
地
方

都道府県 タイトル 出版地 出版者
刊行頻
度

内容

faura 札幌 ナチュラリー 季刊
北海道の大自然の魅力とその現状・
グラフ誌

HO 札幌 ぷらんとマガジン社 月刊
北海道の旬な情報、おすすめスポッ
トなどを、独自の視点で紹介する北
海道の総合情報誌

The　JR　Hokkaido 札幌 北海道ジェイ・アール 月刊 北海道旅の情報誌

カイ 札幌 ノーザンクロス 季刊
編集コンセプトは"北海道を知る、愉
しむ、創る"。大人世代向けのこれま
でになかった北海道人誌

クオリティ 札幌 太陽 月刊
北海道の政治・経済・社会・文化紹
介

ニューカントリー 札幌 北海道協同組合通信社 月刊

食料基地・北海道の農業専門誌。軸
足を生産現場におき、北海道農業を
めぐるさまざまな動きを生産者の問
題として企画・編集

モーリー 札幌 北海道新聞野生生物基金 半年刊 北海道ネーチャーマガジン

月刊おたる 小樽 月刊おたる 月刊
小樽の今昔の読み物を連載、ふるさ
とガイド

鉄道で旅する北海道 札幌
エムジー・コーポレーショ
ン

季刊
「鉄道プラスαで楽しむ北海道の
旅」をコンセプトに、北海道を鉄道
で巡る旅の紹介と提案

北海道生活 札幌 コスモメディア 隔月刊 北海道が好きなすべての人のために

東北広域 rakra 盛岡 川口印刷工業 隔月刊
北東北（青森・岩手・秋田）をエリ
アに、大人のためのタウン情報誌

トランヴェール 東京 東日本旅客鉄道 月刊
新幹線車内サービス誌。「感じる
旅、考える旅」をコンセプトに、東
日本の文化・風土を紹介

東北活性研 仙台 東北活性化研究センター 季刊

センターの機関誌。東北地域におけ
る総合的な地域整備並びに地域・産
業活性化に関する調査研究、プロ
ジェクトの発掘・支援及び人財育成
等に関する事業紹介

復興人 仙台
産業復興支援情報誌プロ
ジェクト委員会

月刊

東日本大震災で被災した仙台圏の企
業様が利用できる各種支援制度を、
利用する側から分かりやすく紹介す
る中小企業支援情報マガジン

青森 青森県の民俗 青森 青森県民俗の会 年刊 会の機関誌

あおもり草子 青森 ぷりずむ 隔月刊 カラー写真中心、青森の人物・ルポ

白神研究 弘前 弘前大学出版会 年刊 弘前大学白神研究会の機関誌

ゆきのまち通信 青森 企業集団ぷりずむ 隔月刊 コミュニティ誌

津軽学 青森 津軽に学ぶ会 年刊 津軽の郷土文化、会の機関誌

岩手 家と人。 盛岡 リヴァープレス社 半年刊 すこやかな暮らし発見、岩手から

遠野学 遠野
遠野市遠野文化研究セン
ター

年刊 センターの文化研究誌

宮城

Fortune 宮城 登米 とめタウンネット 年刊

「未知で予測できない現象」を人の
力で「幸運」に変換してゆく姿を継
続的にお伝えする復興情報フリー
ペーパー

Kappo（仙台闊歩） 仙台 プレスアート 隔月刊
仙台を中心に東北６県をエリアに、
35～49歳のリッチな大人を対象

地域情報誌一覧

北海道

北
海
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東
北

地方を旅行したい、土地のグルメを食したい、歴史・文化を知りたい。そのようなとき役立つのが地域

情報誌です。そこで、現在刊行中の地域情報誌を集め、地方、県、市名など地域名から探せるようにま

とめました。雑誌の刊行頻度、カバーしている地域、特徴なども参考になるかと思います。「地方史関

連雑誌」「歴史関連雑誌」も併せてご覧ください。

～ 旅・グルメ・スローライフへ

地 域 情 報 誌 を 探 す

2014.7

1/4



地
方

都道府県 タイトル 出版地 出版者
刊行頻
度

内容

市史せんだい 仙台 仙台市博物館 年刊 市史編さん事業の機関誌

仙台学 仙台 別冊東北学編集室 半年刊 歩く・見る・聞く仙台

秋田 秋田民俗 秋田 秋田文化出版 年刊 秋田県の民俗研究

出羽路 秋田 秋田県文化財保護協会 半年刊 会の機関誌、秋田県の歴史

山形 山形県地域史研究 山形 山形県地域史研究協議会 年刊
県内の歴史資料の発掘と保存、地域
文化の振興

福島 会津嶺（あいずね） 会津若松 あいずね情報出版会 月刊 タウン情報誌

街こおりやま 郡山 街こおりやま社 月刊 タウン情報誌

関東広域 関東・東北じゃらん 東京 リクルート 月刊 旅行・宿泊情報誌

茨城

ミトノート 水戸 水戸市 年刊

市民が誇りに思う「場所」や「も
の」をテーマとして取り上げ、それ
にかかわるエピソードや人々の暮ら
し、考え方を通じて、水戸の良さを
紹介

茨城地理 水戸 茨城地理学会 年刊 会の学術研究誌

常陽藝文 水戸 常陽藝文センター 月刊
歴史・民俗・芸術・科学など茨城に
関するさまざまな文化を、多彩な切
り口で紹介

栃木 大日光 日光 日光東照宮 年刊 日光東照宮の機関誌

群馬
グラフぐんま 前橋 上毛新聞社 月刊

県内のニュース・スポーツ、グラフ
誌

ぐんま地域文化 前橋 群馬地域文化振興会 半年刊 群馬県の歴史・民俗、学術研究

埼玉 埼玉史談 さいたま 埼玉県郷土文化会 季刊
郷土研究雑誌。『武蔵野史壇』の改
題

千葉 ぐるっと千葉 木更津 ちばマガジン 月刊 県内のイベント情報誌

千葉史学 千葉 千葉歴史学会 年2回刊 会の学術研究誌

東京広域

Tokyo Walker 東京 KADOKAWA 隔週刊

東京を中心とした南関東地方（神奈
川・埼玉・千葉）全域と山梨・静岡
県の一部のグルメ・旅・映画・音楽
情報や最新トレンド情報などを網羅

ののわ : 緑×人×街
つながるエリアマガ
ジン

[小金井] JR中央ラインモール 月刊

「東京のまん中で、これからのライ
フスタイルを考える」をマガジンコ
ンセプトに、地域の魅力的な、“緑
×人×街”を誌面の中で取り上げ、
“つなげて”いく

江戸楽 東京 エー・アール・ティ 月刊
江戸を知れば、東京はもっと楽しい
―江戸を愛する大人のための新しい
月刊誌

中央線が好きだ。 八王子 東日本旅客鉄道八王子支社 季刊 中央線沿線の名所などを紹介

田園都市生活 東京 枻出版社 季刊
東急沿線の情報を掲載するライフス
タイルマガジン

東京カレンダー 東京 東京カレンダー 月刊
東京の魅力を美食＆カルチャーの視
点から提供

東京の文化財 東京
東京都教育庁地域教育支援
部

季刊
東京都が発行している文化財に関す
る情報パンフレット

東京考古 八王子 東京考古談話会 年刊 紀要

東京都埋蔵文化財セ
ンター研究論集

多摩 東京都埋蔵文化財センター 年刊 紀要

散歩の達人 東京 交通新聞社 月刊
30～40歳代の都内及び東京近郊のタ
ウン情報誌

東京人 東京 都市出版 月刊
東京の文化・催し物を紹介、ユニー
クな批評・切り口、グラフ誌

To 東京
スペースシャワーネット
ワーク

不定期刊
東京23区を毎号1区ずつ切り取る新感
覚シティカルチャーガイド

銀座15番街 東京 銀座15番街 季刊
銀座を愛し、楽しみ、誇りを持つ者
の会誌

うえの（台東区） 東京 上野のれん会 月刊 上野のタウン情報誌、宣伝が少ない

かんだ （千代田区） 東京 かんだ会 季刊 神田のタウン誌

銀座百点（中央区） 東京 銀座百店会 月刊 会のＰＲ誌

深川（江東区） 東京 クリオプロジェクト 隔月刊 江東区のタウン情報誌

人形町（中央区・日
本橋人形町）

東京 人形町商店街協同組合 季刊 人形町のタウン情報誌

世田谷ライフ
Magazine(世田谷区)

東京 枻出版社 季刊 世田谷のライフスタイルマガジン

浅草（台東区） 東京 東京宣商 月刊 浅草中心地域の全店地図帖

池袋１５（豊島区） 東京 エスコミュニケーション 月刊 池袋駅から15分圏内のタウン情報誌

日本橋（中央区） 東京
日本橋コミュニティセン
ター

月刊 日本橋のタウン情報誌

東京都市部 多摩川 東京 とうきゅう環境財団 季刊 機関誌

いいさかい 武蔵野 武蔵境活性化委員会 季刊
読んで街を歩きたくなる、大学生が
制作する武蔵境のフリーペーパー

東京都区部

関
東

東
北

宮城
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東京都市部 えくてびあん 立川 えくてびあん 月刊
立川市で無料配布されている地域文
化誌

国立歩記 立川 ビックス 季刊

オシャレな街並み、個性的なお店、
豊かな自然がミックスしたまちくに
たちの魅力を掘り起こして紹介する
フリーペーパー

多摩の大地 日野 多摩住民自治研究所 年刊 研究所年報

たまら・び 立川 けやき出版 季刊
『Ｔａｍａらび』の改題、多摩に生
きる大人のくらし再発見

多摩考古 八王子 多摩考古学研究会 年刊 研究会会誌

き・まま 東京 ruelle studio 半年刊
『はけ』界隈（小金井、国分寺、府
中）の魅力を伝え、そこに住む人々
の絆をつなぐ

月刊武蔵野くろす
とーく（多摩地域）

東京 くろすとーく 月刊
調布市、三鷹市、府中市、狛江市、
稲城市がエリアのタウン誌

神奈川 かまくら春秋 鎌倉 かまくら春秋社 月刊 鎌倉のタウン情報誌

ハマ発Newsletter 横浜 横浜市ふるさと歴史財団 半年刊 横浜都市発展記念館館報

マイウェイ 横浜 はまぎん産業文化振興財団 季刊
地域の歴史、文化、産業等をテーマ
に斬新な切り口で紹介する情報誌

横濱 横浜 神奈川新聞社 季刊
横浜中心部と郊外のおいしさを満
載、ガイドブックより掘り下げてい
る

開港のひろば 横浜 横浜開港資料館 季刊 開催中の展示の紹介記事などを掲載

湘南スタイル
magazine

東京 枻出版社 季刊 湘南でのライフスタイル情報誌

中部広域 アクタス（月刊北國
＜ほっこく＞）

金沢 北國新聞社 月刊
石川・富山県をエリアに、30～50歳
代会社員対象のビジュアル雑誌

そう 豊橋 春夏秋冬叢書 季刊 東三河・西遠・西三河・南信応援誌

自然人 金沢 橋本確文堂 季刊
北陸の人と自然がテーマ、生活情報
や環境ビジネスなども取り上げる

新潟 新潟 新潟市役所広報課 年刊 新潟市の総合情報誌

津南学 長野 ほおずき書籍 年刊

縄文時代から現在まで、新潟県津南
町にまつわる歴史・自然・民俗な
ど、様々な分野の著者が町の魅力を
綴る

富山
石川 加能人 東京 加能人社 月刊

石川県と出身者をつなぐ県人誌。郷
土の情報を送り続けている

金澤城研究 金沢 石川県金沢城調査研究所 年刊
金沢城の建築、装飾、史跡等の研究
誌

金澤 金沢 金沢倶楽部 月刊 Kanazawa  Styleを探る

福井 Urala 福井
ウララコミュニケーション
ズ

月刊 福井のエリア情報誌

福楽（福井） 坂井 エクシート 季刊
福井を楽しむ大人のタウン情報誌、
50歳代の女性向け

山梨
長野

KURA 長野 まちなみカントリープレス 月刊
信州を愛する大人の情報誌、30～40
歳代を対象、「蔵」のもつパワーに
肖る

軽井沢ヴィネット 軽井沢町 軽井沢新聞社 半年刊 高原の風を運ぶ軽井沢情報誌

長野 長野 長野県郷土史研究会 隔月刊 会の郷土研究誌

岐阜
静岡 ふじのくに 静岡 静岡県広報局 季刊 静岡県総合情報誌

愛知 アーバン・アドバン
ス

名古屋 名古屋都市センター 半年刊
まちづくりに携わる広範な人々の論
文、都市センターの研究成果、名古
屋のまちづくり情報などを掲載

近畿広域
Savvy 大阪 京阪神エルマガジン社 月刊

関西でもっと楽しみたい！ 好奇心
いっぱいな女性のための「ハッ
ピー」が満載な情報誌

Meets Regional 大阪 京阪神エルマガジン社 月刊
関西でもっと楽しみたい！ 京阪神の
街と店を楽しむ雑誌

Leaf 京都 リーフ・パブリケーション 月刊 京都・滋賀のタウン情報誌

三重 伊勢民俗 東京 伊勢民俗学会 年刊 「伊勢民俗学会」の機関誌

おくまの 尾鷲 東紀州地域振興公社 年刊
東紀州地域のあらゆる分野の事象を
対象に、みえ熊野の今を伝える

滋賀 みーなびわ湖から 長浜 長浜みーな協会 季刊 琵琶湖周辺地域の歴史や文化を紹介

湖国と文化 大津 滋賀県文化振興財団 季刊
琵琶湖周辺地域の歴史や文化を多角
的に紹介

京都 京都 京都 白川書院 月刊 文化都市京都を紹介

朱雀 京都 京都府京都文化博物館 年刊 研究紀要

関
東

中
部

新潟
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大阪
Sakaist [堺] 堺市 年刊

堺市の街や人、歴史・文化など堺の
魅力を多角的にとらえ、写真で紹介
する情報誌

大阪春秋 大阪 新風書房 季刊 大阪の歴史・文化・産業

２１世紀ひょうご 神戸
ひょうご震災記念21世紀研
究機構学術交流センター

年2回刊
現代社会におけるさまざまな課題を
とりあげるとともに、機構内の研究
成果等を収録する研究情報誌

Ban　Cul（ばんか
る）

姫路 姫路市文化振興財団 季刊
播磨が見える、誌名は播磨とカル
チャーの複合語、兵庫県内の地域情
報

Kobecco（こうべっ
こ）

神戸 神戸っ子出版 月刊
神戸のタウン誌、グルメ・観光ス
ポットや、街づくりの情報

ニューひょうごごこ
く

神戸 兵庫県 季刊 兵庫県の地域情報誌

奈良 naranto（奈良人） 生駒 エヌアイ・プランニング 半年刊
中高年層を対象、大人のゆとりある
生活情報、衣食住遊、写真も多い

大和路ならら 奈良 地域情報ネットワーク 月刊 奈良大和路ファンのための情報誌

和歌山 21世紀Wakayama 和歌山 和歌山社会経済研究所 年刊
機関誌、『２１世紀わかやま』の改
題

碧い風 東広島
中国電力エネルギア総合研
究所

季刊
会社案内，IR，中国地域の経済情報
なども掲載

さんいんキラリ 東京 グリーンフィールズ 季刊
山陰の人・もの・味・いいものを紹
介

鳥取 とっとりnow 鳥取 鳥取県広報連絡協議会 季刊 鳥取県の総合情報誌

島根 シマネスク 松江 島根県 季刊 島根県のPR情報誌

岡山 Osera（おせら） 岡山 ビザビリレーションズ 隔月刊
40歳代以上、岡山の大人のための地
域情報誌

広島
山口 山口県史研究 山口 山口県 年刊 県史編纂室の学術研究誌

四国広域 Gaja（四国旅マガジ
ン）

松山 エスビーシー 季刊
「読む　感じる　旅をする」旅マガ
ジン、グルメ・イベント紹介

Geen 徳島 あわわ 月刊 徳島県のタウン情報誌

あわわfree 徳島 あわわ 月刊 徳島県のタウン情報誌

香川 ミュージアム調査研
究報告

高松 香川県立ミュージアム 年刊 紀要

舞たうん 松山
えひめ地域政策研究セン
ター

季刊
地域におけるまちづくり活動の活発
化を促進する

文化愛媛 松山 愛媛県文化振興財団 半年刊 財団の機関誌、人物紹介

高知
プリーズ 福岡 九州旅客鉄道 月刊 旅のライブ情報誌

九州王国 福岡 エー・アール・ティ 月刊
九州発の人・もの・文化・経済から
九州を盛り上げる

九州のムラ 福岡
マインドシェア九州のムラ
出版室

年3回刊 九州の食めぐり

フォーNet 福岡 フォーネット社 月刊 九州福岡のオモシロい経済誌

海路（かいろ） 福岡 「海路」編集委員会 不定期刊
九州各地の歴史を見直し九州の未来
と九州人について考える

はかた 福岡
エー・アール・ティ出版局
他

月刊 祭り・食・エッセイ等文化情報誌

雲のうえ 北九州
北九州市にぎわいづくり懇
話会

季刊 北九州市のいまを伝える

佐賀
ミュージアム県なが
さき

長崎 長崎県文化振興課 半年刊 長崎県内ミュージアム情報誌

旅する長崎学 長崎 長崎文献社 不定期刊
長崎県の歴史と旅の遊学　やや学術
的な記述もある

熊本 近代熊本 熊本 熊本近代史研究会 年刊 紀要

大分 史料館研究紀要 大分 大分県立先哲史料館 年刊 紀要

宮崎 宮崎県総合博物館研
究紀要

宮崎 宮崎県総合博物館 年刊 紀要

鹿児島

MOMOTO（ももと） 糸満 編集工房東洋企画 季刊
琉球・沖縄の時代と世代をつなぐワ
ンテーマ・マガジン

おきなわいちば 南風原町
光文堂コミュニケーション
ズ

季刊
つくる人と食べる人をつなぐ、暮ら
しと食のマガジン

オキナワグラフ 那覇 新星出版 月刊 沖縄唯一の月刊写真ニュース誌

沖縄・離島情報 北杜 林檎プロモーション 半年刊 沖縄と周辺諸島のレジャー情報

沖縄文化 那覇 沖縄文化協会 半年刊 沖縄の学術研究誌

沖縄文化研究 東京 法政大学沖縄文化研究所 年刊 琉球の言語・歴史・民俗等多岐

月刊やいま 石垣 南山舎 月刊
『情報やいま』の改題、八重山諸島
の紹介

島
嶼

しま 東京 日本離島センター 季刊
日本全国350余りの島をＰＲ、柳田國
男研究誌『嶋』を継承
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