
都立多摩図書館

で

女性誌を探す

東京都立多摩図書館



　　　6秒でわかる都立図書館【動画】より「とりたま」

　都内の区市町村立図書館で所蔵している号を調べるときは、

　「区市町村立図書館新聞雑誌総合目録」が便利です

　https://magazine.metro.tokyo.lg.jp/catalogs

　作成にあたっては、『出版指標年報』をもとに分類していますが、

『出版指標年報』に掲載のなかったタイトルについては、参考資料の記述をもとに

　分類に加えました。

　内容についても以下参考資料をもとに記載していますが、

　参考資料に記載がなかったタイトルについては、

　出版社HP等を参考に記載しました。

　・『出版指標年報』1990-2022　全国出版協会出版科学研究所

　・『雑誌新聞総かたろぐ』1980-2019

　　　メディア・リサーチ・センター株式会社/編　メディア・リサーチ・センター

　・『マガジンデータ』2020-2021　日本雑誌協会／編　日本雑誌協会

　※ 使用した各参考資料の記述が異なるために、分類と内容の対象世代が異なって

　　 いることがあります。

　このご案内を開いていただき、ありがとうございます。

　これは「●代向けのファッション誌にはどんなものがあるのかな」

　「〇〇系の雑誌を探したいな」という方に向けた女性誌のご紹介です。

　都立多摩図書館の「東京マガジンバンク」で所蔵している女性誌421タイトルを

　掲載しています。

　ご活用いただければ幸いです。

書庫の雑誌をご利用になるときは

・連続した巻号で１タイトルだけ

ならブックトラック１台分

または

・複数タイトルは12冊まで

のどちらかの方法でお出しできます。

参考

資料

館内で

館外で

ご注意

はじめに
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「都立図書館蔵書検索」

https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja

□『タイトル（表紙の表記で記載）』よみ ★　刊行頻度　改題等の情報

種別（〇〇誌等）　＃対象世代　＃扱っているカテゴリ・内容

【所蔵】 ※欠号あり とあるものは蔵書検索で所蔵号をご確認ください。

ファッション　p.4-24

コスメ＆メイク　p.24-25

ヘアスタイル・エステ　p.26

ネイルアート　p.26

美容　p.27

マタニティ・子育て　p.34-35

その他　p.36-43

洋雑誌　p.44-49

シンプル＆ナチュラル系ライフスタイル　p.27-28

ウエディング　p.29

旅・アウトドア　p.29-30

家庭実用情報　p.30-32

料理　p.33

凡例

もくじ
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星印がないものは最新1年分が閲覧室にあります（それ以降の号は書庫にあります）

☆：最新1年分が開架書庫（入れる書庫）にあります（それ以降の号は書庫にあります）

★：すべて書庫にあります

都立多摩図書館

2023.3

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

□『mc Sister』エムシーシスター ★　月刊（休刊：2002）

＃ヤングギャル　＃ファッション　＃ビューティー　＃ライフスタイル　＃手芸　＃靴　＃バッグ

＃アクセサリー　＃アイドル　＃クッキング　＃占い

□『Junie』ジュニー ★　月刊　『ジュニアスタイル』の改題

ハイスクールライフマガジン　＃高校生　＃参加型スタイル　＃取材

□『HR』エイチアール ★　隔月刊（休刊：2018）

生活情報雑誌　＃14-19歳　＃都会派少女　＃ファッション　＃メイク　＃ヘア　＃ボーイズ

＃中学・高校生　＃ファッション　＃ビューティー　＃占い（星占い・血液型・性格診断）

＃音楽情報

□『My Birthday』マイバースデイ ★　月刊（休刊：2006）

＃ハイティーン　＃ファッション　＃アクセサリー　＃音楽　＃レジャー

ファッション＆エンタメ誌　＃小中学生

□『Cuugal』キューガル ☆　隔月刊

ファッション誌　＃10-15歳　＃中学生　＃ファッション　＃美容　＃学校生活

□『nicola』ニコラ　月刊

生活実用情報誌　＃ティーンの女の子　＃おしゃれ　＃スクールライフ　＃愛の問題

□『Lemon』レモン ★　月刊（休刊：1998）

ファッション誌　＃小学生　＃ファッション　＃モデル　＃読者スナップ

□『JS・ガール』ジェイエス ガール ★　隔月刊（休刊：2019）

1巻1号（1982年4月）, 1巻7号（1982年10月）- 1巻8号（1982年11月）

1号（2019年12月）-

8号（2012年4月）-  49号（2019年4月）

1巻1号（1997年夏）, 11巻6号（2007年6月）-

1巻1号通巻1号（1979年5月）,

1巻3号通巻3号（1979年7月）- 27巻8号通巻395号（2005年8月）※欠号多数

12号（2012年3・4月）- 47号（2018年1・2月）※欠号多数

『ジュニアスタイル』5巻3号通巻20号（1980年8月）- 59号（1985年12月）※欠号多数

1巻1号（1978年9月）- 6巻4号通巻54号（1983年4月）※欠号多数

137号（1981年6月）- 289号（1993年12月）※欠号多数

□『GALS LIFE』ギャルズライフ ★　月刊（休刊：1984）

『Junie』60号（1986年1月）- 140号（1991年12月増刊）※欠号多数

Low
teens

Middle

teens
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007005
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000348
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202732176
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192810
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1226154000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004126
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ファッション＆ライフスタイルマガジン

＃17-20歳　＃スチューデント・ガール　＃カジュアル・ファッション　＃ビューティー

□『Demi』デミ ★　月刊（休刊：1994）

ファッション情報誌　＃ファッション　＃ブロガー

□『Dorothy rose』ドロシーローズ ★　刊行頻度不明　『DECOLOG PAPER』の改題

インターナショナルファッションマガジン

＃ファッション　＃ビューティー　＃ジュエリー　＃カルチャー

□『commons & sense』コモンズ アンド センス　半年刊

『DECOLOG PAPER』（2011年1月）-（2014年5月）

□『エルティーン』えるてぃーん ★　月刊（休刊：2005）『elle teen』の改題

娯楽雑誌　＃中学生から高校生　＃ファッション　＃ヘア＆メイク　＃恋愛　＃学校生活

□『Popteen』ポップティーン ★　月刊（以後インターネット）　『ポップティーン』の改題

ティーンズ・マガジン　＃高校生　＃読者モデル

□『Cawaii!』カワイイ! ★　月刊（休刊：2009）

『Popteen』39巻9号通巻455号（2018年9月）- 44巻2号通巻508号（2023年2月）

『elle teen』1号（1982年6月）

『Dorothy rose』（2014年8月）-（2014年10月増刊）

1巻1号通巻1号（1993年12月）- 2巻12号通巻13号（1994年12月）

『週刊セブンティーン』1巻1号通巻1号（1968年6月11日）,

　12巻1号通巻545号（1979年1月1日）-  15巻22号通巻726号（1982年5月20日）※欠号多数

『エルティーン』13巻5号通巻166号（1994年4月）- 24巻10号通巻315号（2005年10月）

　※欠号多数

53号（2017年秋・2018年冬）-

1巻1号通巻1号（1996年4月）,

12巻5号通巻142号（2007年5月）- 14巻6号通巻167号（2009年6月）

『ポップティーン』1号（1980年11月）

ティーンズマガジン

＃中高校生　＃ファッション　＃ビューティー　＃恋愛　＃ダイエット　＃アイドル　＃占い

□『Seventeen』セブンティーン　季刊　『週刊セブンティーン』の改題、『seventeen』日本版

『Seventeen』38巻9号通巻1380号（2005年5月1・15日）-

ファッションマガジン　＃中学生　＃読者モデル

Young

High
teens

Middle

teens
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ライフ情報誌　＃20-30歳　＃ファッション　＃美容　＃旅　＃食　＃カルチャー

□『le coeur』ル クール ★　月刊（休刊：1995）

ファッション誌　＃20-30代　＃ぽっちゃり女子

□『la farfa』ラ ファーファ　隔月刊　改号して継続刊行

「安カワ」ファッションマガジン

□『it was only magazine』イット ワズ オンリー マガジン ★　月刊（休刊：2016）

1号（2013年4月）- 5号（2014年2月）

＃ファッション　＃大人カジュアル

□『NAVYS』ネイビーズ　刊行頻度不明

「バッグサイズ」モノ&ファッション情報誌　＃ファッション　＃ライフスタイル　＃フード

□『my goodies』マイグッディーズ ★　隔月刊

ファッション情報誌　＃行動派女性　＃ファッション　＃青春の生き方　＃芸能　＃スポーツ

□『miss HERO』ミス・ヒーロー ★　月刊（休刊：1986）

ファッション＆カルチャーマガジン　＃カジュアルファッション

□『maybe!』メイビー！　不定期

1巻1号通巻1号（2014年5月）-

1号（2014年11月）-  7号（2016年5月）

Test issue（1989年7月）,

1巻1号（1989年11月）- 7巻2号（1995年2月）※欠号：3巻4号（1991年4月）

1号（2016年6月）-

1号（2017年春）- 5号（2018年3・4月）

＃ファッション　＃メイク

□『Gothic ＆ Lolita Bible』ゴシック＆ロリータバイブル ★　隔月刊

ヌーベルスタイルマガジン　＃20-30代　＃ファッション　＃ビューティー　＃インフルエンサー

□『GIANNA』ジェンナ　不定期

ファッション誌　＃10-20代　＃アーティスト・クリエイター向け　＃トレンド

□『FRUiTS』フルーツ ★　季刊（休刊：2018）

＃18-25歳　＃ファッション　＃ビューティー　＃アーティスト

□『fAUG.』フォーグ ★　刊行頻度不明

1号（2012年秋）- 2号（2012年冬）

1巻1号（1980年6月）- 6巻11号通巻66号（1985年10月）※欠号多数

通巻11号（1998年6月）-  237号（2018年2月）※欠号多数

0号（2020年冬）-

40号（2011年6月）- 63号（2017年2月）※欠号：61号（2016年）

1号（2018年秋冬）-

Young
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000889
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253510771
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□『Peach』ピーチ ★　月刊（休刊：1992）

ファッションカルチャーマガジン　＃21-34歳　＃ファッション　＃ビューティー　＃アート　＃音楽

□『NYLON JAPAN』ナイロンジャパン　月刊　『NYLON』日本版

ファッション誌　＃若い世代　＃ファッション　＃カルチャー

□『装苑』そうえん　隔月刊

＃ファッション　＃料理　＃手芸

□『家庭全科』かていぜんか ★　月刊

女性ファッション情報誌　＃20代　＃デジタル世代

□『VOGUE GIRL』ヴォーグ ガール ★　半年刊（休刊：2015）

＃ファッション　＃ビューティー

□『vikka』ヴィカ ★　不定期（休刊：2017）

体験情報誌　＃25-34歳　＃お出かけ　＃お買い物

□『you NEW』ユーニュー ★　月刊（休刊：1998）

ファッション＆イメージ雑誌　＃ガーリー＆Kawaii& ロリィタ系

□『tulle』チュール ★　不定期

ストリートファッション情報誌　＃10-30代　＃ファッション関係者　＃ファッションスナップ

□『STREET』ストリート ★　隔月刊

生活情報誌　＃ワーキングウーマン　＃ファッション　＃美容　＃旅　＃インタビュー

□『She's』シーズ ★　月刊（休刊：1992）

ファッション誌　＃24-30歳　＃ファッション　＃アート　＃音楽

□『PERK』パーク ★　隔月刊（終刊：2019）

＃19-23歳の都会派女性　＃ファッション　＃旅行　＃料理　＃スポーツ

22号（2015年12月）- 34号（2017年12月）

1巻1号通巻1号（1988年5月）- 5巻12号通巻56号（1992年12月）

2巻9号20号通巻22号（2006年1月）-　※欠号多数

8号（2016年1月）- 34号（2019年11月）

2巻3号（1960年3月）- 17巻1号（1975年1月）※欠号多数

2号（2011年10月）- 8号（2015年4月）

2号（2018年5月）- 6号（2019年9月）

[1]号（1987年12月）, 1巻1号（1988年8月）- 5巻6号（1992年5月）※欠号多数

1巻1号（1996年10月）- 3巻2号（1998年2月）※欠号：2巻4号（1997年4月）

通巻1号（1946年7月）-　※欠号多数

261号（2013年5月）- 320号（2020年2月）
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カジュアル

ファッション誌　＃10代後半-20代　＃スウィート・ガーリーファッション

□『LARME』ラルム　季刊

ストリートファッション誌　＃10代後半-20代前半　＃個性的ファッション

□『KERA』ケラ！ ★　月刊　※226号（2017年6月）以後インターネット

＃20代　＃ファッション　＃ビューティー　＃カルチャー　＃セレブ　＃ストリート

□『ELLE girl』エル ガール ★　隔月刊　※（2017年1月）以後インターネット

ファッション誌　＃18-23歳　＃ファッション　＃ジャパンカルチャー

□『CUTiE』キューティ ★　月刊（休刊：2015）

＃ファッション　＃ビューティー

□『bis』ビス　隔月刊

プレ創刊号（2017年6月）, 1号（2017年11月）-

1巻1号通巻1号（1963年9月23日）- 25巻5号通巻881号（1987年3月10日）※欠号多数

2巻2号（1956年2月）- 28巻11号（1982年11月）※欠号多数

実用的で健康な、趣味と教養の雑誌　＃20代前後　＃ファッション　＃カルチャー　＃手芸

□『若い女性』わかいじょせい　月刊（休刊：1982）

＃若い女性　＃ファッション　＃旅　＃コミック　＃ショッピング　＃手芸　＃インテリア

□『ヤングレディ』やんぐれでぃ ★　隔週刊（終刊：1987）

1号（2012年10月）-

1巻1号通巻1号（2001年3月20日）, 7巻6号通巻137号（2007年4月5日）-

1巻1号通巻1号（2000年9月）, 19巻9号通巻217号（2018年9月）-　※欠号多数

1巻1号通巻1号（1971年6月20日）-　※欠号多数

ファッション＆ビューティー誌　＃大学生から新社会人　＃ファッション　＃ビューティー

□『non-no』ノンノ　月刊

ファッション誌　＃10-20代　＃ストリート系ファッション　＃メイク

□『mini』ミニ　月刊

ライフ＆ファッションマガジン　＃26歳以上　＃カジュアルファッション　＃ライフスタイル

□『mina』ミーナ　月刊

1号（1988年3月）- 6号（1989年8月）, 1巻1号通巻1号（1989年11月）

（2008年2月）-（2017年1月）※欠号多数

173号（2013年1月）- 226号（2017年6月）
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225840000
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ファッション誌　＃20代後半-30代前半　＃アラサー　＃ファッション　＃メイク　＃ライフスタイル

□『SPRiNG』スプリング　月刊

ビジュアルマガジン

□『PÊCHE』ぺシェ ☆　年3回刊

ファッションマガジン　＃渋谷・原宿　＃ラフ＆クール

□『SHe』シー ★　季刊（休刊：2017）

＃20代前半　＃ファッション　＃メイク

1巻1号通巻1号（1993年6月）-　※欠号多数

1巻1号通巻44号（2014年5月）- 3巻2号通巻65号（2016年2月）

※1-43号は『CHOKi CHOKi』の増刊として刊行

『古着Mixガールズ』1巻1号（2011年10月）- 3巻1号（2013年3月）

『mer』1巻1号（2013年4月）-  7巻6号（2019年6月）

（1981年11月5日）- 22巻8号通巻442号（2003年8月）,（2020年5月）

20巻12号通巻313号（2015年12月）-　※欠号：410号（2022年1月増刊）

1巻1号通巻1号（2009年4月）- 2巻3号通巻12号（2010年3月）

※欠号：2巻1号通巻10号（2010年1月）

1号（2021年1月）-

□『PINKY』ピンキー ★　月刊（休刊：2010）

ファッション雑誌　＃14-17歳　＃ミドルティーン　＃ファッション　＃働く　＃遊ぶ

□『Olive』オリーブ ★　月刊（休刊）

青文字系ファッション＆ライフスタイルマガジン　＃ファッション　＃ビューティー

□『mer』メル ★　月刊（休刊：2019）『古着Mixガールズ』の改題

ストリートファッション＆ビューティマガジン　＃10代後半-20代前半　＃カジュアルファッション

＃ビューティー　＃ヘアカタログ　＃メイク

□『CHOKi CHOKi GiRLS』チョキ チョキ ガールズ ★　月刊（休刊：2016）

カジュアルファッションマガジン　＃ティーンズ　＃カジュアルファッション

□『Zipper』ジッパー ☆　季刊

カジュアル・ストリート実用系

1巻1号通巻1号（2004年10月）,

4巻6号通巻33号（2007年6月）- 7巻2号通巻65号（2010年2月）

1巻1号通巻1号（2016年秋）- 2巻1号通巻4号（2017年秋）

ストリートファッションマガジン　＃10代後半-20代前半　＃ファッション　＃音楽

□『WOOFIN' girl』ウーフィン ガール ★　月刊（休刊：2010）
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228605000
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ギャル系・大人ギャル系

ファッション＆カルチャー誌

＃20歳前後　＃ギャル系　＃ファッション　＃ヘアメイク　＃カルチャー

□『BLENDA Japan』ブレンダ ジャパン ★　不定期　『BLENDA』の改題

ファッション誌　＃20代　＃大学生

□『Ray』レイ　月刊

ファッションライフスタイル誌

＃大学生　＃アラウンド25歳　＃ファッション　＃ビューティー　＃エンタメ　＃恋愛　＃就活

□『JJ』ジェイ・ジェイ ★　不定期　『別冊女性自身』の改題

ファッション＆ライフスタイル総合誌

＃20代の学生・OL　＃ファッション　＃ビューティー　＃ライフスタイル　＃エンタメ

□『CanCam』キャンキャン　月刊

『別冊女性自身』2巻1号（1966年1月）

1巻1号通巻1号（1991年11月）-  26巻7号通巻297号（2016年7月）※欠号多数

1巻1号通巻1号（2009年11月）- 6巻5号通巻31号（2014年5月）

※欠号：3巻2号通巻7号（2011年5月）

カジュアルファッション誌　＃10代後半-20代半ば

□『Used Mix』ユーズドミックス ★　月刊（休刊：2014）

ベーシック

1巻1号通巻1号（2002年5月）,

6巻5号通巻61号（2007年5月）- 通巻116号（2011年12月）

ファッション誌　＃ゆるく流行を取り入れたい10代後半-20代前半　＃ファッション　＃美容

□『SEDA』セダ ★　月刊（休刊：2016）

カジュアルファッション雑誌　＃17-23歳　＃都会的でおしゃれな女の子　＃メイク　＃ヘアスタイル

＃カルチャー　＃インテリア　＃グッズ

□『PS（PRETTY STYLE）』プリティスタイル ★　月刊（終刊：2011）

『BLENDA Japan』（2020年春・夏）-（2020年冬）

1巻1号通巻1号（1988年7月）-　※欠号多数

1巻1号通巻1号（1983年7月）-　※欠号多数

ライフスタイル情報誌　＃ファッション　＃ビューティー　＃カルチャー

□『ViVi』ヴィヴィ　月刊

『BLENDA』11巻5号通巻116号（2013年5月）- 12巻9号通巻132号（2014年9月）

1巻1号通巻1号（1982年1月）-

※欠号：40巻19号（2021年11月増刊）, 41巻2号（2022年1月増刊）

『JJ』1巻1号（1975年6月）-  47巻2号（2021年2月）　※欠号多数
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252168545
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001431
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1215561000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1215561000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225445000
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ファッションマガジン

＃20-30代　＃ファッション　＃ビューティー　＃ライフスタイル　＃仕事　＃恋愛　＃結婚

□『GLITTER』グリッター ☆　刊行頻度不明

トータルビューティー・マガジン

＃20-30代　＃ファッション　＃ビューティー　＃エンタメ　＃世界のセレブ情報

□『GLAMOROUS』グラマラス ★　月刊（休刊：2013）

ファッション誌　＃25歳の強めの女子　＃個性的なファッション　＃渋谷系エレガンス

□『EDGE STYLE』エッジ スタイル ★　月刊（休刊：2014）

1巻1号通巻1号（2004年10月）,

6巻5号通巻79号（2010年1月）- 17巻3号通巻251号（2020年2月増刊）

ビューティー＆ファッション誌　＃ギャル　＃キャバクラ嬢　＃ファッション　＃ヘア＆メイク

□『小悪魔ageha』こあくまあげは ☆　不定期　休刊後再創刊

ギャル系ファッション誌　＃大人ギャル系

□『S Cawaii!』エスカワイイ!　季刊

渋原系ストリートファッション誌

＃20歳前後　＃ファッション　＃ビューティー　＃渋原系カルチャー

□『popSister』ポップシスター ★　月刊（休刊：2011）

1巻1号通巻1号（2009年5月）- 1巻6号通巻6号（2009年10月）

[1号]（2018年6月）-

1巻1号（2005年4月）, 3巻5号（2007年5月）- 9巻8号（2013年8月）

1号（2021年7月）-

1巻1号通巻1号（2006年6月）, 7巻6号通巻73号（2012年6月）-

ファッション＆ライフスタイル誌　＃20代ギャル　＃18-24歳　＃ファッション　＃ビューティー

□『LOVEggg』ラブジー　月刊　『ageha』と『egg』がコラボ、誌名変更

女性ファッション誌　＃10-20代　＃ミーハー女子　＃ブランド　＃小物

□『JELLY』ジェリー　隔月刊

ファッション＆ライフスタイル情報誌　＃子どもを持つ10代後半-20代　＃ファッション

＃ビューティー　＃料理　＃育児　＃金銭面の情報

□『I LOVE mama』アイラブママ ★　月刊（休刊：2014）

1巻6号通巻1号（2010年6月）- 1巻11号通巻6号（2010年11月）

1巻1号通巻1号（2000年10月）, 9巻2号通巻89号（2008年2月）-　※欠号多数

7巻12号通巻74号（2012年12月）- 9巻5号通巻91号（2014年5月）,

1巻1号通巻1号（2016年10月）-  2巻7号通巻9号（2017年10月）,

1巻1号通巻1号（2019年1月）- 1巻3号通巻3号（2019年5月）,

1巻1号通巻1号（2010年7月）- 5巻3号通巻45号（2014年3月）

1号（2020年春）-　※欠号：3号（2021年冬）

Young
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253103131
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252167812
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253263800
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007538
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202734124
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202733960
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006342
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250002690
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252430590
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000999
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004692
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006698
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007207
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253263800
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253263800
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202734124
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006342
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252167812
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007538
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202733960
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250002690
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252430590
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000999
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004692
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006698
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253103131
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007207
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ハイエンド

クラスマガジン　＃美意識の高い女性　＃ファッション　＃美容　＃ライフスタイル

□『25ans』ヴァンサンカン　月刊

キャリアウーマン

ファッション・コーディネイト誌　＃ファッション　＃美容　＃カルチャー

□『Vingtaine』ヴァンテーヌ ★　月刊（終刊：2007）

ファッション誌　＃30歳から　＃働く女性　＃ファッション　＃ビューティー　＃ライフスタイル

＃エンタメ　＃通勤

□『Oggi』オッジ　月刊

ライフスタイルマガジン　＃24-30歳　＃アラサー　＃OL　＃ファッション

□『CLASSY.』 クラッシィ　月刊

1号（1992年10月）, 16巻4号（2007年4月）-　※欠号：32巻4号（2023年2月増刊）

5号（2015年4月）-　※欠号：11号（2018年5月）

1号（2015年11月）- （2016年夏）

ビーチ

ファッション&ライフスタイル誌　＃ビーチ　＃海外　＃ハワイ

□『Shore (We are longing for styles from over the shore)』ショアー ★　不定期

1巻1号通巻11号（2016年1月）- 6巻3号通巻32号（2021年7月）

ビーチライフ・スタイル・マガジン　＃30代　＃海で似合うファッション　＃コスメ

＃ライフスタイル　＃フード　＃インテリア　＃海とサーフィン　＃サーフカルチャー

□『HONEY』ハニー ★　季刊（休刊：2021）

ファッション・カルチャー誌　＃20代-　＃ファッション　＃ビューティー　＃ライフスタイル

＃アート　＃フード　＃カルチャー　＃パーソン　＃ミュージック　＃ビーチ

□『BEACHFUL MAGAZINE Sandy』サンディ ☆　季刊

カルチャーマガジン　＃ビーチを愛する女の子　＃ファッション　＃ライフスタイル　＃旅

□『anna magazine』アンナマガジン ☆　季刊

1号（1989年10月）- 219号（2007年12月）※欠号多数

11号（2018年冬）-

1号（1980年6月）-　※欠号多数

1巻1号（1984年6月）-　※欠号多数

20代

Young
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006794
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006660
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000343
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003852
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228682000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192711
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252178669
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1237190000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192711
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006794
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003852
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000343
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252178669
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006660
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1237190000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228682000
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20代中盤－後半カジュアル

リアルクローズ・ファッション誌　＃25歳前後

□『REINA』レイナ ★　月刊（休刊：2008）

＃20代後半-30代前半の都市型女性　＃ファッション　＃美容　＃読み物

□『GINGER』ジンジャー　月刊

ファッション誌　＃20代を中心に30-40代　＃ファッション

□『FUDGE』ファッジ　月刊

ファッション雑誌　＃ファッション　＃カルチャー

□『CLUÉL』クルーエル　月刊

ファッションカルチャー誌　＃20-30歳　＃ファッション　＃ビューティー　＃フード　＃カルチャー

□『GINZA』ギンザ　月刊

20代中盤OL

ライフスタイルマガジン

＃20代　＃働く女性　＃ファッション　＃ビューティー　＃カルチャー　＃お金

□『with』ウィズ　不定期

ファッション誌　＃28歳前後のアラサーOL　＃働く女性

□『steady.』ステディ　月刊

総合女性誌　＃20代　＃25-28歳前後の働く女性　＃ファッション　＃ビューティー　＃ライフスタイル

＃仕事　＃結婚　＃読み物　＃趣味

□『MORE』モア　月刊

ファッション誌　＃27歳　＃行動派OL　＃ファッション　＃美容　＃旅　＃グルメ情報

□『éf』エフ ★　月刊（休刊：2006）

1巻1号通巻1号（2009年5月）-

1巻1号通巻1号（2007年10月）- 2巻8号通巻11号（2008年8月）

1号（2015年4月）-

124号（2013年10月）-

1巻1号通巻1号（1981年10月）-　※欠号多数

1巻1号（1984年7月）- 2巻10号通巻16号（1985年10月）※欠号多数

1巻1号通巻1号（1977年7月）-　※欠号多数

1巻1号（1997年5月）, 2巻2号通巻10号（1998年4月）-　※欠号多数

1巻1号通巻1号（2006年12月）, 6巻1号通巻50号（2011年1月）-　※欠号多数

20-

30代

20代
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250320295
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1226093000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1229213000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253264075
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228563000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003457
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002011
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253074921
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202734027
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253074921
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202734027
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003457
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002011
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228563000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1226093000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1229213000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250320295
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253264075
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ファッション誌　＃20代後半-30代前半

□『sweet』スウィート　月刊

『Upsee』1巻1号通巻1号（2014年5月）- 1巻3号通巻3号（2014年11月）

20代後半OL

キャリア・ファッション誌

＃20代後半-30代前半　＃働く女性　＃ファッション　＃ビューティー　＃読み物

□『Style』スタイル ★　月刊（休刊：2008）

＃30歳前後　＃ファッション　＃美容　＃カルチャー

□『MISS plus＋』ミスプラス ★　月刊（休刊：2014）『miss家庭画報』、『MISS』の改題

ファッション誌　＃30代　＃アラサーOL　＃フェミニンファッション　＃美容

□『BAILA』バイラ　月刊

ファッション、ビューティー＆ライフスタイルマガジン　＃アラサー　＃料理　＃ゴルフ

□『AneCan（姉キャン）』アネキャン ★　月刊（休刊：2016）

ファッション誌　＃都会で働く25-35歳　＃アラサー　＃ファッション　＃ビューティー

＃メイクアップ　＃ライフ

□『andGIRL』アンドガール ☆　月刊

『miss家庭画報』1巻1号通巻1号（1989年5月）

『MISS』19巻4号通巻214号（2007年4月）- 25巻4号通巻286号（2013年4月）

1巻1号（2001年11月）, 8巻3号（2008年3月）- 8巻11号（2008年11月）

1巻1号通巻1号（2005年10月）, 8巻9号通巻55号（2012年9月）-

1巻1号（2001年6月）, 11巻10号通巻125号（2011年10月）-

『MISS plus＋』25巻5号通巻287号（2013年5月）- 26巻2号通巻296号（2014年2月）

ファッション誌　＃20代後半　＃ファッション　＃コスメ　＃スキンケア　＃グルメ　＃芸能

□『美人百花』びじんひゃっか　月刊

1巻1号通巻1号（2012年11月）-  9巻8号通巻94号（2020年10月）,

1巻1号通巻1号（2007年4月）-  10巻12号通巻127号（2016年12月）

8巻5号通巻89号（2010年5月）-

『Majesty JAPAN』1巻1号通巻1号（2013年4月）- 1巻9号通巻9号（2014年1月）

ファッション＆ライフスタイルマガジン

＃30-40代　＃ファッション　＃美容　＃マネー　＃婚活

□『Upsee』アップシー ★　季刊（休刊：2014）　『Majesty JAPAN』の改題

1巻1号通巻1号（2023年春）-

20-

30代

14/49

https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253065362
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001323
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002635
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000959
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252008087
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252304809
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253509442
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202732797
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252168549
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001398
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252419562
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202733929
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002635
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202732797
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252168549
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252419562
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202733929
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253509442
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001398
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000959
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252304809
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253065362
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001323
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252008087
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【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

30代前後カジュアル

1巻1号（2004年10月）, 4巻1号通巻28号（2007年1月）- 5巻12号通巻51号（2008年12月）

1巻1号通巻1号（2007年10月）- 2巻3号通巻6号（2008年3月）

1巻1号（2011年5月）- 4巻5号（2014年5月）

□『style FIZZ』スタイルフィズ ★　月刊（休刊：2014）

30代前後ライフスタイル

Beauty Lifestyle誌　＃20代後半-30代　＃ファッション　＃美容　＃旅　＃カルチャー

□『Dear』ディア ★　月刊（休刊：2008）

ファッション誌　＃27-35歳　＃働く女性　＃ファッション　＃ビューティー　＃スター

□『BOAO』ボアオ ★　月刊（休刊：2008）

＃アラサー　＃ファッション　＃ビューティー　＃ライフスタイル　＃ウェディング　＃グルメ

＃スイーツ　＃恋愛

□『4MEEE』フォーミー ★　季刊

＃セレブファッション　＃ゆるセレブ

1巻1号通巻1号（2013年4月）- 2巻3号通巻8号（2014年4月）

1号（2011年11月）- 20号（2014年3月）,

1巻1号通巻1号（2005年12月）, 7巻2号通巻63号（2011年2月）-

1巻1号通巻1号（2004年11月）,

4巻2号通巻28号（2007年2月）- 5巻3号通巻41号（2008年3月）

1巻1号通巻1号（2014年6月）- 1巻3号通巻3号（2014年8月）

1号（2017年夏）- 3号（2018年秋）

＃30-35歳の可処分所得の高い女性　＃ファッション

□『NIKITA』ニキータ ★　月刊（休刊：2008）

カジュアル・ファッション・マガジン　＃20代後半-30代前半　＃ファッション

□『Lips』リップス ★　月刊（休刊：2014）

ファッション＆ライフスタイル誌　＃28-32歳　＃アラサー　＃ライフスタイル

□『GISELe』ジゼル　月刊

ファッション＆ライフスタイル誌　＃25歳から　＃カジュアルファッション

□『Gina』ジーナ ★　月刊（休刊：2015）　改号して刊行

大人カジュアル誌　＃30歳前後　＃ファッション　＃ライフスタイル

□『Figue』フィグ ★　隔月刊（休刊：2014）

1巻1号通巻1号（2014年4月）- 2巻11号通巻20号 (2015年11月)

20-

30代
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001578
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253552122
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002563
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253264079
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253387146
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192691
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002727
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252005630
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1251349821
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202734028
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1251349821
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202734028
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253387146
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001578
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253552122
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253264079
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192691
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192691
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002727
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252005630
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002563
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【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】1号（2006年冬）, 10号通巻1号（2008年春）- 74号通巻66号（2019年1月）

1号（2013年12月）- 10号（2016年5月）

1巻1号通巻1号（1996年4月）,

12巻4号通巻133号（2007年4月）- 18巻8号通巻209号（2013年8月）

1巻1号通巻1号（2003年3月）, 7巻11号通巻81号（2009年11月）-　※欠号多数

『La Vie de 30ans』0号（1995年）, 1号（1995年11月）- 111号（2004年12月）　※欠号多数

1巻1号（1997年1月）, 11巻8号（2007年8月）- 25巻1号（2021年2・3月）

※欠号：11巻10号（2007年10月）

＃ファッション　＃美容　＃住　＃食

□『Grazia』グラツィア ★　月刊（休刊：2013）

ファッション＆ライフスタイルマガジン　＃アラフォー　＃働く女性　＃ワーキングマザー

＃ファッション　＃ビューティー　＃ライフスタイル　＃仕事　＃子育て

□『Domani』ドマーニ ★　不定期　※25巻1号 (2021年2・3月)以後インターネット

ライフスタイルマガジン　＃30代

□『chouchou ALiis』シュシュアリス ★　刊行頻度不明

キャリアアップ・マガジン

＃30代の働く女性　＃ファッション　＃ビューティー　＃ライフスタイル

□『30ans』トランタン ★　月刊（休刊：2006）『La Vie de 30ans』の改題

『30ans』112号（2005年1月）- 126号（2006年3月）

ファッション＆ライフスタイル誌　＃20-30代の若いママ

□『nina's』ニナーズ ★　隔月刊（休刊：2019）

「ママ女子」向け情報誌　＃30代　＃ファッション　＃ビューティー　＃ライフスタイル

□『mamagirl』ママガール ★　季刊（休刊：2020）

ファッション＆ライフスタイル誌

＃30代　＃ファッション　＃ビューティー　＃料理　＃ヘルス　＃インテリア　＃マネー

□『LEE』リー　月刊

モノ＆ファッション情報誌

＃ファッション　＃スキンケア　＃食　＃インテリア　＃雑貨　＃家電

□『Lala Begin』ララ ビギン ☆　隔月刊　改号して継続刊行

ファッション＆ライフスタイル誌　＃30代　＃カジュアルファッション

□『InRed』インレッド　月刊

1巻1号（2021年10・11月）-

1巻1号通巻1号（2015年秋）- 6巻3号通巻20号（2020年夏）

（2016年8・9月）- （2021年8・9月）　※欠号：（2016年12月・2017年1月）

1巻1号（1983年7月）-

30代
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253401292
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253496136
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002077
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252428269
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192820
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252914181
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002973
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007560
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1221770000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003820
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252772628
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252772628
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002077
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192820
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192820
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252914181
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253401292
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252428269
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252428269
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253496136
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007560
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003820
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002973
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1221770000
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【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

1号（2018年4月）- 3号（2019年4月）

＃30代　＃ミセス　＃ファッション　＃美容　＃料理　＃インテリア　＃手芸

□『ウーマン』うーまん ★　月刊（休刊：1980）

ライフスタイル誌　＃30-40代の子育て世代　＃ファッション　＃美容　＃ライフスタイル　＃仕事

＃料理　＃趣味

□『VERY』ヴェリィ　月刊

ファッション＆ライフスタイル誌　＃30代前後のママ＆キッズ　＃ファッション　＃育児　＃家事

□『SAKURA』サクラ ★　季刊（休刊：2015）

働く女性のライフスタイル誌

＃ファッション（ビジネススタイル）　＃ライフスタイル　＃ジェントルウーマン　＃アラ管

□『OWN』オウン ★　不定期

ライフスタイル誌　＃30-40代　＃働くママ　＃ファッション　＃旅

□『Milk & Honey』ミルク＆ハニー ★　半年刊

1巻1号（1995年7月）, 10巻4号（2004年4月）-　※欠号：12巻7号（2006年7月）

1号（2005年冬）, 15号（2009年夏）- 20号（2011年冬）

1号（2022年10月） -

ライフスタイルマガジン　＃30代　＃旅行　＃カルチャー　＃マナー　＃フラワー

□『ROSALBA』ロザルバ ★　季刊（休刊：2011）

プラスサイズファッション誌　＃アラウンド35歳

□『OTONA LA FARFA』オトナ ラファーファ ☆　不定期

1巻1号（2011年春）-   5巻4号（2015年冬）

1巻1号（1971年8月）- 10巻3号（1980年3月）※欠号多数

1号（2017年春・夏）- 4号（2018年秋・冬）

1巻1号通巻1号（2001年4月）- 2巻1号通巻10号（2002年1月）

パーソナルスタイルマガジン

＃40代から　＃おしゃれ　＃旅　＃料理　＃インテリア　＃対談　＃コレクション

□『élan』エラン ★　月刊（休刊：2002）

1巻1号（2013年5月）- 3巻10号（2016年2月）

ファッション誌　＃30代後半-40代　＃ファッション　＃ビューティー

□『DRESS』ドレス ★　月刊（休刊：2016）

40代

30-

40代

30代
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007976
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252835982
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000078
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252167875
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1226080000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006438
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252005325
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250384233
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001558
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006438
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252167875
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252835982
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007976
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000078
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1226080000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252005325
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250384233
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001558
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【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

2号（2017 AUTUMN & WINTER）- 3号（2018 SPRING & SUMMER）

1号（2022年春夏）-

1巻1号通巻1号（2014年5月）-

4巻2号（2007年2月）-

1巻1号（2002年12月）, 4巻7号（2005年7月）-　※欠号多数

ファッション誌　＃40代　＃働くアラフォー　＃ファッション　＃ビューティー

□『Marisol』マリソル　半年刊　改号して継続刊行

ファッションムック　＃40代

□『ihana』イハナ ★　半年刊

総合女性ファッション誌　＃40代　＃ファッション　＃ビューティー

□『GLOW』グロー　月刊

1巻1号（2007年4月）- 15巻8号（2021年11月）※欠号多数

1巻1号通巻1号（2010年12月）-

＃40代　＃ファッション　＃ビューティー　＃ヘルス　＃生きがい

□『STORY』ストーリィ　月刊

ハイエンドマガジン　＃富裕層　＃ファッション　＃ライフスタイル

□『Richesse』リシェス　季刊

ファッション誌　＃40代　＃働く女性　＃ファッション　＃美容　＃ライフスタイル

□『Precious』プレシャス　月刊

ファッション誌

＃30代半ばからの大人の女性　＃ファッション　＃美容　＃旅行　＃食　＃インテリア

□『otona MUSE』オトナ ミューズ　月刊

ライフスタイル

1号（2012年秋）-

ファッション＆ライフスタイル誌　＃40-50代　＃ライフスタイル

□『EFiL』エフィル ★　隔月刊（休刊：2011）

情報誌　＃30代半ば-40代　＃ファッション　＃ビューティー　＃食　＃ヨーロッパ

□『amarena』アマレーナ ★　月刊（休刊：2010）

ライフスタイル誌　＃アラフォー　＃ファッション　＃ビューティー　＃カルチャー　＃衣食住

□『&Premium』アンドプレミアム　月刊　『クロワッサンPremium』の改題

『クロワッサンPremium』1巻1号（2007年12月）- 7巻12号通巻73号（2013年12月）

創刊宣言号（2008年10月） - 2巻3号通巻11号（2010年4月）

『&Premium』1巻1号通巻1号（2014年1月）-

創刊宣言号（2008年11月）- 3巻4号通巻11号（2011年7・8月）

40代
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253249826
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006379
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253258875
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007874
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002650
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252167819
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000636
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192818
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252339244
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002200
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253097823
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253422189
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006379
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007874
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002650
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252167819
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192818
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253258875
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253249826
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000636
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252339244
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253097823
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002200
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253422189
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【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

1巻1号通巻1号（1998年5月）-  9巻12号通巻104号（2006年11月）※欠号多数

1号（2021年7月）-

1号（2014年春）-

1巻1号通巻1号（2007年4月）- 2巻2号通巻5号（2008年6月）

『ミマン』79号（1996年3月）- 141号（2003年5月）

＃40代　＃ファッション　＃ビューティー　＃旅　＃アート　＃カルチャー

□『メイプル』めいぷる ★　月刊（休刊：2006）

女性総合誌　＃団塊世代以上のミセス　＃ファッション　＃旅　＃料理　＃健康　＃住い

□『ミマン』みまん ★　隔月刊（休刊：2003）『ハイミセス』の改題

クオリティ・ライフスタイルマガジン　＃衣食住

□『Priv.』プライヴ ★　季刊

総合メディア　＃ファッション　＃美容　＃ライフスタイル　＃料理　＃生活実用　＃趣味　＃生き方

□『Kurashi』クラシ ★　季刊

女性総合誌　＃40代　＃ファッション　＃ビューティー　＃ライフスタイル　＃旅　＃カルチャー

＃インテリア

□『GRACE』グレース ★　月刊（休刊：2008）

『ハイミセス』1号（1982年5月）- 78号（1996年1月）※欠号多数

1巻2号（2007年5月）- 2巻12号（2008年12月）

1号（2000年3月春）- 42号（2011年夏）

1号（2017年秋）- 5号（2018年秋）

＃40-50代　＃美　＃健康

□『My Age』マイ エイジ　季刊

ノスタルジックカルチャーマガジン　＃昭和45年(1970年)に生まれた“70年女”　＃1970年前後の世代

□『昭和45年女　Born in 1970』しょうわ45ねんおんな　隔月刊

解決と実現のスタイル誌

＃50代　＃解決すべきテーマ（夫の定年、親の介護、更年期、習い事、海外暮らしの夢）

□『Well Age Woman』ウェルエイジウーマン ★　季刊（休刊：2008）

40-

50代

50代

40代
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252367923
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252005946
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250451914
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1229063000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1241315000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243877000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002795
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252842557
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007618
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243877000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007618
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002795
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252842557
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1241315000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1229063000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252367923
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250451914
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252005946
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【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

2015年春（2015年4月）- 2018年春（2018年4月）

1号（2016年5月）-

『素敵なあの人の大人服』1号（2018年春夏）- 2号（2018年秋）

1巻1号通巻1号（2015年秋）-  4巻2号通巻11号（2018年春）

創刊宣言号（2007年5月）-

1号（2021年秋冬）-

ライフスタイル誌

＃50代以上　＃おしゃれ　＃旅　＃料理　＃健康　＃イベント　＃講座　＃マネー　＃住まい

□『ハルメク』はるめく　月刊　『いきいき』の改題

生き方・暮らし方の実用マガジン　＃50代-　＃美容　＃健康　＃旅　＃手芸　＃カルチャー

1巻4号（1994年8月）-　※欠号：22巻1号通巻249号（2015年1月）

1巻1号（2008年4月）-

1巻1号通巻1号（2013年11月）- 4巻3号通巻29号（2016年3月）

5号（2014年12月）- 3巻6号通巻11号（2016年2月）

□『ときめき』ときめき ★　季刊

＃60歳前後　＃中高年女性　＃生き方　＃こころのあり方

□『清流』せいりゅう　月刊

ファッション誌　＃60代

□『素敵なあの人』すてきなあのひと　月刊　 『素敵なあの人の大人服』の改題

＃50代から　＃ライフスタイル　＃料理　＃美容と健康

□『これからの暮らし by ESSE』これからのくらし by エッセ ☆　不定期

ライフスタイル誌

＃60歳以上　＃シニア女性　＃ライフスタイル　＃国内旅行　＃海外旅行　＃カルチャー

□『コトレシピ』ことれしぴ ★　隔月刊（終刊：2016）

ライフスタイルマガジン　＃50代以上　＃55-60歳

□『おとなスタイル』おとなすたいる ★　季刊（休刊：2018）

ライフスタイル誌　＃50代　＃ファッション　＃コスメ　＃カルチャー　＃インテリア

□『HERS』ハーズ　不定期

ファッション誌

＃45-52歳のバブル世代　＃ファッション　＃ビューティー　＃ライフスタイル　＃カルチャー

□『GOLD』ゴールド ★　月刊（休刊：2016）

ファッション＆ライフスタイル情報誌

＃40代後半-50代　＃ファッション　＃ビューティー　＃旅　＃食　＃アート

□『éclat』エクラ　月刊

『素敵なあの人』（2018年冬）-

50代-
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252461416
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001995
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252664814
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003815
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002453
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007615
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006462
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006722
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1241632000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003490
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004410
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003490
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004410
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006462
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003815
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252461416
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007615
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1241632000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252664814
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001995
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002453
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006722


星印がないものは最新1年分が閲覧室にあります（それ以降の号は書庫にあります）

☆：最新1年分が開架書庫（入れる書庫）にあります（それ以降の号は書庫にあります）

★：すべて書庫にあります

都立多摩図書館

2023.3

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

1巻1号（1989年7月）, 1巻4号通巻4号（1989年10月5日）-　※欠号多数

1巻1号通巻1号（1990年5月）-　※欠号多数

1号（2013年9月）-

プレ創刊号（2019年4月）- （2021年3・4月）

1号（1998年10月）- 51号（2003年4月）,

7巻5号通巻70号（2007年5月）-

2号（2016年秋・冬）- 7号（2019年4月）

1巻11号通巻1号（2015年11月）-  3巻2号通巻13号（2017年1・2月）

＃健康　＃グッズ　＃パズル

□『わたし時間』わたしじかん ★　隔月刊（休刊：2021）

生活情報誌　＃50歳から　＃ファッション　＃美容　＃旅　＃健康　＃お金　＃夫婦・親子関係

□『ゆうゆう』ゆうゆう　月刊

生活総合誌　＃50代から　＃健康　＃手作り　＃生き方

□『毎日が発見』まいにちがはっけん　月刊　改号して継続刊行

1号（2004年3月）, 39号（2007年4月）-

ラグジュアリー・マガジン

＃30代以上　＃ファッション　＃ビューティー　＃旅　＃アート　＃インテリア

□『L'OFFICIEL JAPAN』ロフィシャルジャパン ★　月刊（休刊：2017）『L’OFFICIEL』日本版

＃ファッション　＃カルチャー

□『i-D JAPAN』アイディージャパン ★　半年刊　『i-D magazine』日本版

ファッション誌　＃読み物　＃カルチャー

□『Harper's BAZAAR』ハーパーズ バザー　月刊　『Harper's BAZAAR』日本版、休刊後再創刊

＃20-30代　＃ファッション　＃美容　＃旅　＃料理　＃読み物　＃文化　＃インテリア

□『FIGARO japon』フィガロ ジャポン　月刊　『madame FIGARO』日本版

国際的女性誌　＃ファッション　＃ビューティー　＃ライフスタイル

□『ELLE (エル・ジャポン)』エル　月刊　『ELLE』日本版

＃ファッション　＃アート　＃カルチャー

□『CR FASHION BOOK JAPAN』CRファッションブック ジャパン ★　半年刊（終刊：2021）

　 『CR FASHION BOOK』日本版

1巻1号（1982年5月）- 8巻10号通巻131号（1989年6月5日）,

1巻1号通巻1号（2000年10月）- 11巻12号通巻123号（2010年12月）,

1号（2018年秋冬）- 7号（2021年秋冬）

モード

50代-
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243950000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252295016
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192806
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006893
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006632
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1226096000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252168547
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1240843000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250248124
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002003
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004461
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003845
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252168547
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1240843000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002003
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006893
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243950000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192806
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004461
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003845
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252295016
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1226096000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250248124
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006632
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【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

1巻1号通巻1号（2008年4月）- 1巻6号通巻6号（2008年9月）

1号（2015年3月）-

216号（1983年5月）-　※欠号多数

[1巻1号]通巻1号（2007年4月）-　※欠号多数

1号（2014年12月）-　※欠号多数

1巻1号通巻1号（1989年11月）-　※欠号多数

『marie claire Japon』

　1巻1号通巻1号（1982年7月）- 18巻5号通巻198号（1999年5月）※欠号多数

『marie claire』1巻1号通巻1号（2003年6月）- 7巻9号通巻76号（2009年9月）

1巻1号通巻1号（1989年10月）- 7巻2号通巻13号（1995年10月）

ファッション誌　＃ファッション　＃ビューティー

□『VOGUE JAPAN』ヴォーグ ジャパン　月刊　『VOGUE』日本版、『VOGUE NIPPON』の改題

ファッション誌　＃ファッション　＃ビューティー　＃トラベル　＃アート　＃カルチャー

□『Lula JAPAN』ルラジャパン ☆　半年刊　『Lula』日本版

□『MODE et MODE』モードェモード　季刊

＃ファッション関係のプロ向け　＃ファッション　＃パリ・コレ

□『marie claire bis』マリ クレール ビス ★　半年刊（休刊：1995）『marie claire bis』日本版

＃ファッション　＃美容　＃ライフスタイル　＃トレンド

□『marie claire』マリ クレール ★　月刊　『marie claire』日本版

『marie claire style』

　1巻3号通巻3号（2012年9月27日）- 9巻11号通巻142号（2020年10月15日）※欠号多数

　1巻1号通巻1号（1999年6月）- 5巻5号通巻48号（2003年5月）

『VOGUE JAPAN』141号（2011年5月）-

＃米国版の翻訳記事　＃ファッション　＃美容　＃旅　＃食　＃アート　＃インタビュー

□『T JAPAN』ティージャパン　季刊　『T: The New York Times Style Magazine』日本版

モード・エンターテインメント・マガジン　＃ファッション　＃ライフスタイル　＃カルチャー

□『SPUR』シュプール　月刊

ファッションマガジン　＃20代　＃海外モデルのファッション　＃ライフスタイル

□『RUSSH JAPAN』ラッシュ ジャパン ★　月刊（休刊：2009）『RUSSH』日本版

モード誌　＃25-35歳　＃ファッション　＃ビューティー　＃ヘルス　＃カルチャー　＃アート

＃ジャーナル

□『Numéro TOKYO』ヌメロ トウキョウ　月刊　『Numéro』日本版

高級モード誌　＃化粧　＃香水　＃アクセサリー　＃コレクション取材

『VOGUE NIPPON』1号（1999年9月）- 140号（2011年4月）

モード
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003744
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220865000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243935000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250861891
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003196
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1238732000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225828000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253263886
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202734061
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1251495828
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003498
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1244266000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253375482
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202734061
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003498
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225828000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253263886
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003744
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1251495828
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220865000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220865000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250861891
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1238732000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003196
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003196
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243935000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253375482
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1244266000
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【所蔵】

（1978年秋冬）-　※欠号多数

1号（2015年春）-

1号（2012年秋）, 26号（2018年冬）- 40号（2022年夏）

98号（1977年10月）-　※欠号多数

1号（2002年春）-　※欠号：11号（2004年秋）, （2009・2010年冬）

1号（2017年4月）-

1巻1号通巻1号（1974年10月）,

2巻1号通巻3号（1975年2月）- 9巻2号通巻31号（1983年4月）※欠号多数

4号（2005年10月）-　※欠号：5号（2006年3月）, 7号（2006年9月）

『婦人百科』25号（1967年4月）- 336号（1993年3月）※欠号多数

作り方つきファッション誌

□『ミセスのスタイルブック』ミセスのスタイルブック　季刊

＃テレビ番組のテキスト　＃手作り

□『おしゃれ工房』おしゃれこうぼう ★　月刊（休刊：2010） 『婦人百科』の改題

『おしゃれ工房』337号（1993年4月）- 540号（2010年3月）

ファッション・カルチャー誌

□『Violet BOOK JAPAN』ヴァイオレットブックジャパン ☆　不定期　『Violet BOOK』日本版

総合情報誌　＃若い女性　＃インテリア　＃リビング

□『SAISON de non-no』セゾン ド ノンノ ★　季刊（終刊：1983）

研究誌　＃ファッション　＃衣服　＃都市論

□『Fashion Talks･･･』 ファッション トークス　半年刊

こころのバリアフリー＆ビューティーマガジン　＃障がい者のおしゃれ・恋愛・結婚

着物ライフスタイルマガジン

＃20代後半-40代　＃着物　＃ナチュラルな暮らし　＃旅行　＃料理

□『七緒』ななお　季刊

きもの好き必見の専門誌　＃きもの

□『家庭画報特選 きものSalon』かていがほうとくせん きものサロン　半年刊

「和」のライフスタイルマガジン　＃きもの　＃美容　＃旅　＃食　＃文化　＃住

□『美しいキモノ』うつくしいきもの　季刊

□『Co-Co Life 女子部』ココ ライフ じょしぶ ★　季刊（休刊：2022）

きもの

手作り

Fashion等

その他
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1214635000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250545428
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252547626
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1229117000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1239508000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225806000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006692
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003623
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1218086000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252005869
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225806000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003623
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006692
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1214635000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250545428
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252005869
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1218086000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1218086000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252547626
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1229117000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1239508000
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1巻1号（1937年11月）, 211号（1968年1月）-　※欠号多数

1巻1号通巻1号（2013年1月）- 2巻3号通巻9号（2014年5月）,

[1号]（2017年11月）- 6号（2018年4月）

27巻1号通巻295号（1972年1月）- 28巻4号通巻311号（1973年4月）

1号（1979年9月）- 4号（1980年6月）

コスメ＆メイク

＃ファッション　＃料理　＃読み物　＃手作り

□『婦人会報』ふじんかいほう ★　季刊（休刊：1980）

＃花とファッション　＃読み物

□『新婦人』しんふじん ★　月刊（終刊：1973）

総合ビューティー誌

＃25-35歳　＃アラサー　＃メイク　＃スキンケア　＃ヘアアレンジ　＃ダイエット

□『姉ageha（お姉さんアゲハ）』おねえさんあげは ☆　季刊　改号して継続刊行

美容誌　＃20代後半　＃コスメ情報

□『VoCE』ヴォーチェ　月刊

ビューティー誌　＃20代　＃ビューティー　＃コスメ　＃クチコミ情報

□『up PLUS』アッププラス　月刊　『bea's up』の改題

ビューティーマガジン　＃20-25歳のOL・学生　＃ファッション　＃ビューティー　＃ヘアスタイル

□『ar』アール　月刊

ビューティー誌　＃ギャル

□『ageha』アゲハ ★　月刊（終刊：2018）　『egg』とコラボし『LOVEggg』と改題

『bea's up』1巻1号（1997年3月）, 11巻4号（2007年4月）- （2018年3月）

　※欠号：（2017年11月）

『up Plus』（2018年4月）-

1巻1号（1995年10月）-　※欠号多数

1巻1号通巻1号（1998年5月）, 14巻9号通巻169号（2011年9月）-

1巻1号通巻1号（2015年5月）-

ビューティマガジン　＃30代　＃メイク　＃スキンケア　＃ヘアケア　＃ボディケア

＃インナービューティー　＃ライフスタイル　＃メディカル

□『美的』びてき　月刊

企業文化誌（資生堂）

＃20-30代　＃美容・化粧情報　＃ファッション　＃食文化　＃カルチャー　＃文芸

□『花椿』はなつばき　半年刊

1巻1号通巻1号（2001年5月）, 7巻5号通巻77号（2007年9月）-　※欠号多数

20代

Fashion等

その他
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217721000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220242000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252005945
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252170356
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252178673
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006225
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202733525
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001145
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003649
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1219992000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252413510
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1219992000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001145
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252005945
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217721000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220242000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252178673
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252178673
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006225
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252170356
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202733525
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003649
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252413510
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『美ST』3巻10号（2011年10月）-

創刊準備号（2017年4月）, 1巻10号通巻1号（2017年10月）,

2巻8通巻7号（2018年8月）-　※欠号：2巻10号通巻9号（2018年10月）

1巻1号（2004年11月）, 8巻9号通巻83号（2011年9月）-

（2016年秋） -

『美STORY』1巻10号（2009年10月）- 3巻9号（2011年9月）

美容情報誌　＃40-50代　＃美・食・習

□『美ST』びすと　月刊　『美STORY』の改題

美容マガジン　＃メイク　＃スキンケア

□『MAQUIA』マキア　月刊

コスメ批評誌　＃ファッション　＃美容　＃コスメのテスト　＃健康

□『LDK the Beauty』エルディーケー ザ ビューティ　月刊

美容誌　＃30-40代

□『＆ROSY』アンドロージー　隔月刊
30-

40代
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004930
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252005799
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202733880
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253052901
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253485650
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253485650
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252005799
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252005799
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202733880
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004930
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253052901
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ネイル総合情報誌　＃20代前半　＃ネイルファン

□『NAIL EX』ネイル イーエックス　隔月刊　『NAIL MAX』の改題

『NAIL MAX』（2013年6月）- （2020年10月）

『NAIL EX』（2020年12月）-

20号通巻27号（2007年1月）- 103号通巻122号（2022年冬）※欠号：通巻22号（2007年夏増刊）

ネイルアート専門情報誌　＃ハイティーンから20代　＃ネイル　＃スクール・サロン情報

□『NAIL UP!』ネイルアップ！ ★　季刊（休刊：2022）

ヘアスタイル・エステ

1号（2016年12月）- 10号（[2019年3月]）

67号（1995年6月）- 96号（2001年冬）

エステティック及びスパ専門誌　＃スキンケア　＃ヘアケア　＃ボディケア　＃ダイエット

＃エステティック情報　＃サロン　＃化粧品　＃美容マシン

□『les nouvelles esthetiques Japon spa』ヌーヴェルエステティック スパ 日本版 ☆　季刊

　 『les nouvelles esthetiques spa』日本版

＃ビューティー　＃ヘアスタイル　＃カルチャー　＃スタイリスト・美容師探し

□『bangs TOKYO』バングス トーキョー ★　季刊

4号（1995年5月）- 18号（2001年11月）

ネイルアート

14巻1号通巻51号（2008年3月）-

1号 (2014年2月) -

＃ヘアスタイル　＃サロン

□『ヘアスタイル1000』へあすたいる1000 ★　半年刊

美容情報誌　＃10代後半-20代前半　＃ヘアスタイル　＃メーク　＃スキンケア

□『ヘア AND メーク』へあ&めーく ★　季刊（終刊：2001）

美容情報誌　＃美容師、スタイリスト　＃ヘア

□『TOKYO FASHION EDGE』トウキョウ ファッション エッジ ☆　隔月刊　改号して継続刊行

43号（2008年5月）- 76号（2013年12月）,
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252005071
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252005071
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252514110
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252514110
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252571476
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252571476
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002463
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002463
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1240824000
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シンプル＆ナチュラル系ライフスタイル

【所蔵】

【所蔵】

健康生活情報誌

＃30-40代　＃スキンケア　＃食　＃運動　＃ダイエット　＃病気予防　＃生活雑貨　＃家電

□『からだにいいこと』からだにいいこと　隔月刊

ヨガ情報誌　＃ファッション　＃食生活　＃ダイエット　＃ヨガ

□『Yogini』ヨギーニ ★　隔月刊（休刊：2022）　改号して刊行

ヨガ＆ライフスタイル誌　＃20代後半から　＃ファッション　＃美容　＃食事　＃ヨガ　＃健康促進法

□『yoga JOURNAL』ヨガジャーナル　隔月刊　『yoga JOURNAL』日本版

ヘルシーマガジン　＃ダイエット　＃食事

□『Vivant』ヴィヴァン ★　隔月刊（終刊）

ウェルネス＆ビューティマガジン　＃メイク　＃インナービューティー

□『kiitos』キイトス　不定期

1巻1号通巻1号（2018年11月）- 5巻5号通巻24号（2022年9月）

1巻1号通巻1号（2008年7月）-

1号（2004年11月）- 65号（2018年7月）,

2号（2015年6月）-

1号（1987年7月）- 4号（1987年12月）

美容

1号（2009年春）- 10号（2011年夏）,

1巻1号通巻1号（2011年秋）- 4巻5号通巻19号（2015年7月）

1巻1号（2003年11月）-　※欠号多数

□『giorni』ジョルニ ★　隔月刊（休刊：2015）　改号して刊行

11巻10号通巻128号（2015年10月）-

『美人計画』1巻1号（2007年7月）- 1巻6号（2007年12月）

美容健康雑誌　＃30代の働く女性　＃健康・美容情報　＃ダイエット　＃心のケア

□『美人計画』びじんけいかく ★　月刊（終刊：2008）　『美人計画 HARuMO』と改題

ライフスタイル誌　＃50-60代　＃ファッション　＃美容　＃料理　＃インテリア　＃連載

□『ku:nel』クウネル　隔月刊

ライフスタイルマガジン　＃30代からの上昇志向の女性　＃ファッション　＃旅　＃料理
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[1号]（2007年11月）- 24号（2013年12月）,

1巻1号通巻25号（2014年春）-

1巻1号通巻1号（2010年12月）-　※欠号：通巻100号（2019年2月増刊）

総合ライフスタイル誌　＃美容　＃旅　＃料理　＃ヘルスケア　＃インテリア　＃手作り

□『リンネル』りんねる　月刊

ファッション誌　＃20代後半-30代　＃ナチュラルファッション　＃デイリーウェア

□『ナチュリラ』なちゅりら　季刊　改号して継続刊行

ナチュラルライフ誌　＃料理　＃インテリア　＃小物づくり

□『天然生活』てんねんせいかつ　月刊　改号して継続刊行

＃ファッション　＃インテリア　＃北欧の雑貨

□『暮らしと私と北欧と。』くらしとわたくしとほくおうと ☆　不定期

大人のおしゃれマガジン　＃ファッション　＃ショッピング

□『クシュフル』くしゅふる ★　隔月刊（休刊：2015）

1号（2003年11月）,

2巻3号通巻8号通号9号（2005年6月）- 16巻4号通巻173号通号171号（2019年4月）　※欠号多数

2号（2018年6月）- 6号（2020年6月）

1巻1号通巻1号通号172号（2019年10月）-

1巻1号通巻1号（2014年4月）-

22号（2013年5月）- 34号（2015年5月）

『Body+』2巻9号 通巻14号（2006年9月）- 11巻 3号 通巻116号（2015年3月）

3号（2015年6月）-

ライフスタイル雑誌

＃40代後半-50代　＃ファッション　＃美容　＃旅行　＃食　＃健康　＃インテリア　＃家作り　＃家事

□『大人のおしゃれ手帖』おとなのおしゃれてちょう　月刊

＃ファッション　＃ライフスタイル　＃トラベル　＃コラム

□『ONKUL』オンクル　半年刊

＃ファッション　＃スキンケア　＃ライフスタイル　＃食　＃日用品　＃植物

□『nice things.』ナイスシングス　季刊　『Body+』の改題

『nice things.』11巻4号通巻117号（2015年4月）-
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＃女の子のひとり旅　＃旅

□『たびぃじょ』たびぃじょ ☆　半年刊

旅の情報誌　＃旅　＃地図・アクセス

1巻1号通巻1号（2018年7月）-

7号（2013秋）-　欠号：19号（2019年）, 22号（2021年）

結婚総合情報誌　＃結婚準備を始める・結婚準備中のカップル　＃結婚式のノウハウ　＃結婚式会場

＃衣装　＃ジュエリー　＃引出物　＃写真・ビデオ　＃二次会　＃ハネムーン

□『ゼクシィ 首都圏版』ぜくしぃ しゅとけんばん　月刊　 『ゼクシィ』の改題

ウエディング情報誌　＃美容　＃装い　＃式場選び　＃挙式の演出　＃引き出物

□『グレイスフルウエディング』ぐれいすふるうえでぃんぐ ★　半年刊　『MISS Wedding』と改題

モードなウエディング誌　＃セレブのウエディング　＃ドレスカタログ

□『VOGUE JAPAN Wedding』ヴォーグウエディング　半年刊

結婚情報誌　＃結婚式　＃ドレス　＃ジュエリー

□『marie claire style mariage』マリ クレール スタイル マリアージュ ★　不定期

結婚情報誌　＃ウエディング　＃式場　＃ドレス選び

□『25ans Wedding』ヴァンサンカンウエディング　年3回刊　『The Wedding』の改題

ウエディング

『25ans Wedding』（2010年11月）-

『グレイスフルウエディング』（2007年秋冬）- （2009年11月）

『ゼクシィ首都圏版』8巻6号通巻84号（2000年6月）-　※欠号多数

旅・アウトドア

1巻1号通巻1号（2017年6月）- 1巻2号通巻2号（2017年12月）

1号（2012年12月）-

『ゼクシィ』1巻1号通巻1号（1993年7月）- 8巻5号通巻83号（2000年5月）

トラベルガイド誌　＃30-40代　＃旅行

□『FIGARO japon voyage』フィガロ ジャポン ヴォヤージュ　季刊

総合旅行誌　＃トラベルファッション　＃旅　＃コラム・連載

□『CREA Traveller』クレアトラベラー　季刊

□『OZ magazine TRIP』オズマガジントリップ ☆　季刊

1巻1号通巻1号（2006年12月）-

1号（2005年）-　※欠号：22号（2010年）
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□『CHANTO』チャント ★　月刊（終刊：2020）

モノ情報誌　＃20代後半-30代前半のママ

□『aene』アイーネ ★　月刊（休刊：2015）

『Living BOOK』1巻1号通巻1号（1981年11月）- 5巻12号通巻63号（1986年10月）

アウトドア専門誌　＃アウトドアウェア　＃グルメ　＃温泉

□『ランドネ』らんどね　隔月刊

1号（2015年10月）- 3号（2016年4月）

1号（2006年春）, 1巻1号通巻1号（2007年10月）- 2巻7号通巻19号（2009年4月）

1巻1号（2004年12月）-　※欠号多数

1号（1997年12月）- 18号（1999年5月）

1巻7号通巻1号（2013年7月）-

1巻1号通巻1号（2014年7月）- 7巻4号通巻70号（2020年4月）

『ESSE』6巻1号通巻64号（1986年11月）-　※欠号：別冊（1992年5月）

1号（2009年6月）-　※欠号：2号（2009年10月）

家庭実用情報

1巻1号（2014年7月）- 1巻 8号（2015年2月）

＃40代　＃料理　＃健康　＃生活お役立ち情報　＃NHK「あさイチ」

□『NHKあさイチマガジン』NHKあさいちまがじん ★　不定期

生活情報誌　＃30-40代　＃ビューティー　＃インテリア　＃グッズ　＃手作り

□『Mart』マート　季刊

ライフスタイル情報誌　＃30代後半-40代の主婦　＃美容　＃料理　＃健康　＃インテリア

□『Lucere!』ルチェーレ! ★　月刊（休刊：2009）

モノ批評誌　＃30-40代の主婦　＃商品紹介　＃テスト

□『LDK（Living Dining Kitchen）』エル ディー ケー ☆　月刊

生活実用誌

□『good housekeeping 日本版』グッド ハウスキーピング　にほんばん ★　月刊（休刊：1999）

　 『GOOD HOUSEKEEPING』日本版

生活情報誌　＃主婦

□『ESSE』エッセ ☆　月刊　 『Living BOOK』の改題

生活情報誌　＃働く主婦　＃おしゃれ　＃子育て　＃料理　＃健康管理　＃家事　＃夢実現
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253115785
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253115785
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002800
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002800
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002796
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002796
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1221351000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1221351000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1214717000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1214717000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243060000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243060000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001752
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001752
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252491265
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252491265
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1251438225
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1251438225
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003957
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003957
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1221351000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003957
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252491265
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1251438225
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243060000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001752
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002796
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1214717000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253115785
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002800
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生活情報誌　＃主婦　＃片付け　＃家計管理　＃ストレスケア　＃開運法

□『PHP くらしラク〜る』PHPくらしらくーる ☆　月刊

生き方情報誌　＃30代　＃読み物　＃実用記事　＃エッセイ

□『PHP Special』PHPスペシャル ☆　月刊　『PHP増刊号』の改題

『PHP Special』1号（1998年8月）-　※欠号：119号（2008年6月）

24巻12号（2014年12月）-

1巻1号通巻1号（1977年5月）-　※欠号多数

1巻1号（1985年7月）-　※欠号多数

1巻1号通巻6号（2009年冬）- 14巻2号通巻60号（2022年夏）

＃おしゃれ　＃美容　＃料理　＃家事　＃片付け　＃掃除　＃節約

□『クロワッサン』くろわっさん　半月刊

ファミリーマガジン

＃若い子育て世代　＃赤ちゃんから小学生の子どものいる家族　＃働く　＃子育て

□『かぞくのじかん』かぞくのじかん ★　季刊（休刊：2022）

生活情報誌　＃レシピ　＃健康　＃家事

□『オレンジページ』おれんじぺーじ　月2回刊

57巻5号（1981年4月）-　※欠号：61巻3号（1985年2月増）

1巻1号（1995年7月）- 11巻8号通巻112号（2005年8月）

1巻1号通巻1号（2005年12月）- 5巻1号通巻38号（2009年1月）

1巻1号（1995年11月）- 24巻9号通巻360号（2019年1月）　※欠号多数

生活誌　＃30-40代　＃料理　＃生活　＃カラダ

□『saita（咲いた）』サイタ ★　不定期（休刊：2019）

ヘルシー生活実用誌

＃フレッシュミセス　＃美容　＃育児　＃料理　＃家族の健康　＃掃除　＃収納整頓　＃家計のやりくり

□『おはよう奥さん』おはようおくさん ★　月刊（休刊：2013）

農村向けのマスメディア　＃実用記事　＃食と農　＃協同　＃家族　＃スローライフ

□『家の光』いえのひかり ☆　月刊

67号（2016年3月）-

1巻1号通巻1号（1988年5月25日）- 3巻7号通巻46号（1990年4月10日）,

ライフ・ソリューション誌　＃忙しくて時間のない女性　＃生活手法

□『REAL SIMPLE JAPAN』リアルシンプル ジャパン ★　月刊（休刊：2009）

　 『REAL SIMPLE』日本版

健康情報マガジン　＃活動的ミセス　＃美容　＃料理　＃生活情報

□『pumpkin』パンプキン　月刊　改号して継続刊行

『PHP増刊号』5号（1970年7月）-（1988年7月）※欠号多数
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1221832000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1221832000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243440000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243440000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004358
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004358
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253372807
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253372807
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003168
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003168
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252189530
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252189530
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1251690766
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1251690766
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1214500000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1214500000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253246087
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253246087
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228606000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228606000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252709467
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252709467
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1215851000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1215851000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243440000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003168
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1215851000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228606000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252709467
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1214500000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253246087
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252189530
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1251690766
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004358
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253372807
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1221832000
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生活情報誌　＃主婦

1巻1号通巻1号（1987年11月25日）-　※欠号多数

『暮しの手帖』昭和29年1号通巻23号（1954年3月）- 昭和44年2号通巻100号（1969年4月）

□『レタスクラブ』れたすくらぶ ☆　月刊

＃家庭生活全般　＃24-35歳　＃食生活　＃健康　＃婦人四誌のひとつ

□『婦人生活』ふじんせいかつ ★　月刊（休刊：1986）

総合婦人誌　＃主婦が家庭をとりしきるために必要な知識と情報　＃衣食住　＃生活知識　＃商品情報

□『婦人倶楽部』ふじんくらぶ ★　月刊（終刊：1988）

暮らしのアイデア情報誌　＃ミセス　＃料理　＃洗濯　＃掃除　＃家事

□『すてきな奥さん』すてきなおくさん ☆　不定期

『主婦之友』4巻6号（1920年6月）- 37巻11号（1953年10月）※欠号多数

1号（1969年3月）- 339号（1997年5月）※欠号多数

『主婦の友』38巻1号（1954年1月）- 92巻7号通巻1176号（2008年6月）※欠号多数

1巻1号（1990年5月）-　※欠号：1巻2号（1990年6月）

9巻5号（1928年5月）- 69巻4号（1988年4月）※欠号多数

1巻1号（1947年5月）, 4巻6号（1950年6月）,

22巻1号（1968年1月）- 40巻8号（1986年8月）※欠号多数

1巻1号通巻1号（1996年5月）-　※欠号多数

1巻1号（1946年5月）, 1巻3号（1946年7月）- 48巻4号（1993年4月）※欠号多数

生活情報誌　＃ミセス　＃健康　＃衣食住　＃教育　＃お金　＃家庭生活

□『ショッピング』しょっぴんぐ ★　月刊（休刊：1997）

婦人誌　＃主婦　＃美容　＃料理　＃家事　＃家計

□『主婦の友』しゅふのとも ★　月刊（終刊：2008）『主婦之友』の改題

実用と教養の総合誌　＃30代後半-40代前半の既婚女性　＃ミセス　＃ファッション　＃料理　＃健康

＃インテリア　＃教育　＃家計　＃利殖　＃生きがい　＃生活設計

□『主婦と生活』しゅふとせいかつ ★　月刊（休刊：1993）

生活情報誌　＃30-40代の既婚女性　＃育児　＃料理　＃家事　＃新製品情報

□『サンキュ!』さんきゅ！ ☆　月刊

『暮しの手帖 第5世紀』1号通巻484号（2019年8・9月）-

生活実用雑誌

□『暮しの手帖』くらしのてちょう　隔月刊　 『美しい暮しの手帖』の改題

『美しい暮しの手帖』1号（1948年9月）- 22号（1953年12月）

『暮しの手帖 第4世紀』

　1号通巻329号（2002年12月・2003年1月）-  100号通巻483号（2019年6・7月）

『暮しの手帖 第3世紀』1号（1986年3・4月）- 通巻328号（2002年12月）臨時増刊

『暮しの手帖 第2世紀』昭和44年3号通巻1号（1969年7月) - 昭和61年1号通巻100号（1986年2月)
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1214636000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1214636000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1215817000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1215817000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1215818000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1215818000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1215819000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1215819000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250721443
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250721443
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006918
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006918
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192814
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192814
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225489000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225489000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217318000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217318000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217319000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217319000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228846000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228846000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1237253000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1237253000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220247000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220247000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220252000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220252000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252168480
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252168480
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252168480
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1215817000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217318000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228846000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217319000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1237253000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220247000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220252000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220252000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192814
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225489000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006918
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1214636000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250721443
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250721443
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1215819000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1215818000
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誕生号（2018年7月）,  1巻1号通巻1号（2018年10月）- 3巻1号通巻9号（2020年冬）

1号（1996年4月）- 9巻2号通巻31号（2004年春）

1号（2007年4月）-

1巻1号通巻1号（2022年4月）-

1巻1号（2011年1月）- 1巻6号（2011年6月）

15巻8号通巻98号（1971年11月）-　※欠号多数

1巻1号通巻1号（2020年夏）-　※欠号：3巻3号通巻9号（2022年春）

1巻1号通巻1号（2006年秋）, 11巻2号通巻39号（2016年春）- 16巻4号通巻61号（2021年秋）

10巻1号通巻34号（1983年1月）- 19巻1号通巻90号（1992年2月）※欠号多数

＃料理　＃暮らし　＃料理家・栗原はるみ

□『栗原はるみ すてきレシピ』くりはらはるみ すてきれしぴ ★　季刊（終刊：2006）

＃ファッション　＃料理レシピ　＃インテリア　＃暮らしの知恵　＃料理家・栗原はるみ

□『栗原はるみ』くりはらはるみ ☆　年3回刊

＃20-40代女性の料理ビギナー　＃料理　＃テキスト

□『きょうの料理 ビギナーズ』きょうのりょうりびぎなーず ☆　月刊

家庭料理雑誌　＃料理　＃テキスト

□『きょうの料理』きょうのりょうり　月刊

月刊テキスト誌　＃料理

□『上沼恵美子のおしゃべりクッキング』かみぬまえみこのおしゃべりくっきんぐ ★　月刊（休刊：2022）

ライフスタイルマガジン　＃30-40代　＃主婦　＃ファッション　＃インテリア　＃料理家・栗原はるみ

□『haru_mi』ハルミ ★　季刊（終刊：2021）

＃ライフスタイル　＃料理　＃レシピ

□『cookpad plus』クックパッドプラス ☆　季刊　改号して継続刊行

料理誌　＃料理

□『3分クッキング』3ぷんくっきんぐ ★　月刊

料理
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225443000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225443000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006538
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006538
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007217
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007217
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202733975
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202733975
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250003206
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250003206
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228661000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228661000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252316192
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252316192
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007748
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007748
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243686000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243686000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006538
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243686000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252316192
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007748
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250003206
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228661000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007217
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202733975
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225443000
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オフタイム・マガジン

＃お母さんと家族　＃3-7歳の子供をもつ30代の母親　＃レジャー　＃ショップ　＃グッズ

□『Qusqus』クスクス ★　月刊（休刊：1993）

出産準備完璧マガジン　＃中-後期妊婦さん

□『Pre-mo』プレモ ☆　季刊

子育て誌　＃幼児、小学生（低学年）の親御様　＃子育て

□『PHP のびのび子育て』PHPのびのびこそだて ★　月刊（休刊：2021）『別冊PHP』の改題

『PHP のびのび子育て』279号（2010年1月）- 416号（2021年6月）

『赤ちゃんとママ』42巻4号（2007年4月）- 56巻16号（2022年4月）

1巻1号通巻1号（2013年12月）-

『miki HOUSE Love』7巻4号（1996年5月）

子育て応援誌　＃0-6歳児を持つ27歳を中心とした主婦層　＃ファッション　＃育児情報　＃ベビーウェア　＃

ファミリーイベント

□『miki HOUSE Love』ミキハウスラブ ★　月刊（休刊：2002）『maia』の改題

『maia』1巻1号（1993年11月）, 5巻3号（1994年3月）- 7巻2号（1996年2月）

マタニティ・子育て

1巻1号通巻1号（2002年11月）, 7巻1号通巻63号（2008年1月）-

育児誌　＃2-6歳のお子さんを持つお母さん　＃親子時間

1巻1号通巻1号（1992年11月）- 2巻6号通巻8号（1993年6月）

『赤ちゃんと！』57巻1号（2022年5月）-

育児雑誌　＃育児

□『赤ちゃんと！』あかちゃんと！ ☆　月刊　『赤ちゃんとママ』の改題

『別冊PHP』1号（1986年5月）- （2009年12月増刊）※欠号多数

1巻1号通巻1号（2002年11月）, 6巻4号通巻54号（2007年4月）-

□『kodomoe』コドモエ　隔月刊

＃妊娠中-小学生の子どもを子育て中のママ　＃ベビー・キッズ・ジュニアのファッション

＃遊びに行くスポット紹介

□『HügMüg』ハグマグ　季刊　改号して継続刊行

ライフスタイルマガジン　＃ワーキングマザー　＃両立　＃職場復帰　＃保育園

□『bizmom』ビズマム ★　季刊　※（2019年冬・春）以後インターネット

育児総合誌　＃0か月-1歳半ベビーのいるママ　＃親子ファッション　＃育児　＃病気　＃お世話　＃グッズ

□『Baby-mo』ベビモ　季刊

1号（2011年10月）- 6号（2012年）,

（2008年春）-（2019年冬・春）

1号（2012年8月）-　※欠号：30号（2020年秋冬）
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252180815
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252180815
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252469593
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252469593
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253513450
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253513450
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000755
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000755
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002140
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002140
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253365350
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253365350
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202733352
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202733352
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1229349000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1229349000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252973186
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252973186
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252180815
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252180815
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253306044
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253306044
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252220830
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252220830
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007749
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007749
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252973186
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252220830
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002140
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1202733352
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253365350
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252180815
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253306044
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007749
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1229349000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252180815
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253513450
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252469593
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000755
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□『後期のたまごクラブ』こうきのたまごくらぶ ☆　季刊

＃妊娠５・６・７カ月　＃出産準備　＃からだの変化　＃お金　＃保活

□『中期のたまごクラブ』ちゅうきのたまごくらぶ ☆　季刊

＃妊娠２・３・４カ月　＃第１子妊娠超初期　＃つわり　＃体や肌質の変化　＃食事

□『初めてのたまごクラブ』はじめてのたまごくらぶ ☆　季刊

＃第１子妊娠中期-後期のプレママ　＃出産準備グッズ　＃名づけ　＃体重管理　＃体型戻し

□『たまごクラブ』たまごくらぶ ★　月刊（終刊：2022）

教養誌　＃30代の母親　＃育児　＃生活

1号（1973年11月）, 41号（1977年3月）- 50号（1977年12月）

118号（1963年5月）-　※欠号多数

□『マミール』まみーる ★　月刊（休刊：1992）

育児指導誌　＃幼い子を持つ母親　＃育児　＃母親の生き方　＃子供向けの童話

□『母の友』ははのとも　月刊

＃ファッション　＃美容　＃子育て　＃子ども服　＃手作り　＃読み物

□『すてきなお母さん』すてきなおかあさん ★　月刊（休刊：1977）

2022年春夏, 1巻1号（2022年秋）-

2022年春, 1巻1号（2022年夏）-

1巻1号（2022年春）-

1巻1号（2022年春）-

1巻1号通巻1号（1993年11月）,

1巻7号通巻7号（1994年5月）- 29巻5号通巻338号（2022年4月）※欠号多数

1巻1号（2022年春）-

2022年春夏, 1巻1号（2022年秋）-

1巻1号（1972年5月）, 1巻7号（1972年11月）- 21巻6号通巻243号（1992年6月）※欠号多数

1巻1号通巻1号（1993年11月）,

1巻7号通巻7号（1994年5月）- 29巻6号通巻342号（2022年4月）※欠号多数

＃生後８・9・10・11・12カ月-2才　＃保育園　＃今後の生活　＃復職

□『後期のひよこクラブ』こうきのたまごくらぶ ☆　季刊

＃生後４・５・６・7か月　＃離乳食　＃おでかけ

□『中期のひよこクラブ』ちゅうきのひよこくらぶ ☆　季刊

＃生後0・1・2・３か月　＃赤ちゃんのお世話　＃育児グッズ

□『初めてのひよこクラブ』はじめてのひよこくらぶ ☆　季刊

＃第１子出産後から２歳までの赤ちゃんをもつママ　＃ワーママ　＃育児グッズ　＃離乳食　＃復職準備

＃保育園

□『ひよこクラブ』ひよこくらぶ ★　月刊（終刊：2022）

＃妊娠8・9・10カ月　＃名づけ　＃産後グッズ　＃入院準備
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225547000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225547000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1219995000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1219995000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225799000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225799000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253318277
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253318277
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007736
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007736
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007738
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007738
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007737
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007737
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253388020
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253388020
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007743
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007743
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007739
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007739
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007740
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007740
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225547000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1219995000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007740
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007743
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007739
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007737
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253388020
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253388020
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007736
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007738
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225799000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253318277
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253318277
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4巻3号通巻24号（1990年3月）- 18巻17号通巻345号（2004年9月13日）※欠号多数

1巻1号通巻1号（1988年6月2日）-　※欠号多数

□『SAVVY』サヴィ　月刊

生活情報誌　＃関西で暮らす主婦　＃ファッション　＃コスメ　＃旅行　＃料理　＃ショッピング

＃家事　＃住まい

□『Richer』リシェ ★　月刊（休刊：2014）

よりみち案内帳　＃20-30代の東京の女性　＃旅　＃カルチャー　＃街

□『OZ magazine』オズマガジン　月刊　『オズマガジン』の改題

ライフスタイルマガジン　＃20代後半-30代　＃旅　＃食　＃東京

1巻1号通巻1号（2008年10月）- 7巻12号通巻75号（2014年12月）

22巻8号通巻432号（2008年4月21日）-

その他

『OZ magazine PLUS』48号（2016年5月）- 55号（2017年秋）

1巻1号通巻1号（1991年10月8日）, 4巻2号通巻56号（1994年1月25日）-　※欠号多数

1巻0号（1989年8月）-

1巻1号通巻1号（1970年3月20日）-　※欠号：9巻6号通巻191号（1978年3月20日）

□『an・an』アン・アン　週刊

1巻1号通巻1号（2013年9月）-  4巻5号通巻18号（2016年9月）

＃20代後半-30代前半の仕事を持つ未婚女性　＃ファッション　＃ビューティー　＃読み物

＃カルチャー　＃エンタメ

□『ROLa』ローラ ★　隔月刊（休刊：2016）

ライフスタイル誌　＃20-30代の働く女性

□『OZ magazine PLUS』オズマガジンプラス ★　季刊（休刊：2017）　『OZ plus』の改題

ライフスタイル誌　＃ファッション　＃ビューティー　＃仕事　＃トラベル　＃リビング

□『FRaU』フラウ　不定期

ワンテーマ・マガジン　＃ライフスタイル　＃美容　＃旅　＃カルチャー

□『CREA』クレア　季刊

＃ファッション　＃ビューティー　＃恋愛　＃旅　＃ヘルス　＃カルチャー　＃芸能　＃占い

『OZ plus』1号（2008年7月）- 47号（2016年3月）※欠号：10号（2010年1月）

□『Hanako』ハナコ　月刊

1巻1号通巻78号（1984年12月）, 23巻4号通巻352号（2007年4月）-

1巻1号（1996年7月）- 4巻4号（1999年4月）

＃30-40代　＃美術　＃音楽　＃舞台　＃映画　＃読書

□『楽』らく ★　月刊（休刊：1999）

ライフスタイルマガジン　＃京阪神地区の20-30代　＃ファッション　＃ビューティー　＃旅　＃グルメ

総合

情報

タウン

情報
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1229289000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1236048000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252436373
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253097105
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004477
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001826
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1245001562
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1245000139
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1251719019
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252770805
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252167347
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253401399
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1245000139
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1245001562
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252770805
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1251719019
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004477
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252436373
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1236048000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1229289000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001826
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253097105
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252167347
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253401399
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＃仕事を持つ若い女性　＃悩み（時間活用、心理テスト、結婚、話し方、資格取得）

1巻1号通巻1号（1983年7月）- 2巻7号通巻13号（1984年7月）

1巻1号（1979年秋）, 1巻1号（1980年6月）- 28巻2号通巻303号 （2006年2月）※欠号多数

□『PHPカラット』PHPからっと ★　月刊（休刊：2008）

離婚情報誌　＃離婚を考えている人　＃アドバイス

□『LiZ』リズ ★　季刊（休刊：2000）

『PRESIDENT WOMAN』1巻1号通巻6号 （2015年10月）- 5巻1号通巻45号（2019年1月）

ステップアップマガジン　＃20代後半-30代前半のキャリア世代　＃結婚か仕事か　＃キャリアアップ

□『Optim』オプティム ★　月刊（休刊：1998）

男女の一線を越える雑誌　＃読み物

□『Free』フリー ★　月刊（終刊：1984）

＃カルチャー

□『COSMOPOLITAN 日本版』コスモポリタン　にほんばん ★　月刊（休刊：2006）

　 『COSMOPOLITAN』日本版

＃読み物　＃大人の女性が自分を磨くための情報　＃生活のヒント

□『私の時間』わたしのじかん ★　隔月刊（終刊：2015）

情報誌　＃30代の働く女性　＃ロールモデル　＃キャリア形成　＃ビジネス　＃マネー

＃新商品・サービス情報

□『日経WOMAN』にっけいうーまん　月刊

＃社会人のキャリアアップ　＃働き方　＃社会人大学・大学院　＃ビジネススキル　＃転職

□『日経CAREER MAGAZINE』にっけいキャリアマガジン ★　季刊

ビジネス教養誌　＃20-40代　＃海外旅行　＃料理　＃ヘルスケア　＃仕事のスキルアップ

＃キャリアマネジメント　＃ビジネスマナー　＃資産運用　＃宝飾品

□『PRESIDENT WOMAN Premier』プレジデント ウーマン プレミア　半年刊

　 『PRESIDENT WOMAN』の改題

1号（1988年5月）-

（2008年6月）-（2017年5月）

『PRESIDENT WOMAN Premier』5巻2号（2019年春）-

（2007年4月）- （2008年10月）

1巻1号通巻1号（1997年9月）- 4巻1号通巻8号（2000年春）

1巻1号通巻2号（2004年6月）- 11巻11号通巻70号（2015年10月）※欠号多数

開運スピリチュアル＆健康美容マガジン　＃30-40代　＃美容　＃健康　＃開運情報

□『ゆがふる。』ゆがふる ★　隔月刊（休刊：2015）

Vol.1（1996年12月）, 創刊準備号（1997年1月）,

1号（1997年4月）- 2巻10号通巻19号（1998年10月）

（2011年3月）- （2015年3月）

生き方

情報

生き方情

報・読み物
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243099000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252167937
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003836
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006813
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252523309
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1235424000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252197956
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253396368
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228751000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220340000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253246679
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220340000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228751000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003836
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1235424000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252523309
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006813
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252167937
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243099000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252197956
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253246679
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253246679
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253396368
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＃40代　＃ファッション　＃ビューティー　＃インテリア　＃ピープル　＃生き方

□『女性』じょせい ★　月刊

＃読み物

□『季刊 現代女性』きかん げんだいじょせい ★　季刊（休刊：1975）

生活情報誌　＃20-25歳　＃おしゃれ　＃美容　＃恋愛・結婚

□『SIGN』サイン ★　月刊（休刊：1998）

読者参加型の生き方・考え方ハウツー雑誌　＃24-26歳のヤングOL　＃おしゃれ　＃仕事　＃恋愛

□『SAY』セイ ★　月刊（休刊：2007）

□『LA SEINE』ラ セーヌ ★　月刊（休刊：2000）

＃読み物

1巻1号（1986年7月）- 15巻8号通巻196号（2000年8月）※欠号多数

□『pink』ピンク ★　月刊（休刊：1999）

＃読み物

□『婦人朝日』ふじんあさひ ★　月刊（終刊：1958）改号して刊行

ビジネス＆ライフスタイル誌　＃女性リーダー　＃ファッション　＃ビューティー　＃ビジネス情報

1号（1974年12月）- 3号（1975年12月）

1巻1号通巻1号（1988年5月）- 11巻3号通巻119号（1998年3月）※欠号多数

1巻1号通巻1号（1983年7月）- 22巻5号通巻251号（2004年5月）※欠号多数

1巻1号通巻1号（1996年6月）- 4巻3号通巻33号（1999年3月）

7巻1号 （1946年1月）,

9巻4号（1948年4月）- 9巻12号（1948年12月）※欠号：9巻6号（1948年6月）

10巻9号（1946年10月）- 18巻12号（1954年11月）※欠号多数

1巻1号（1946年4月）, 1巻3号（1964年6月）- 3巻3号（1948年3月）※欠号多数

1巻1号（1946年2月）,

2巻4号通巻15号（1947年4月）- 13巻3号通巻146号（1958年3月）※欠号多数

1号（2007年4月）- 4号（2007年7月）

＃読み物

□『新女苑』しんじょえん ★　月刊（終刊：1959）

□『日経EW』にっけいイーダブリュ ★　月刊（休刊：2007）

＃読み物

□『生活文化』せいかつぶんか ★　月刊

18巻6号通巻189号（1941年6月）- 18巻10号通巻193号（1941年10月）※欠号多数

＃20-25歳　＃エッセイ・小説・コミックス

高級

グラフ

生き方情

報・読み物
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253365363
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228889000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253309916
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1216114000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217525000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000885
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217895000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252220902
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252005696
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220241000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1236193000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1236193000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1216114000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253309916
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228889000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253365363
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217895000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217895000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000885
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217525000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220241000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220241000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252220902
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252005696
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【所蔵】

【所蔵】

ハイクオリティ・マガジン　＃ミセス　＃ファッション　＃料理と器　＃旅　＃文化　＃アート

□『SOPHIA』ソフィア ★　月刊（休刊：1995）

『婦人画報』1巻4号（1905年10月）- 2年9号（1906年7月）※欠号多数

クリティ・マガジン　＃都会派の既婚女性　＃ファッション　＃料理　＃リビング　＃読み物

□『マダム』まだむ ★　月刊（休刊：1994）

＃和の文化　＃世界のトレンド

□『婦人画報』ふじんがほう　月刊　 『東洋婦人画報』『戦時女性』の改題、『婦人画報』と復題

女性総合誌　＃旅　＃伝統文化　＃衣食住

□『家庭画報』かていがほう　月刊

『東洋婦人画報』5号（1907年12月）

『婦人画報』28号（1909年6月）- 482号（1944年4月）※欠号多数

『戦時女性』488号（1944年11月）

創刊準備号（1984年3月）, 1巻1号通巻1号（1984年7月）- 12巻9号（1995年9月）※欠号多数

『婦人画報』494号（1945年10月）-　※欠号多数

1巻1号（1958年3月）-　※欠号多数

1号（1961年9月）, 6号（1962年5月）- 795号（2021年4月）※欠号多数

1号（1964年6月）- 382号（1994年12月）※欠号多数

アート＆カルチャーマガジン　＃日本文化（美術、伝統文化、旅）

□『和樂』わらく　隔月刊

婦人総合誌　＃ファッション　＃美容　＃旅　＃料理　＃リビング　＃教養　＃実用記事

□『ミセス』みせす ★　月刊（休刊：2021）

1巻1号通巻1号（1957年3月17日）, 7巻49号通巻335号（1963年12月11日）-　※欠号多数

□『週刊女性』しゅうかんじょせい　週刊

週刊誌　＃18-30歳の未婚女性・主婦　＃美容　＃芸能スクープ　＃占い　＃ニュース

創刊準備号（2001年）, 1巻1号（2001年10月）,

8巻5号（2008年5月）-　※欠号：19巻5号通巻187号（2019年8・9月増刊）

□『週刊文春WOMAN』しゅうかんぶんしゅんうーまん ☆　年3回刊

＃『週刊文春』女性版　＃40-50代

□『女性自身』じょせいじしん　週刊

女性週刊誌　＃40-60代　＃ファッション　＃ビューティー　＃旅行記事　＃健康　＃エンタメ　＃

ニュース　＃ゴシップ　＃ショッピング　＃お金

□『女性セブン』じょせいせぶん ☆　週刊

女性総合週刊誌　＃ファッション　＃健康　＃時事　＃実用記事　＃マネー　＃教育

1巻1号通巻1号（1963年5月5日）-　※欠号多数

1巻1号通巻1号（1958年12月12日）-　※欠号多数

[パイロット版]（2016年1月1日）, 1号（2019年正月）-

女性

週刊誌等

高級

グラフ
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228930000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1223448000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252005336
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006969
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220244000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007326
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220244000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1229181000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220898000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252519011
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217239000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004228
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217529000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228845000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252005336
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006969
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220244000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007326
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228930000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220244000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1223448000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220898000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1229181000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217239000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252519011
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252519011
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1228845000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217529000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004228
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【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

センサー・マガジン　＃30歳前後の働く女性　＃夫や子供の問題　＃解決策

□『be able』ビー エイブル ★　不定期（休刊：1989）

＃18-22歳　＃インタビュー　＃グラビア　＃タレント　＃文化人　＃スポーツ選手

□『ポポロ』ぽぽろ ★　月刊

＃20-30代の働く女性　＃ファッション　＃コスメ　＃旅　＃グルメ　＃話題の人物　＃映画　＃音楽

□『uno!』ウノ！ ★　月刊（終刊：1998）

エンタテインメント・ビジュアルマガジン　＃エンタメ　＃グラビア　＃インタビュー

□『SODA』ソーダ ☆　隔月刊

芸能娯楽誌　＃ティーンエイジャー　＃エンタメ　＃インタビュー

□『Myojo』ミョウジョウ ☆　月刊　『明星』の改題

インタビュー情報誌　＃若い女性　＃読者アンケート

1巻1号（1992年6月）,

3巻1号通巻20号（1994年1月）- 14巻14号通巻206号（2005年12月）※欠号多数

1巻1号（1973年7月）-　※欠号多数

9号（2010年11月）- 39号（2014年4月）

1巻1号通巻1号（2010年3月）- 1巻6号通巻6号（2010年8月）

□『JUNON』ジュノン ☆　月刊

ファッション誌　＃10代前半-30代後半　＃ファッション　＃美容　＃ダイエット　＃海外セレブ

□『Girl's CELEB』ガールズセレブ ★　隔月刊（休刊：2014）

海外セレブゴシップ誌

□『Celeb Scandals』セレブスキャンダル ★　月刊（休刊：2019）

『明星』31巻7号（1982年7月）- 35巻8号（1986年8月）※欠号多数

1号（1996年12月）- 21号（1998年8月）

（2011年9月1日）- （2014年11月）,

1巻1号通巻1号（2015年1月）-

『Myojo』41巻11号（1992年11月）-　※欠号多数

1号（1981年10月）- 1989年冬号　※欠号：（1988年春）

1巻1号通巻1号（1991年10月）-  8巻4号通巻88号（1999年1月）※欠号多数

5号（1983年夏）- 7号（1984年冬）

情報ビジュアル誌　＃27-35歳　＃生活意識

□『H2O』エイチツーオー ★　月刊（休刊：1999）

生活情報誌　＃首都圏のミセス　＃レジャー　＃カルチャー　＃教育

□『Doプラン』Doぷらん ★　季刊（休刊：1984）

芸能系

情報

婦人

その他
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250002281
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253404512
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225487000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225812000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253073264
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253473985
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003154
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1241812000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253400693
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220033000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225920000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1239445000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253400693
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253400693
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225487000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253404512
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250002281
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225812000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1241812000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253473985
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003154
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253073264
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220033000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1239445000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1225920000
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1年1号（1924年7月）- 4巻4号（1927年4月）※欠号多数

1巻1号（1946年4月）,

1巻3号（1946年7月）- 2巻5号（1947年12月）欠号：1巻5号（1946年9月）

生活情報誌　＃環境と女性　＃衣食住知遊技輪

□『季刊アイシスラテール』きかんあいしすらてーる ★　季刊　※25号 (2006年夏)以後インターネット

　 『アイシス』の改題

投稿専門誌　＃衣食住　＃教育　＃夫婦関係　＃子育ての悩み

□『Wife』ワイフ　季刊　『わいふ』の改題

男女共同参画のための情報誌　＃キャリア形成支援　＃子育て支援　＃研究レポート

□『We Learn』ウィ ラーン ☆　月刊　『女性教養』の改題

生活実用情報誌　＃30-40代　＃料理　＃インテリア　＃エンターテインメント

□『WaSaBi（和沙美）』ワサビ ★　季刊（休刊：2008）

PR誌　＃飲食　＃エンターテインメント　＃女でも飲みたい　＃読み物

□『SUNTORY SISTER'S QUARTERLY』サントリーシスターズクォータリー ★　半年刊（休刊）

『女性教養』348号（1968年1月）- 593号（2002年3月）

『わいふ』141号（1976年7月）- 294号（2002年3月）※欠号多数

1巻1号通巻1号（2005年6月）- 4巻6号通巻34号（2008年夏）※欠号多数

1巻秋号通巻0号（1985年10月）- 12号（1991年4月）

1号（2014年1月）-

＃世界の王族やスーパーセレブの優雅さ　＃カルチャー

□『POINT DE VUE JAPON』ポアン ド ヴュ ジャポン　月刊

2巻1号（1983年1月）- 3巻4号通巻22号（1984年5月）

1巻1号（1989年5月）- 3巻2号通巻10号（1991年7月）

『季刊アイシスラテール』8号（2002年）- 25号（2006年夏）

『Wife』320号（2006年7月）-

『We Learn』594号（2002年4月）-

『アイシス』1号（1999年秋冬）

＃読み物

□『女性展望』じょせいてんぼう ★（三鳩社）　月刊

＃三州婦人の修養と研究　＃教養　＃読み物

□『三州婦人』さんしゅうふじん ★　月刊

＃読み物　＃女性の問題

□『月刊ワイズ』げっかんわいず ★　月刊

女性のための文芸誌　＃エッセイ　＃コラム　＃小説

□『季刊フェミナ』きかんふぇみな ★　季刊（終刊：1991）

婦人

その他
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002258
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1216868000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252167821
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217527000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250585930
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1221562000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1251861264
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250552017
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250552014
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1235949000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1221561000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1216856000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217530000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1216856000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217530000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217530000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217527000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1221562000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252167821
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1216868000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002258
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1221561000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1235949000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250552014
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1251861264
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250585930
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250552017
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2号（1979年7月）-

1巻1号（1997年10月）- 2巻4号通巻5号（1998年10月）

1巻1号通巻1号（1997年9月）- 通巻9号（1999年12月）

女性教養誌　＃地域・職場・家庭の問題　＃政治・国際問題

□『女性のひろば』じょせいのひろば ☆　月刊

女性と政治の専門情報誌

□『女性展望』じょせいてんぼう （市川房枝記念会女性と政治センター）　隔月刊

　 『月刊婦人展望』の改題

『月刊婦人展望』100号（1963年1月）- 510号（1999年11・12月）※欠号多数

『女性展望』511号（2000年1月）-

□『地軸』ちじく ☆　年刊

＃インタビュー　＃読み物

□『セーマ』せーま ★　季刊（休刊：1998）

＃30-50代の主婦　＃オピニオンリーダー　＃暮らし　＃衣食住遊

□『生活の絵本』せいかつのえほん ★　季刊（休刊：1999）

1年2号通巻2号（1916年2月）-　※欠号多数

28巻5号（1923年11月）- 37巻1号（1949年1月）※欠号多数

□『婦人公論』ふじんこうろん　月刊

＃美容　＃読み物　＃手芸

□『婦人世界』ふじんせかい ★　月刊

総合誌　＃40-50代　＃ビューティー　＃健康　＃インタビュー

1巻1号（1947年10月）, 2巻1号（1948年1月）, 2巻3号（1948年3月）

1巻1号（1946年3月）- 1巻5号（1946年7月）※欠号：1巻4号（1946年6月）

＃ファッション　＃読み物

□『婦人春秋』ふじんしゅんじゅう ★　月刊

[複製版]1号（1889年10月）- [複製版]15号（1890年12月）

6巻3号（1911年3月）- 26巻9号（1931年9月）※欠号多数

＃読み物

□『婦女界』ふじょかい ★　月刊

＃働く婦人　＃日常生活に役立つ知識と勇気と楽しみ　＃読み物

□『働く婦人』はたらくふじん ★　月刊

＃読み物

1号（1979年3月）-

1巻1号（1932年1月）- 1巻8号（1932年9・10月）※欠号多数

婦人

その他
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220256000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250101352
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217534000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243233000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243437000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002861
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004177
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1240792000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220248000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220250000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007271
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1238446000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1240799000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252002861
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243437000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1243233000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220256000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1250101352
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220248000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1240792000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1240799000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220250000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252007271
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1238446000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1217534000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004177


星印がないものは最新1年分が閲覧室にあります（それ以降の号は書庫にあります）

☆：最新1年分が開架書庫（入れる書庫）にあります（それ以降の号は書庫にあります）
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都立多摩図書館

2023.3

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】18巻1号通巻202号（1999年1月）-

6巻3号（1965年3月）- 7巻14号（1966年12月）※欠号多数

14号（1961年3月）-　※欠号多数

機関誌　＃ファッション　＃料理　＃健康　＃インテリア　＃政治　＃経済　＃スポーツ

□『りぶる』りぶる ☆　月刊

若い女性の教養誌

□『マドモアゼル』まどもあぜる ★　月刊（休刊：1968）

＃芸術部門（小説、エッセイ等）　＃読み物

□『婦人文芸』ふじんぶんげい ☆　年刊

＃生活全般　＃教育　＃環境　＃社会情勢

□『婦人之友』ふじんのとも　月刊

機関誌　＃女性の問題　＃国際問題

□『婦人通信』ふじんつうしん ★　月刊（休刊：2022）

1巻1号（1908年1月）-　※欠号多数

136号（1972年1月）- 753号（2022年6月）

婦人

その他
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220255000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220260000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220262000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220852000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1221353000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1221353000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220852000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220262000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220260000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1220255000
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☆：最新1年分が開架書庫（入れる書庫）にあります（それ以降の号は書庫にあります）
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都立多摩図書館

2023.3

洋雑誌 国名の表記は外務省ホームページをもとにしています　国名順にならんでいます

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

英語　New York

Vol.1 no.5（1991.3・4）-　※欠号多数

Vol.13 issue1（2012.1）-

Vol.13 issue2（2012.2）- Vol.18 issue9（2017.10）

Vol.23 issue1（2016.1）-

英語　New York

no.3546（2007.5）-

Vol.16 no.2（2009.2）- Vol.26 no.3（2022.3）※欠号：Vol.21 no.9（2014）

Vol.105 no.5（2007.5）- Vol.117 no.1（2019.1）

Vol.162 no.1（1966.1）-　※欠号多数

□『NYLON』★　月刊（休刊）

英語　New York

□『InStyle』★　月刊

英語　New York

□『Harper's BAZAAR』　月刊

英語　New York

□『GOOD HOUSEKEEPING』　月刊

Vol.246 no.2（2009.2）-　※欠号：Vol.269 no.6（2021.1）

Vol.31 no.5 no.365（2016.1）-

□『タイトル』　刊行頻度　改題情報等

言語　出版地

【所蔵】※欠号多数 とあるものは蔵書検索で所蔵号をご確認ください。

□『GLAMOUR』★　月刊（以後インターネット）『glamour OF HOLLYWOOD』 の改題

英語　New York

□『ELLE』　月刊　『ELLE』U.S.版

英語　New York

□『COSMOPOLITAN』　月刊

　 『Hearst's International combined with Cosmopolitan』の改題

英語　New York

□『REAL SIMPLE』　月刊

英語　Arlington, Va.

□『Ms.』　季刊

英語　New York

□『marie claire』　隔月刊　『marie claire』U.S.版

凡例

アメリカ

合衆国
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252712911
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004134
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252187199
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1222393000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252199121
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252717990
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000143
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004133
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1238148000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000133
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1238148000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000133
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000143
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004133
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252199121
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252717990
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252187199
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1222393000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252712911
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004134


星印がないものは最新1年分が閲覧室にあります（それ以降の号は書庫にあります）

☆：最新1年分が開架書庫（入れる書庫）にあります（それ以降の号は書庫にあります）

★：すべて書庫にあります

都立多摩図書館

2023.3

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

（2016.1）-

Vol.166 No.5379（2012.1）-

Vol.197 no.5（2007.5）-

（2016.1）-　※欠号：（2017.5）, （2017.6）, （2017.7）

Issue12（2011）-

（2016.1）-

No.178（2016.1）- No.201（2017.12）

□『TOWN & COUNTRY』　月刊

英語　New York

□『THE OPRAH MAGAZINE』★　季刊（終刊）

英語　New York

□『teen VOGUE』★　月刊（休刊）

英語　New York

□『seventeen』　月刊

英語　New York

Issue21（2011 autumn・winter）-

□『redbook』　月刊（終刊）

Vol.11 no.1（2011.2）- Vol.19 no.4（2017）

Vol.10 No.2（2009.2）- Vol.21 No.11（2020.12）

Vol.220 no.1（2013.1）- Vol.231 no.4（2018.11・12）

Vol.67 no.2（2008.2）- Vol.77 no.5（2018.12・2019.1）

英語　London

□『Lula』　半年刊

英語　London

□『Harper's BAZAAR』　月刊　『Harper's BAZAAR』UK版

英語　London

□『GLAMOUR』★　月刊（終刊）　『GLAMOUR』UK版

英語　London

□『ELLE』　月刊　『ELLE』UK版

英語　London

□『COSMOPOLITAN』　月刊　『COSMOPOLITAN』UK版

英語　London

□『AnOther Magazine』　半年刊

英語　New York

□『VOGUE』　月刊

英語　New York

英国

アメリカ

合衆国
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001116
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252420985
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253306231
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252712370
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000134
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252200969
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253335546
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004130
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004143
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004146
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004145
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253444238
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004130
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000134
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252200969
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004145
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253444238
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004143
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004146
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253335546
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253306231
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252712370
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001116
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252420985


星印がないものは最新1年分が閲覧室にあります（それ以降の号は書庫にあります）

☆：最新1年分が開架書庫（入れる書庫）にあります（それ以降の号は書庫にあります）

★：すべて書庫にあります

都立多摩図書館

2023.3

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

N.208（2009.1・2）- N.259（2017.9）

Vol.52 no.5 no.515（2007.5）-　※欠号多数

Anno6 no1（2008.1）-　※欠号多数

No.680（2007.4）-

イタリア語　Milano　＃キッズファッション

□『VOGUE bambini』★　隔月刊（休刊）

イタリア語　Milano

□『VOGUE ITALIA』　月刊　『VOGUE』イタリア版

イタリア語　Milano

英語　Alexandria,Austl.

□『VOGUE AUSTRALIA』　月刊

　 『VOGUE』オーストラリア版、『Lisez-moi HISTORIA』の改題

No.167（2011.3）- No.191（2020.3）

no.225（2007.5）- no.375（2019.11）

（2009.2）-

英語　London

□『VOGUE』　月刊　『VOGUE』British版

英語　London

□『Red』　月刊

英語　London

□『marie claire』　月刊　『marie claire』イタリア版

イタリア語　Modena

□『Maglieria Italiana』★　季刊

□『marie claire』★　月刊（以後インターネット）　『marie claire』UK版

Vol.173 no.5 no.2506（2007.5）-　※欠号多数

スペイン語　Madrid

□『VOGUE ESPAÑA』　月刊　『VOGUE』スペイン版

スペイン語　Madrid

□『ELLE』　月刊　『ELLE』スペイン版

No 340（2015.1）-

No.265（2010.4）-　※欠号：No.273（2010.12）

ン

王国

英国

イタリア

共和国

オーストラリア

連邦
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192035
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252712396
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252193097
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253390465
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252444438
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252215664
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252731309
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252203037
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003273
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253074903
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252731309
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252203037
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252444438
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252215664
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253390465
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192035
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252712396
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252193097
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003273
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253074903
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都立多摩図書館

2023.3

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

169期（2016.1）-　※欠号：238期（2021.11・12）

No.209（2011.1）- No.292（2017.12）

No.136（2016.1）-

□『LADY京郷 [레이디경향 ]』レディー キョンヒャン ★　月刊（終刊）

□『[행복이 가득한 집]』ヘンボギ カドゥッカン チプ　月刊

中国語　南京

□『米娜』ミーナ　月刊　『mina』中国版

中国語　北京

□『服飾与美容』フクショク ヨ ビヨウ　月刊　『VOGUE』中国版

中国語　北京

□『瑞麗服飾美容』ズイレイ フクショク ビヨウ　月刊　『Ray』中国版

中国語　上海

□『世界時装之苑』セカイ ジソウ シ エン　半月刊　『ELLE』中国版

中国語　上海

□『上海服飾』シャンハイ フクショク ★　月刊（休刊）

中国語　北京

□『昕薇』キンビ　月刊　『ViVi』中国版

236号（2007.4）-

総245期（2007年4月）-

125期（2011.1）-　※欠号多数

2007年 4期 総157期（2007年4月）-　※欠号：2022年 総442期（2022年12月）

19巻1号通巻208号（2012年1月）- 通巻287号（2018年8月）

韓国語　ソウル

452号（2012年1月）- 503号（2016年4月）※欠号多数

47巻1号通巻147号（2011年1月）- 231号（2018年1月）

40巻1号通巻445号（2001年1月）-　※欠号多数

韓国語　ソウル

□『女性東亜 [여성동아]』ジョセイトウア[ヨソントンア]　月刊

韓国語　ソウル

□『CéCi』セシ ★　月刊（休刊）

韓国語　ソウル

□『女性中央 [여성中央]』ジョセイチュウオウ ★　月刊（終刊）

韓国語　ソウル

中華人民

共和国

大韓民国
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252208731
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000117
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253280925
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000116
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1241139000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004253
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253277398
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252209382
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252203903
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253277508
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004449
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004253
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253277398
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004449
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252208731
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252203903
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253277508
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252209382
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000116
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000117
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253280925
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1241139000


星印がないものは最新1年分が閲覧室にあります（それ以降の号は書庫にあります）

☆：最新1年分が開架書庫（入れる書庫）にあります（それ以降の号は書庫にあります）

★：すべて書庫にあります

都立多摩図書館

2023.3

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】No 3195（2007.3.26）-　※欠号多数

1号（2003年秋）- 47号（2021年春夏）※欠号多数

フランス語　Levallois-Perret

□『ELLE』　週刊

英語　Paris

□『CRASH』☆　季刊

ポルトガル語　São Paulo

□『marie claire』　月刊　『marie claire』ブラジル版

英語　Berlin

No 54（2010-2011 winter）-

（2007.6）-　※欠号多数

No.44（2011 start）- No.64（2014 summer・fall）　※欠号多数

Nr.22（2012 autumn・winter）-　※欠号多数

2012 Nr.1（2011.12.14）-　※欠号：2016 Nr.1（2015.12.23）, 2020 Nr.1（2019.12.18）

□『ACHTUNG』　季刊

□『SLEEK』　季刊

英語　Köln

□『QVEST』　隔月刊

ドイツ語　München

□『ELLE』　月刊　『ELLE』ドイツ版

ドイツ語　Hamburg

□『Brigitte』　隔週刊

ドイツ語　Berlin

No 286（2015.1）-

Issue 35（2012 autumn）-　※欠号：Issue 73（2022）

（2007.5）-

ドイツ語　München

□『VOGUE DEUTSCH』　月刊　『VOGUE』ドイツ版

英語　東京

□『家庭画報 INTERNATIONAL Japan EDITION』★　半年刊

ジル

連邦共和国

ツ

連邦共和国

フランス

共和国

日本
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000879
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000183
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252249390
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253342564
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001057
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252208318
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252284109
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003368
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253286756
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1222337000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1222337000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252284109
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253286756
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252249390
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253342564
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000879
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000183
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003368
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252001057
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252208318


星印がないものは最新1年分が閲覧室にあります（それ以降の号は書庫にあります）

☆：最新1年分が開架書庫（入れる書庫）にあります（それ以降の号は書庫にあります）

★：すべて書庫にあります

都立多摩図書館

2023.3

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

【所蔵】

No 1（2018.3・4）- No 13（2020.2・3）

2007 no.4（2007.4）- 2022 No.3（2022.3）※欠号多数

No.699（1989.9）-　※欠号多数

Issue 759（2015.4.8）-　※欠号多数

No 89（2017.12・2018.1）-

No 88（2012.1・2）-

No 146（2011.12・2012.1）- No 224（2020 Hiver）

『madame FIGARO』No 518（1994.7.29）- No 852（2000.12.29）※欠号多数

No 34（2011 spring/summer）-

no.657（2007.5）-　※欠号：no.814（2020.6）

フランス語　Paris

□『VOGUE PARIS』　月刊　『VOGUE』フランス版

英語　Paris

□『self service』　半年刊

フランス語　Paris

□『Numéro』　月刊

フランス語　Issy-les-Moulineaux,Fr.

□『marie claire idées』　隔月刊

No 142（2016.1）- No163（2018.2）,

フランス語　Paris

□『GLAMOUR』★　月刊（終刊）　改号して刊行　『GLAMOUR』フランス版

フランス語　Issy-les-Moulineaux,Fr.

□『marie claire』　月刊

フランス語　Paris

□『madame FIGARO』★　週刊　『JOURS DE FRANCE』と合併

フランス語　Paris

□『JALOUSE』★　季刊（終刊）

『JOURS DE FRANCE』No 1620（1986.1.18）- No 2064（1994.7.25）※欠号多数

ロシア語　Moskva

□『VOGUE POCCИЯ』　月刊（休刊）　『VOGUE』ロシア版

アラビア語　Beirut

□『LAHA（مجلة لها）』　月刊

ノン

共和国

フランス

共和国

ロシア

連邦
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https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004155
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006345
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000176
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1222484000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1240336000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192045
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000178
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252445703
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253390467
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1222820000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003593
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252198525
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252006345
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252198525
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1222820000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252003593
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252445703
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000178
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252000176
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1240336000
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1253390467
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252192045
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1252004155
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1222484000

