
令和２年度内国雑誌購入一覧 (別紙）

※ 雑誌名
※

種別
※

ｼﾘｰｽﾞ名
※ 出版社

※ 刊行
頻度

※ 部数

1 I'm home（アイムホーム） 商店建築社 隔月刊 1

2 AQUALIFE （アクアライフ） エムピージェー 月刊 2

3 AXIS （アクシス） アクシス 隔月刊 2

4 アサヒカメラ 朝日新聞出版 月刊 3

5 アプリＳＴＹＬＥ （アプリスタイル） アプリスタイル 月刊 1

6 e・コロンブス（イー・コロンブス） ティ・エー・シー企画 月刊 1

7 医学のあゆみ 別冊 医歯薬出版 不定 1

8 印刷雑誌 印刷学会出版部 月刊 1

9 Interface （インターフェース） CQ出版 月刊 3

10 Interface （インターフェース） 増刊
インターフェース
SPECIAL

CQ出版 不定 1

11 Interface （インターフェース） 増刊 インターフェースZERO CQ出版 不定 1

12 Interface （インターフェース） 増刊 FPGAマガジン CQ出版 不定 6

13 Interface （インターフェース） 増刊 Smartphone World CQ出版 不定 2

14 Interface （インターフェース） 増刊 TECHIシリーズ CQ出版 不定 2

15 25ans （ヴァンサンカン） 講談社 月刊 1

16 VOGUE JAPAN （ヴォーグジャパン） プレジデント社 月刊 1

17 VoCE （ヴォーチェ） 講談社 月刊 1

18 美しいキモノ 講談社 季刊 1

19 AIRLINE （エアライン） イカロス出版 月刊 1

20 英語教育 大修館書店 月刊 1

21 栄養と料理
女子栄養大学出版
部

月刊 1

22 a+u（エー・アンド・ユー） エー・アンド・ユー 月刊 1

23 a+u（エー・アンド・ユー） 別冊 エー・アンド・ユー 不定 1

24 a+u（エー・アンド・ユー） 臨時増刊 エー・アンド・ユー 不定 1

25 エコノミスト 毎日新聞出版 週刊 1

26
NHK（エヌエイチケー）のおかあさんと
いっしょ

講談社 年４回 1

27 NHK（エヌエイチケー）きょうの料理 NHK出版 月刊 1
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28 MJ無線と実験（エムジェイ） 誠文堂新光社 月刊 2

29 ELLE JAPON （エル・ジャポン） 講談社 月刊 1

30 ELLE　DECOR （エル・デコ） 講談社 年5回 1

31
Audio Accessory （オーディオアク
セサリー）

音元出版 季刊 1

32
Audio Accessory （オーディオアク
セサリー）

別冊
プレミアムヘッドホンガイ
ドマガジン

音元出版 不定 1

33 オートバイ モーターマガジン社 月刊 1

34 af imp. （オートファッションインプ） 交通タイムス社 隔月刊 1

35 af imp. （オートファッションインプ） 増刊 交通タイムス社 不定 1

36 オートメカニック 内外出版社 隔月刊 3

37 オートメカニック 増刊 内外出版社 不定 1

38 OHM （オーム） オーム社 月刊 5

39 Oz magazine （オズマガジン） スターツ出版 月刊 1

40 おとなの週末 講談社 月刊 1

41 Option （オプション） 三栄書房 月刊 1

42 オレンジページ オレンジページ 月2回 1

43
CAR and DRIVER （カーアンドドライ
バー）

ダイヤモンド社 月刊 2

44
Car Goods Magazine （カーグッズマ
ガジン）

クラシマ・プロダクツ/
三栄書房

月刊 1

45
CG <CAR GRAPHIC> （カーグラ
フィック）

カーグラフィック 月刊 6

46 CasaBRUTUS （カーサブルータス） マガジンハウス 月刊 1

47 CasaBRUTUS （カーサブルータス）
特別
編集

マガジンハウス 不定 1

48 化学 化学同人 月刊 2

49 化学 別冊 化学同人 不定 1

50 化学工業 化学工業社 月刊 1

51 舵 舵社 月刊 2

52 型技術 日刊工業新聞社 月刊 1

53 家庭画報 世界文化社 月刊 1

54 家庭画報 増刊 世界文化社 不定 1

55 家電批評 晋遊舎 月刊 2
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56 カメラマン モーターマガジン社 月刊 1

57
Key board Magazine （キーボードマ
ガジン）

リットーミュージック 季刊 1

58 機械化農業 新農林社 月刊 2

59 機械技術 日刊工業新聞社 月刊 3

60 機械技術 増刊 日刊工業新聞社 不定 2

61 機械設計 日刊工業新聞社 月刊 4

62 機械設計 別冊
Ｔｈｅ　ＲＯＢＯＴ　イノ
ベーション×ビジネス

日刊工業新聞社 不定 1

63 機械と工具 日本工業出版 月刊 2

64 機械の研究 養賢堂 月刊 1

65 CAPA （キャパ） 学研プラス 月刊 1

66 橋梁と基礎 建設図書 月刊 1

67 金属 アグネ技術センター 月刊 2

68 近代建築 近代建築社 月刊 1

69 近代建築 別冊 卒業制作 近代建築社 年刊 1

70 Goods Press （グッズプレス） 徳間書店 月刊 1

71 クロワッサン マガジンハウス 月2回 1

72 クロワッサン 増刊 マガジンハウス 不定 1

73 軍事研究
ジャパン・ミリタリー・レ
ビュー

月刊 1

74 計装 工業技術社 月刊 3

75 計測技術 日本工業出版 月刊 1

76 Get Navi （ゲットナビ） 学研プラス 月刊 1

77 ケミカルエンジニヤリング 化学工業社 月刊 1

78 健康 主婦の友社 月刊 1

79 建設機械 日本工業出版 月刊 1

80 現代化学 東京化学同人 月刊 4

81 建築技術 建築技術 月刊 3

82 建築設備 建築設備綜合協会 月刊 1

83 建築知識 エクスナレッジ 月刊 4
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84 建築知識 別冊 エクスナレッジ 不定 1

85 工業材料 日刊工業新聞社 月刊 2

86 航空情報 せきれい社 月刊 1

87 航空情報 増刊 せきれい社 不定 1

88 航空ファン 文林堂 月刊 1

89 工場管理 日刊工業新聞社 月刊 2

90 工場管理 増刊 日刊工業新聞社 不定 1

91 GOGGLE （ゴーグル） モーターマガジン社 季刊 1

92 国際商業 国際商業出版 月刊 1

93 固体物理 アグネ技術センター 月刊 2

94 COTTONTIME （コットンタイム） 主婦と生活社 隔月刊 1

95 子供の科学 誠文堂新光社 月刊 1

96 GOLF DIGEST （ゴルフダイジェスト） ゴルフダイジェスト社 月刊 1

97 コンピュータソフトウエア 岩波書店 季刊 1

98 CONFORT （コンフォルト） 建築資料研究社 隔月刊 1

99
CYCLE SPORTS （サイクルスポー
ツ）

八重洲出版 月刊 1

100
CYCLE SPORTS （サイクルスポー
ツ）

増刊
CICLISSIMO (チクリッシ
モ)

八重洲出版 不定 1

101 細胞 ニュー・サイエンス社 月刊 2

102
Sound&Recording Magazine （サウ
ンド＆レコーディング・マガジン）

リットーミュージック 月刊 1

103
SOUND DESIGNER （サウンドデザイ
ナー）

サウンドデザイナー 月刊 1

104 散歩の達人 交通新聞社 月刊 1

105
Journal of Clinical Rehabilitation
（ジャーナル　オブ　クリニカルリハビ
リテーション）

医歯薬出版 月刊 1

106
CQ ham radio （シーキューハムラジ
オ）

CQ出版 月刊 1

107
CQ ham radio （シーキューハムラジ
オ）

別冊 CQ出版 不定 1

108
CQ ham radio （シーキューハムラジ
オ）

別冊 QEX Japan CQ出版 季刊 1

109 CGWORLD （シージーワールド） ボーンデジタル 月刊 2

110 自家用車 内外出版社 月刊 1
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111 自家用車 増刊 内外出版社 不定 1

112 視聴覚教育
日本視聴覚教育協
会

月刊 1

113 自動車技術 自動車技術会 月刊 2

114 自動認識 日本工業出版 月刊 2

115 自動認識 増刊 日本工業出版 不定 1

116 住宅建築 建築資料研究社 隔月刊 1

117 Jurist （ジュリスト） 有斐閣 月刊 9

118 商業界 商業界 月刊 1

119 商店建築 商店建築社 月刊 2

120 食品と開発 UBMジャパン 月刊 1

121 食品包装 クリエイト日報 月刊 2

122 新建築 新建築社 月刊 2

123 新建築住宅特集 新建築社 月刊 2

124 新電気 オーム社 月刊 1

125 腎と透析 別冊
ハイパフォーマンスメン
ブレン

東京医学社 年1 1

126 Sweet （スウィート） 宝島社 月刊 1

127 数理科学 サイエンス社 月刊 2

128 数理科学 別冊 サイエンス社 不定 2

129 Stereo （ステレオ） 音楽之友社 月刊 2

130 smart （スマート） 宝島社 月刊 1

131 SUMAInoSEKKEI （住まいの設計） 扶桑社 隔月刊 2

132 住まいの設計 別冊 オトナリノベーション 扶桑社 不定 1

133 住まいの設計 別冊
地元で評判の工務店で
建てた家

扶桑社 不定 1

134 住まいの設計 別冊 MY HOME 100選 扶桑社 不定 1

135 住まいの設計 別冊 Relife+（リライフプラス） 扶桑社 季刊 1

136 製菓製パン 製菓実験社 月刊 2

137 世界の艦船 海人社 月刊 1

138 世界の艦船 増刊 海人社 不定 1
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139 セメント・コンクリート セメント協会 月刊 1

140 宣伝会議 宣伝会議 月刊 1

141 装苑 文化出版局 隔月刊 1

142 総合リハビリテーション 医学書院 月刊 1

143
Software Design （ソフトウェアデザ
イン）

技術評論社 月刊 1

144
Software Design （ソフトウェアデザ
イン）

増刊 技術評論社 不定 1

145 DIVER （ダイバー） ダイバー 月刊 1

146 DIME （ダイム） 小学館 月刊 8

147 DIME （ダイム） 増刊 小学館 不定 1

148 ダイヤモンド ダイヤモンド社 週刊 3

149 Dancyu （ダンチュウ） プレジデント社 月刊 2

150 チルチンびと 風土社 季刊 1

151 チルチンびと 別冊 風土社 不定 1

152 通販生活 カタログハウス 季刊 1

153 ツールエンジニア 大河出版 月刊 2

154 ツールエンジニア 増刊 大河出版 不定 2

155 ツールエンジニア 別冊 スマートグリッド 大河出版 季刊 3

156 つり人 つり人社 月刊 2

157 ディテール 彰国社 季刊 2

158 デジタルカメラマガジン インプレス 月刊 2

159 鉄道ピクトリアル 電気車研究会 月刊 1

160 電気計算 電気書院 月刊 1

161 電気と工事 オーム社 月刊 1

162 電気と工事 別冊 オーム社 不定 1

163 電撃Nintendo（ニンテンドー）
アスキー・メディア
ワークス ／
KADOKAWA

隔月刊 1

164 電子情報通信学会誌  オーム社 月刊 5

165 電設技術 日本電設工業協会 月刊 1

166 東京ウォーカー KADOKAWA 月刊 1
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167 時の法令 朝陽会 月2回 2

168 特選街 マキノ出版 月刊 3

169
DOS/V POWER REPORT
 （ドスブイパワーレポート）

インプレス 季刊 3

170 塗装技術 理工出版社 月刊 1

171 土木技術 土木技術社 月刊 1

172 土木施工 オフィス・スペース 月刊 1

173 トランジスタ技術 CQ出版 月刊 13

174 トランジスタ技術 増刊 RFワールド CQ出版 不定 11

175
トランジスタ技術SPECIAL（スペシャ
ル）

増刊 グリーン・エレクトロニクス CQ出版 不定 1

176 トランジスタ技術 増刊 トライアルシリーズ CQ出版 不定 11

177 トランジスタ技術 増刊 トラ技エレキ工房 CQ出版 不定 10

178 トランジスタ技術 増刊 MOTORエレクトロニクス CQ出版 不定 1

179 トンネルと地下 土木工学社 月刊 1

180 日経WOMAN  （ウーマン） 日経BP社 月刊 1

181 日経エンタテインメント 日経BP社 月刊 2

182 日経サイエンス 日経BP社 月刊 14

183 日経サイエンス 別冊 日経BP社 不定 4

184 日経ソフトウエア 日経BP社 隔月刊 3

185 日経ソフトウェア 増刊 日経BP社 不定 1

186 日経TRENDY （トレンディ） 日経BP社 月刊 11

187 日経TRENDY （トレンディ） 増刊 日経BP社 不定 4

188 日経ヘルス 日経BP社 隔月刊 3

189 日経マネー 日経BP社 月刊 2

190 日経Linux（リナックス） 日経BP社 隔月刊 1

191 日本カメラ 日本カメラ社 月刊 2

192 日本臨牀 増刊 日本臨牀社 不定 1

193 日本臨牀 別冊 領域別症候群シリーズ 日本臨牀社 不定 1

194
Newsweek Japan
（ニューズウィークジャパン）

CCCメディアハウス 週刊 1
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195 Newton （ニュートン） ニュートンプレス 月刊 4

196 ニューモデルマガジンX（エックス） ムックハウス 月刊 1

197 ネットワークビジネス
サクセスマーケティン
グ

月刊 1

198 農業および園芸 養賢堂 月刊 1

199 農耕と園芸 誠文堂新光社 季刊 2

200 HiVi （ハイヴィ） ステレオサウンド 月刊 4

201 HiVi （ハイヴィ） 別冊 ステレオサウンド 不定 1

202 ハウジング リクルート 月刊 1

203 配管技術 日本工業出版 月刊 1

204 配管技術 増刊 日本工業出版 不定 1

205 パチスロ攻略マガジン 双葉社 月刊 1

206 パチスロ攻略マガジン ドラゴン 双葉社 月刊 1

207 パチスロ必勝ガイド ガイドワークス 月刊 1

208 パチスロ必勝ガイドMAX（マックス） ガイドワークス 月刊 1

209 パチスロ必勝ガイドMAX（マックス） 別冊 ガイドワークス 不定 1

210 パチスロ必勝ガイドMAX（マックス） 増刊 ガイドワークス 不定 2

211 パチスロ必勝本 辰巳出版 月刊 1

212 パチンコ攻略マガジン 双葉社 月2回 1

213 パチンコ必勝ガイド ガイドワークス 月刊 2

214 パチンコ必勝ガイド 増刊 ガイドワークス 不定 2

215 パチンコ必勝ガイドMAX（マックス） ガイドワークス 月刊 1

216
パチンコ必勝本CLIMAX（クライマック
ス）

綜合図書 月刊 1

217 HAM world（ハムワールド） 電波社 月刊 1

218 PANZER （パンツァー） アルゴノート 月刊 1

219 判例時報 判例時報社 旬刊 6

220 判例タイムズ 判例タイムズ社 月刊 4

221 判例タイムズ 別冊 判例タイムズ社 不定 4

222 ビーズfriend（フレンド） ブティック社 季刊 1
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223 BE-PAL （ビーパル） 小学館 月刊 2

224 Begin （ビギン） 世界文化社 月刊 2

225 ビデオSALON（サロン） 玄光社 月刊 2

226 美的 小学館 月刊 1

227 FUDGE（ファッジ） 三栄書房 月刊 1

228 ファミ通 KADOKAWA 週刊 2

229 ファミ通App（アップ） KADOKAWA 不定 1

230 ファミ通GREE（グリー） KADOKAWA 不定 1

231 ファミ通mobage（モバゲー） KADOKAWA 不定 1

232 プラスチックス 日本工業出版 月刊 2

233 プラスチックスエージ
プラスチックス・エー
ジ

月刊 1

234 プラスワンリビング 別冊 主婦の友社 季刊 1

235 プラスワンリビング 別冊 PLUS1 HOUSING 主婦の友社 不定 1

236 プラスワンリビング  別冊 BonChic 主婦の友社 不定 1

237 プレス技術 日刊工業新聞社 月刊 1

238 ベストカー 講談社 月2回 1

239 ベビーブック 小学館 月刊 1

240 PEN （ペン） CCCメディアハウス 月2回 2

241 Pen＋（ペンプラス） CCCメディアハウス 不定 1

242 宝石の四季 レッグ 季刊 1

243 放送技術 兼六館出版 月刊 2

244 Hobby Japan （ホビージャパン） ホビージャパン 月刊 1

245 MAQUIA （マキア） 集英社 月刊 1

246
madame FIGARO japon
 （マダムフィガロジャポン）

CCCメディアハウス 月刊 1

247 Mac Fan（マックファン） マイナビ出版 月刊 1

248 ミセス 文化出版局 月刊 1

249 MEN'S EX （メンズエグゼクティブ） 世界文化社 月刊 2

250 MEN’S CLUB （メンズクラブ） 講談社 月刊 1
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251 MEN’S NON-NO （メンズノンノ） 集英社 月刊 1

252 men's FUDGE（メンズ ファッジ） 三栄書房 年１０回 1

253 Motor cyclist （モーターサイクリスト） 八重洲出版 月刊 1

254 Motor Fan （モーターファン） 別冊
モーターファン・イラスト
レーテッド

三栄書房 月刊 2

255 Motor Fan （モーターファン） 別冊 インポートシリーズ 三栄書房 不定 2

256 Motor Fan （モーターファン） 別冊 その他のシリーズ 三栄書房 不定 2

257 Motor Fan （モーターファン） 別冊 統括シリーズ 三栄書房 不定 2

258 Motor Fan （モーターファン） 別冊 ニューモデル速報 三栄書房 不定 2

259 Motor Fan （モーターファン） 別冊 名車アーカイブ 三栄書房 不定 2

260 Motor Fan （モーターファン） 別冊 モーターショー速報 三栄書房 不定 3

261 Motor Fan （モーターファン） 別冊 歴代と表示のあるもの 三栄書房 不定 2

262
Motor Magazine （モーターマガジ
ン）

モーターマガジン社 月刊 2

263 MODERN LIVING （モダンリビング） 講談社 隔月刊 2

264 モトチャンプ 三栄書房 月刊 1

265 モトチャンプ 増刊 三栄書房 不定 1

266 mono magazine （モノマガジン） ワールドフォトプレス 月2回 5

267 mono magazine （モノマガジン）
特別
編集

ワールドフォトプレス 不定 1

268 山と渓谷 山と渓谷社 月刊 1

269 油空圧技術 日本工業出版 月刊 4

270 油空圧技術 増刊 日本工業出版 不定 2

271 養殖ビジネス 緑書房 月刊 1

272 用水と廃水 産業用水調査会 月刊 1

273 ＬｉＶＥＳ（ライヴズ） 第一プログレス 隔月刊 1

274 ラジコン技術 電波社 月刊 2

275 ラジコン技術 増刊 電波社 不定 1

276 ランドスケープデザイン マルモ出版 隔月刊 1

277 ランナーズ アールビーズ 月刊 1

278 Ｒｅｐｌａｎ（リプラン）東北 札促社 季刊 1



※ 雑誌名
※

種別
※

ｼﾘｰｽﾞ名
※ 出版社

※ 刊行
頻度

※ 部数

279 Ｒｅｐｌａｎ（リプラン）北海道 札促社 季刊 1

280 臨床外科 医学書院 月刊 1

281 臨床検査 医学書院 年10回 2

282 臨床検査 増刊 医学書院 年2回 2

283 LE VOLANT （ル・ボラン） ネコ･パブリッシング 月刊 1

284 ロボコンマガジン オーム社 隔月刊 2

285 論究ジュリスト 有斐閣 季刊 8

286
YMM Player （ワイエムエムプレイ
ヤー）

プレイヤー・コーポ
レーション

月刊 1

287
YMM Player （ワイエムエムプレイ
ヤー）

別冊
プレイヤー・コーポ
レーション

不定 1

288 ワイン王国 ワイン王国 隔月刊 1


