
東京都立多摩図書館企画展示

東京都立多摩図書館１階閲覧室



No. 地域 タイトル 出版社 刊行頻度

1 HO  ぶらんとマガジン社 月刊

2 北海道じゃらん  リクルート北海道じゃらん 月刊

3 北海道生活  えんれいしゃ 季刊

4 Peeps Hakodate  函館蔦屋書店 月刊

5 SHIRETOKO! SUSTAINABLE 一般社団法人知床しゃり 年刊

6 rakra  川口印刷工業 隔月刊

7 東北活性研  東北活性化研究センター 季刊

8 北方風土  イズミヤ出版 半年刊

9 Field Recording  アーツカウンシル東京 年刊

10 青森 季刊あおもりのき  ものの芽舎  季刊

11 Kappo  プレスアート 隔月刊

12 石巻学  石巻学プロジェクト  不定期

13 yukariRo  yukariRo編集部 年刊

14 いま、秋田村から Nowvillage 不定期

15 山形 gatta!  ガッタハウス 月刊

16 Mon mo  エス・シー・シー 隔月刊

17 会津人群像  歴史春秋出版 季刊

18 会津嶺 (あいづね)  あいづね情報出版舎 月刊
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No. 地域 タイトル 出版社 刊行頻度

19 トランヴェール  東日本旅客鉄道 月刊

20 関東東北じゃらん  リクルート 隔月刊

21 常陽藝文  常陽藝文センター 月刊

22 ミトノート  水戸市 年刊

23 栃木 twin ツインズ 月刊

24 ぐんま地域文化  群馬地域文化振興会 年2回

25 Nakabito 中之条町観光協会 不定期

26 武蔵野樹林  角川文化振興財団 不定期

27 ちちぶmagazine  秩父シティプロジェクト 不明

28 月刊武州路  冨士フォルム 月刊

29 千葉 月刊ぐるっと千葉  ちばマガジン 月刊

30 Tokyo Graffiti  グラフィティ 季刊

31 江戸楽  エー・アール・ティ 月刊

32 散歩の達人  交通新聞社 月刊

33 世田谷ライフmagazine  枻(えい)出版社 →EDITORS 季刊

34 中央線が好きだ。マガジン  東日本旅客鉄道八王子支社 季刊

35 東京カレンダー  東京カレンダー 月刊

36 東京人  都市出版 月刊

37 184 magazine  184こがねい編集室 不明

38 月刊武蔵野くろすとーく  東京出版企画 月刊

39 多摩のあゆみ  たましん地域文化財団 季刊

40 武蔵野  武蔵野文化協会 不定期

41 Ball.  けやき出版 不定期

42 Blue + Green Journal  奥多摩町 不明

43 えくてびあん  えくてびあん 月刊

44 き・まま  はけの道編集室 不定期

45 たまモノ  多摩都市モノレール 不定期

46 かまくら春秋  かまくら春秋社 月刊

47 横濱  神奈川新聞社 季刊

48 湘南スタイル magazine  枻(えい)出版社 →EDITORS 季刊
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No. 地域 タイトル 出版社 刊行頻度

49 中部・東海 東海じゃらん  リクルート 隔月刊

50 東海 そう  春夏秋冬叢書 季刊

51 富山 うみとやま  富山県地方創生局観光振興室 半年刊

52 富山、石川 アクタス  北國新聞社 月刊

53 石川 加能人  加能人社 月刊

54 福楽  エクシート 季刊

55 Urala  ウララコミュニケーションズ 月刊

56 山梨 シルベ!  Civic Pride 季刊

57 Kura  まちなみカントリープレス 月刊

58 信濃  信濃史学会 月刊

59 軽井沢ヴィネット  軽井沢新聞社 半年刊

60 岐阜 月刊ぷらざ 生活情報誌月刊ぷらざ編集室 隔月刊

61 すろーかる  すろーらいふ 月刊

62 ふじのくに  静岡県 季刊

63 愛知 月刊なごや  北白川書房 月刊

64 関西・中国・四国 関西・中国・四国じゃらん  リクルート 隔月刊

65 Meets Regional  京阪神エルマガジン社 月刊

66 Savvy  京阪神エルマガジン社 月刊

67 三重 Nagi  月兎舎 季刊

68 みーな びわ湖から  長浜みーな協会 季刊

69 近江学  成安造形大学附属近江学研究所 年刊

70 京都 京都  白川書院 月刊

71 京都・滋賀 Leaf  リーフ・パブリケーションズ 月刊

72 Ban Cul  姫路市文化国際交流財団 季刊

73 Kobecco  服部プロセス神戸っ子出版事業部 月刊

74 奈良 月刊大和路ならら  なら文化交流機構 月刊

75 和  和歌山県 季刊

76 ほうぼわかやま  ウイング 半年刊

77 紀州浪漫  和歌山県観光連盟 季刊
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No. 地域 タイトル 出版社 刊行頻度

78 中国 みんなでつくる中国山地  中国山地編集舎 年刊

79 瀬戸内 せとうちスタイル  瀬戸内人 年3回

80 山陰 さんいんキラリ  グリーンフィールズ 季刊

81 鳥取 とっとりnow  鳥取県広報連絡協議会 季刊

82 シマネスク  島根県 季刊

83 湖都松江  松江市文化協会 半年刊

84 岡山 オセラ  ビザビ 隔月刊

85 広島 Grandeひろしま  グリーンブリーズ 季刊

86 四国 Gaja  エス・ピー・シー 不定期

87 めぐる、  あわわ 隔月刊

88 あわわ  あわわ 月刊

89 IKUNAS  tao. 不定期

90 新･さぬき野  香川県 季刊

91 松山百点  松山百店会 隔月刊

92 暖暖松山  松山市秘書広報部 半年刊

93 舞たうん  えひめ地域政策研究センター 季刊

94 文化愛媛  愛媛県文化振興財団 半年刊

95 とさぶし  高知県文化生活スポーツ部 季刊

96 季刊高知  クリケット 季刊
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No. 地域 タイトル 出版社 刊行頻度

97 九州じゃらん  リクルート 隔月刊

98 九州王国  エー・アール・ティ 月刊

99 月刊はかた  エー・アール・ティ出版局 月刊

100 雲のうえ  北九州市にぎわいづくり懇話会 半年刊

101 西日本文化  西日本文化協会 隔月刊

102 樂  イーズワークス 季刊

103 ながさきにこり  長崎県 季刊

104 熊本 Kumamoto  くまもと文化振興会 季刊

105 月刊セーノ！  大分合同新聞社［ほか］ 月刊

106 ぐるり  ツーリズムおおいた 季刊

107 宮崎 月刊情報タウンみやざき  鉱脈社 月刊

108 鹿児島 Leap  南日本出版 隔月刊

109 おきなわいちば  光文堂コミュニケーションズ 季刊

110 モモト  編集工房東洋企画 季刊

111 オキナワグラフ  新星出版 月刊

112 月刊やいま  南山舎 月刊

113 ニッポンのじてんしゃ旅  八重洲出版 不定期

114 ひととき  ウェッジ 月刊

115 地域人  大正大学出版会 月刊

116 Discover Japan  ディスカバー・ジャパン 月刊

117 Hanako  マガジンハウス 月刊

118 Oz Magazine  スターツ出版 月刊

119 ことりっぷ Magazine  昭文社 季刊

120 Hiragana Times  ひらがなタイムズ 月刊

121 Oz Magazine Trip  スターツ出版 季刊

122 ワンダーJapon  スタンダーズ 不定期

123 Saunter Magazine  Kilty Books 半年刊

124 R  メーカーズマーク 不定期

125 島へ。  海風舎 隔月刊

126 しま  日本離島センター 季刊
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