
雑誌スポンサー制度雑誌リスト 令和３年４月

雑誌名 刊行頻度 テーマ スポンサー名

1 明日の友 偶数月 健康

2 アニメージュ 月刊 アニメ

3 家の光 月刊 暮らし JAえひめ未来

4 ＮＨＫ囲碁講座 月刊 囲碁

5 月刊石垣 月刊 経済

6 いないいないばあ 季刊 こども

7 伊予史談 季刊 地域関係

8 イングリッシュエクスプレス 月刊 語学

9 NHKおかあさんといっしょ 季刊 こども プラザA

10 隔月インタビュー 奇数月 地域関係

11 ＶＥＲＹ 月刊 女性雑誌

12 うかたま 季刊 暮らし

13 歌の手帖 月刊 音楽

14 美しいキモノ 季刊 女性雑誌

15 栄養と料理 月刊 料理

16 ＳＦマガジン 偶数月 文芸誌

17 エッジ 奇数月 地域関係

18 ESSE 月刊 暮らし 一宮興産

19 愛媛こまち 月刊 地域関係 公文式田の上教室

20 愛媛ジャーナル 月刊 地域関係

21 園芸ガイド 季刊 園芸

22 男の隠れ家 月刊 総合誌

23 オレンジページ 隔週刊 料理 伊予銀行

24 オール読物 月刊 文芸誌

25 音楽の友 月刊 音楽

26 月刊かがくのとも 月刊 こども

27 かぞくのじかん 季刊 暮らし

28 家電批評 月刊 総合誌

29 ｃｏｍｅ　ｈｏｍｅ 季刊 暮らし

30 からだにいいこと 偶数月 健康 クリニカルカイロラクロス

31 キネマ旬報 隔週刊 映画

32 NHKきょうの健康 月刊 健康 クリニカルカイロラクロス

33 NHKきょうの料理 月刊 料理 三恵会

34 NHKきょうの料理ビギナーズ 月刊 料理 四国労働金庫新居浜支店

35 キルトジャパン 季刊 手芸

36 クーネル 奇数月 暮らし

37 月刊クーヨン 月刊 子育て

38 暮らしの手帖 奇数月 暮らし
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雑誌スポンサー制度雑誌リスト 令和３年４月

雑誌名 刊行頻度 テーマ スポンサー名

39 ＧＬＯＷ 月刊 女性雑誌

40 クロワッサン 隔週刊 暮らし 東予信用金庫

41 芸術新潮 月刊 芸術

42 毛糸だま 季刊 手芸

43 健康 季刊 健康 新居浜法人会

44 コットンタイム 偶数月 手芸

45 ｋｏｄｏｍｏｅ 奇数月 子育て

46 こどもとしぜん 月刊 こども

47 子供の科学 月刊 こども

48 こどものとも 月刊 こども

49 こどものとも0.1.2 月刊 こども 三恵会

50 こどものとも年少 月刊 こども
公文式繁本・政枝北・田の上

教室

51 こどものとも年中 月刊 こども

52 子どもの本棚 月刊 読書

53 この本読んで 季刊 読書

54 ゴルフダイジェスト 月刊 スポーツ

55 サッカーマガジン 月刊 スポーツ

56 サライ 月刊 総合誌

57 サンキュ 月刊 暮らし

58 ＪＲ時刻表 月刊 交通

59 月刊自家用車 月刊 自動車

60 NHK趣味の園芸 月刊 園芸 コープえひめ

61 趣味の山野草 月刊 園芸

62 ＮＨＫ将棋講座 月刊 将棋

63 小説現代 月刊 文芸誌

64 小説新潮 月刊 文芸誌

65 スクリーン 月刊 映画 公文式田の上教室

66 NHKすてきにハンドメイド 月刊 手芸

67 住まいの設計 奇数月 暮らし

68 スマッシュ 月刊 スポーツ

69 墨 奇数月 芸術

70 相撲 月刊 スポーツ

71 正論 月刊 総合誌

72 世界 月刊 総合誌

73 セブンティーン 月刊 女性雑誌

74 ダ・ヴィンチ 月刊 読書

75 たくさんのふしぎ 月刊 こども
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雑誌スポンサー制度雑誌リスト 令和３年４月

雑誌名 刊行頻度 テーマ スポンサー名

77 卓球王国 月刊 スポーツ

78 旅の手帖 月刊 旅行

79 たのしい幼稚園 月刊 こども 愛媛銀行新居浜支店

80 たまごクラブ 月刊 子育て
公文式繁本・政枝北・田の上

教室

81 短歌 月刊 文芸誌

82 ちいさなかがくのとも 月刊 こども

83 地上 月刊 農業 JAえひめ未来

84 ちゃぐりん 月刊 こども JAえひめ未来

85 中央公論 月刊 総合誌

86 チルチンびと 季刊 暮らし

87 釣り画報 月刊 スポーツ

88 鉄道ジャーナル 月刊 鉄道

89 日経トレンディ 月刊 総合誌

90 日経サイエンス 月刊 科学

91 日経ヘルス 月刊 健康 三恵会

92 日経マネー 月刊 経済

93 日経ＰＣ21 月刊 パソコン

94 日経ウーマン 月刊 女性雑誌

95 日経エンターテイメント 月刊 芸能

96 日本カメラ 月刊 カメラ

97 月刊ニュースがわかる 月刊 こども

98 ニュートン 月刊 科学

99 猫びより 偶数月 ペット

100 ノンノ 月刊 女性雑誌

101 俳句 月刊 文芸誌

102 バイシクルクラブ 月刊 スポーツ

103 母の友 月刊 暮らし

104 ハルメク 月刊 暮らし

105 月刊ピアノ 月刊 音楽

106 美的 月刊 女性雑誌

107 ＢＥ－ＰＡＬ 月刊 スポーツ

108 ひよこクラブ 月刊 子育て プラス愛

109 婦人公論 隔週刊 暮らし うららか福祉サービス

110 婦人画報 月刊 女性雑誌

111 婦人之友 月刊 暮らし

112 プレジデント 隔週刊 経済

113 プレジデントファミリー 季刊 子育て
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雑誌スポンサー制度雑誌リスト 令和３年４月

雑誌名 刊行頻度 テーマ スポンサー名

115 文藝春秋 月刊 文芸誌

116 文芸 季刊 文芸誌

117 Ｐｅｎ 月刊 総合誌

118 ホビージャパン 月刊 趣味

119 毎日が発見 月刊 暮らし

120 マックファン 月刊 パソコン

121 ミステリーマガジン 奇数月 文芸誌

122 ミセス 月刊 女性雑誌

123 みんなのねがい 月刊 福祉

124 みんなのうた 奇数月 音楽

125 MORE 月刊 女性雑誌

126 MOE 月刊 暮らし

127 モノマガジン 隔週刊 総合誌

128 やさい畑 奇数月 農業 JAえひめ未来

129 山と渓谷 月刊 スポーツ

130 ゆうゆう 月刊 暮らし

131 ヨガジャーナル 奇数月 スポーツ

132 LIVES 奇数月 暮らし

133 ランナーズ 月刊 スポーツ

134 LEE 月刊 女性雑誌

135 リンネル 月刊 女性雑誌

136 歴史街道 月刊 歴史

137 レジャーフィッシング 月刊 スポーツ

138 レディブティック 月刊 洋裁

139 和楽 奇数月 芸術

140 Wan 偶数月 ペット

週刊誌

141 anan 週刊 女性雑誌

142 愛媛経済レポート 週刊 郷土関係

143 サンデー毎日 週刊 情報誌

144 週刊文春 週刊 情報誌

145 週刊新潮 週刊 情報誌

146 週刊ダイヤモンド 週刊 経済

147 週刊エコノミスト 週刊 経済

148 週刊ベースボール 週刊 スポーツ

149 タイム 週刊 外国語雑誌

150 ニューズウィーク 週刊 経済
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