
　雑誌スポンサー制度選定候補雑誌リスト　　
総合 （税抜き価格） （税抜き価格）

単価 年額
1 ¥440 ¥22,440
2 ¥600 ¥30,600
3 ¥440 ¥22,440
4 ¥935 ¥11,220
5 ¥440 ¥22,440
6 \440～\470 ¥23,970
7 \950～\1,100 ¥13,200

歴史
単価 年額

1 ¥790 ¥9,480

社会
単価 年額

1 ¥2,300 ¥9,200
2 \680～\710 ¥8,520
3 ¥700 ¥8,400
4 ¥750 ¥9,000
5 ¥780 ¥18,720
6 ¥730 ¥37,230

科学
単価 年額

1 ¥1,100 ¥13,200
2 ¥1,190 ¥14,280

医学
単価 年額

1 ¥590 ¥7,080
2 ¥715 ¥8,580

料理
単価 年額

1 ¥880 ¥10,560
2 ¥590 ¥7,080
3 ¥550 ¥6,600
4 ¥499 ¥11,976
5 ¥520 ¥6,240

生活
単価 年額

1 ¥998 ¥5,988
2 ¥580 ¥13,920
3 \1,400～\1,500 ¥18,000
4 ¥817 ¥3,268
5 \600～\650 ¥7,800
6 ¥660 ¥7,920
7 ¥840 ¥3,360
8 ¥850 ¥5,100
9 \530～\719 ¥8,628

10 ¥990 ¥3,960
11 ¥780 ¥3,120
12 ¥1,694 ¥3,388
13 \1,100～\1,155 ¥4,620
14 \990～\1,080 ¥12,960

週刊金曜日 金曜日 週刊
週刊新潮 新潮社 週刊

サライ 小学館 月刊

誌名 出版社 刊行
会社四季報 東洋経済新報社 季刊

誌名 出版社 刊行
歴史街道

2022年8月2日現在

誌名 出版社 刊行
週刊朝日 朝日新聞出版 週刊

ＡＥＲＡ（アエラ） 朝日新聞出版 週刊

世界 岩波書店 月刊
週刊文春 文藝春秋 週刊

PHP研究所 月刊

日経マネー 日経ＢＰ社 月刊
ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ（プレジデント） プレジデント社 月２回

日経WOMAN 日経ＢＰ社 月刊
日経TRENDY 日経ＢＰ社 月刊

月刊 天文ガイド 誠文堂新光社 月刊
Newton（ニュートン） ニュートンプレス 月刊

週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 週刊

誌名 出版社 刊行

壮快 マキノ出版 月刊

誌名 出版社 刊行

誌名 出版社 刊行
きょうの健康 日本放送協会出版 月刊

きょうの料理ビギナーズ 日本放送協会出版 月刊
オレンジページ オレンジページ 月2回

栄養と料理 女子栄養大学出版部 月刊
きょうの料理 日本放送協会出版 月刊

誌名 出版社 刊行
暮らしの手帖 暮らしの手帖社 隔月刊

レタスクラブ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 月刊

うかたま 農山漁村文化協会 季刊
ＥＳＳＥ（エッセ） フジテレビジョン 月刊

クロワッサン マガジンハウス 月2回
家庭画報 世界文化社 月刊

KELLY（ケリー） ゲイン 隔月刊
サンキュ！ ベネッセコーポレーション 月刊

すてきにハンドメイド 日本放送協会出版 月刊
かぞくのじかん 婦人之友社 季刊

私のカントリー 主婦と生活社 年2回
コットンフレンド ブティック社 季刊

チルチンびと 風土社 季刊
東海ウォーカー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 年4回

Casa BRUTUS（カーサブルータス）マガジンハウス 月刊



育児
単価 年額

1 ¥880 ¥10,560
2 ¥1,320 ¥5,280
3 中期のたまごクラブ ¥1,320 ¥5,280
4 後期のたまごクラブ ¥1,320 ¥5,280
5 ¥1,320 ¥5,280
6 中期のひよこクラブ ¥1,320 ¥5,280
7 後期のひよこクラブ ¥1,320 ¥5,280
8 ¥580 ¥6,960
9 ¥930 ¥11,160

10 ¥1,430 ¥2,860

女性
単価 年額

1 ¥890 ¥10,680
2 \800～\1,000 ¥12,000
3 ¥820 ¥9,840
4 ¥660 ¥7,920
5 ¥780 ¥9,360
6 ¥860 ¥10,320
7 \730～\840 ¥10,080
8 \890～\980 ¥11,760

男性
単価 年額

1 \880～\890 ¥10,680
2 ¥900 ¥10,800
3 男の隠れ家 \750～\840 ¥10,080
4 Pen ¥900 ¥10,800

子ども
単価 年額

1 ¥440 ¥5,280
2 ¥770 ¥9,240
3 ¥400 ¥4,800
4 ¥440 ¥5,280
5 ¥440 ¥5,280
6 ¥440 ¥5,280
7 ¥440 ¥5,280
8 ¥770 ¥9,240
9 ¥440 ¥5,280

10 ¥990 ¥11,880
11 ¥490 ¥5,880
12 ¥1,100 ¥4,400
13 \860～\880 ¥10,560
14 ¥560 ¥6,720

工業
単価 年額

1 ¥880 ¥10,560
2 ¥1,300 ¥7,800
3 ¥510 ¥6,120
4 \750～\840 ¥10,080

季刊

季刊
季刊

ベネッセコーポレーション
ベネッセコーポレーション

momo（モモ） マイルスタッフ 年２回

Ｏｇｇｉ（オッジ） 小学館 月刊
ＳＰＵＲ（シュプール） 集英社 月刊

誌名 出版社 刊行
ＶＥＲＹ（ヴェリー） 光文社 月刊

誌名 出版社 刊行

ＭＯＥ（モエ） 白水社 月刊

初めてのひよこクラブ ベネッセコーポレーション 季刊

母の友 福音館書店 月刊

Ｃｏｏｙｏｎ（クーヨン） クレヨンハウス 月刊
初めてのたまごクラブ ベネッセコーポレーション 季刊

ベネッセコーポレーション
ベネッセコーポレーション

季刊

ｎｏｎ・ｎｏ（ノンノ） 集英社 月刊
婦人公論 中央公論新社 月刊

大人のおしゃれ手帖 宝島社 月刊

誌名 出版社 刊行

ＭＯＲＥ（モア） 集英社 月刊
ＬＥＥ（リー） 集英社 月刊

プラネットライツ 月刊

誌名 出版社 刊行
かがくのとも 福音館書店 月刊

POPEYE（ポパイ） マガジンハウス 月刊
ＭＥＮ’Ｓ　ＣＬＵＢ（メンズクラブ） アシェット婦人画報社 月刊

CCCメディアハウス 月刊

こどものとも 福音館書店 月刊
こどものとも0.1.2 福音館書店 月刊

子供の科学 誠文堂新光社 月刊
こどものせかい 至光社 月刊

たくさんのふしぎ 福音館書店 月刊
ちいさなかがくのとも 福音館書店 月刊

こどものとも年少版 福音館書店 月刊
こどものとも年中向き 福音館書店 月刊

この本読んで！ 出版文化産業振興財団 季刊
月刊Ｎｅｗｔｙｐe(ニュータイプ) KADOKAWA 月刊

蛍雪時代 旺文社 月刊
Newsがわかる 毎日新聞社 月刊

月刊 自家用車 内外出版 月刊
Ｓｕｍａｉ[住まいの設計] 扶桑社 隔月刊

nicola(ニコラ) 新潮社 月刊

誌名 出版社 刊行

日経PC21 日経ＢＰ社 月刊
HOUSING リクルート 月刊



産業
単価 年額

1 ¥838 ¥10,056
2 ¥640 ¥7,680
3 ¥1,650 ¥19,800
4 ¥1,204 ¥14,448
5 ¥1,210 ¥4,840
6 ¥922 ¥5,532
7 ¥1,491 ¥17,892
8 ¥900 ¥10,800
9 ¥943 ¥3,772

芸術
単価 年額

1 \838～\900 ¥3,600
2 \935～\1,500 ¥36,000
3 ¥1,590 ¥19,080
4 ¥1,760 ¥10,560
5 ¥790 ¥9,480
6 \1,210～\1,280 ¥15,360
7 ¥820 ¥9,840

スポーツ
単価 年額

1 ¥1,210 ¥14,520
2 ¥968 ¥11,616
3 ¥690 ¥8,280
4 \640～\660 ¥15,840
5 ¥1,100 ¥13,200
6 ¥680 ¥16,320

音楽
単価 年額

1 ¥880 ¥10,560
2 ¥880 ¥10,560
3 ¥550 ¥3,300

文芸
単価 年額

1 ¥1,100 ¥13,200
2 ¥960 ¥11,520
3 ¥700 ¥8,400
4 \734～\880 ¥10,560
5 ¥1,320 ¥7,920
6 ¥900 ¥10,800

図書館
単価 年額

1 ¥825 ¥9,900

語学
単価 年額

1 ¥1,480 ¥8,880

福祉
単価 年額

1 ¥996 ¥11,952
2 ¥2,050 ¥12,300

誌名 出版社 刊行

農耕と園芸 誠文堂新光社 月刊
JR時刻表 交通新聞社 月刊

現代農業 農山漁村文化協会 月刊
趣味の園芸 日本放送協会出版 月刊

日経ものづくり 日経ＢＰ社 月刊

誌名 出版社 刊行

ガーデン＆ガーデン 株式会社エフジー武蔵 季刊
やさい畑 家の光協会 隔月刊

dancyu（ダンチュウ） プレジデント社 月刊
季刊地域 農山漁村文化協会 季刊

芸術新潮 新潮社 月刊
美術手帖 美術出版社 季刊

写真ライフ 日本写真企画 季刊
キネマ旬報 キネマ旬報社 月2回

将棋世界 日本将棋連盟 月刊

誌名 出版社 刊行

日経エンタテインメント！ 日経ＢＰ社 月刊
ナショナルジオグラフィック日本語版日経ナショナルジオグラフィック社 月刊

ＧＯＬＦＤＩＧＥＳＴ（ゴルフダイジェスト）ゴルフダイジェスト社 月刊
ナンバー 文藝春秋 月2回

山と渓谷 山と渓谷社 月刊
岳人 株式会社ネイチャアエンタープライズ 月刊

誌名 出版社 刊行
ＲＯＣＫＩＮ’ＯＮ（ロッキングオン） ロッキング・オン 月刊

ＢＥ－ＰＡＬ（ビーパル） 小学館 月刊
Tarzan（ターザン） マガジンハウス社 月2回

誌名 出版社 刊行
文学界 文藝春秋 月刊

ＲＯＣＫＩＮ’ＯＮ　ＪＡＰＡＮ ロッキング・オン 月刊
みんなのうた NHK出版 隔月刊

本の雑誌 本の雑誌社 月刊
ミステリマガジン 早川書房 隔月刊

文芸春秋 文藝春秋 月刊
ダ・ヴィンチ メディアファクトリー 月刊

誌名 出版社 刊行

みんなの図書館 教育史料出版会 月刊

小説幻冬 幻冬舎 月刊

誌名 出版社 刊行

誌名 出版社 刊行

レクリエ 世界文化社 隔月刊

多聴多読マガジン コスモピア 隔月刊

おはよう21 中央法規出版 月刊



美容
単価 年額

1 ¥690 ¥8,280

旅
単価 年額

1 ¥770 ¥9,240

※掲載単価と年額は参考価格です。
はすでにスポンサー契約済みの雑誌です。

誌名 出版社 刊行
ことりっぷマガジン 昭文社 季刊

誌名 出版社 刊行
MAQUIA 集英社 月刊


