
雑誌スポンサー対象誌 　2021年のベストリーダー

※塗りつぶしの雑誌は既にスポンサー提供雑誌です。

順位 分野 タイトル 発行所 刊行頻度

1 暮らし クロワッサン マガジンハウス 隔週刊  毎月10・25日

2 暮らし ESSE フジテレビジョン 月刊

3 暮らし ゆうゆう 主婦の友社 月刊   毎月1日

4 一般 婦人公論 中央公論新社 月刊   毎月15日

5 暮らし dancyu プレジデント社 月刊

6 暮らし NHKきょうの料理 日本放送出版協会 月刊   毎月21日

7 暮らし NHKすてきにハンドメイド 日本放送出版協会 月刊   毎月21日

8 暮らし 栄養と料理 女子栄養大学出版部 月刊   毎月9日

9 健康・福祉NHKきょうの健康 日本放送出版協会 月刊   毎月21日

10 趣味・芸術 BRUTUS マガジンハウス 毎月1日・15日発行

11 一般 週刊文春 文藝春秋 週刊   木曜日

12 暮らし NHK趣味の園芸 日本放送出版協会 月刊   毎月21日

13 暮らし 婦人之友 婦人之友社 月刊   12日

14 一般 週刊朝日 朝日新聞社 週刊   毎週火曜日

15 ビジネス 日経トレンディ 日経ホ-ム出版社 月刊   毎月1日

16 暮らし 家庭画報 世界文化社 月刊   毎月1日

17 暮らし うかたま 農山漁村文化協会 季刊

18 趣味・芸術山と渓谷 山と渓谷社 月刊   毎月15日

19 一般 サライ 小学館 月刊   10日

20 一般 文芸春秋 文芸春秋 月刊   毎月10日

21 旅・歴史 歴史人 K.K.ベストセラーズ 月刊   毎月6日

22 暮らし Pen 阪急コミュニケーションズ 月刊   毎月28日

23 ビジネス 日経マネー 日経ホーム出版社 月刊   毎月21日

24 スポーツ ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト社 月刊   毎月21日

25 趣味・芸術レディブティック ブティック社 隔月刊  奇数月7日

26 旅・歴史 歴史街道 PHP研究所 月刊   毎月6日

27 健康・福祉明日の友 婦人之友社 隔月刊  偶数月5日

28 暮らし やさい畑 家の光協会 隔月刊  1・3・5・7・9・11月3日

29 暮らし ガーデン&ガーデン－ エフジー武蔵 季刊   3・6・9・12月1日

30 教育・言語ENGLISH　JOURNAL アルク 月刊   毎月9日

31 自然科学 Newton ニュートンプレス 月刊   毎月26日

32 スポーツ 週刊ベースボール ベースボールマガジン社 週刊   毎週木曜日

33 趣味・芸術MORE 集英社 月刊   毎月28日

34 趣味・芸術NHK囲碁講座 NHK出版 月刊   毎月16日

35 スポーツ サイクルスポーツ 八重洲出版 月刊   毎月20日

36 教育・言語クーヨン クレヨンハウス 月刊

37 一般 ダ・ヴィンチ KADOKAWA 月刊   毎月6日

38 一般 週刊エコノミスト 毎日新聞出版 週刊   毎週月曜日

39 スポーツ Number－Sports　Graphic－ 文芸春秋 隔週刊  隔週木曜日

40 文学・文芸俳句 角川書店 月刊   毎月25日

41 旅・歴史 旅と鉄道 天夢人 隔月刊  奇数月21日

42 自然科学 数学セミナー 日本評論社 月刊   毎月12日

43 暮らし ELLE　DECOR ハースト婦人画報社 隔月刊  奇数月7日



44 文学・文芸オール読物 文芸春秋 月刊   毎月22日

45 趣味・芸術月刊　自家用車 内外出版社 月刊   毎月26日

46 趣味・芸術日経エンタテインメント! 日経BP社 月刊   毎月4日

47 趣味・芸術LEON 主婦と生活社 月刊

48 暮らし 現代農業 農山漁村文化協会 月刊

49 健康・福祉月刊ナーシング 学研メディカル秀潤社 月刊   毎月20日

50 趣味・芸術つり人 つり人社 月刊   毎月25日

51 一般 PHP PHP研究所 月刊   毎月10日

52 暮らし kodomoe 白泉社 隔月刊  奇数月7日

53 一般 正論 産経新聞社 月刊   毎月1日

54 ビジネス ハーバード　ビジネス　レビュー ダイヤモンド社 月刊   10日

55 教育・言語蛍雪時代 旺文社 月刊   毎月14日

56 暮らし 新建築 住宅特集 新建築社 月刊

57 暮らし 美しいキモノ アシェット婦人画報社 季刊   2・5・8・11月

58 自然科学 日経サイエンス 日経サイエンス社 月刊   毎月25日

59 一般 本の雑誌 本の雑誌社 月刊   毎月10日前後

60 スポーツ ランナーズ ランナーズ 月刊   毎月22日

61 趣味・芸術non-no 集英社 月刊

62 趣味・芸術美術(月刊) サン・アート 月刊   毎月20日

63 文学・文芸短歌 角川書店 月刊   25日

64 暮らし 母の友 福音館書店 月刊   毎月3日

65 暮らし パッチワーク教室 ブティック社 季刊   1日

66 趣味・芸術NHK将棋講座 NHK出版 月刊

67 自然科学 ナショナルジオグラフィック日本版 日経ナショナルジオグラフィック社 月刊

68 趣味・芸術MEN'S　CLUB ハースト婦人画報社 月刊   毎月10日

69 暮らし Sumai-住まいの設計- 扶桑社 隔月刊  奇数月21日

70 一般 中央公論 中央公論新社 月刊   毎月10日

71 スポーツ サッカーダイジェスト 日本スポーツ企画出版社 月二回刊 第2・第4木曜日

72 趣味・芸術航空ファン 文林堂 月刊   毎月21日


