
スポンサー募集雑誌リスト（令和３年１１月修正）

ジャンル タイトル 出版社 刊行頻度
(サイズ) 対象 内容 税込
価格 年間価格
(税込)

カルチャー SWITCH（スイッチ） スイッチ・パブリッシング 月刊(Ａ４) 一般 音楽、映画、文学等の表現者へのインタビュー雑誌 990 11,880

車 ベストカー 講談社 月２回(Ｂ５) 一般 車のありとあらゆる情報満載の専門誌 420 10,080

絵画 一枚の絵 一枚の絵 月刊(Ａ４) 一般 絵画の鑑賞から描き方まで、絵のある暮らしを楽しむ総合誌 900 10,800

茶道 なごみ 淡交社 月刊(Ｂ５) 一般 「茶のあるくらし」「和のくらし」を提案する専門誌 880 10,560

音楽 ロッキングオンジャパン ロッキング・オン 月刊(Ｂ５) ティーンズ 国内の話題のミュージシャンを紹介する音楽情報誌 710 8,520

手芸 キルトジャパン 日本ヴォーグ社 季刊(Ｂ４) 一般 キルトのある素敵な暮らしを提案する専門誌 1,540 6,160

手芸 毛糸だま 日本ヴォーグ社 季刊(Ａ４) 一般 編み物ファン必携の手編み、ニードルワーク専門誌 1,650 6,600

手芸 COOTON TIME 主婦と生活社 季刊(Ａ４) 一般 小物・バックなど手芸雑誌 1,100 4,400

スポーツ 相撲 ベースボール・マガジン社 月刊(Ｂ５) 一般 あらゆる相撲ファンのニーズに応える専門誌 1,070 12,840

スポーツ ダンスビュウ モダン出版 月刊(Ｂ５) 一般 社交ダンス専門誌 1,100 13,200

スポーツ 陸上競技 講談社 月刊(Ａ４) 一般 陸上競技者、陸上ファンのための専門誌 1,200 14,400

スポーツ テニスマガジン ベースボール・マガジン社 月刊(Ａ４) 一般 テニスのすべてが分かる専門誌 930 11,160

園芸 園芸ガイド 主婦の友社 季刊(Ａ４) 一般 花、野菜、ハーブを育て楽しむためのガーデニング誌 1,080 4,320

園芸 NHK趣味の園芸　やさいの時間 NHK出版 月刊(Ａ４) 一般 栽培から料理まで、初心者に一番やさしい家庭菜園情報誌 913 10,956

ファッション 美しいキモノ ハースト婦人画報社 季刊(Ａ４) 一般 着物を中心に「和」のライフスタイルを提案する専門誌 2,099 8,396

ファッション 七緒 プレジデント社 季刊(Ａ４) 一般 普段の着物の楽しみを提案する新しい雑誌 1,650 6,600

生活 カーサ・ブルータス マガジンハウス 月刊(Ａ４) 一般 建築・デザインを楽しむライフデザインマガジン 990 11,880

生活 田舎暮らしの本 宝島社 月刊(Ａ４) 一般 田舎で暮らす夢を実現させるための情報誌 820 9,840

生活 クウネル マガジンハウス 隔月(Ａ４) 一般 食・インテリアなど女性のためのライフスタイルマガジン 900 5,400

生活 婦人之友 婦人之友社 月刊(Ａ５) 一般 衣食住、家計、教育など幅広い内容の女性誌 780 9,360

生活 男の隠れ家 三栄書房 月刊(Ａ４) 一般 男性向け快適空間雑誌 750 9,000

生活 天然生活 扶桑社 月刊(Ａ４) 一般 ナチュラルな暮らしを楽しむための生活情報誌 820 9,840

生活 モノ・マガジン ワールドフォトプレス 月２回(Ａ４) 一般 様々なジャンルの新製品情報を紹介する、グッズ専門誌 700 16,800

旅行 オズ・マガジン スターツ出版 月刊(Ａ４) 一般 食・旅・美など女性が気になる情報を発信 700 8,400

旅行 旅行読売 旅行読売出版 月刊(Ｂ５) 一般 読んで楽しく、すぐに役立つ旅行情報誌 600 7,200

旅行 関東・東北じゃらん リクルート 月刊(Ａ４) 一般 関東・東北の旅館やホテル、観光情報満載の情報誌 499 5,988

旅行 旅と鉄道 天夢人 隔月(ＡＢ) 一般 鉄道旅行の魅力と楽しみを紹介 1,100 6,600

教育 プレジデント・ファミリー プレジデント社 季刊(Ａ４) 一般 ビジネスマンの家庭問題解決マガジン 1,000 4,000

教育 留学ジャーナル 留学ジャーナル 季刊(Ａ４変形) 学生・一般 留学希望者に役立つ情報満載の専門誌 713 2,852

経済 サンデー毎日 毎日新聞社 週刊(Ｂ５) 一般 政治・経済・社会情勢を鋭く分析する総合週刊誌 400 19,200

経済 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 週刊(Ａ４) 一般 経済・金融・企業情報をタイムリーに紹介するビジネス誌 740 35,520

経済 週刊東洋経済 東洋経済新報社 週刊(Ａ４) 一般 ビジネスリーダー必読の総合経済誌 703 33,744

鳥 BIRDER 文一総合出版 月刊(Ｂ５) 一般 バードウォッチング雑誌 1,210 14,520

ウサギ うさぎの時間 誠文堂新光社 年2回(Ａ４) 一般 愛兎情報誌 1,620 3,240

文芸 小説推理 双葉社 月刊(Ａ５) 一般 ミステリー＆エンターテインメント文芸誌 860 10,320

文芸 小説トリッパー 朝日新聞出版 季刊(Ａ５) 一般 文芸誌 1,100 4,400

天文 天文ガイド 誠文堂新光社 月刊(Ｂ５) 一般 毎月の天文現象から、新製品ニュースまで分かる専門誌 979 11,748

介護 おはよう21 中央法規出版 月刊(Ａ４) 一般 介護専門職のための総合情報誌 996 11,952

介護 レクリエ 世界文化社 隔月刊(Ａ４) 一般 高齢者介護施設をサポートするレクリエーション情報誌 1,990 11,940

◆ 文芸・評論

◆ 科学・天文

◆ 介護

◆ 趣味

◆ 暮らし・ファション

◆ 旅行・交通

◆ 子育て・教育

◆ 政治・経済

◆ ペット


