
令和5年2月現在

刊行頻度 単価(税込価格) 発行年数/年
参考年間価格

(週刊はR3年度を参考)

あ 1 アエラウィズキッズ 季刊4回 ¥998 4回 ¥3,992

2 アクアライフ 月刊 ¥1,200 12回 ¥14,400

3 アニメージュ 月刊 ¥1,100 12回 ¥13,200

4 ＆Premium(アンドプレミアム) 月刊 ¥920 12回 ¥11,040

い 5 一個人 季刊4回 ¥990 4回 ¥3,960

6 一枚の絵 隔月6回 ¥1,320 6回 ¥7,920

7 田舎暮らしの本 月刊 ¥850 12回 ¥10,200

8 飲食店経営 月刊 ¥1,430 12回 ¥17,160

う 9 うかたま 季刊4回 ¥817 4回 ¥3,268

10 美しいキモノ 季刊4回 ¥2,100 4回 ¥8,400

え 11 栄養と料理 月刊 ¥1,100 12回 ¥13,200

12 eclat(エクラ) 月刊 ¥1,030 12回 ¥12,360

13 ＮＨＫ みんなのうた 隔月6回 ¥550 6回 ¥3,300

14 ＮＨＫ 俳句 月刊 ¥700 12回 ¥8,400

15 FQ JAPAN 季刊4回 ¥550 4回 ¥2,200

16 LDK 月刊 ¥690 12回 ¥8,280

17 園芸ガイド 季刊4回 ¥1,128 4回 ¥4,512

お 18 オーシャンズ 月刊 ¥980 12回 ¥11,760

19 大相撲ジャーナル 月刊 ¥1,000 12回 ¥12,000

20 オール讀物 年10回 ¥1,000 10回 ¥10,000

21 Oggi(オッジ) 月刊 ¥880 12回 ¥10,560

22 男の隠れ家 月刊 ¥980 12回 ¥11,760

23 おとなの週末 月刊 ¥880 12回 ¥10,560

24 月刊おりがみ 月刊 ¥801 12回 ¥9,612

25 オレンジページ 隔週月2回 ¥585 24回 ¥14,040

26 温泉博士 隔月6回 ¥650 6回 ¥3,900

か 27 Casa  BRUTUS(カーサブルータス) 月刊 ¥1,080 12回 ¥12,960

28 学校図書館 月刊 ¥770 12回 ¥9,240

29 家庭画報 月刊 ¥1,650 12回 ¥19,800

30 からだにいいこと 隔月6回 ¥760 6回 ¥4,560

き 31 キネマ旬報 隔週月2回 ¥1,430 24回 ¥34,320

32 きょうの健康 月刊 ¥590 12回 ¥7,080

33 きょうの料理 月刊 ¥590 12回 ¥7,080

く 34 月刊　クーヨン 月刊 ¥990 12回 ¥11,880

35 暮らしの手帖 隔月6回 ¥1,100 6回 ¥6,600

36 クリアトラベラー 季刊4回 ¥1,500 4回 ¥6,000

37 GLOW 月刊 ¥1,240 12回 ¥14,880

け 38 芸術新潮 月刊 ¥1,500 12回 ¥18,000

39 蛍雪時代 月刊 ¥1,100 12回 ¥13,200

40 ゲーテ 月刊 ¥1,200 12回 ¥14,400

41 現代農業 月刊 ¥838 12回 ¥10,056

こ 42 公募ガイド 季刊4回 ¥780 4回 ¥3,120

43 コットンタイム 隔月6回 ¥1,400 6回 ¥8,400

44 コドモエ 隔月6回 ¥770 6回 ¥4,620

45 ゴルフダイジェスト 月刊 ¥750 12回 ¥9,000

46 月刊　碁ワールド 月刊 ¥1,100 12回 ¥13,200

47 子供の科学 月刊 ¥1,100 12回 ¥13,200
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(週刊はR3年度を参考)

さ 48 サッカーマガジン 隔月6回 ¥1,560 6回 ¥9,360

49 サライ 月刊 ¥1,250 12回 ¥15,000

50 サンキュ！ 月刊 ¥660 12回 ¥7,920

51 ３分クッキング 月刊 ¥598 12回 ¥7,176

し 52 CNN　ENGLISH　EXPRESS 月刊 ¥1,263 12回 ¥15,156

53 ＪＲ時刻表 月刊 ¥1,205 12回 ¥14,460

54 月刊　自家用車 月刊 ¥900 12回 ¥10,800

55 島へ。 隔月6回 ¥858 6回 ¥5,148

56 じゃらん関西中国四国 隔月6回 ¥590 6回 ¥3,540

57 ジュニアエラ 月刊 ¥499 12回 ¥5,988

58 趣味の園芸 月刊 ¥640 12回 ¥7,680

59 将棋世界 月刊 ¥870 12回 ¥10,440

60 小説 すばる 月刊 ¥960 12回 ¥11,520

61 新幼児と保育 季刊4回 ¥1,210 4回 ¥4,840

す 62 素敵なあの人 月刊 ¥1,260 12回 ¥15,120

63 すてきにハンドメイド 月刊 ¥660 12回 ¥7,920

64 Sports　Graphic　Number 隔週月2回 ¥700 24回 ¥16,800

65 墨 隔月6回 ¥2,701 6回 ¥16,206

せ 66 正論 月刊 ¥950 12回 ¥11,400

67 世界 月刊 ¥935 12回 ¥11,220

そ 68 ソトコト 隔月6回 ¥1,019 6回 ¥6,114

た 69 ターザン 隔週月2回 ¥700 24回 ¥16,800

70 ダイヤモンド・ザイ 月刊 ¥890 12回 ¥10,680

71 ダヴィンチ 月刊 ¥770 12回 ¥9,240

72 旅の手帖 月刊 ¥880 12回 ¥10,560

73 たまごクラブ(初めて･中期･後期の3種類) 季刊各4回 ¥1,320 12回 ¥15,840

74 月刊　たる 月刊 ¥510 12回 ¥6,120

75 短歌 月刊 ¥100 12回 ¥1,200

76 dancyu(ダンチュウ) 月刊 ¥900 12回 ¥10,800

ち 77 季刊地域 季刊4回 ¥943 4回 ¥3,772

78 地図中心 月刊 ¥880 12回 ¥10,560

79 中央公論 月刊 ¥950 12回 ¥11,400

80 チルチンびと 季刊4回 ¥990 4回 ¥3,960

つ 81 つり情報 隔週月2回 ¥690 24回 ¥16,560

て 82 テアトロ 月刊 ¥1,300 12回 ¥15,600

83 ディスカバージャパン 月刊 ¥1,210 12回 ¥14,520

84 デジタルカメラ・マガジン 月刊 ¥1,200 12回 ¥14,400

85 鉄おも！ 月刊 ¥849 12回 ¥10,188

86 鉄道ファン 月刊 ¥1,250 12回 ¥15,000

87 電子工作マガジン 季刊4回 ¥1,430 4回 ¥5,720

88 天然生活 月刊 ¥840 12回 ¥10,080

と 89 ドゥーパ！ 隔月6回 ¥1,265 6回 ¥7,590

90 東洋経済 週刊 ¥750 週刊 ¥35,250

に 91 ニコラ 月刊 ¥560 12回 ¥6,720

92 日経ＷＯＭＡＮ 月刊 ¥770 12回 ¥9,240

93 日経エンタテインメント！ 月刊 ¥840 12回 ¥10,080

94 日経サイエンス 月刊 ¥1,686 12回 ¥20,232

95 日経トレンディ 月刊 ¥800 12回 ¥9,600

96 日経ＰＣ２１ 月刊 ¥950 12回 ¥11,400

97 ニューズウィーク日本版 週刊 ¥480 週刊 ¥22,080

98 月刊ニュースがわかる 月刊 ¥490 12回 ¥5,880

99 Newton(ニュートン) 月刊 ¥1,190 12回 ¥14,280
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の 100 農耕と園芸 季刊4回 ¥1,650 4回 ¥6,600

101 non-no 月刊 ¥780 12回 ¥9,360

は 102 バイシクルクラブ 隔月6回 ¥1,870 6回 ¥11,220

103 母の友 月刊 ¥580 12回 ¥6,960

ひ 104 BE-PAL(ビーパル) 月刊 ¥1,200 12回 ¥14,400

105 Begin(ビギン) 月刊 ¥850 12回 ¥10,200

106 ビジネスチャンス 隔月6回 ¥800 6回 ¥4,800

107 美術手帖 季刊4回 ¥1,980 4回 ¥7,920

108 美的 月刊 ¥850 12回 ¥10,200

109 広島アスリートマガジン 月刊 ¥1,100 12回 ¥13,200

ふ 110 婦人公論 月刊 ¥860 12回 ¥10,320

111 婦人之友 月刊 ¥810 12回 ¥9,720

112 BRUTUS(ブルータス) 隔週月2回 ¥840 24回 ¥20,160

113 プレジデント 隔週月2回 ¥780 24回 ¥18,720

114 プレジデントＦａｍｉｌｙ 季刊4回 ¥1,000 4回 ¥4,000

115 フローリスト 隔月6回 ¥1,210 6回 ¥7,260

116 文学界 月刊 ¥1,100 12回 ¥13,200

117 文藝春秋 月刊 ¥1,500 12回 ¥18,000

へ 118 週刊ベースボール 週刊 ¥530 週刊 ¥24,380

119 Pen 月刊 ¥1,100 12回 ¥13,200

ほ 120 星ナビ 月刊 ¥1,300 12回 ¥15,600

121 月刊ホビージャパン 月刊 ¥1,100 12回 ¥13,200

122 本の雑誌 月刊 ¥880 12回 ¥10,560

ま 123 マイガーデン 季刊4回 ¥1,222 4回 ¥4,888

め 124 メンズクラブ 月刊 ¥900 12回 ¥10,800

125 メンズノンノ 月刊 ¥730 12回 ¥8,760

も 126 モア 月刊 ¥770 12回 ¥9,240

127 月刊　ＭＯＥ 月刊 ¥930 12回 ¥11,160

128 モモ(momo) 年2回 ¥1,430 2回 ¥2,860

や 129 野菜だより 隔月6回 ¥1,100 6回 ¥6,600

130 山と渓谷 月刊 ¥1,320 12回 ¥15,840

ら 131 ランナーズ 月刊 ¥780 12回 ¥9,360

れ 132 歴史街道 月刊 ¥790 12回 ¥9,480

※配架場所は三原市立中央図書館1階の雑誌コーナーです。

※雑誌の価格が変動するなどの事情により年間価格が変動することがあります。
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