
タイトル 頻度 定価 月刊購読料月刊広告料 内容 サイズ 幅 高さ
アサヒカメラ 月刊 ¥900 ¥900 ¥900 カメラ・写真専門誌 B5 180 × 256
アニメージュ 月刊 ¥980 ¥980 ¥900 アニメ情報誌 A4W 238 × 300
＆Premium 月刊 ¥680 ¥680 ¥600 女性・生活情報誌（50代） A4W 231 × 296
一枚の繪 月刊 ¥880 ¥880 ¥800 美術総合誌 A4S 210 × 270
ＩｎＲｅｄ 月刊 ¥780 ¥780 ¥700 女性・ファッション雑誌（30代） A4W 237 × 298
エアライン 月刊 ¥1,296 ¥1,296 ¥1,200 航空総合誌 A4S 210 × 285
栄養と料理 月刊 ¥920 ¥920 ¥900 料理雑誌 A4S 210 × 285
ＥＳＳＥ（エッセ） 月刊 ¥500 ¥500 ¥500 女性・生活情報誌 A4W 223 × 280
大相撲ジャーナル 月刊 ¥880 ¥880 ¥800 相撲専門誌 B5 182 × 257
オートバイ 月刊 ¥930 ¥930 ¥900 二輪総合誌 B5 180 × 257
オール讀物 月刊 ¥980 ¥980 ¥900 小説誌 A5 146 × 211
カー・アンド・ドライバー 月刊 ¥690 ¥690 ¥600 自動車雑誌 A4S 210 × 280
かがくのとも 月刊 ¥420 ¥420 ¥400 科学絵本 226 × 247
家庭画報 月刊 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,200 女性・生活情報誌 B4S 247 × 310
からだにいいこと 月刊 ¥620 ¥620 ¥600 女性・健康生活情報誌 A4W 230 × 296
ＧＡＲＶY 月刊 ¥780 ¥780 ¥700 RV＆オートキャンプ情報誌 A4W 226 × 297
九州じゃらん 月刊 ¥390 ¥390 ¥300 旅行雑誌 A4 210 × 285
きょうの健康 月刊 ¥545 ¥545 ¥500 健康情報誌 B5 180 × 257
きょうの料理 月刊 ¥545 ¥545 ¥500 料理雑誌 AB 210 × 257
近代柔道 月刊 ¥880 ¥880 ¥800 柔道専門誌 B5 182 × 256
くまもと経済 月刊 ¥1,892 ¥1,892 ¥1,800 熊本経済誌 A4S 210 × 279
クーヨン 月刊 ¥700 ¥700 ¥700 育児雑誌 B5 170 × 262
ＣＲＥＡ（クレア） 月刊 ¥780 ¥780 ¥700 女性・生活情報誌（25～30代） A4W 233 × 297
ＧＬＯＷ（グロウ） 月刊 ¥780 ¥780 ¥700 女性・ファッション雑誌（40代） A4W 236 × 297
芸術新潮 月刊 ¥1,440 ¥1,440 ¥1,400 芸術総合誌 A4S 208 × 283
Ｇｅｔ　Ｎａｖｉ 月刊 ¥610 ¥610 ¥600 家電等のモノ系雑誌 A4 210 × 283
GOETHE（ゲーテ） 月刊 ¥800 ¥800 ¥800 男性ビジネス誌
現代農業 月刊 ¥823 ¥823 ¥800 農業総合実用誌 A5 149 × 209
剣道時代 月刊 ¥860 ¥860 ¥800 剣道雑誌
子供の科学 月刊 ¥700 ¥700 ¥700 科学情報誌 B5 179 × 256
こどものとも 月刊 ¥420 ¥420 ¥400 絵本雑誌 190 × 260
こどものとも0.1.2 月刊 ¥420 ¥420 ¥400 絵本雑誌 200 × 190
こどものとも　年少版 月刊 ¥420 ¥420 ¥400 2～4才向き月刊絵本 200 × 210
こどものとも　年中向き 月刊 ¥420 ¥420 ¥400 4～5才向き月刊絵本
ゴルフダイジェスト 月刊 ¥690 ¥690 ¥600 ゴルフ専門誌 A4S 220 × 281
サイクルスポーツ 月刊 ¥670 ¥670 ¥600 自転車専門誌 A4W 220 × 297
サッカーマガジン 月刊 ¥860 ¥860 ¥800 サッカー専門誌 A4S 213 × 284
サライ 月刊 ¥700 ¥700 ¥700 生活実用情報誌 A4 210 × 285
サンキュ！ 月刊 ¥420 ¥420 ¥400 女性・生活雑誌 A4W 235 × 297
ＪＴＢ時刻表 月刊 ¥1,183 ¥1,183 ¥1,100 鉄道時刻表 B5T 178 × 255
シティ情報くまもと 月刊 ¥300 ¥300 ¥300 熊本の生活情報誌
趣味の園芸 月刊 ¥545 ¥545 ¥500 ガーデニング専門誌 A4S 210 × 257
将棋世界 月刊 ¥800 ¥800 ¥800 将棋専門誌 A5 148 × 210
商業界 月刊 ¥1,101 ¥1,101 ¥1,100 商業総合誌 B5 182 × 256
小説　新潮 月刊 ¥930 ¥930 ¥900 小説雑誌 A5 145 × 210
新潮４５ 月刊 ¥880 ¥880 ¥800 総合雑誌 A5 147 × 210
ＳＣＲＥＥＮ（スクリーン） 月刊 ¥860 ¥860 ¥800 洋画雑誌 A4W 225 × 297
すてきにハンドメイド 月刊 ¥617 ¥617 ¥600 ソーイングの雑誌 A4W 230 × 290
ゼクシィ熊本 月刊 ¥300 ¥300 ¥300 熊本のウエディング情報誌 A4W 228 × 297
ソトコト 月刊 ¥823 ¥823 ¥800 快適生活マガジン A4W 231 × 297
Software　Design 月刊 ¥1,318 ¥1,318 ¥1,300 パソコンユーザーの総合情報誌 B5 182 × 257
ダ・ヴィンチ 月刊 ¥650 ¥650 ¥600 本とコミックの情報雑誌 A4 210 × 297
ＤＩＭＥ（ダイム） 月刊 ¥600 ¥600 ¥600 トレンドライフスタイルマガジン A4S 210 × 285
タウン情報クマモト 月刊 ¥360 ¥360 ¥300 熊本情報誌 A4W 210 × 298
たくさんのふしぎ 月刊 ¥720 ¥720 ¥700 子ども・児童学習雑誌 190 × 250
卓球王国 月刊 ¥720 ¥720 ¥700 卓球雑誌
旅の手帖 月刊 ¥596 ¥596 ¥500 旅行専門誌 A4S 210 × 285
たまごクラブ 月刊 ¥620 ¥620 ¥600 マタニティ雑誌 A4W 231 × 297



ｄａｎｃｙｕ（ダンチュウ） 月刊 ¥880 ¥880 ¥800 食を楽しむ雑誌 A4S 210 × 280
ちいさなかがくのとも 月刊 ¥420 ¥420 ¥400 科学絵本
中央公論 月刊 ¥930 ¥930 ¥900 総合雑誌 A5 146 × 210
つり人 月刊 ¥1,010 ¥1,010 ¥1,000 釣り専門誌 A4 210 × 285
Ｔｉｐｏ 月刊 ¥690 ¥690 ¥600 自動車専門誌 A4S 210 × 283
デジタルカメラマガジン 月刊 ¥1,080 ¥1,080 ¥1,000 デジタルカメラ専門誌 A4S 210 × 276
鉄道ジャーナル 月刊 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 鉄道専門誌 B5T 190 × 257
鉄道ファン 月刊 ¥1,230 ¥1,230 ¥1,200 鉄道専門誌 B5T 190 × 257
テニスマガジン 月刊 ¥900 ¥900 ¥900 テニス専門誌 A4S 210 × 285
天然生活 月刊 ¥710 ¥710 ¥700 暮らしを楽しむための生活情報誌 A4W 221 × 297
天文ガイド 月刊 ¥802 ¥802 ¥800 天文誌 B5 180 × 257
図書 月刊 ¥100 ¥100 ¥100 総合雑誌 B5 148 × 210
図書館雑誌 月刊 ¥1,008 ¥1,008 ¥1,000 図書館専門誌 B5 182 × 257
ｄｒｉｖｅｒ（ドライバー） 月刊 ¥570 ¥570 ¥500 自動車雑誌 A4 210 × 285
nice things（ナイスシングス） 月刊 ¥700 ¥700 ¥700 女性・生活情報誌 A4W 235 × 297
ナショナル・ジオグラフィック日本版 月刊 ¥1,010 ¥1,010 ¥1,000 地球の今を伝える雑誌 B5 175 × 254
日経ＷＯＭＡＮ 月刊 ¥580 ¥580 ¥500 働く女性のための情報誌 A4S 210 × 280
日経おとなのＯＦＦ 月刊 ¥700 ¥700 ¥700 オフ生活情報誌 A4S 210 × 280
日経トレンディ 月刊 ¥600 ¥600 ¥600 流行情報誌 A4S 210 × 280
日経ビジネスＡｓｓｏｃｉｅ 月刊 ¥700 ¥700 ¥700 ビジネスリーダーの情報誌 A4S 210 × 279
日経ヘルス 月刊 ¥600 ¥600 ¥600 健康情報誌 A4S 210 × 280
日経マネー 月刊 ¥730 ¥730 ¥700 マネー情報誌 A4S 210 × 279
Ｎｅｗｔｏｎ 月刊 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,200 科学雑誌 A4S 210 × 275
農耕と園芸 月刊 ¥1,080 ¥1,080 ¥1,000 園芸農家のための総合園芸誌 B5 182 × 257
のびのび子育て 月刊 ¥391 ¥391 ¥300 子育て雑誌 A5 129 × 179
ｎｏｎ・ｎｏ 月刊 ¥570 ¥570 ¥500 女性・ファッション雑誌 A4W 233 × 297
ＨｉＶｉ（ハイビ） 月刊 ¥1,080 ¥1,080 ¥1,000 ＡＶ機器専門誌 B5 182 × 257
バスケットボール 月刊 ¥792 ¥792 ¥700 バスケットボール専門誌 A4 210 × 297
バドミントンマガジン 月刊 ¥860 ¥860 ¥800 バドミントン専門誌 B5 182 × 257
母の友 月刊 ¥545 ¥545 ¥500 子育て雑誌
バレーボール 月刊 ¥751 ¥751 ¥700 バレーボール専門誌 A4 210 × 297
ＰＨＰ 月刊 ¥205 ¥205 ¥200 生き方検証誌 B6 128 × 179
ビデオサロン 月刊 ¥1,296 ¥1,296 ¥1,200 デジタル時代のAVマガジン B5 182 × 257
ＢＥ－ＰＡＬ（ビーパル） 月刊 ¥780 ¥780 ¥700 アウトドア誌 AB 210 × 260
ひよこクラブ 月刊 ¥650 ¥650 ¥600 育児雑誌 A4W 231 × 297
ＦＩＧＡＲＯ　ｊａｐｏｎ 月刊 ¥670 ¥670 ¥600 女性・ライフスタイル誌 A4W 230 × 296
福祉 月刊 ¥1,049 ¥1,049 ¥1,000 社会福祉総合誌 B5 182 × 256
婦人画報 月刊 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,200 婦人・生活情報誌 A4W 232 × 297
婦人之友 月刊 ¥750 ¥750 ¥700 婦人・生活情報誌 A5 150 × 210
部落解放 月刊 ¥648 ¥648 ¥600 総合人権雑誌 A5 150 × 210
フローリスト 月刊 ¥885 ¥885 ¥800 花のデザインとビジネスの情報誌 AB 210 × 257
文藝春秋 月刊 ¥880 ¥880 ¥800 総合雑誌 A5 143 × 209
ＶＥＲＹ（ベリィ） 月刊 ¥720 ¥720 ¥700 女性・生活情報誌（30代） A4W 232 × 297
フォーブス　ジャパン 月刊 ¥890 ¥890 ¥800 ビジネス誌 A4S 210 × 280
ＶＯＧＵＥ　ＪＡＰＡＮ 月刊 ¥700 ¥700 ¥700 女性・ファッション雑誌 A4W 232 × 297
POPEYE 月刊 ¥760 ¥760 ¥700 男性・ファッション雑誌（20代） A4W 235 × 297
ＭＡＱＵＩＡ（マキア） 月刊 ¥590 ¥590 ¥500 美容専門誌 A4W 232 × 297
Mr.PC 月刊 ¥680 ¥680 ¥600 ソフトウェアのパソコン雑誌 A4S 210 × 280
ミセス 月刊 ¥1,132 ¥1,132 ¥1,100 女性・ライフスタイル雑誌 A4W 232 × 297
目の眼 月刊 ¥1,080 ¥1,080 ¥1,000 古美術・工芸専門誌 B5 181 × 256
ＭＥＮ’Ｓ　ＣＬＵＢ 月刊 ¥880 ¥880 ¥800 男性・ファッション雑誌 A4W 225 × 285
ＭＥＮ’Ｓ　ＮＯＮ－ＮＯ 月刊 ¥760 ¥760 ¥700 男性・ファッション雑誌 A4W 233 × 297
ＭＯＲＥ（モア） 月刊 ¥730 ¥730 ¥700 女性・ファッション雑誌（20代） A4W 232 × 296
ＭＯＥ（モエ） 月刊 ¥860 ¥860 ¥800 絵本とキャラクターの雑誌 A4W 225 × 296
モーターサイクリスト 月刊 ¥780 ¥780 ¥700 バイク専門誌 A4S 210 × 281
モーターマガジン 月刊 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 自動車専門誌 A4W 220 × 295
モトチャンプ 月刊 ¥400 ¥400 ¥400 バイク専門誌 B5 180 × 256
山と渓谷 月刊 ¥1,028 ¥1,028 ¥1,000 山岳雑誌 A4S 210 × 280
ゆうゆう 月刊 ¥720 ¥720 ¥700 生活情報誌（50代） A4S 210 × 281



ライダースクラブ 月刊 ¥905 ¥905 ¥900 オートバイ総合誌 A4W 220 × 297
ランドネ 月刊 ¥880 ¥880 ¥800 女性アウトドア雑誌 A4 210 × 296
ランナーズ 月刊 ¥880 ¥880 ¥800 ランナー専門誌 A4S 210 × 270
ＬＥＥ（リー） 月刊 ¥670 ¥670 ¥600 女性・生活情報誌（30代） A4W 230 × 297
陸上競技マガジン 月刊 ¥1,050 ¥1,050 ¥1,000 陸上競技専門誌 B5 182 × 257
ＬＥＯＮ 月刊 ¥880 ¥880 ¥800 ライフスタイルマガジン（30～50代） A4W 223 × 285
歴史街道 月刊 ¥680 ¥680 ¥600 歴史雑誌 B5 180 × 256
レコード芸術 月刊 ¥1,389 ¥1,389 ¥1,300 クラシック音楽総合情報誌 B5 183 × 257
レタスクラブ 月刊 ¥580 ¥580 ¥500 料理レシピ情報誌 A4W 235 × 296

タイトル 頻度 定価 月刊購読料月刊広告料 内容 サイズ 幅 高さ
ＡＥＲＡ（アエラ） 週刊 ¥390 ¥1,560 ¥1,500 ニュース週刊誌 A4S 210 × 284
ダイヤモンド 週刊 ¥710 ¥2,840 ¥2,800 ビジネス週刊誌 A4S 210 × 280
東洋経済 週刊 ¥690 ¥2,760 ¥2,700 経済総合誌 A4S 210 × 280
ニューズウィーク日本版 週刊 ¥460 ¥1,840 ¥1,800 世界情報誌 A4S 205 × 271
ベースボール 週刊 ¥460 ¥1,840 ¥1,800 野球専門誌 B5 183 × 257

タイトル 頻度 定価 月刊購読料月刊広告料 内容 サイズ 幅 高さ
熊日釣りタイム 隔週刊 ¥330 ¥660 ¥600 釣り情報誌 A4 210 × 297
スポーツグラフィックナンバー 隔週刊 ¥590 ¥1,180 ¥1,100 総合スポーツ誌 A4S 206 × 269
Tarzan 隔週刊 ¥550 ¥1,100 ¥1,100 健康情報系ライフスタイルマガジン A4S 213 × 283
プレジデント 隔週刊 ¥690 ¥1,380 ¥1,300 ビジネス総合誌 A4S 210 × 280
オレンジページ 月2 ¥360 ¥720 ¥700 生活便利マガジン A4W 235 × 296
キネマ旬報 月2 ¥918 ¥1,836 ¥1,800 映画専門誌 B5T 183 × 256
クロワッサン 月2 ¥460 ¥920 ¥900 生活情報誌 A4W 232 × 297
婦人公論 月2 ¥570 ¥1,140 ¥1,100 女性総合誌 A4S 210 × 275
ＢＲＵＴＵＳ 月2 ¥650 ¥1,300 ¥1,300 アート＆カルチャー誌 A4S 210 × 283
Ｐｅｎ 月2 ¥650 ¥1,300 ¥1,300 ライフスタイル雑誌 A4W 221 × 285
MONOマガジン 月2 ¥637 ¥1,274 ¥1,200 物情報誌 A4S 210 × 284

タイトル 頻度 定価 月刊購読料月刊広告料 内容 サイズ 幅 高さ
犬吉猫吉 隔月刊 ¥580 ¥290 ¥200 ペット雑誌 A4 210 × 297
ＥＬＬＥ　ＤＥＣＯＲ 隔月刊 ¥1,620 ¥810 ¥800 インテリアとデザインの雑誌 A4W 232 × 297
Ｏｌｄ　ｔｉｍｅｒ 隔月刊 ¥970 ¥485 ¥400 旧車に特化した自動車雑誌 A4W 225 × 297
ｋｕ：ｎｅｌ 隔月刊 ¥700 ¥350 ¥300 食・インテリア・ライフスタイル雑誌 A4W 235 × 300
暮しの手帖 隔月刊 ¥926 ¥463 ¥400 暮らし提案誌 A4S 211 × 279
住まいの設計 隔月刊 ¥1,250 ¥625 ¥600 住宅雑誌 A4W 220 × 297
日本児童文学 隔月刊 ¥1,080 ¥540 ¥500 児童文学雑誌 A5 148 × 210
猫びより 隔月刊 ¥977 ¥489 ¥400 オシャレな大人のネコマガジン A4S 210 × 285
モコス・ムック 隔月刊 ¥880 ¥440 ¥400 熊本の女性雑誌 A4 210 × 297
モト・メンテナンス 隔月刊 ¥1,543 ¥772 ¥700 バイクメンテ専門誌 A4W 234 × 297
やさい畑 隔月刊 ¥905 ¥453 ¥400 家庭菜園雑誌 A4S 210 × 283
ＬｉＶＥＳ（ライブズ） 隔月刊 ¥1,010 ¥505 ¥500 インタリア＆ライフスタイルマガジン A4W 225 × 297
Ｌｅａｋ（リーク） 隔月刊 ¥500 ¥250 ¥200 九州の旅行雑誌 A4 210 × 297
ログハウスマガジン 隔月刊 ¥1,650 ¥825 ¥800 ログハウス専門誌 A4 210 × 287
ワールド空手 隔月刊 ¥900 ¥450 ¥400 空手専門誌 A4 210 × 297

タイトル 頻度 定価 月刊購読料月刊広告料 内容 サイズ 幅 高さ
うかたま 季刊 ¥802 ¥267 ¥200 食のライフスタイル誌 A4S 211 × 275
美しいキモノ 季刊 ¥2,000 ¥667 ¥600 和のライフスタイル誌 A4W 232 × 297
園芸ガイド 季刊 ¥1,200 ¥400 ¥400 ガーデニング誌 A4W 231 × 282
会社四季報　ワイド版 季刊 ¥2,570 ¥857 ¥800 企業情報誌
ガーデン＆ガーデン 季刊 ¥1,200 ¥400 ¥400 ガーデニング誌 A4W 233 × 300
カムホーム！ 季刊 ¥756 ¥252 ¥200 ナチュラルインテリア誌 A4S 213 × 285
コットンフレンド 季刊 ¥870 ¥290 ¥200 手芸・ハンドメイド雑誌 A4W 234 × 297
この本読んで！ 季刊 ¥1,080 ¥360 ¥300 絵本と読み聞かせの雑誌 A4S 210 × 283
自治体法務研究 季刊 ¥1,234 ¥411 ¥400 法制執務・政策法務誌 A4S 203 × 276



プレジデントファミリー 季刊 ¥980 ¥327 ¥300 子育て雑誌 A4W 222 × 285
炎芸術 季刊 ¥2,160 ¥720 ¥700 陶芸専門誌 A4 211 × 283
ホンダスタイル 季刊 ¥1,543 ¥514 ¥500 ホンダをテーマにした情報誌 A4W 232 × 297
ミセスのスタイルブック 季刊 ¥920 ¥307 ¥300 ソーイング＆ファッション雑誌（20～80年代）A4S 210 × 275
私のカントリー 季刊 ¥1,512 ¥504 ¥500 ナチュラルな暮らしを楽しむ雑誌 A4W 235 × 297

タイトル 頻度 定価 月刊購読料月刊広告料 内容 サイズ 幅 高さ
家の光 月刊 ¥906 ¥906 ¥900 生活情報誌 A4S 210 × 284
九州王国 月刊 ¥500 ¥500 ¥500 九州総合情報誌 A4 210 × 285
農業経営者 月刊 ¥1,543 ¥1,543 ¥1,500 農業の経営と技術と商品の情報誌 A4S 210 × 285
毎日が発見 月刊 ¥680 ¥680 ¥600 生活情報誌（60代） A4S 210 × 283
日経パソコン 月2 ¥1,030 ¥2,060 ¥2,000 インターネットの総合情報誌 A4S 210 × 280


