
平成３０年度　西宮市立図書館雑誌スポンサー対象雑誌一覧

平成30年1月18日時点

※○印は対象雑誌で、×印はすでにスポンサーが付いているため対象外、△印は雑誌スポンサー対象外雑誌です。

分類 雑誌名 刊行 税抜定価 税込定価 ６ヵ月分金額 サイズ 中央 北口 鳴尾 北部

総合 1 アエラ　ＡＥＲＡ 週刊 ¥361 ¥390 9,357¥         A4 ○ △ ○ ○

総合 2 週刊朝日 週刊 ¥361 ¥390 9,357¥         B5 ○ △ ○ ○

総合 3 週刊金曜日 週刊 ¥537 ¥580 13,919¥        A4 △     ○     

総合 4 サンデー毎日 週刊 ¥362 ¥391 9,383¥         B5 ○ △ ○     

総合 5 週刊新潮 週刊 ¥374 ¥404 9,694¥         B5     △     ○

総合 6 週刊文春 週刊 ¥372 ¥402 9,642¥         B5         ○ ○

総合 7 タイム　ジャパン版 週刊 ¥812 ¥877 21,047¥        B5 ○ △     

総合 8 ニューズウィーク日本版 週刊 ¥426 ¥460 11,042¥        B5 ○ △         

経営・経済 9 エコノミスト 週刊 ¥601 ¥649 15,578¥        A4 ○ △     ○

経営・経済 10 ダイヤモンド 週刊 ¥658 ¥711 17,055¥        A4 ○ △     ○

経営・経済 11 週刊東洋経済 週刊 ¥641 ¥692 16,615¥        A4 ○ △ ○     

経営・経済 12 日経ビジネス 週刊 ¥639 ¥690 16,563¥        A4     △ ○     

スポーツ（野球） 13 週刊ベースボール 週刊 ¥419 ¥453 10,860¥        B5     △ ○ ○

分類 雑誌名 刊行 税抜定価 税込定価 ６ヵ月分金額 サイズ 中央 北口 鳴尾 北部

男性総合誌 14 ブルータス 月２ ¥613 ¥662 7,944¥         A4     △ ○     

男性総合誌 15 ペン　Ｐen 月２ ¥620 ¥670 8,035¥         A4 △ △         

男性総合誌 16 モノマガジン 月２ ¥594 ¥642 7,698¥         A4         ○     

経営・経済 17 プレジデント 月２ ¥671 ¥725 8,696¥         A4 ○ ○ ○ ○

パソコン 18 日経パソコン 月２ ¥954 ¥1,030 12,364¥        A4 ○ ○ ○     

女性総合誌 19 クロワッサン 月２ ¥402 ¥434 5,210¥         A4 ○ ○ ○ ○

女性総合誌 20 オレンジページ 月２ ¥326 ¥352 4,225¥         A4         ○ ○

女性総合誌 21 婦人公論 月２ ¥528 ¥570 6,843¥         A4 ○ ○ ○ ○

映画 22 キネマ旬報 月２ ¥892 ¥963 11,560¥        B5 ○ ○         

男性向け健康 23 ＴＡＲＺＡＮ（ターザン） 月２ ¥507 ¥548 6,571¥         A4     ○ ○     

スポーツ総合誌 24 ナンバー 月２ ¥553 ¥597 7,167¥         A4 ○ ○ ○ ○

スポーツ（ゴルフ） 25 アルバトロスビュー 月２ ¥556 ¥600 7,206¥         A4 ○ ○ ○     

旅・レジャー 26 関西ウォーカー 月２ ¥411 ¥444 5,327¥         A4 ○ ○ ○ ○

スポーツ（サッカー）27 ワールドサッカーダイジェスト 月２ ¥595 ¥643 7,711¥         A4     ○         

分類 雑誌名 刊行 税抜定価 税込定価 ６ヵ月分金額 サイズ 中央 北口 鳴尾 北部

出版・読書 29 みんなの図書館 月刊 ¥750 ¥810 4,860¥         A5 △             

出版・読書 30 子どもの本棚 月刊 ¥370 ¥400 2,398¥         A5 ○ ○         

出版・読書 31 ダ・ヴィンチ 月刊 ¥556 ¥600 3,603¥         A4 ○ ○ ○ ○

出版・読書 32 本の雑誌 月刊 ¥677 ¥731 4,387¥         A5 ○ ○     

※６ヶ月分金額は目安です。申込された後、最初に発売される号より３月末までに刊行された号までの金額を一括で納めていただ
きます。
　明記しているサイズはご用意いただく広告のサイズです。
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平成３０年度　西宮市立図書館雑誌スポンサー対象雑誌一覧

分類 雑誌名 刊行 税抜定価 税込定価 ６ヵ月分金額 サイズ 中央 北口 鳴尾 北部

総合 33 サライ 月刊 ¥695 ¥751 4,504¥         A4 ○ ○ ○ ○

総合 34 新潮４５ 月刊 ¥815 ¥880 5,281¥         A5 ○ ○ ○     

総合 35 正論 月刊 ¥727 ¥785 4,711¥         A5 ○     ○     

総合 36 世界 月刊 ¥800 ¥864 5,184¥         A5 ○ △         

総合 37 中央公論 月刊 ¥861 ¥930 5,579¥         A5 ○ ○     ○

総合 38 ＰＨＰ　 月刊 ¥190 ¥205 1,231¥         A5 ○ ○ ○     

総合 39 文藝春秋 月刊 ¥826 ¥892 5,352¥         A5 ○ ○ ○ ○

総合 40 ＶＯＩＣＥ（ヴォイス） 月刊 ¥648 ¥700 4,199¥         A5         ○     

思想 41 現代思想 月刊 ¥1,300 ¥1,404 8,424¥         A5 ○             

思想 42 思想 月刊 ¥1,380 ¥1,490 8,942¥         A5     ○         

歴史一般 43 歴史街道 月刊 ¥600 ¥648 3,888¥         B5     ○ ○     

地誌 44 ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ英語版 月刊 ¥1,033 ¥1,116 6,694¥         B5     ○         

地誌 45 ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ日本版 月刊 ¥951 ¥1,027 6,162¥         B5     ○         

住民 46 住民と自治 月刊 ¥537 ¥580 3,480¥         B5     ○         

法律 47 ジュリスト 月刊 ¥1,333 ¥1,440 8,638¥         B5 △ ○         

法律 48 判例タイムズ 月刊 ¥2,778 ¥3,000 18,001¥        B5     ○         

法律 49 法学教室 月刊 ¥1,350 ¥1,458 8,748¥         B5     ○         

法律 50 法学セミナー 月刊 ¥1,330 ¥1,436 8,618¥         B5         ○     

法律 51 法律時報 月刊 ¥1,803 ¥1,947 11,683¥        A4 ○             

生活情報 52 日経マネー 月刊 ¥665 ¥718 4,309¥         A4 ○     ○ ○

経営・経済 53 日経トレンディ 月刊 ¥550 ¥594 3,564¥         A4 ○ ○     ○

女性向けビジネス誌54 日経ＷＯＭＡＮ 月刊 ¥548 ¥592 3,551¥         A4 ○ ○         

経営・経済 55 ＴＨＥ21 月刊 ¥524 ¥566 3,396¥         A4     ○         

経営・経済 56 DAIAMONDO ZAI（ダイヤモンドザイ）月刊 ¥676 ¥730 4,380¥         A4 ○ ○     ○

税務 57 税務弘報 月刊 ¥2,461 ¥2,658 15,947¥        B5 ○             

人権 58 人権と部落問題 月刊 ¥600 ¥648 3,888¥         A5 △             

人権 59 部落解放（増刊号含む） 月刊 ¥700 ¥756 4,536¥         A5 △             

福祉 60 月刊福祉 月刊 ¥971 ¥1,049 6,292¥         B5 ○             

教育 61 教育 月刊 ¥667 ¥720 4,322¥         A5 ○             

教育 62 兵庫教育 月刊 ¥390 ¥421 2,527¥         A4 △             

教育・心理 63 児童心理 月刊 ¥848 ¥916 5,495¥         A5     ○ ○     

教育 64 社会教育 月刊 ¥810 ¥875 5,249¥         B5 △             

教育 65 月刊社会教育 月刊 ¥667 ¥720 4,322¥         A5     ○         

科学 66 科学 月刊 ¥1,333 ¥1,440 8,638¥         B5 ○             

科学 67 日経サイエンス 月刊 ¥1,333 ¥1,440 8,638¥         A4     ○         

科学 68 ニュートン 月刊 ¥1,111 ¥1,200 7,199¥         A4 ○ ○ ○ ○

数学 69 数学セミナー 月刊 ¥1,040 ¥1,123 6,739¥         B5     ○         

天文 70 天文ガイド 月刊 ¥759 ¥820 4,918¥         B5 ○ ○         

医学・健康 71 ＮＨＫきょうの健康 月刊 ¥505 ¥545 3,272¥         B5 ○ ○ ○ ○

医学・健康 72 健康 月刊 ¥657 ¥710 4,257¥         A4 ○             

建築 73 新建築 月刊 ¥1,905 ¥2,057 12,344¥        A4     △         

住居・インテリア 74 月刊ハウジング 月刊 ¥472 ¥510 3,059¥         A4             ○

2



平成３０年度　西宮市立図書館雑誌スポンサー対象雑誌一覧

分類 雑誌名 刊行 税抜定価 税込定価 ６ヵ月分金額 サイズ 中央 北口 鳴尾 北部

自動車 75 ＣＧ　カーグラフィック 月刊 ¥1,148 ¥1,240 7,439¥         B4     △         

自動車 76 モーターマガジン 月刊 ¥938 ¥1,013 6,078¥         A4         ○ ○

ラジコン 77 ＲＣ　ラジコンマガジン 月刊 ¥537 ¥580 3,480¥         A4     ○         

航空 78 航空ファン 月刊 ¥1,246 ¥1,346 8,074¥         B5     ○         

電気 79 新電気 月刊 ¥1,462 ¥1,579 9,474¥         B5 ○             

無線 80 MJ　無線と実験 月刊 ¥1,064 ¥1,149 6,895¥         B5     ○         

パソコン 81 I/O(アイオー) 月刊 ¥907 ¥980 5,877¥         B5     ○         

パソコン 82 ＤＯＳ／Ｖ　ＰＯＷＥＲ　ＲＥＰＯＲＴ 月刊 ¥1,093 ¥1,180 7,083¥         A4     ○         

パソコン 83 日経PC２１ 月刊 ¥679 ¥733 4,400¥         A4     △     ○

デザイン 84 日経デザイン 月刊 ¥2,259 ¥2,440 14,638¥        A4     ○         

プラモデル 85 ホビージャパン 月刊 ¥800 ¥864 5,184¥         A4     ○         

女性総合誌 86 ＆Ｐｒｅｍｉｕｍ（アンドプレミアム） 月刊 ¥670 ¥724 4,342¥         A4         ○     

女性総合誌 87 wｉｔｈ（ウィズ） 月刊 ¥637 ¥688 4,128¥         A4     ○ ○     

女性総合誌 88 ＶＥＲＹ（ヴェリィ） 月刊 ¥667 ¥720 4,322¥         A4     ○         

女性総合誌 89 エッセ（１月新年特大号含む） 月刊 ¥482 ¥521 3,123¥         A4         ○     

女性総合誌 90 家庭画報 月刊 ¥1,165 ¥1,258 7,549¥         A4 ○ ○     ○

女性総合誌 91 サンキュ！ 月刊 ¥394 ¥426 2,553¥         A4         ○     

女性総合誌 92 ＳＴＯＲＹ（ストーリー） 月刊 ¥759 ¥820 4,918¥         A4     ○ ○     

女性総合誌 93 天然生活 月刊 ¥651 ¥703 4,218¥         A4     ○ ○     

女性総合誌 94 母の友 月刊 ¥505 ¥545 3,272¥         A5             ○

女性総合誌 95 PHPくらしラク～る 月刊 ¥333 ¥360 2,158¥         A5 ○     ○     

女性総合誌 96 婦人画報 月刊 ¥1,212 ¥1,309 7,854¥         A4         ○ ○

女性総合誌 97 婦人之友 月刊 ¥683 ¥738 4,426¥         A5         ○     

女性総合誌 98 マート 月刊 ¥593 ¥640 3,843¥         A4 ○             

女性総合誌 99 ＭＯＲＥ（モア） 月刊 ¥650 ¥702 4,212¥         A4             ○

女性総合誌 100 ＬＥＥ（リー） 月刊 ¥653 ¥705 4,231¥         A4         ○     

女性総合誌 101 ＳＡＶＶＹ（サヴィ） 月刊 ¥539 ¥582 3,493¥         A4 △ △         

女性総合誌 102 レタスクラブ 月刊 ¥463 ¥500 3,000¥         A4     ○ ○     

ライフスタイル 103 日経おとなのＯＦＦ 月刊 ¥671 ¥725 4,348¥         A4 ○             

ライフスタイル 104 毎日が発見 月刊 ¥630 ¥680 4,082¥         A4         ○

ライフスタイル 105 ハルメク（いきいきから誌名変更）月刊 ¥628 ¥678 4,069¥         A4 ○         

ライフスタイル 106 ゆうゆう 月刊 ¥672 ¥726 4,355¥         A4     ○         
ティーン向け
ファッション 107 ニコラ 月刊 ¥466 ¥503 3,020¥         A4         ○ ○
ティーン向け
ファッション 108 nｏｎ・ｎｏ（ノンノ） 月刊 ¥611 ¥660 3,959¥         A4 ○ ○     ○

女性ファッション 109 ヴァンサンカン 月刊 ¥852 ¥920 5,521¥         A4         ○     

女性ファッション 110 ViVi（ヴィヴィ） 月刊 ¥623 ¥673 4,037¥         A4 ○             

女性ファッション 111 Ｓｏ－ｅｎ（装苑） 隔月刊 ¥552 ¥596 1,788¥         A4         △     

女性ファッション 112 リンネル 月刊 ¥672 ¥726 4,355¥         A4     ○         

手芸 113 すてきにハンドメイド 月刊 ¥571 ¥617 3,700¥         A4 ○ ○ ○ ○

男性ファッション114 ファインボーイズ 月刊 ¥522 ¥564 3,383¥         A4     ○ ○     

男性ファッション115 ＭＥＮ’Ｓ　ＣＬＵＢ（ﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ） 月刊 ¥780 ¥842 5,054¥         A4 ○             

男性ファッション116 ＭＥＮ’Ｓ　ＥＸ（メンズ・イーエックス） 月刊 ¥767 ¥828 4,970¥         A4     ○         
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平成３０年度　西宮市立図書館雑誌スポンサー対象雑誌一覧

分類 雑誌名 刊行 税抜定価 税込定価 ６ヵ月分金額 サイズ 中央 北口 鳴尾 北部

男性ファッション117 ＬＥＯＮ（レオン） 月刊 ¥861 ¥930 5,579¥         A4     ○ ○     

グルメ 118 あまから手帖 月刊 ¥741 ¥800 4,802¥         A4 ○ ○ ○ ○

料理・栄養 119 栄養と料理 月刊 ¥682 ¥737 4,419¥         A4 ○ ○ ○     

料理・栄養 120 ＮＨＫきょうの料理 月刊 ¥505 ¥545 3,272¥         A4 ○     ○ ○

妊娠・出産 121 たまごクラブ 月刊 ¥588 ¥635 3,810¥         A4     ○ ○     

育児・教育 122 ひよこクラブ 月刊 ¥588 ¥635 3,810¥         A4     ○     ○

育児・教育 123 クーヨン 月刊 ¥648 ¥700 4,199¥         A4         ○     

育児・教育 124 ＰＨＰのびのび子育て 月刊 ¥362 ¥391 2,346¥         A5 ○ ○ ○     

農業 125 現代農業 月刊 ¥762 ¥823 4,938¥         A5 ○             

家庭菜園 126 やさいの時間 月刊 ¥619 ¥669 4,011¥         A4     ○         

園芸 127 ＮＨＫ趣味の園芸 月刊 ¥505 ¥545 3,272¥         A4 ○ ○ ○ ○

花 128 フローリスト 月刊 ¥833 ¥900 5,398¥         A4 ○             

交通時刻表 129 時刻表　ＪＴＢ 月刊 ¥1,095 ¥1,183 7,096¥         B5 ○ ○ ○ ○

鉄道 130 鉄道ジャーナル 月刊 ¥926 ¥1,000 6,000¥         B5 △     ○ ○

鉄道 131 鉄道ファン 月刊 ¥1,093 ¥1,180 7,083¥         B5     ○         

芸術 132 芸術新潮 月刊 ¥1,350 ¥1,458 8,748¥         A4 △ △ ○     

文化財 133 月刊文化財 月刊 ¥714 ¥771 4,627¥         B5 △             

美術 134 一枚の絵 月刊 ¥840 ¥907 5,443¥         A4 ○             

絵本情報 135 ＭＯＥ（モエ） 月刊 ¥796 ¥860 5,158¥         A4     ○     ○

カメラ・写真 136 アサヒカメラ 月刊 ¥833 ¥900 5,398¥         B5 ○ ○ ○     

カメラ・写真 137 日本カメラ 月刊 ¥825 ¥891 5,346¥         B5     ○     ○

映像 138 ビデオサロン 月刊 ¥1,169 ¥1,263 7,575¥         B5     ○         

おりがみ 139 おりがみ 月刊 ¥728 ¥786 4,717¥         A4 ○     ○     

音楽 140 音楽の友 月刊 ¥967 ¥1,044 6,266¥         A4 ○ ○         

音楽 141 ステレオ 月刊 ¥1,348 ¥1,456 8,735¥         B5     ○         

音楽 142 日経エンタテインメント 月刊 ¥556 ¥600 3,603¥         A4         ○ ○

音楽 143 レコード芸術 月刊 ¥1,418 ¥1,531 9,189¥         B5 ○ ○ ○     

音楽 144 ＣＤジャーナル 月刊 ¥815 ¥880 5,281¥         B5 △         

音楽 145 ジャズライフ 月刊 ¥874 ¥944 5,664¥         A4 ○             

音楽 146 ロッキング・オン 月刊 ¥622 ¥672 4,031¥         B5     ○         

音楽 147 ロッキング・オン・ジャパン 月刊 ¥609 ¥658 3,946¥         B5     ○ ○     

音楽 148 邦楽の友 月刊 ¥750 ¥810 4,860¥         A5 ○             

ギター 149 ギターマガジン 月刊 ¥822 ¥888 5,327¥         A4     ○         

ダンス 150 ダンスマガジン 月刊 ¥1,389 ¥1,500 9,001¥         A4     ○         

宝塚歌劇 151 歌劇 月刊 ¥667 ¥720 4,322¥         A5     ○         

宝塚歌劇 152 宝塚グラフ 月刊 ¥667 ¥720 4,322¥         A4             ○

アニメ 153 アニメージュ 月刊 ¥824 ¥890 5,340¥         A4     ○     ○

映画 154 スクリーン 月刊 ¥814 ¥879 5,275¥         A4 ○ ○     ○

スポーツ（陸上） 155 ランナーズ 月刊 ¥768 ¥829 4,977¥         A4 ○ ○         

スポーツ（ゴルフ）156 ゴルフダイジェスト 月刊 ¥641 ¥692 4,154¥         A4             ○

スポーツ（野球） 157 月刊タイガース 月刊 ¥395 ¥427 2,560¥         A4         △     

スポーツ（テニス）158 テニスマガジン 月刊 ¥833 ¥900 5,398¥         A4 ○ ○ ○ ○
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平成３０年度　西宮市立図書館雑誌スポンサー対象雑誌一覧

分類 雑誌名 刊行 税抜定価 税込定価 ６ヵ月分金額 サイズ 中央 北口 鳴尾 北部

スポーツ（自転車）160 サイクルスポーツ 月刊 ¥725 ¥783 4,698¥         A4     ○         

スポーツ（相撲） 161 相撲 月刊 ¥920 ¥994 5,962¥         B5     △         

アウトドア 162 ＢＥ－ＰＡＬ 月刊 ¥618 ¥667 4,005¥         A4         ○ ○

アウトドア 163 山と渓谷 月刊 ¥1,000 ¥1,080 6,480¥         A4 ○ ○     ○

釣り 164 つり人 月刊 ¥935 ¥1,010 6,059¥         B5     ○

茶道 165 淡交 月刊 ¥800 ¥864 5,184¥         A5     ○         

娯楽（囲碁） 166 碁ワールド 月刊 ¥826 ¥892 5,352¥         B5 ○ ○ ○ ○

娯楽（将棋） 167 将棋世界 月刊 ¥741 ¥800 4,802¥         A5 ○ ○ ○ ○

英語 168 イングリッシュジャーナル 月刊 ¥1,400 ¥1,512 9,072¥         B5 ○ ○         

芸術総合 169 ユリイカ 月刊 ¥1,330 ¥1,436 8,618¥         B5         ○     

短歌 170 短歌 月刊 ¥911 ¥984 5,903¥         A5 ○ ○         

短歌 171 ＮＨＫ短歌 月刊 ¥633 ¥684 4,102¥         B5         ○     

俳句 172 俳句 月刊 ¥902 ¥974 5,845¥         A5 ○ ○         

俳句 173 ＮＨＫ俳句 月刊 ¥608 ¥657 3,940¥         B5         ○     

文芸 174 オール読物 月刊 ¥915 ¥988 5,929¥         A5 ○ ○ ○ ○

文芸 175 群像 月刊 ¥932 ¥1,007 6,039¥         A5         ○     

文芸 176 小説現代 月刊 ¥926 ¥1,000 6,000¥         A5         ○ ○

文芸 177 小説新潮 月刊 ¥861 ¥930 5,579¥         A5 ○     ○     

文芸 178 小説すばる 月刊 ¥852 ¥920 5,521¥         A5         ○     

文芸 179 新潮 月刊 ¥928 ¥1,002 6,013¥         A5     ○         

文芸 180 すばる 月刊 ¥880 ¥950 5,702¥         A5 ○             

文芸 181 文学界 月刊 ¥898 ¥970 5,819¥         A5 ○             

旅・レジャー 182 関西・中国・四国じゃらん 月刊 ¥516 ¥557 3,344¥         A4     ○         

旅・レジャー 183 ミーツ・リージョナル 月刊 ¥446 ¥482 2,890¥         A4 ○ ○ ○ ○

幼児 184 幼稚園 月刊 ¥704 ¥760 4,562¥         A4 ○ ○ ○ ○

児童 185 小学一年生 月刊 ¥693 ¥748 4,491¥         A4 ○ ○ ○ ○

３年生以上 186 たくさんのふしぎ 月刊 ¥667 ¥720 4,322¥         B5 ○     ○     

小・中学生 187 ジュニアエラ 月刊 ¥454 ¥490 2,942¥         A4     ○     ○

小・中学生 188 月刊ＮＥＷＳがわかる 月刊 ¥352 ¥380 2,281¥         A4         ○     

小学高学年・中学生189 子供の科学 月刊 ¥660 ¥713 4,277¥         B5     ○     ○

児童雑誌 190 Ｖジャンプ 月刊 ¥515 ¥556 3,337¥         B5             ○
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