
苅田町立図書館　雑誌スポンサー制度対象雑誌リスト

※価格は参考価格です。契約時に改めて計算しますので、掲載価格と契約価格は異なる場合があります。


★2021年5月現在で所蔵があるもの


黄色の塗りつぶしは現在雑誌スポンサーによる寄贈があるもの

No. ジャンル タ　イ　ト　ル 出　版　者 刊行
頻度 保存
期間 本体価格 税込価格 年間本体計 年間税込計

1 女性誌 ａｒ 主婦と生活社 月刊 1年 ¥564 ¥620 ¥6,768 ¥7,445

2 芸能 Ａｎｉｍａｇｅ 徳間書店 月刊 1年 ¥909 ¥1,000 ¥10,908 ¥11,999

3 健康 安心 マキノ出版 月刊 1年 ¥600 ¥660 ¥7,200 ¥7,920

4 女性誌 ＆Ｐｒｅｍｉｕｍ マガジンハウス 月刊 1年 ¥795 ¥875 ¥9,540 ¥10,494

5 美術 一枚の繪 一枚の繪 株式会社 月刊 1年 ¥815 ¥897 ¥9,780 ¥10,758

6 女性誌 wｉｔｈ 講談社 月刊 1年 ¥627 ¥690 ¥7,524 ¥8,276

7 生活・住居 うかたま 農山漁村文化協会 季刊 2年 ¥743 ¥817 ¥2,972 ¥3,269

8 女性誌 ｅｃｌａｔ 集英社 月刊 1年 ¥891 ¥980 ¥10,692 ¥11,761

9 生活・住居 ＥＳＳＥ フジテレビジョン 月刊 1年 ¥573 ¥630 ¥6,876 ¥7,564

10 生活・住居 ＬＤＫ 晋遊社 月刊 1年 ¥591 ¥650 ¥7,092 ¥7,801

11 園芸 園芸ガイド 主婦の友社 季刊 2年 ¥1,150 ¥1,265 ¥4,600 ¥5,060

12 男性誌 OCEANS ライトハウスメディア 月刊 1年 ¥800 ¥880 ¥9,600 ¥10,560

13 趣味 オートメカニック 内外出版社 隔月刊 2年 ¥1,227 ¥1,350 ¥7,362 ¥8,098

14 趣味 OPTION（オプション） 三栄書房 月刊 1年 ¥709 ¥780 ¥8,508 ¥9,359

15 文芸 オール讀物 文藝春秋 月刊 1年 ¥909 ¥1,000 ¥10,908 ¥11,999

16 女性誌 Ｏｇｇｉ 小学館 月刊 1年 ¥727 ¥800 ¥8,724 ¥9,596

17 女性誌 大人のおしゃれ手帖 宝島社 月刊 1年 ¥1,000 ¥1,100 ¥12,000 ¥13,200

18 生活・住居 オレンジページ オレンジページ 月２回刊 6月 ¥500 ¥550 ¥12,000 ¥13,200

19 総合情報誌 Ｃａｓａ　ＢＲＵＴＵＳ マガジンハウス 月刊 1年 ¥900 ¥990 ¥10,800 ¥11,880

20 園芸 ガーデン＆ガーデン エフジー武蔵 季刊 2年 ¥1,100 ¥1,210 ¥4,400 ¥4,840

21 経済・経営 会社四季報 東洋経済新報社 季刊 2年 ¥2,037 ¥2,241 ¥8,148 ¥8,963

22 児童誌 かがくのとも 福音館書店 月刊 1年 ¥400 ¥440 ¥4,800 ¥5,280

23 出産・育児・教育 かぞくのじかん 婦人之友社 季刊 2年 ¥759 ¥835 ¥3,036 ¥3,340

24 女性誌 家庭画報 世界文化社 月刊 1年 ¥1,273 ¥1,400 ¥15,276 ¥16,804

25 健康 からだにいいこと 祥伝社 月刊 1年 ¥573 ¥630 ¥6,876 ¥7,564

26 スポーツ・アウトドア 季刊　のぼろ 西日本新聞社 季刊 2年 ¥926 ¥1,019 ¥3,704 ¥4,074

27 女性誌 ＣａｎＣａｍ 小学館 月刊 1年 ¥627 ¥690 ¥7,524 ¥8,276

28 旅行・タウン誌 九州Walker 角川マーケティング 隔月刊 2年 ¥630 ¥693 ¥3,780 ¥4,158

29 健康 きょうの健康 日本放送出版協会(NHK出版） 月刊 1年 ¥505 ¥556 ¥6,060 ¥6,666

30 生活・住居 きょうの料理 日本放送出版協会(NHK出版） 月刊 1年 ¥505 ¥556 ¥6,060 ¥6,666

31 手芸・服飾 キルトジャパン 日本ヴォーグ社 季刊 2年 ¥1,300 ¥1,430 ¥5,200 ¥5,720

32 生活・住居 ｋｕ：ｎｅｌ マガジンハウス 隔月刊 2年 ¥818 ¥900 ¥4,908 ¥5,399

33 総合情報誌 ＧｏｏｄｓＰｒｅｓｓ 徳間書店 月刊 1年 ¥682 ¥750 ¥8,184 ¥9,002

34 生活・住居 暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月刊 2年 ¥907 ¥998 ¥5,442 ¥5,986

35 女性誌 ＣＬＡＳＳＹ． 光文社 月刊 1年 ¥713 ¥784 ¥8,556 ¥9,412

36 女性誌 ＣＲＥＡ 文藝春秋 月刊 1年 ¥745 ¥820 ¥8,940 ¥9,834

37 生活・住居 クロワッサン マガジンハウス 月２回刊 6月 ¥500 ¥550 ¥12,000 ¥13,200

38 美術 芸術新潮 新潮社 月刊 1年 ¥1,364 ¥1,500 ¥16,368 ¥18,005

39 出産・育児・教育 月刊クーヨン クレヨンハウス出版部 月刊 1年 ¥800 ¥880 ¥9,600 ¥10,560

40 趣味 月刊碁ワールド 日本棋院 月刊 1年 ¥900 ¥990 ¥10,800 ¥11,880

41 スポーツ・アウトドア 月刊サッカーマガジン ベースボール･マガジン社 月刊 1年 ¥926 ¥1,019 ¥11,112 ¥12,223

42 趣味 月刊自家用車 内外出版社 月刊 1年 ¥815 ¥897 ¥9,780 ¥10,758

43 総合情報誌 月刊NEWSがわかる 毎日新聞出版 月刊 1年 ¥409 ¥450 ¥4,908 ¥5,399

44 芸能 月刊Ｐｉａｎｏ ヤマハミュージックメディア 月刊 1年 ¥694 ¥763 ¥8,328 ¥9,161

45 健康 健康 主婦の友社 月刊 1年 ¥673 ¥740 ¥8,076 ¥8,884

46 趣味 航空ファン 文林堂 月刊 1年 ¥1,238 ¥1,362 ¥14,856 ¥16,342

47 児童誌 子供の科学 誠文堂新光社 月刊 1年 ¥700 ¥770 ¥8,400 ¥9,240

48 児童誌 こどものとも 福音館書店 月刊 1年 ¥400 ¥440 ¥4,800 ¥5,280

49 児童誌 こどものとも０．１．２． 福音館書店 月刊 １年 ¥400 ¥440 ¥4,800 ¥5,280

50 児童誌 こどものとも年少版 福音館書店 月刊 1年 ¥400 ¥440 ¥4,800 ¥5,280

51 児童誌 こどものとも年中向き 福音館書店 月刊 1年 ¥400 ¥440 ¥4,800 ¥5,280

52 出産・育児・教育 この本読んで！ 出版文化産業振興財団 季刊 2年 ¥1,000 ¥1,100 ¥4,000 ¥4,400

53 趣味 ＧＯＬＦ ＤＩＧＥＳＴ ゴルフダイジェスト社 月刊 1年 ¥627 ¥690 ¥7,524 ¥8,276

54 総合情報誌 サライ 小学館 月刊 1年 ¥800 ¥880 ¥9,600 ¥10,560

55 生活・住居 サンキュ！ ベネッセコーポレーション 月刊 1年 ¥464 ¥510 ¥5,568 ¥6,125

56 旅行・タウン誌 ＪＲ時刻表 交通新聞社 月刊※ 2年 ¥1,095 ¥1,205 ¥2,190 ¥2,409

57 旅行・タウン誌 じゃらん九州 リクルート九州支社 月刊 1年 ¥364 ¥400 ¥4,368 ¥4,805

58 週刊誌 週刊ＡＥＲＡ 朝日新聞社 週刊 3月 ¥364 ¥400 ¥17,472 ¥19,219

59 週刊誌 週刊朝日 朝日新聞社 週刊 3月 ¥373 ¥410 ¥17,904 ¥19,694

60 女性誌 週刊ａｎ・ａｎ マガジンハウス 週刊 3月 ¥545 ¥600 ¥26,160 ¥28,776

61 経済・経営 週刊エコノミスト 毎日新聞社 週刊 3月 ¥609 ¥670 ¥29,232 ¥32,155

62 週刊誌 週刊サンデー毎日　　　　 毎日新聞社 週刊 3月 ¥364 ¥400 ¥17,472 ¥19,219

63 週刊誌 週刊女性自身 光文社 週刊 3月 ¥382 ¥420 ¥18,336 ¥20,170

64 週刊誌 週刊女性セブン 小学館 週刊 3月 ¥391 ¥430 ¥18,768 ¥20,645

65 週刊誌 週刊新潮 新潮社 週刊 3月 ¥400 ¥440 ¥19,200 ¥21,120

66 週刊誌 週刊文春 文藝春秋 週刊 3月 ¥400 ¥440 ¥19,200 ¥21,120

67 スポーツ・アウトドア 週刊ベースボール ベースボール・マガジン社 週刊 3月 ¥445 ¥490 ¥21,360 ¥23,496

68 園芸 趣味の園芸 日本放送出版協会(NHK出版協会) 月刊 1年 ¥505 ¥556 ¥6,060 ¥6,666

69 文芸 小説現代 講談社 月刊 1年 ¥1,000 ¥1,100 ¥12,000 ¥13,200

70 芸能 ＳＣＲＥＥＮ 近代映画社 月刊 1年 ¥827 ¥910 ¥9,924 ¥10,916

71 女性誌 素敵なあの人 宝島社 月刊 1年 ¥1,200 ¥1,320 ¥14,400 ¥15,840

72 手芸・服飾 すてきにハンドメイド 日本放送出版協会（ＮＨＫ出版） 月刊 1年 ¥571 ¥628 ¥6,852 ¥7,537

73 女性誌 ＳＴＯＲＹ 光文社 月刊 1年 ¥764 ¥840 ¥9,168 ¥10,085

74 スポーツ・アウトドア Sports Graphic Number 文藝春秋 月２回刊 6月 ¥582 ¥640 ¥13,968 ¥15,365
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75 生活・住居 ＳＵＭＡＩ　ｎｏ　ＳＥＫＫＥＩ 扶桑社 隔月刊 2年 ¥1,164 ¥1,280 ¥6,984 ¥7,682

76 スポーツ・アウトドア 相撲 ベースボール・マガジン社 月刊 1年 ¥982 ¥1,080 ¥11,784 ¥12,962

77 健康 壮快 マキノ出版 月刊 1年 ¥600 ¥660 ¥7,200 ¥7,920

78 総合情報誌 Ｔａｒｚａｎ マガジンハウス 月２回刊 6月 ¥573 ¥630 ¥13,752 ¥15,127

79 経済・経営 Ｄｉａｍｏｎｄ　ＺＡｉ ダイヤモンド社 月刊 1年 ¥682 ¥750 ¥8,184 ¥9,002

80 児童誌 たくさんのふしぎ 福音館書店 月刊 1年 ¥700 ¥770 ¥8,400 ¥9,240

81 出版物 ダ・ヴィンチ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月刊 1年 ¥636 ¥700 ¥7,632 ¥8,395

82 出産・育児・教育 たまごクラブ ベネッセ・コーポレーション 月刊 1年 ¥682 ¥750 ¥8,184 ¥9,002

83 児童誌 ちいさなかがくのとも 福音館書店 月刊 1年 ¥400 ¥440 ¥4,800 ¥5,280

84 趣味 釣ファン Ｋ．Ｓ企画 月刊 1年 ¥900 ¥990 ¥10,800 ¥11,880

85 芸能 ＤＶＤ＆動画配信でーた 角川マガジンズ 月刊 1年 ¥582 ¥640 ¥6,984 ¥7,682

86 生活・住居 天然生活 扶桑社 月刊 1年 ¥800 ¥880 ¥9,600 ¥10,560

87 趣味 ドゥーパ！ 学研パブリッシング 隔月刊 2年 ¥1,000 ¥1,100 ¥6,000 ¥6,600

88 総合情報誌 特選街 マキノ出版 月刊 1年 ¥630 ¥693 ¥7,560 ¥8,316

89 総合情報誌 ナショナルジオグラフィック日本語版 日経BPマーケティング 月刊 1年 ¥1,028 ¥1,131 ¥12,336 ¥13,570

90 女性誌 日経ＷＯＭＡＮ 日経ホーム出版社 月刊 1年 ¥618 ¥680 ¥7,416 ¥8,158

91 芸能 日経エンタテインメント！ 日経ＢＰ 月刊 1年 ¥709 ¥780 ¥8,508 ¥9,359

92 総合情報誌 日経ＴＲＥＮＤＹ 日経ＢＰマーケティング 月刊 1年 ¥609 ¥670 ¥7,308 ¥8,039

93 趣味 日経ＰＣ２１ 日経ＢＰ社 月刊 1年 ¥664 ¥730 ¥7,968 ¥8,765

94 経済・経営 日経マネー 日経ＢＰ出版センター 月刊 1年 ¥682 ¥750 ¥8,184 ¥9,002

95 総合情報誌 Ｎｅｗｔｏｎ ニュートンプレス 月刊 1年 ¥990 ¥1,089 ¥11,880 ¥13,068

96 児童誌 ね～ね～ 主婦と生活社 隔月刊 1年 ¥618 ¥680 ¥3,708 ¥4,079

97 女性誌 ｎｏｎ・ｎｏ（ノンノ） 集英社 月刊 1年 ¥573 ¥630 ¥6,876 ¥7,564

98 生活・住居 HOUSING by suumo リクルート 隔月 2年 ¥464 ¥510 ¥2,784 ¥3,062

99 女性誌 ＢＡＩＬＡ（バイラ） 集英社 月刊 1年 ¥709 ¥780 ¥8,508 ¥9,359

100 健康 ハルメク ハルメク（いきいき）株式会社 月刊 1年 ¥527 ¥580 ¥6,324 ¥6,956

101 女性誌 美的 小学館 月刊 1年 ¥664 ¥730 ¥7,968 ¥8,765

102 出産・育児・教育 ひよこクラブ ベネッセコ－ポレ－ション 月刊 1年 ¥682 ¥750 ¥8,184 ¥9,002

103 女性誌 婦人画報 アシェット婦人画報社 月刊 1年 ¥1,091 ¥1,200 ¥13,092 ¥14,401

104 女性誌 婦人公論 中央公論新社 月２回刊 6月 ¥545 ¥600 ¥13,080 ¥14,388

105 出産・育児・教育 プリプリ 世界文化社 月刊 1年 ¥1,133 ¥1,246 ¥13,596 ¥14,956

106 総合情報誌 ＢＲＵＴＵＳ マガジンハウス 月２回刊 6月 ¥636 ¥700 ¥15,264 ¥16,790

107 経済・経営 ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ プレジデント社 月２回刊 6月 ¥709 ¥780 ¥17,016 ¥18,718

108 総合情報誌 文藝春秋 文藝春秋 月刊 1年 ¥873 ¥960 ¥10,476 ¥11,524

109 女性誌 ＶＥＲＹ 光文社 月刊 1年 ¥709 ¥780 ¥8,508 ¥9,359

110 総合情報誌 ｐｅｎ（ﾍﾟﾝ） 阪急コミュニケーションズ 月２回刊 6月 ¥636 ¥700 ¥15,264 ¥16,790

111 芸能 ポポロ 麻布台出版社 月刊 1年 ¥664 ¥730 ¥7,968 ¥8,765

112 生活・住居 Ｍａｒｔ 光文社 月刊 1年 ¥600 ¥660 ¥7,200 ¥7,920

113 生活・住居 毎日が発見 角川ＳＳコミュニケーション 月刊 1年 ¥720 ¥792 ¥8,640 ¥9,504

114 手芸・服飾 ミセスのスタイルブック 文化出版局 季刊 2年 ¥900 ¥990 ¥3,600 ¥3,960

115 女性誌 ｍｉｎｉ 宝島社 月刊 1年 ¥800 ¥880 ¥9,600 ¥10,560

116 男性誌 ＭＥＮ’Ｓ　ＮＯＮ・ＮＯ 集英社 月刊 1年 ¥645 ¥710 ¥7,740 ¥8,514

117 女性誌 ＭＯＲＥ（モア） 集英社 月刊 1年 ¥782 ¥860 ¥9,384 ¥10,322

118 出版物 ＭＯＥ 白泉社 月刊 1年 ¥845 ¥930 ¥10,140 ¥11,154

119 趣味 モデルアート モデルア－ト社 月刊 1年 ¥1,095 ¥1,205 ¥13,140 ¥14,454

120 スポーツ・アウトドア 山と渓谷 山と渓谷社 月刊 1年 ¥1,000 ¥1,100 ¥12,000 ¥13,200

121 健康 ゆうゆう 主婦の友社 月刊 1年 ¥673 ¥740 ¥8,076 ¥8,884

122 スポーツ・アウトドア ランナーズ アールビーズ 月刊 1年 ¥709 ¥780 ¥8,508 ¥9,359

123 女性誌 ＬＥＥ（リー） 集英社 月刊 1年 ¥691 ¥760 ¥8,292 ¥9,121

124 生活・住居 リンネル 宝島社 月刊 1年 ¥1,000 ¥1,100 ¥12,000 ¥13,200

125 歴史 歴史街道 ＰＨＰ研究所 月刊 1年 ¥718 ¥790 ¥8,616 ¥9,478

126 健康 レクリエ 世界文化社 隔月刊 2年 ¥1,809 ¥1,990 ¥12,663 ¥13,929

127 生活・住居 レタスクラブ 角川ＳＳコミュニケーションズ 月刊 1年 ¥591 ¥650 ¥7,092 ¥7,801

128 手芸・服飾 レディブティック ブティック社 月刊 1年 ¥824 ¥906 ¥9,888 ¥10,877

129 趣味 REV　SPEED（レブスピード） 三栄書房 月刊 1年 ¥1,000 ¥1,100 ¥12,000 ¥13,200

130 生活・住居 私のカントリー 主婦と生活社 季刊 2年 ¥1,400 ¥1,540 ¥5,600 ¥6,160


