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女性誌一覧
都立多摩図書館では女性誌を重点的に収集しています。その中で継続収集している女性誌を紹介します。
日本語の雑誌は A ファッション ・ライフスタイル B 女性週刊誌 C 結婚 D 旅行 E 美容 F 文学
に分けました。各誌のおおよその対象年代や特徴を簡単に記載しました。
Ｇとして外国語雑誌をタイトルのアルファベット順にまとめ、（ ）内に言語を記載しました。
No.

タイトル

出版者等

刊行
頻度

所蔵

内容

A ファッション・ライフスタイル
1

Aene （アイーネ）

学研マーケティング

月刊

1巻1号（2014年7月） 子育て世代に向けた、Happy Qualityが上が
るモノマガジン

2

an・an （アンアン）

マガジンハウス

週刊

1巻 1号 通巻1号
(1970年3月20日)-

20～30代 女性ファッション誌の先駆。現在
は注目度の高い特集テーマの情報誌

3

And Girl （ アンド
ガール）

エムオン・エンタテイ
ンメント

月刊

1巻 1号 通巻1号
(2012年11月)-

20代後半～30代 30歳前後の女性をター
ゲットに美容・生活・ファッションを掲載

4

&Premium （アンド
マガジンハウス
プレミアム）

月刊

1巻 1号 通巻1号
(2014年1月)-

ライフスタイル全般にわたって上質を足して
いくという意味をこめた誌名の雑誌

5

Ane Can （姉キャ
ン）

小学館

月刊

1巻 1号 通巻1号
(2007年4月)-

20代後半～30代前半 「キャンキャン(Can
Cam)」卒業生のためのファッション誌

6

ar （アール）

主婦と生活社

月刊

1巻 1号 (1995年10
月)- 欠号あり

20代中心 ヘアスタイル、メイクなどの美容
情報が充実している雑誌

7

Baila （バイラ）

集英社

月刊

11巻 10号 通巻125 20代後半～30代 オフィスで浮かないファッ
号 (2011年10月)ションや通勤ファッションを提案する雑誌

8

bizmom （ビズマ
ム）

ベネッセコーポレー
ション

季刊 2008年春-

9

CHANTO （ちゃん
と）

主婦と生活社

月刊

1巻1号通巻1号
（2014年7月）-

働く女性のための生活実用誌

内外出版社

月刊

1巻1号通巻44号
（2014年5月）-

「Choki Choki」の女の子版 ボーイッシュでか
わいいファッション情報誌

1号（2013年12月）-

自分が好きなものにはとことんはまる、毎号
テーマがある雑誌 「レタスクラブ」増刊

11巻 8号 (2007年8
月)-

30代中心 キャリアウーマン向けファション誌

2014年8月-

20代中心 海外のおしゃれ情報が豊富
「DECOLOG Paper」の改題
30代後半～40代の独身女性をターゲットにし
たファッション誌

Choki Choki Girls（チョ

10 キチョキガールズ）

chouchou Aliis （シュ

11 シュ アリス）

KADOKAWA

12 Domani （ ドマーニ） 小学館
13

月刊

Dorothy rose （ドロ
ミツバチワークス
シー・ローズ）

子育てしながら働く女性のライフスタイル誌

14 Dress （ドレス）

gift

月刊

1巻 1号 (2013年5
月)-

15 éclat （エクラ）

集英社

月刊

創刊宣言号（2007年 50代中心 誌名は仏語で「輝き」の意味。旅、
ファッション、美容、アート情報を紹介する雑誌
5月）創刊号あり 19巻 4号 通 30代中心 モード誌「Elle」の日本版 世界各国の
巻270号（2007年4月)トレンド情報やコレクション速報などを紹介

16

Elle （エル・ジャポ
ン）

ハースト婦人画報社

月刊

17

Elle Girl （ エル・
ガール）

ハースト婦人画報社

隔月
刊

(2008年2月)10代後半～20代 海外のファッショニスタ、モデ
欠号：(2009年2月〜2010
ル、セレブ、ブロガーなどをお手本としたスタイル
年12月),(2011年2月)

1号 (2012年秋)-

ギャル誌を卒業した女の子のためのファッ
ションとミュージックトレンドマガジン

18 ｆAUG. （フォーグ）

講談社

19 Frau （フラウ）

講談社

月刊

17巻3号通巻378号 20代～30代前半 働く女性をメインターゲット
（2007年5月）にしたライフスタイル誌

20 Fudge （ファッジ）

三栄書房

月刊

124号(2013年10号） 20代中心 ファッションを中心に音楽、アート
などのカルチャー情報も提供

21 Gina （ジーナ）

ぶんか社

月刊

1号 (2014年4月)- 1号
20代中心 「28歳おしゃれが一番楽しい」をキャッ
(2011年11月）-20号（2014 チフレーズにした働く女性のファッション誌
年3月）あり

Ｇとして外国語雑誌をタイトルのアルファベット順にまとめ、（ ）内に言語を記載しました。
No.

タイトル

刊行
頻度

所蔵

内容

幻冬舎

月刊

1巻 1号 通巻1号
(2009年5月)-

20代後半～30代 通勤服を中心に大人カッ
コイイ女性のファッションスタイルを提案

23 Ginza （ギンザ）

マガジンハウス

月刊

4巻10号通巻40号 (2000
年10月)- 欠号多数

20代後半～40代 モード系ファッション誌

24 Gisele （ジゼル）

主婦の友社

月刊 (2011年2月)-

7巻 2号 通巻63号

20代～30代 23～32歳の女性を対象にした
大人のカジュアルファッション

22

Ginger （ジン
ジャー）

出版者等

25 Glitter （グリッター） トランスメディア

創刊号あり 6巻5号通 20代後半～30代 25歳以上向けギャル系
月刊 巻79号 (2010年1月)ファッション誌

26 Glow （グロー）

宝島社

月刊

27 Gold （ゴールド）

世界文化社

28 Hanako

マガジンハウス

1巻 1号 通巻1号
(2010年12月)1巻1号通巻1号
月刊
(2013年11月) -

40代中心 アクティブな人生を楽しむ女性向
けファッション・美容・ライフスタイル誌
元祖お嬢様世代の高級ライフスタイル情報
誌

半月 1巻1号通巻1号
刊
(1988年6月2日) -

東京を中心とした地域情報誌

29 （ハーパーズバザー） ハースト婦人画報社

月刊 1号 (2013年9月) -

35歳からのファッションやアートが好きな女性
向けマガジン

30 Hers （ハーズ）

光文社

月刊

シー・レップ

季刊 1号 (2012年8月)-

Harper's Bazaar

31

HügMüg （ハグマ
グ.）

1巻1号 (2008年4月) 50代 品のあるおしゃれな大人のファッション
情報を掲載
30代 ママと子どものファッションスタイル誌

32 In Red （インレッド） 宝島社

創刊号あり 7巻11号通 30代中心 ライフスタイル雑誌。大人カワイイ
月刊 巻81号 (2009年11月)カジュアルスタイルを提案

33 Jelly （ジェリー）

創刊号あり 7巻 6号 通 10代後半～20代前半 お姉ギャルのための
月刊 巻73号 (2012年6月)ファッションマガジン

34

ぶんか社

JS・ガール （ジェイ
三栄書房
エスガール）

35 Kera （ケラ！）

ジャック・メディア

36 ku:nel （クウネル）

マガジンハウス

37

La Farfa （ラ・
ファーファ）

38 Larme （ラルム）

ぶんか社
徳間書店

39 marisol （マリソル） 集英社

隔月
8号 (2012年4月)刊

10代前半 小学生向きガールズファッション
マガジン

173号 (2013年1月)
隔月 1巻1号 (2003年11
刊 月) 隔月 1巻1号通巻1号
刊 (2014年5月) 隔月
1号 (2012年10月)刊
1巻 1号 (2007年4
月刊
月)- 欠号あり

10代 ビジュアル系バンドの熱心なファン向け
雑誌

月刊

シンプルナチュラル生活スタイルマガジン
ふっくら女子のファッションマガジン
甘くてかわいい女の子のファッション絵本
30代後半～40代 働く40歳代向けファッショ
ン誌。スマートな女らしさを提案

40 Mart （マート）

光文社

月刊

1巻1号 (2004年12
月) -

41 mer （メル）

学研パブリッシング

月刊

1巻1号 (2013年4月) 街の女の子たちが主役、一番身近なおしゃ
れの見本帖というファッション誌

42 Mina （ミーナ）

主婦の友社

半月
刊

43

My Age （マイ エイ
集英社
ジ）

44 Nicola （ニコラ）

新潮社

料理、雑貨、インテリア、メイク、ファッション、
家電など毎日を豊かに楽しむための情報誌

10代後半～20代 商品が欲しくなる文章や構成に

創刊号あり 7巻 6号 通巻
定評があるフリーカジュアル系ファッション誌
137号 (2007年4月5日)-

季刊 1号（2014年3月）-

「美＆元気をあきらめない」がキャッチフレー
ズの大人の女性を応援する雑誌

11巻6号 (2007年6
月) -

10代前半 流行を意識した女子中学生向け
カジュアルファッション誌

月刊

45 Nina's （ニナーズ） 祥伝社

隔月 10号通巻1号（2008 結婚してもココロはいつもGirlな女性のため
刊 年春）の雑誌

46 Numéro Tokyo

扶桑社

月刊

47 Nylon Japan

カエルム

月刊

48 Oggi （オッジ）

小学館

49

Otona Muse （ オト
宝島社
ナ ミューズ）

1巻1号通巻1号
(2007年4月) -

2巻9号20号通巻22
号 (2006年1月) 16巻4号（2007年4
月刊
月）1巻1号通巻1号
月刊
(2014年5月) -

都市部に住む25歳から35歳までのキャリアウーマ
ン向けのモード誌 フランスの「Numéro」日本版

20代～30代 NY生まれのファッション＆カル
チャーマガジン
20代後半～30代 上品な大人スタイルを提
案
アラフォーでも気持ちはガールな女性がター
ゲット

Ｇとして外国語雑誌をタイトルのアルファベット順にまとめ、（ ）内に言語を記載しました。

タイトル

No.

出版者等

刊行
頻度

所蔵

50

Oz Plus （オズプラ
スターツ出版
ス）

隔月
1号（2008年7月）刊

51

Precious （プレシャ
小学館
ス）

月刊

内容
30歳前後を対象に健康、ダイエット、マネー
等のライフスタイルを提案

4巻2号（2007年2月） 30歳後半～40歳 働く女性をターゲットにし
たキャリアファッション情報誌
1巻1号通巻1号 (1988 10代後半～20代 女子大生がメインターゲッ

52 Ray（レイ）

主婦の友社

月刊 年7月) - 欠号あり

53 Richer （リシェ）

京阪神エルマガジン
社

月刊

ハースト婦人画報社

季刊 1号 (2012年秋) -

「ヴァンサンカン」を読んだマダム世代をター
ゲットにした雑誌

新潮社

隔月 1巻1号通巻1号
刊 (2013年9月) -

ファッション誌にあきたらない女性に向けたカ
ルチャー誌

主婦の友社

月刊

9巻2号通巻89号
(2008年2月) 1巻1号（1995年11
月刊
月）- 欠号あり

10代後半～20代 カジュアルな大人のギャル
スタイルが中心のマガジン

54

Richesse （リシェ
ス）

55 Rola
56

S Cawaii! （エスカ
ワイイ！）

1巻1号通巻1号
(2008年10月) -

57 Saita （咲いた）

セブン&アイ出版

58 Sakura （サクラ）

小学館

季刊 1巻1号（2011年春）-

59 Savvy （サヴィ）

京阪神エルマガジン
社

月刊

60 Seda （セダ）

日之出出版

月刊 年11月)- 欠号あり

61

Seventeen （セブン
集英社
ティーン）

62 Spur （シュプール） 集英社

トのファッション誌
関西で暮らす主婦に向けた生活情報マガジ
ン

ママのための生活情報マガジン
子どもの健やかな成長を支えるノウハウと女
性誌のファッション性を融合した雑誌

23巻4号通巻352号
関西圏の生活情報誌
（2007年4月）1巻1号通巻1号（1991 10代後半～20代 リアルなストリートファッ

ション誌
中高校生 ファッション、ビューティ、恋愛、テ
38巻9号通巻1380号
月刊
レビドラマなど、ティーンのための生活情報
(2005年5月）誌
1巻1号通巻1号（1989年 20代 モードと美容のマガジン 海外情報も
月刊 11月)- 欠号あり
豊富

63 steady. （ステディ） 宝島社

月刊

6巻1号通巻50号
（2011年1月）-

64 Story （ストーリィ） 光文社

月刊

4巻7号（2005年7月） 40代中心 アラフォー向けのおしゃれな品の
あるスタイル中心のマガジン

65 Street

月刊 261号（2013年5月）-

ストリート編集室

30歳前後のOLに向けたカジュアルファッショ
ン誌

ロンドン、ニューヨークなどのストリートファッ
ション写真誌

66 Sweet （スウィート） 宝島社

月刊

8巻5号通巻89号
（2010年5月）-

20代～30代中心 28歳一生女の子宣言 毎
号豪華付録つき

67 Upsee （アップシー） 大誠社

季刊

1巻1号通巻1号
（2014年5月）-

シンプルなのにおしゃれ、を目指す ファッ
ション、美容、ライフスタイルマガジン

68 Very （ヴェリィ）

月刊

10巻4号（2004年4
月）-

30代中心 女性らしく品のあるコーディネート
を紹介する雑誌

光文社

10代後半～20代 かわいいだけでなくスタイルを
もった生き方を提案 海外のモードやトレンドを紹
介

69

Vogue Girl （ヴォー
半月
コンデナスト・ジャパン
2号(2011年10月）グガール）
刊

70

Vogue Japan
20代～40代 「Vogue」の日本版 最新の
コンデナスト・ジャパン 月刊 141号（2011年5月）（ヴォーグジャパン）
ファッションとビューティ情報を紹介

71 Wife

チームWife

隔月
主に女性が投稿し、女性が編集している投
320号（2006年7月）刊
稿専門誌
1巻1号通巻1号（1993 10代～20代前半 個性的なカジュアルファッ

72 Zipper （ジッパー） 祥伝社

月刊 年6月）- 欠号あり

73 ウィズ （With）

講談社

月刊

74 エッセ （Esse）

フジテレビジョン

75

大人のおしゃれ手
帖

76 家庭画報

宝島社
世界文化社

1巻1号通巻1号
（1981年10月）6巻1号通巻64号
月刊
（1986年11月)1巻2号通巻2号
月刊
（2014年5月）月刊

ション雑誌
20代中心 派手すぎない落ち着きのある
ファッションを紹介する雑誌
主婦の暮しを応援する生活情報誌
おしゃれな大人のライフスタイルマガジン

1巻1号（1958年3月） 衣食住、旅、伝統文化などを掲載したビジュ
- 欠号あり
ルな総合誌

Ｇとして外国語雑誌をタイトルのアルファベット順にまとめ、（ ）内に言語を記載しました。
No.
77

タイトル

出版者等

キャンキャン （Can
小学館
Cam）

78 クシュフル

ぶんか社

刊行
頻度

所蔵

内容

1巻1号通巻1号（1982 20代中心 コンサバでフェミニンなファッション

月刊 年1月）- 欠号あり

を提案する雑誌

隔月
22号（2013年5月）- ナチュラルファッション誌
刊

79 クラッシィ （Classy） 光文社

月刊

1巻1号（1984年6月） 20代後半～30代 エレガンスで高級感とおち
- 欠号あり
つきのあるファッションを紹介する雑誌

80 クレア （Crea）

文芸春秋

月刊

1巻1号（1989年12
月）-

81 クロワッサン

マガジンハウス

半月 1巻1号通巻1号（1977 美容、健康、アンチエイジングなど特集テー
刊 年5月1日）- 欠号あり マをかかげたライフスタイルマガジン

ジャック・メディア

隔月
10代～20代 独特な世界観があるゴスロリ
40号（2011年6月）刊
ファッション誌

ベネッセコーポレー
ション

月刊

1巻1号通巻1号（1996年5 毎日をちょっとうれしくする生活マガジンをキャッチ
月）- 欠号あり
フレーズに既婚女性に向けた生活情報誌

月刊

1巻1号（1975年6月） 10代後半～20代 女子大生をターゲットにし
- 欠号あり
たファッション誌

82

ゴシック&ロリータバイブ
ル （Gothic ＆ Lolita
bible）

83 サンキュ!

84 ジェイ・ジェイ （JJ） 光文社

母になる、贈り物など、毎号ユニークな企画
を掲載するマガジン

85 女性のひろば

日本共産党中央委員
月刊 1号（1979年3月）会

79年の国際婦人デーを期して発刊された女
性教養誌

86 たまごクラブ

ベネッセコーポレー
ション

月刊

赤ちゃんが生まれる日まで読むマタニティ情
報誌

87 日経Woman

日経BP社

月刊 1号（1988年5月）-

20代～30代 仕事に向上心を持って取り組み、充
実した私生活を送っている女性を応援する情報誌

日経HR

季刊 2008年6月-

20代後半～30代 資格・スキルを紹介する
キャリアアップ情報誌

集英社

月刊

1巻1号通巻1号（1971年6
月20日）- 欠号あり

福音館書店

月刊

118号(1963年5月）- 幼い子を持つ母親を対象に母親としての生き方や
育児問題や童話も盛り込んだ育児指導誌
欠号あり

ハースト婦人画報社

月刊

1号（1980年6月）欠号あり

20代～30代 コンサバで高級感のあるエレガ
ンスファッション中心の雑誌

92 美人百花

角川春樹事務所

月刊

8巻9号通巻55号
（2012年9月）-

25歳以上の働く女性向けのファッション誌

93 ヴィヴィ （Vivi）

講談社

月刊 年7月）- 欠号あり

88
89

日経キャリア
magazine
ノンノ （non no）
青少年コーナー

90 母の友
91

94

ヴァンサンカン
（25ans）

フィガロジャポン
（Figaro Japon）

1巻7号通巻7号
(1994年5月）-

10代後半～20代 可愛いカジュアルスタイル
中心マガジン

1巻1号通巻1号（1983 10代後半～20代 おしゃれな女の子のため

のライフスタイル情報誌

阪急コミュニケーショ
1巻1号通巻1号（1990 フランスの女性週刊誌「madame Figaro」の日
月刊 年5月）- 欠号あり
ンズ
本版ファッション誌
828号（1972年10月） 明治38年創刊 伝統ある文化から世界のトレ
- 欠号あり
ンドまでビジュアル誌面で提供

95 婦人画報

ハースト婦人画報社

月刊

96 婦人公論

中央公論新社

半月 5年5号通巻53号（1920 40代～50代 向上心に燃える女性のための知的
でジャーナリスティックな味を加えた雑誌
刊 年5月）- 欠号あり

97 婦人之友

婦人之友社

月刊

6巻2号（1912年2月） 明治36年創刊 家庭問題や感性を高め視野を広
げる話題を取り上げ、読者と共に考える雑誌
- 欠号あり

98 ミセス

文化出版局

月刊

6号（1962年5月）欠号あり

ミセス向け 教養と実用記事を中心とした婦人
総合誌

99 モア （More）

集英社

月刊

1巻1号通巻1号
（1977年7月）-

25歳～28歳前後 ファッション、ビューティを
中心にしたマガジン

100 ゆうゆう

主婦の友社

月刊

7巻5号通巻70号
（2007年5月）-

50代～ 毎日を健康でいきいき暮らす情報を
提供するライフスタイルマガジン

101 ゆがふる

芸文社

隔月
（2011年3月）刊

開運情報雑誌

102 ランドネ

枻(えい)出版社

月刊 1号（2009年6月）-

女性のための山歩き情報誌

103 リー （Lee）

集英社

月刊

104 りぶる

自由民主党

1巻1号通巻1号
30代中心 カジュアルで落ち着いた大人のス
（1983年7月）タイル 生活情報も掲載した雑誌
18巻1号通巻202号
自由民主党の女性向け機関誌
月刊
（1999年1月）-

Ｇとして外国語雑誌をタイトルのアルファベット順にまとめ、（ ）内に言語を記載しました。

タイトル

No.

105 リンネル

出版者等

刊行
頻度

所蔵
1巻1号通巻1号
（2010年12月）-

宝島社

月刊

主婦と生活社

週刊 （1979年4月10日）-

内容
ナチュラルなライフスタイルとファッションの雑
誌

B 女性週刊誌
106 週刊女性
107 女性自身

光文社

108 女性セブン

小学館

23巻14号通巻1087号 18歳～30歳 芸能記事や占い等女性向けの

情報を掲載した週刊誌
20代後半～30代 働く女性もターゲットに入
週刊
れた週刊誌
1巻1号通巻1号（1963 実用記事を中心に楽しくてためになる内容の
週刊 年5月5日）- 欠号あり
週刊誌
1巻1号通巻1号（1958年
12月12日）- 欠号あり

C 結婚
25ansウエディング

109 （ｳﾞｧﾝｻﾝｶﾝｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ） ハースト婦人画報社

隔月
刊

(2010年11月)-

ウェディングに関することのすべてをビジュア
ルに紹介する結婚情報誌

D 旅行
110 Crea Traveller
111

Figaro Japon Voyage
（ﾌｨｶﾞﾛｼﾞｬﾎﾟﾝﾎﾞﾔｰｼﾞｭ）

文芸春秋

1巻1号通巻1号（2006 行動的な女性に向けたビジアュル総合旅行

季刊 年12月）-

阪急コミュニケーショ
季刊 1号(2005年）ンズ

誌
人気の旅先を厳選したトラベルガイド誌

E 美容・健康
bea's up （ビーズ
11巻 4号 (2007年4
スタンダードマガジン 月刊
アップ）
月)Body+ （ボディプラ
2巻9号通巻14号
113
ミディアム
月刊
ス＋）
(2006年9月）8巻9号通巻83号
114 Maquia （マキア） 集英社
月刊
(2011年9月）112

115 Voce （ヴォーチェ） 講談社
116 ネイルUp!

ブティック社

117 美ST （美スト）

光文社

118 美的

小学館

14巻9号通巻169号

コスメ・ヘアの情報誌
30歳前後 美しく健康的な体を作るための実
用情報誌
30歳前後をターゲットにしたコスメ雑誌

月刊 （2011年9月）
隔月 20号通巻27号（2007
刊
年1月）3巻10号(2011年10
月刊
月）7巻5号通巻77号
月刊
（2007年9月）-

化粧品情報を中心にした美容雑誌

年刊 14号（1961年）-

会員の創作やエッセイを掲載している文芸誌

ネイルアートやネイルデザインが楽しめるマ
ガジン
40代 美容、ヘア、健康情報誌
30代 肌・心・体を磨くための美容情報誌

F 文学
119 婦人文芸

婦人文芸の会

Ｇ 外国語雑誌
年2回
刊
隔週
刊

Issue21(2011autumn
（英） イギリスのファッション誌
・winter）2012Nr.1(2011.12.14
（独） ドイツのファッション誌
）19巻1号通巻208号
（kor） 韓国のファッション誌
月刊
(2012年1月）-

120 Another Magazine.

Another Publishing

121 Brigitte.

Gruner & Jahr

122 Céci.

中央M&B社

123 Cosmopolitan.

Hearst
Communications

月刊 Vol.246no.2(2009.2)- （英） アメリカのファッション・ビューティ雑誌

124 Crash.

Crash Production

季刊

125 Elle.

HFA

週刊 No3195(2007.3.26)- （仏） フランスのファッション誌

Elle.

月刊 (2007.6)-

126

Elle.（Deutsche
Ausg.）

No54(20102011winter)-

（英） フランスのファッション誌

（独） ドイツのファッション誌

127 Harper's Bazaar.

Hearst Communications月刊 no.3546(2007.5)-

128 Jalouse.

Editions Jalou

月刊

No146(2011.12・
2012.1）-

（仏） フランスのファッション誌

129 Lula.

Lula Publishing

半年刊Issue12(2011）-

（英） イギリスのファッション誌

130 Maglieria Italiana.

MODA

季刊 No.167(2011.3)-

（伊） イタリアのファッション誌

IPC Media

月刊 no.225(2007.5)-

（英） イギリスのファッション誌

131

Marie Claire.（ UK
ed.）

（英） アメリカのファッション・ビューティ雑誌

Ｇとして外国語雑誌をタイトルのアルファベット順にまとめ、（ ）内に言語を記載しました。

タイトル

No.

132 Marie Claire.

出版者等

刊行
頻度

所蔵

内容

Marie Claire Album

月刊 no.657(2007.5)-

（仏） フランスのファッション誌

Marie Claire.
（Italian ed.）

Hachette Rusconi

月刊 Anno6no1(2008.1)-

（伊） イタリアのファッション誌

134 Marie Claire Idées.

Marie Claire Album

隔月
No88(2012.1・2)刊

（仏） フランスの生活情報誌

135 Ms.

Liberty Media for
Women

季刊 Vol.1no5(1991.3・4)- （英） アメリカの女性の生き方を考える雑誌

136 Numéro.

Numéro

月刊

137 Nylon.

Nylon Holding

133

138

The Oprah
Magazine.

139 Real Simple.
140 Red.
141 Redbook.

No89(2007.12～
（仏） フランスのファッション誌
2008.1)Vol.13issue2(2012.2)
（英） アメリカのファッション誌
月刊
-

Hearst
Communications

月刊 Vol.10no2(2009.2)-

Time

月刊

Hearst Magazine
International
Hearst
Communications

Vol.13issue1(2012.1)
（英） アメリカのライフスタイル誌
（英） イギリスのファッション・ライフスタイル
月刊 (2009.2)誌
月刊 Vol.220no.1(2013.1)- （英） アメリカの生活情報誌

142 Self Service.

Self Service

年2回 No34(2011
刊
spring/summer)-

143 Seventeen.

Hearst
Communications

月刊 Vol.67no2(2008.2)-

144 Teen Vogue.

Condé Nast

月刊 Vol11no.1(2011.2)-

145 Vogue.

CondéNast

月刊

Vogue. （[British
ed.] ）
Vogue. （ [Russian
147
ed.] ）

No.700〜701 (1989.10〜
1989.11) ～ 欠号あり

Vol.173 no.5 no.2506
(2007.5) ～
2007 no.4 (2007.4)
Konde Nast
月刊
～欠号あり
Vol.197 no.5
148 Vogue. （ [US ed.] ） Condè Nast Publications
月刊
(2007.5) ～
Vol.52 no.5 no.515
149 Vogue Australia.
News Life Media
月刊
(2007.5) ～欠号あり
隔月
150 Vogue Bambini.
N.208 (2009.1・2) ～
Edizioni Condé Nast
刊
146

Condé Nast

（英） アメリカの生活情報誌

月刊

（英） フランスのモード写真誌
（英） アメリカの10代～20代向けファッショ
ン・ビューティー情報誌
（英） アメリカのファッション・ビューティ・ヘル
ス情報誌
（仏） フランスのファッション誌
（英） 「Vogue.」イギリス版
（露） 「Vogue.」ロシア版
（英） 「Vogue.」アメリカ版
（英） 「Vogue.」オーストラリア版
（伊） イタリアのキッズファッション誌

151 Vogue Deutsch.

Condé Nast

月刊 (2007.5) ～

（独） 「Vogue.」ドイツ版

152 Vogue España.

Condé Nast

月刊 No.265 (2010.4) ～

（西） 「Vogue.」スペイン版

153 Vogue Italia.

Condé Nast

月刊 No.680 (2007.4) ～

（伊） 「Vogue.」イタリア版

154 上海服飾

上海科学技術出版社 月刊 No.209 (2011.1) ～

155 [女性中央]

中央日報社

月刊

47巻 1号 通巻147号
（kor） 韓国のライフスタイル誌
(2011年1月) ～

156 [女性東亜]

東亜日報社

月刊

40巻 1号 通巻445号
(2001年1月) ～欠号あり

157 瑞麗服飾美容

北京(瑞麗)雑誌社

月刊

158 世界時装之苑

上海訳文出版社

159 服飾与美容

人民画報社

160

[ヘンボギ カドゥッカ
デザインハウス
ン チプ]

161 [レディー京郷]

京郷新聞社

（中） 中国のファッション誌

（kor） 韓国のファッション・ライフスタイル誌

総245期 (2007年4
（中） 「Ray」中国版
月) ～
半月 2007年4期総157期
（中） 「Elle」中国版
刊 (2007年4月)-

月刊 125期（2011.1）-

（中） 「Vogue」中国版

月刊 236号（2007.4）-

（kor） 韓国のライフスタイル誌

月刊

452号 (2012年1月)
-

（kor） 韓国のファッション誌
kor：韓国・朝鮮語

