四国地方 

愛媛新聞  高知新聞  四国新聞   徳島新聞 

 

５１３ 県紙／九州・沖縄 

大分合同新聞  佐賀新聞  南日本新聞  八重山毎日新聞 

沖縄タイムス  長崎新聞  宮古毎日新聞  琉球新報 

熊本日日新聞  南海日日新聞  宮崎日日新聞   

 

５１４ スポーツ紙 

大阪スポーツ  スポーツニッポン 東京版 中京スポーツ  道新スポーツ 

九州スポーツ  スポーツニッポン 通し版 中日スポーツ  西日本スポーツ 

サンケイスポーツ 大阪版 スポーツニッポン 北海道版 デイリースポーツ 大阪版 日刊スポーツ 大阪版 

サンケイスポーツ 東京版 スポーツ報知 大阪版 デイリースポーツ 東京版 日刊スポーツ 西部版 

サンケイスポーツ 通し版  スポーツ報知 西部版 デイリースポーツ 通し版 日刊スポーツ 東京版 

新報スポニチ  スポーツ報知 中部版 東京スポーツ  日刊スポーツ 通し版 

スポーツニッポン 大阪版 スポーツ報知 東京版 東京スポーツ ４版通し 日刊スポーツ 名古屋版 

スポーツニッポン 西部版 スポーツ報知 北海道版 東京中日スポーツ  日刊スポーツ 北海道版 

 

５１５Ａ メトロポリタン紙／北海道地方 

プレミアムプレス  経済の伝書鳩  Ｌｉｆｅ（ライフ）  ライナーネットワーク 

 

５１５Ｂ メトロポリタン紙／東北地方 

あおぽ  河北ウイークリーせんだい Ｂｏｕｑｕｅｔ   リアスの風 

石巻かほく  個処から  ｍａｒｉ ｍａｒｉ  リビング郡山 

いわにちリビング 県央版 ＪＵＮＣＴＩＯＮ  マ・シェリ   リビング仙台 

いわにちリビング 県南版 シティリビング 仙台 やまがたコミュニティ新聞 リビング福島 

いわにちリビング 通し版  ｐｉａｔｔｏ  ヨミウリウェイ   

 

５１５Ｃ メトロポリタン紙／関東地方 

ＡＳＡ Ｙｏｋｏｈａｍａ  タウンニュース 南西地区 平塚版 ＴＯＫＹＯ ＨＥＡＤＬＩＮＥ 

ＡＳＰＯ  タウンニュース 南西地区 藤沢版 東葛まいにち 

ＵＲＢＡＮ 田園・ニュータウン版 タウンニュース 南西地区 三浦版 東京新聞ＴＯＤＡＹ 

ＵＲＢＡＮ 横浜中央版  タウンニュース 南西地区 横須賀版 ショッパー 上尾・桶川版 

ＵＲＢＡＮ 横浜東・川崎版 タウンニュース 横浜地区 青葉区版 ショッパー 入間・飯能版 

ＵＲＢＡＮ 横浜南版  タウンニュース 横浜地区 旭区版 ショッパー 大宮・さいたま新都心版 

足立よみうり新聞  タウンニュース 横浜地区 泉区版 ショッパー 大和田・岩槻版 
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いちかわ新聞  タウンニュース 横浜地区 磯子区版 ショッパー 川越中央版 

市川よみうり  タウンニュース 横浜地区 神奈川区版 ショッパー 川越鶴ヶ島・的場版 

稲毛新聞  タウンニュース 横浜地区 金沢区版 ショッパー 坂戸・鶴ヶ島版 

ウィークリー両毛  タウンニュース 横浜地区 港南区版 ショッパー 狭山版 

浦安新聞  タウンニュース 横浜地区 港北区版 ショッパー 新所沢版 

沿線リビング ＴＸリビング  タウンニュース 横浜地区 栄区版 ショッパー 所沢版 

大江戸リビング  タウンニュース 横浜地区 瀬谷区版 ショッパー 八王子北版 

オニオンエクスプレス  タウンニュース 横浜地区 都筑区版 ショッパー 八王子中央版 

オニオンクーポン  タウンニュース 横浜地区 鶴見区版 ショッパー 八王子西・高尾版 

オニオン新聞  タウンニュース 横浜地区 戸塚区版 ショッパー 八王子南版 

Ｃａｆｅ  タウンニュース 横浜地区 中区・西区版 ショッパー 東大宮・宮原・日進版 

葛西新聞  タウンニュース 横浜地区 保土ヶ谷区版 ショッパー 日野版 

行徳新聞  タウンニュース 横浜地区 緑区版 ショッパー ふじみ野版 

Ｇｒａｄｉｔｏ  タウンニュース 横浜地区 南区版 ショッパー 町田・相模原版 

さいたま朝日  ちいき新聞／姉崎・柚ヶ浦版  東都よみうり 

埼玉中央よみうり  ちいき新聞／我孫子版  東武朝日 

埼東よみうり  ちいき新聞／市原北版  東武よみうり 

サンケイリビング，首都圏  東京リビング ちいき新聞／市川中央版  ニューファミリー 京葉版 

サンケイリビング，首都圏 通し版 ちいき新聞／市川北部版  ニューファミリー 常磐版 

サンケイリビング，首都圏 リビングかしわ ちいき新聞／稲毛版   はいからＥｓｔ 神奈川版 

サンケイリビング，首都圏 リビングさいたま ちいき新聞／岩槻版   はいからＥｓｔ 東京版 

サンケイリビング，首都圏 リビング多摩 ちいき新聞／柏北版   ぱど／埼玉西版 

サンケイリビング，首都圏 リビング千葉 ちいき新聞／柏中央版  ぱど／首都圏 川崎西版 

サンケイリビング，首都圏 リビング田園都市 ちいき新聞／柏西版   ぱど／首都圏 川崎東版 

サンケイリビング，首都圏 リビング東京西 ちいき新聞／柏南版   ぱど／首都圏 埼玉中央版 

サンケイリビング，首都圏 リビング東京東 ちいき新聞／春日部中央版  ぱど／首都圏 埼玉南西版 

サンケイリビング，首都圏 リビング東京副都心 ちいき新聞／春日部東版  ぱど／首都圏 埼玉南版 

サンケイリビング，首都圏 リビング東京南 ちいき新聞／鎌ヶ谷版  ぱど／首都圏 埼玉東版 

サンケイリビング，首都圏 リビングふなばし・ならしの ちいき新聞／木更津版  ぱど／首都圏 立川・八王子・多摩市版 

サンケイリビング，首都圏 リビングまちだ・さがみ ちいき新聞／北越谷版  ぱど／首都圏 千葉西版 

サンケイリビング，首都圏 リビングむさしの ちいき新聞／佐倉西版  ぱど／首都圏 田園都市版 

サンケイリビング，首都圏 リビング横浜東 ちいき新聞／佐倉東・酒々井版  ぱど／首都圏 東京江戸川版 

サンケイリビング，首都圏 リビング横浜南 ちいき新聞／新松戸版  ぱど／首都圏 東京北版 

ジ・アフタ  ちいき新聞／せんげん台版  ぱど／首都圏 東京中央版 

しごと情報アイデム 東日本エリア ちいき新聞／草加北版  ぱど／首都圏 東京西版 

シティリビング 東京  ちいき新聞／草加南版  ぱど／首都圏 東京東版 
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シティリビング 横浜  ちいき新聞／蘇我版   ぱど／首都圏 東京北西版 

しながわニュース  ちいき新聞／千葉北版  ぱど／首都圏 東京南版 

湘南セカンドライフ  ちいき新聞／千葉中央版  ぱど／首都圏 町田・相模原版 

湘南よみうり  ちいき新聞／千葉ニュータウン版 ぱど／首都圏 武蔵野・多摩版 

常陽リビング  ちいき新聞／千葉南版  ぱど／首都圏 横須賀・三浦版 

ＴＯＷＮわたらせ  ちいき新聞／津田沼版  ぱど／首都圏 横浜西版 

タウンニュース 川崎地区 麻生区版 ちいき新聞／東葉版   ぱど／首都圏 横浜南版 

タウンニュース 川崎地区 川崎区版 ちいき新聞／富里・八街版  ぱど／首都圏 横浜北東版 

タウンニュース 川崎地区 幸区版 ちいき新聞／取手守谷版  ぱど／湘南版、県央版 

タウンニュース 川崎地区 高津区版 ちいき新聞／中山版   はまかぜ 金沢版 

タウンニュース 川崎地区 多摩区版 ちいき新聞／流山版   はまかぜ さかえ・とつか版 

タウンニュース 川崎地区 中原区版 ちいき新聞／習志野西版  はまかぜ 中区・西区版 

タウンニュース 川崎地区 宮前区版 ちいき新聞／習志野版  はまかぜ 洋港版 

タウンニュース 県央地区 愛川・清川版 ちいき新聞／成田版   はまかぜ 横須賀・三浦・湘南版 

タウンニュース 県央地区 厚木版 ちいき新聞／野田版   船橋よみうり 

タウンニュース 県央地区 綾瀬版 ちいき新聞／船橋北版  ふれあい毎日 

タウンニュース 県央地区 伊勢原版 ちいき新聞／船橋中央版  まいいばらき 

タウンニュース 県央地区 海老名 ちいき新聞／船橋西版  マイタウン 

タウンニュース 県央地区 さがみはら中央区版 ちいき新聞／船橋東版  まいたうん 市川・本八幡版 

タウンニュース 県央地区 さがみはら緑区版  ちいき新聞／船橋南版  松戸よみうり 

タウンニュース 県央地区 さがみはら南区版 ちいき新聞／幕張版   ＭｉＳＭＯ 

タウンニュース 県央地区 座間版 ちいき新聞／松戸北版  メディ・あさお 

タウンニュース 県央地区 大和版 ちいき新聞／松戸版   メトロガイド 

タウンニュース 東京地区 多摩版 ちいき新聞／松戸東版  真岡新聞 

タウンニュース 東京地区 八王子版 ちいき新聞／松戸南版  Ｙｏｐｐｉのおすすめ お得なＮｅｔ情報 

タウンニュース 東京地区 町田版 ちいき新聞／三郷版   横須賀よみうり 

タウンニュース 南西地区 足柄版 ちいき新聞／南越谷版  ヨコハマよみうり 

タウンニュース 南西地区 大磯・二宮・中井版 ちいき新聞／美浜版   リビング湘南 

タウンニュース 南西地区 小田原版 ちいき新聞／本八幡版  リビングとちぎ 

タウンニュース 南西地区 鎌倉版 ちいき新聞／八潮版   リビング平塚・大磯・二宮 

タウンニュース 南西地区 寒川版 ちいき新聞／八千代台版  リベルタ 厚木版 

タウンニュース 南西地区 逗子・葉山版 ちいき新聞／八幡北版  リベルタ 海老名・座間・綾瀬版 

タウンニュース 南西地区 茅ヶ崎版 ちいき新聞／吉川・松伏版  リベルタ 瀬谷・泉区版 

タウンニュース 南西地区 箱根・湯河原・真鶴版 ちいき新聞／四街道版  リベルタ 大和・相模原南部版 

タウンニュース 南西地区 秦野版 ちいき新聞／若葉版   
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５１５Ｄ メトロポリタン紙／甲信越地方 

いいだ  軽井沢新聞  中日新聞飯田ホームニュース 長野 

うえだ  市民タイムス  中日新聞伊那ホームニュース 松本平タウン情報 

 

５１５Ｅ メトロポリタン紙／東海地方 

伊賀タウン情報 ＹＯＵ  ショッパー 名古屋南エリア版  リビング静岡 

ウーマンライフ 東海 伊賀・名張版 中日ショッパー 静岡版  リビング名古屋 中央 

シティリビング名古屋  中日ショッパー 浜松・中東遠版  リビング名古屋 ノースイースト 

ショッパー 岡崎版  ハナキン    リビング名古屋 東山の手 

ショッパー 春日井・小牧版 ｐｉｐｏ    リビング名古屋 みなみ 

ショッパー 名古屋北エリア版  ＰＬＡＮＥＴＳ   ローズ 

ショッパー 名古屋西エリア版 ＹＯＵよっかいち   

ショッパー 名古屋東エリア版 Ｒｉｓａ   

 

５１５Ｆ メトロポリタン紙／北陸地方 

ウィークリー・エンターテインメント  Ｌ’ｓ ＮＯＴＥ リビングかなざわ 

 

５１５Ｇ メトロポリタン紙／近畿地方 

ウーマンライフ 関西 大阪ウメキタ版 ウーマンライフ 関西 八尾版   チャオ！産經 

ウーマンライフ 関西 大阪帝塚山版 大阪日日新聞 大阪市内北東部版  トマト＆テレビ京都 

ウーマンライフ 関西 大阪北西版 大阪日日新聞 京阪版   ならリビング 中和版 

ウーマンライフ 関西 大阪堺版 サンケイリビング，阪神都市圏 リビング大阪  ならリビング 北和版 

ウーマンライフ 関西 大阪まんなか版 サンケイリビング，阪神都市圏 リビング京阪  ならリビングクーポン 

ウーマンライフ 関西 河内版 サンケイリビング，阪神都市圏 リビング神戸明石 ニュース和歌山 

ウーマンライフ 関西 京都北版 サンケイリビング，阪神都市圏 リビング神戸東 ヤタガラス 

ウーマンライフ 関西 京都南版 サンケイリビング，阪神都市圏 リビング阪神北 読売ファミリー 大阪北版 

ウーマンライフ 関西 神戸西版 サンケイリビング，阪神都市圏 リビング阪神中央 読売ファミリー 大阪南・和歌山版 

ウーマンライフ 関西 神戸東版 サンケイリビング，阪神都市圏 リビング阪神東 読売ファミリー 京都・滋賀版 

ウーマンライフ 関西 神戸山手版 サンケイリビング，阪神都市圏 リビング北摂中央 読売ファミリー 神戸版 

ウーマンライフ 関西 泉州版 サンケイリビング，阪神都市圏 リビング北摂西 読売ファミリー 通し版 

ウーマンライフ 関西 学研都市版 サンケイリビング，阪神都市圏 リビング北摂東 読売ファミリー 奈良・三重版 

ウーマンライフ 関西 奈良中南和版 サンケイリビング，阪神都市圏 リビング南大阪 読売ファミリー 阪神版 

ウーマンライフ 関西 奈良版 しごと情報アイデム 西日本エリア   リビング加古川 

ウーマンライフ 関西 はりま東版 シティライフ ＥＡＳＴ版    リビング京都 西南 

ウーマンライフ 関西 阪神版 シティライフ ＷＥＳＴ版   リビング京都 中央 

ウーマンライフ 関西 東大阪版 シティライフ 神戸・阪神版   リビング京都 東南 
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ウーマンライフ 関西 はりま西版 シティリビング 大阪・神戸   リビング滋賀 

ウーマンライフ 関西 もくナカ版 シティリビング 京都    リビング姫路 

ウーマンライフ 関西 もくなら版  宝塚てくてく    リビング和歌山 

 

５１５Ｈ メトロポリタン紙／中国地方 

ＯＫＡＹＡＭＡ ＭＯＶＥ ＵＰ サンデーうべ   しまねリビング 

オリコミアルパ 岡山エリア サンデー下関   リビングおかやま 

オリコミアルパ 広島エリア サンデージョブ   リビングくらしき 

オリコミアルパ 福山・尾道エリア サンデートレンド   リビングひろしま 

Ｃｕｅ（キュー）  サンデー山口 防府版   リビングふくやま 

ＴＨＥ ＷＥＥＫＬＹ ＰＲＥＳＳＮＥＴ サンデー山口 山口版   リフレッシュ 

ＳＵＮＤＡＹ宇部・山陽小野田 サンデーワイド   

ＳＵＮＤＡＹ西京  しまにちタイムス   

 

５１５Ｊ メトロポリタン紙／四国地方 

ウイークリーえひめリック  四国新聞求人ウィークリーＪｏｂ 西讃版 よんしん健康新聞 

オアシス  四国新聞求人ウィークリーＪｏｂ 東讃版 リビングたかまつ 

オリコミアルパ 愛媛エリア ポスティングアルパ／高松中央版  リビングまつやま 

Ｋ＋（ケープラス）  ミリカ   

 

５１５Ｋ メトロポリタン紙／九州・沖縄 

サンデー北九州  とっとって    リビング北九州 

サンデー北九州 西版  西日本新聞×ＨＯＴ ＰＥＰＰＥＲ 久留米 リビングきりしま 

サンデー北九州 東版  ファンファン福岡   リビング熊本 

サンデー北九州 南版  Ｆｉｔ ｅｃｒｕ（フィットエクリュ）  リビング福岡 

シティリビング 福岡  フェリア！    レキオ 

すぱいす＊ｓｐｉｃｅ  リビングかごしま   

 

５１６ その他／全国紙 

カトリック新聞  公明新聞  社会新報   世界日報 

キリスト新聞  こころの友  自由民主   中外日報 

クリスチャン新聞  Ｓｕｎｄａｙ世界日報  しんぶん赤旗  日中友好新聞 

芸生新聞  自治日報  しんぶん赤旗／日曜版 ユネスコ 

佼成新聞       
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５１７ 小中高／大学生新聞 

ＡＳＡＨＩ ＷＥＥＫＬＹ  中日こどもウイークリー   ＭＯＲＧＥＮ（モルゲン） 

朝日小学生新聞  ちゅーピーこども新聞   読売ＫＯＤＯＭＯ新聞 

朝日中高生新聞  東海大学新聞   よみうり進学メディア 神奈川版 

京都大学新聞  東京大学新聞   よみうり進学メディア 埼玉版 

慶應塾生新聞  日本大学新聞   よみうり進学メディア 千葉版 

スポーツ法政新聞  ＭＡＩＮＩＣＨＩ ＷＥＥＫＬＹ  よみうり進学メディア 東京版 

創価新報  毎日小学生新聞   読売中高生新聞 

 

５１８ 日刊英字紙 

Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ Ｎｅｗｓ（ザ・ジャパン・ニューズ） 

 

５１９ 外国語(国内発行)紙 

カイビガン（ＫＡＩＢＩＧＡＮ）  中文導報 

ジャウ・リュウ（Ｇｉａｕ Ｌｕ’ｕ）  日中新聞 人民日報海外版日本週刊／中国語版 

ジャヤスリ（Ｊａｙａｓｒｉ）   ハムロ・ネパール 

シュウェ バマー（Ｓｈｗｅ Ｂａｍａｒ）  マイトレイ インディア 

スーマイ タイムズ（ＳＵＭＡＩ ＴＩＭＥＳ）  マレーシア タイムズ（Ｍａｌａｙｓｉａ Ｔｉｍｅｓ） 

台湾報（Ｔａｉｗａｎ Ｔｉｍｅｓ）  メディア ヌアンサ インドネシア（ＭＥＤＩＡ ＮＵＡＮＳＡ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ） 

 

５２１ 海外情報（日本語）紙 

カンパサール  チャイニーズドラゴン 日中新聞 人民日報海外版日本語週刊／日本語版 

 

５２２ 専門紙 

イベントマーケティング  Ｃａｒ＆レジャー   伝統文化新聞 

ＷＯＭＡＮ’Ｓ ＧＡＴＥ（ウーマンズゲート） 禁煙ジャーナル   図書新聞 

オヴニー  ＺＯＯＭ ＪＡＰＯＮ（ズーム・ジャポン）   

 

 

５２３趣味・レジャー紙 
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馬三郎３６Ｒ  つりニュース 関東版   ＦＬＹＩＮＧ ＰＯＳＴＭＡＮ ＰＲＥＳＳ 東京版 

ＣＡＲＰ ＴＩＭＥＳ  つりニュース 西部版   ＦＬＹＩＮＧ ＰＯＳＴＭＡＮ ＰＲＥＳＳ 名古屋版 

碁  つりニュース 中部版   ＦＬＹＩＮＧ ＰＯＳＴＭＡＮ ＰＲＥＳＳ 福岡版 

ＪＡＰＡＮＭＡＴＥ（ジャパニメイト） 日本女性新聞   へらニュース 

Ｓｐｏｐｒｅ  ねんりんピック新聞   ミューズ（Ｍｕｓｅ） 

ＴＩＣＫＥＴＳ ＧＯ！ＧＯ！ 百菜元気新聞   みんなの歌謡曲 

釣り新聞ほっかいどう  ＦＬＹＩＮＧ ＰＯＳＴＭＡＮ ＰＲＥＳＳ 関西版   

つりニュース 関西版  ＦＬＹＩＮＧ ＰＯＳＴＭＡＮ ＰＲＥＳＳ 札幌版   

 

 

 

【 業 界 ・ 専 門 新 聞 】 

２０１Ａ 経 済 

会議所ニュース  ぐんま経済新聞  ぐんま経済新聞ダイジェスト版 

 

２０１Ｂ 産業通商 

経済産業新報 

 

２０２Ａ 工業総合 

工場計画情報 

 

２０２Ｅ 工業専門技術 

検査機器ニュース 

 

２０２Ｇ 計量／度量衡 

日本計量新報 

 

２０２Ｊ 包装／パッキング 

包装機械新聞  包装タイムス 

 

２０５Ａ 建設／住宅／土木総合 

Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ Ｒｏｏｆｉｎｇ  建設通信新聞  建通新聞中部  新建ハウジング 

 Ｓｅａｌｉｎｇ（ＡＲＳ）  建通新聞愛媛  建通新聞東京  全建連新聞 

青森建設工業新聞  建通新聞大阪  建通新聞徳島  中建日報 

岩手建設工業新聞  建通新聞岡山  工事速報   日本工業経済新聞 

九建日報  建通新聞香川  工務店新聞  日本住宅新聞 
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建設経済新聞  建通新聞神奈川  新建ＪＯＨＯ  福島建設工業新聞 

建設工業新聞  建通新聞高知      東北信版・中南信版 北海道建設新聞 

建設産業新聞  建通新聞静岡  新建新聞   和歌山建設新聞 

建設新聞       

 

２０５Ｃ 住宅／不動産 

住宅  住宅新報  日本プレハブ新聞  マンション管理新聞 

住宅産業新聞  全国賃貸住宅新聞  ビル経営   

 

２０５Ｄ建築設計／インテリア 

インテリアビジネスニュース  東京室内装飾新聞 リフォーム産業新聞 

 

２０５Ｅ家具／建具 

オフィス家具新聞  家具新聞  ホームリビング 

 

２０５Ｆ 空調／冷暖房 

空調タイムス 

 

２０５Ｇ 建築設備／付帯工事 

エクステリア  日本下水道新聞  日本設備工業新聞  板金新聞 

水道産業新聞  日本水道新聞     

 

２０５Ｈ 建設資材 

管材新聞  サッシタイムス  接着剤新聞  日本屋根経済新聞 

 

２０５Ｊ 建設機械 

産業機械新聞 

 

２０５Ｋ 都市／地域・環境開発 

環境施設新聞 

 

２０５Ｍ 土 木 

道路ニュース 

 

２０８Ｂ 農業全般 

全国農業新聞  日本農業新聞  農機新聞   農業協同組合新聞 
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全農機商報  日本農民新聞  農業共済新聞  農村ニュース 

 

２０８Ｆ 酪農／畜産／飼料 

鶏鳴新聞  全酪新報 

 

２０８Ｇ 園芸／生花 

花卉園芸新聞 

 

２０８Ｍ 林業／木材 

ＪＡＰＡＮ ＬＵＭＢＥＲ ＪＯＵＲＮＡＬ 木材工業新聞  木材新聞   林経新聞 

東洋木材新聞       

 

２０８Ｐ 農薬／肥料 

肥料農産新報 

 

２０８Ｒ 水 産 

水産経済新聞  水産タイムス  日本養殖新聞  みなと新聞 

 

２１０Ａ 食料／食品総合 

味の２１世紀  食品化学新聞  帝飲食糧新聞  フード ウイークリー 

健康産業流通新聞  食品産業新聞  日本食糧新聞  ヘルスライフビジネス 

酒類・食品ニュース＆解説 中部飲食料新聞     

 

２１０Ｃ 穀 類 

米穀新聞  麺業新聞 

 

２１０Ｄ パン／菓子 

アイスクリーム流通新聞  菓子飴新聞  菓子食品新聞  パンニュース 

菓業食品新聞  菓子工業新聞  製菓時報   ベーカーズタイムス 

 

２１０Ｆ 醸造／酒類／加工飲料 

酒販ニュース  醸造報知  日本醸界新聞  日本和洋酒罐詰新聞 

醸界協力新聞       

 

２１０Ｇ 冷凍／生鮮食品／青果 

食肉通信  農経新聞  冷食タイムス  冷凍食品新聞 
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全国食鳥新聞       

 

２１０Ｈ 加工食品 

かまぼこ新聞  かまぼこ通信  日本加工食品新聞  油脂日報 

 

２１０Ｍ 料理飲食業 

全飲連ニュース  全社連ニュース  日食外食レストラン新聞 日本外食新聞 

 

２１０Ｎ 集団給食 

らんちサービス 

 

２１３Ａ 繊維／衣料品総合 

アパレル工業新聞  繊研新聞  ＷＷＤ ＪＡＰＡＮ  東京メリヤス新報 

ｓｅｎｋｅｎ ｈ       

 

２１３Ｃ 洋装／衣料品雑貨 

洋装ロータリー 

 

２１３Ｇ 縫製／ミシン加工 

日本ミシンタイムス 

 

２１３Ｊ 手芸／編物 

洋装産業新聞 

 

２１３Ｌ 寝 具 

寝具新聞  寝装ジャーナル 

 

２１６Ｂ パルプ／紙 

紙之新聞  ＣＬＩＰＳ  合成紙新聞  紙業新聞 

 

２１９Ａ 化学総合 

エンプラニュース  化学工業日報 

 

２１９Ｄ 石油化学／合成樹脂 

石油化学新聞  フォームタイムス  プラスチック産業資材新聞 ポリオレフィン時報 
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２１９Ｆ ゴム／タイヤ 

ゴムタイムス  ゴム報知新聞  タイヤ新報 

 

２１９Ｈ 化学薬品／火薬 

エアゾール＆受託製造産業新聞 

 

２１９Ｋ 塗料／染料 

塗料界新報  塗料報知 

 

２１９Ｎ 香 料 

香料産業新聞 

 

２２２Ａ 燃料／エネルギー総合 

新エネルギー新聞 

 

２２２Ｅ 石 油 

石油タイムズ  ぜんせき  北海道石油新聞  油業報知新聞 

 

２２２Ｆ ガス 

ガスエネルギー新聞  プロパン産業新聞  プロパン新聞  プロパン・ブタンニュース 

ガスメディア       

 

２２４Ｃ ガラス 

ガラス新聞 

 

２２４Ｄ セメント／コンクリート 

アグリゲイト  コンクリート新聞  セメント新聞 

 

２２７Ａ 金属総合 

鋼構造ジャーナル  鉄鋼新聞  名古屋機工新聞  溶接ニュース 

産業新聞       

 

２２７Ｃ 鉄 鋼 

特殊鋼産業新聞  メタル・リサイクル・マンスリー 
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２２７Ｄ 非鉄金属 

鉱業新聞 

 

２２７Ｇ 鋳造／ダイカスト 

日本鋳物工業新聞  日本ダイカスト新報 

 

２２９Ｂ 工業機械／産業機械 

機械新聞 

 

２２９Ｄ 機械部品／工具 

金属産業新聞  日本物流新聞  ファスニングジャーナル ベアリング新聞 

日本刃物工具新聞       

 

２３３Ａ 電力／電気（電子）機器総合 

電気産業新聞  電波新聞  電波タイムズ  ハイテクノロジー 

電気新聞       

 

２３３Ｃ 電力／重電機器 

電気日日新聞 

 

２３３Ｄ 弱電／家電機器 

家電ニュース  家電流通新聞 

 

２３３Ｆ 電子技術／電子機器 

電子デバイス産業新聞 

 

２３３Ｊ 電波／通信機器 

通信興業新聞  テレケーブル  テレコム・レビュー  電経新聞 

 

２３３Ｋ オーディオ／ビデオ 

ビデオジャーナル 

 

２３３Ｎ 電設工事／電設資材 

全日電工連  電材流通新聞  電線新聞 
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２３５Ｂ コンピュータ／情報処理 

インフォマートニュース  日本事務機新聞  日本情報産業新聞  ＢＣＮ 

東京ＩＴ新聞       

 

２３５Ｄ 事務機器／文房具 

オフィスマガジン  日本文具新聞  ビューロウ   ぶんぐ事務機ガイド 

ステイショナー  ビジネス・マシンニュース     

 

２３８Ａ マスコミ全般 

新聞改造  新聞情報  新聞展望   文化通信 

新聞研究往来  新聞通信  新聞之新聞   

 

２３８Ｃ 新 聞 

新聞協会報  東京情報 

 

２３８Ｄ 放 送 

映像新聞 

 

２３８Ｅ 出 版 

新文化  政府刊行物新聞  全国書店新聞  読書人 

 

２３８Ｇ 広 告 

広告と経済  総合報道  電通報 

 

２３８Ｋ 印刷／製本 

印刷ジャーナル  印刷タイムス  日本印刷新聞  プリテックステージニュース 

 

２４３Ａ 商業／流通全般 

小売経済新聞  商業施設新聞  日本流通産業新聞  見本市展示会通信 

コンビニエンスストア新聞  通販新聞  訪販ニュース  流通ジャーナル 

商業経済  日本ネット経済新聞     

 

２４３Ｂ ビジネス総合 

オーナーズライフ  オーナーズライフ・ドクターズエディション   社長のミカタ 
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２４３Ｃ デパート／スーパー 

デパートニューズ 

 

２４３Ｅ 貿 易 

国際貿易 

 

２４６Ａ 金融全般 

金融経済新聞  金融タイムス  ニッキン 

 

２４６Ｂ 銀 行 

信用金庫新聞  全国信用組合新聞 

 

２４６Ｃ 証券／株式 

株式新聞  日本証券新聞 

 

２４６Ｄ 保 険 

保険情報  保険毎日新聞 日刊版 

 

２５０Ａ 交通／運輸総合 

交通新聞  東京交通新聞 

 

２５０Ｃ 自動車全般 

交通毎日新聞  ＪＡＰＡＮ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ ＮＥＷＳ 自動車新聞  自動車流通新聞 

 

２５０Ｅ 二輪車／自転車 

二輪車新聞 

 

２５０Ｑ 陸運／物流 

ＣＡＲＧＯ  日本流通新聞  物流機械新聞  輸送経済 

広報 とらっく  物流ウィークリー  物流ニッポン  輸送新聞 

 

２５０Ｓ 海事／海運／海洋 

海事プレス  港湾新聞  内航海運新聞  日本海事新聞 

海上の友       
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２５０Ｖ 航空／空輸 

ＷＩＮＧ 

 

２５２Ｂ 観光／旅行／宿泊 

ＷＩＮＧ ＴＲＡＶＥＬ  国際ホテル旅館  トラベルニュースａｔ  旅行新聞 

観光経済新聞       

 

２５５Ｂ 時計／眼鏡／貴金属／喫煙具 

ＴＨＥ ＷＡＴＣＨ  ＱＵＡＬＩＴＹ  時宝光学新聞  日本貴金属時計新聞 

   ＆ＪＥＷＥＬＹ ＴＯＤＡＹ ＪＫＳ Ｎｅｗｓ  時計工芸新聞  山梨研磨宝飾新聞 

眼鏡新聞       

 

２５５Ｄ 化粧品／装粧品／石鹸 

石鹸日用品新報  東京小売粧報  日用品化粧品新聞  日本商業新聞 

東京化粧品商報  東京石鹸商報     

 

２５５Ｆ 靴／履物／皮革製品 

シューズポスト  中日フォーラム 

 

２５５Ｋ 玩具／ファンシー 

玩具通信  ファンシーショップ 

 

２５９Ａ 医学総合／医事全般 

医学界新聞  全国保険医新聞  都医ニュース  ＴＨＥ ＭＥＤＩＣＡＬ＆ 

医療産業情報  ドクターズアテンション  日医ニュース        ＴＥＳＴ ＪＯＵＲＮＡＬ 

       Ｍｅｄｉｃａｌ Ｔｒｉｂｕｎｅ 

 

２５９Ｃ 病院／医療経営 

院長のミカタ  国診協ニュース  日本病院会ニュース  病院新聞 

 

２５９Ｓ 看 護 

日本看護協会ニュース  ほうもん看護 

 

２５９Ｕ 医科器械 

日本医科器械新聞  保健産業事報 
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２５９Ｗ 歯 科 

歯科衛生だより  デンタルタイムス２１  日歯広報   日本歯科新聞 

 

２５９Ｙ 薬剤／薬局 

医療と薬剤師  ＭＥＤＩＣＡＭＥＮＴ ＮＥＷＳ 薬事日報 薬学生新聞 薬局新聞 

ＤＲＵＧ ＴＯＰＩＣＳ  薬事日報  薬日新聞   

 

２６０Ｄ 保健衛生／健康管理 

健康産業新聞  日本シニアリビング新聞 福祉用具の日しんぶん 母子保健 

シルバー産業新聞       

 

２６０Ｆ 社会保障／社会保険 

国保新聞  シルバー新報  すこやか健保 

 

２６０Ｍ 環境保全／公害 

ＴＨＥ ＷＡＳＴＥ   環境新聞  循環経済新聞  リサイクル通信 

    ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ 環境緑化新聞     

 

２６３Ｃ 理容／美容 

エステティックジャーナル  ＷＷＤ ＢＥＡＵＴＹ  ヘアーサロンジャーナル 理楽ＴＩＭＥＳ 

エステティック通信  ダイエット＆ビューティ     

 （ＥＳＴＨＥＴＩＣＳ ＷＩＲＥＤ ＪＡＰＡＮ）       

 

２６３Ｆ クリーニング 

全国ドライ新聞  日本クリーニング新聞 

 

２７５Ｃ 税務／経理 

関東信越税理士界  税理士界  税理士新聞  納税通信 

税のしるべ  税理士新聞  

 

２７７Ｃ 労働／雇用／公務員 

生産性新聞  労働新聞 

 

２７８Ａ 教育／学校経営 

学会センターニュース  教育学術新聞  全私学新聞  日本教育新聞 
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２８０Ｂ 消防／防火／セキュリティ 

警備保障タイムズ 

 

２８６Ｂ 余暇産業 

ＪＢＣニュース  麻雀新聞 

 

２８６Ｃ スポーツ 

スポーツ産業新報  スポーツフロンティア 

 

２８６Ｆ ゴルフ 

ゴルフ産業新聞 

 

２８８Ｄ 楽器／レコード 

ミュージック・リポート  レコード楽器新報 

 

２９９Ｚ 未分類媒体 

たばこ塩産業 塩事業版  たばこ塩産業 販売流通版 ブライダル産業新聞  緑新聞 

たばこ塩産業 葉たばこ版       

 

 

 

【 Ｔ Ｖ 】 

６０１ テレビ／関東地方 

日本テレビ  テレビ東京  CNNj   チバテレ 

テレビ朝日  フジテレビ  テレビ神奈川  とちぎテレビ 

TBSテレビ  TOKYO MX  テレ玉   群馬テレビ 

 

６０２ テレビ／北海道地方 

北海道放送  北海道テレビ  テレビ北海道  北海道文化放送 

札幌テレビ放送       

 

６０３ テレビ／東北地方 

青森放送  山形放送  IBC岩手放送  仙台放送 

青森朝日放送  山形テレビ  岩手めんこいテレビ  福島中央テレビ 

青森テレビ  テレビユー山形  東北放送   福島放送 

秋田放送  さくらんぼテレビ  宮城テレビ放送  テレビユー福島 
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秋田朝日放送  テレビ岩手  東日本放送  福島テレビ 

秋田テレビ  岩手朝日テレビ     

 

６０４ テレビ／中部地方 

東海テレビ  岐阜放送  山梨放送   長野放送 

中京テレビ放送  静岡第一テレビ  テレビ山梨  テレビ新潟 

CBCテレビ  静岡朝日テレビ  テレビ信州  新潟テレビ 21 

名古屋テレビ放送  静岡放送  長野朝日放送  新潟放送 

テレビ愛知  テレビ静岡  信越放送   新潟総合テレビ 

三重テレビ放送       

 

６０５ テレビ／北陸地方 

北日本放送  テレビ金沢  北陸放送   福井放送 

チューリップテレビ  北陸朝日放送  石川テレビ放送  福井テレビジョン放送 

富山テレビ放送       

 

６０６ テレビ／近畿地方 

毎日放送  関西テレビ  KBS京都テレビ  奈良テレビ放送 

朝日放送  讀賣テレビ放送  びわ湖放送  テレビ和歌山 

テレビ大阪  サンテレビジョン     

 

６０７ テレビ／中国地方 

山陽放送  広島テレビ放送  テレビ山口  日本海テレビジョン放送 

テレビせとうち  広島ホームテレビ  山口放送   山陰放送 

岡山放送  テレビ新広島  山口朝日放送  山陰中央テレビ 

中国放送       

 

６０８ テレビ／四国地方 

西日本放送  高知放送  南海放送   あいテレビ 

瀬戸内海放送  テレビ高知  愛媛朝日テレビ  テレビ愛媛 

四国放送  高知さんさんテレビ     

 

６０９ テレビ／九州地方 

九州朝日放送  長崎放送  熊本朝日放送  宮崎放送 

RKB毎日放送  長崎国際テレビ  テレビ熊本  南日本放送 

福岡放送  長崎文化放送  大分放送   鹿児島読売テレビ 
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TVQ九州放送  テレビ長崎  テレビ大分  鹿児島放送 

テレビ西日本  熊本放送  大分朝日放送  鹿児島テレビ 

サガテレビ  熊本県民テレビ  テレビ宮崎   

 

６１０ テレビ／沖縄地方 

琉球放送  琉球朝日放送  沖縄テレビ 

 

８００ BSデジタル放送 

BS日テレ  BS-TBS  BSフジ   BS12ch TwellV 

BS 朝日  BSジャパン  BS11   


