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タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

サッポロケイザイ さっぽろ経済 札幌商工会議所 月刊 ２F WORK-403

エコノミスト エコノミスト 毎日新聞出版株式会社 週刊 ２F雑誌架 229 業界動向

シュウカンダイヤモンド 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 週刊 ２F雑誌架 229 業界動向

シュウカントウヨウケイザイ 週刊東洋経済 東洋経済新報社 週刊 ２F雑誌架 229 業界動向

チョウサ 調査 日本政策投資銀行 年数回 ２F WORK-405 業界動向

ディービージェー
 DBJ 日本政策投資銀行 季刊 ２F WORK-405 業界動向

ディービージェー
マンスリーオーバービュー DBJ Monthly Overview 日本政策投資銀行 月刊 ２F WORK-405 業界動向

ニチギン にちぎん 日本銀行 季刊 ２F WORK-465 業界動向

ニッケイビジネス 日経ビジネス 日経BP社 週刊 ２F雑誌架 230 業界動向

ニホンコウコツナグ 日本公庫つなぐ 日本政策金融公庫 季刊 ２F WORK-405 業界動向

ニホンセイサクキンユウコウコ
チョウサゲッポウ [日本政策金融公庫]調査月報 日本政策金融公庫 月刊 ２F WORK-405 業界動向

ニューズウィーク Newsweek　日本版 CCCメディアハウス 週刊 ２F雑誌架 230 業界動向

ファイナンス ファイナンス 財務省 月刊 ２F雑誌架 234 業界動向

リベラルタイム リベラルタイム リベラルタイム出版社 月刊 ２F雑誌架 228 業界動向

カイシャシキホウ 会社四季報 東洋経済新報社 季刊 ２F WORK-406 企業情報

テイコクニュースホッカイドウバン 帝国ニュース　北海道版 帝国データバンク 週２回刊 ２F WORK-406 企業情報

カイシャシキホウミジョウジョウカイシャバン 会社四季報　未上場会社版 東洋経済新報社 年刊 ２F WORK-406 企業情報

チテキシサンソウゾウ 知的資産創造 野村総合研究所 月刊 ２F WORK-404 市場調査

ニッケイトレンディ 日経TRENDY 日経BP社 月刊 ２F雑誌架 228 市場調査

タンカン 短観　全国企業短期経済観測調査 日本銀行調査統計局 季刊 ２F WORK-402 統計

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

アントレ アントレ リクルートホールディングス 季刊 ２F WORK-462

エルネオス エルネオス エルネオス出版社 月刊 ２F WORK-462

ビジネスリサーチ

経営

※保存年限は原則２年です。
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クオリティ クオリティ（道民雑誌） 太陽 月刊 ２F雑誌架 231

ケイザイカイ 経済界 経済界 月刊 ２F雑誌架 231

ゲッカンケイダンレン 月刊経団連 日本経済団体連合会 月刊 ２F WORK-462

ゲッカンジギョウコウソウ 月刊事業構想 事業構想大学院大学出版部 月刊 ２F WORK-462

コンパス COMPASS リックテレコム 季刊 ２F WORK-462

ザイカイ 財界 財界研究所 隔週刊 ２F WORK-462

ザイカイサッポロ 財界さっぽろ 財界さっぽろ 月刊 ２F雑誌架 231

センチュリー ＣＥＮＴＵＲＹ 国債通信社グループ 月刊 ２F WORK-462

センリャクケイエイシャ 戦略経営者 ＴＫＣ 月刊 ２F WORK-462

ニッケイトップリーダー 日経トップリーダー 日経BP社 月刊 ２F WORK-463

ハーバードビジネスレビュー ハーバードビジネスレビュー ダイヤモンド社 月刊 ２F雑誌架 228

ビジネスチャンス ビジネスチャンス ビジネスチャンス 隔月刊 ２F WORK-462

ヒトツバシビジネスレビュー 一橋ビジネスレビュー 東洋経済新報社 季刊 ２F WORK-462

ベンチャーツウシン ベンチャー通信 イシン 隔月刊 ２F WORK-462

ボス BOSS 経営塾 月刊 ２F雑誌架 231

ビックイシュー ビックイシュー　日本版 ビックイシュー日本 月２回刊 ２F雑誌架 206 起業

リスクマネージャー Risk Manager ベック株式会社 月刊 ２F WORK-464 経営組織

キギョウジツム 企業実務 日本実業出版社 月刊 ２F WORK-467 人事・労務

ゲッカンソウム 月刊総務 ウィズワークス株式会社 月刊 ２F WORK-467 人事・労務

ビジネスレーバートレンド Business labor trend 労働政策研究・研修機構 月刊 ２F WORK-467 人事・労務

カイシャホウムエーツーゼット 会社法務A２Z 第一法規 月刊 ２F WORK-466 ビジネスの法律

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

アエラ AERA 朝日新聞出版 週刊 ２F雑誌架 230

ザニジュウイチ ＴＨＥ２１ PHP研究所東京本部 月刊 ２F雑誌架 231

ニッケイウーマン 日経WOMAN 日経BP社 月刊 ２F雑誌架 231

プレジデント ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ プレジデント社 月２回刊 ２F雑誌架 231

プレジデントウーマン ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ　ＷＯＭＡＮ プレジデント社 月刊 ２F雑誌架 231

リーダーシップ リーダーシップ 日本監督士協会 月刊 ２F WORK-461 キャリアプランニング

ビジネススキル
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タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

クローバー クローバー ジェイ・ブロード 季刊 ２F WORK-477 障がい者の就職活動

サーナ サーナ イフ 年２回刊 ２F WORK-477 障がい者の就職活動

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

リュウガクジャーナル 留学ジャーナル 留学ジャーナル 季刊 ２F WORK-479 国際・語学

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

キギョウトコウコク 企業と広告 チャネル 月刊 ２F雑誌架 235 マーケティング戦略

ケイザイコウホウ 経済広報 経済広報センター 月刊 ２F WORK-471 マーケティング戦略

コウホウ 広報 日本広報協会 月刊 ２F WORK-471 マーケティング戦略

コウホウカイギ 広報会議 宣伝会議 月刊 ２F WORK-471 マーケティング戦略

シーエムインデックス ＣＭ　ＩＮＤＥＸ ＣＭ総合研究所（東京企画） 月刊 ２F WORK-470 マーケティング戦略

ジェーエーエー ＪＡＡ 日本アドバタイザーズ協会 月刊 ２F WORK-470 マーケティング戦略

ジェーエーエーエーレポート JAAA　REPORTS　 日本広告業協会 月刊 ２F WORK-470 マーケティング戦略

ゼンコウレン 全広連 全日本広告連盟 隔月刊 ２F WORK-470 マーケティング戦略

センデンカイギ 宣伝会議 宣伝会議 月刊 ２F雑誌架 235 マーケティング戦略

ハーストーリィレビュー HERSTORY REVIEW ハー・ストーリィ 月刊 ２F雑誌架 232 マーケティング戦略

ビートゥービーコミュニケーション BtoBコミュニケーション 日本ＢｔｏＢ広告協会 月刊 ２F WORK-470 マーケティング戦略

マーケティングホライズン マーケティング・ホライズン 日本マーケティング協会 月刊 ２F WORK-470 マーケティング戦略

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

アフ ａｆｆ 農林水産省 月刊 ２F 514

ガーデンセンター Garden Center グリーン情報 隔月刊 ２F WORK-490 花卉・園芸

ニワ 庭 建築資料研究社 季刊 ２F WORK-490 花卉・園芸

就職・転職

資格試験テキスト

広告・マーケティング

農林水産
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フローリスト フローリスト 誠文堂新光社 月刊 ２F雑誌架 203 花卉・園芸

ベストフラワーアレンジメント ベストフラワーアレンジメント フォーシーズンズプレス 季刊 ２F WORK-490 花卉・園芸

カジツニホン 果実日本 日本園芸農業協同組合連合会 月刊 ２F 515 作物

コメトリュウツウ 米と流通 食品産業新聞社 月刊 ２F 514 作物

ノウコウトエンゲイ 農耕と園芸 誠文堂新光社 月刊 ２F 515 作物

カンズメジホウ 缶詰時報 日本缶詰びん詰レトルト食品協会 月刊 ２F雑誌架 233 食品産業

ゲッカンハサップ 月刊HACCP 鶏卵肉情報センター 月刊 ２F 515 食品産業

ショクヒンコウジョウチョウ 食品工場長 日本食糧新聞社 月刊 ２F雑誌架 233 食品産業

ショクヒントカイハツ 食品と開発 CMPジャパン(UBMメディア) 月刊 ２F雑誌架 233 食品産業

ニュウサンキンニュース 乳酸菌ニュース 全国発酵乳乳酸菌飲料協会 季刊 ２F WORK-492 食品産業

フードケミカル フードケミカル 食品化学新聞社 月刊 ２F 515 食品産業

フードジャーナル フードジャーナル フードジャーナル社 月刊 ２F 514 食品産業

フードスタイルニジュウイチ FOOD　STYLE21 食品化学新聞社 月刊 ２F 514 食品産業

アクアネット アクアネット 湊文社 月刊 ２F雑誌架 207 水産業

スイサンカイ 水産界 大日本水産会 月刊 ２F雑誌架 207 水産業

スイサンシンコウ 水産振興 東京水産振興会 月刊 ２F WORK-491 水産業

スイサンホッカイドウ 水産北海道 水産北海道協会 月刊 ２F WORK-491 水産業

フラニュース FRANEWS 水産研究・教育機構 季刊 ２F雑誌架 207 水産業

ヨウショクビジネス 養殖ビジネス 緑書房 月刊 ２F WORK-491 水産業

ケイランニクジョウホウ 鶏卵肉情報 鶏卵肉情報センター 隔週刊 ２F 515 畜産

シープジャパン シープ ジャパン 畜産技術協会 年２回刊 ２F 515 畜産

チクサンコンサルタント 畜産コンサルタント 中央畜産会 月刊 ２F雑誌架 207 畜産

デーリィジャパン デーリィジャパン デーリィ・ジャパン 月刊 ２F 515 畜産

デーリィマン デーリィマン デーリィマン社 月刊 ２F雑誌架 207 畜産

ニクギュウジャーナル 肉牛ジャーナル 肉牛新報社 月刊 ２F 515 畜産

ミートジャーナル ミート･ジャーナル 食肉通信社 月刊 ２F 515 畜産

ヨウギュウノトモ 養牛の友 日本畜産振興会 月刊 ２F 515 畜産

ヨウケイノトモ 養鶏の友 日本畜産振興会 月刊 ２F 515 畜産

ヨウトンジョウホウ 養豚情報 鶏卵肉情報センター 月刊 ２F 515 畜産

ヨウトンノトモ 養豚の友 日本畜産振興会 月刊 ２F 515 畜産
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ミルククラブ ＭＩＬＫＣＬＵＢ 中央酪農会議 季刊 ２F 515 畜産

エーエフシーフォーラム AFC　Ｆｏｒｕｍ 日本政策金融公庫 月刊 ２F WORK-491 農業

ギジュツトフキュウ 技術と普及 全国農業改良普及支援協会 月刊 ２F WORK-491 農業

グリーンレポート グリーンレポート 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） 月刊 ２F WORK-491 農業

ゲンダイノウギョウ 現代農業 農山漁村文化協会 月刊 ２F雑誌架 207 農業

ニューカントリー ニューカントリー 北海道協同組合通信社 月刊 ２F WORK-491 農業

ノウカノトモ 農家の友 北海道農業改良普及協会 月刊 ２F雑誌架 207 農業

ハルダヨリ HALだより 北海道農業企業化研究所 季刊 ２F WORK-491 農業

キカイカノウギョウ 機械化農業 新農林社 月刊 ２F WORK-491 農業技術の基本

シセツトエンゲイ 施設と園芸 日本施設園芸協会 季刊 ２F雑誌架 207 農業技術の基本

アグリバイオ アグリバイオ 北隆館 月刊 ２F 515 農業ビジネス

キカイカリンギョウ 機械化林業 林業機械化協会 月刊 ２F WORK-491 林業

ゲンダイリンギョウ 現代林業 全国林業改良普及協会 月刊 ２F WORK-491 林業

サンリン 山林 大日本山林会 月刊 ２F WORK-491 林業

シンリンギジュツ 森林技術 日本森林技術協会 月刊 ２F WORK-491 林業

ホッカイドウノリンボクイクシュ 北海道の林木育種 北海道林木育種協会 年２回刊 ２F WORK-491 林業

モクザイジョウホウ 木材情報 日本木材総合情報センター 月刊 ２F WORK-491 林業

リンギョウシンチシキ 林業新知識 全国林業改良普及協会 月刊 ２F雑誌架 207 林業

リンヤ 林野 林野庁 月刊 ２F WORK-491 林業

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

エーアンドユー Ａ+Ｕ(エーアンドユー)建築と都市 エー・アンド・ユー 月刊 ２F雑誌架 201 各種の土木工学

ドボクギジュツ 土木技術 土木技術社 月刊 ２F WORK-444 建設

イーコンテクチャー イー・コンテクチャー 日報ビジネス 隔月刊 ２F WORK-444 建設業

ケンセツギョウカイエーシーイー 建設業界(ACe) 日本建設業連合会 月刊 ２F WORK-444 建設業

ジーエージャパン ＧＡ　ＪＡＰＡＮ エーディーエー・エディタ・トーキョー 隔月刊 ２F雑誌架 201 建築業

シビルエンジニアリングコンサルタント Civil Engineerring　Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ 建設コンサルタンツ協会 季刊 ２F WORK-446 建築業

ニッケイアーキテクチュア 日経アーキテクチュア 日経BP社 月２回刊 ２F雑誌架 201 建築業

ケンチクチシキ 建築知識 エクスナレッジ 月刊 ２F雑誌架 201 建築業

建設・不動産
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ショウテンケンチク 商店建築 商店建築社 月刊 ２F雑誌架 201 建築業

シンケンチク 新建築 新建築社 月刊 ２F雑誌架 201 建築業

アンドシーラント ＆SEALANT 日本シーリング材工業会 年４回刊 ２F WORK-446 建築計画と施工

キンダイケンチク 近代建築 近代建築社 月刊 ２F WORK-446 建築計画と施工

ジェーエー ＪＡ 新建築社 季刊 ２F WORK-446 建築計画と施工

セキサンシリョウ 積算資料 経済調査会 月刊 ２F WORK-446 建築計画と施工

ニッケイホームビルダー 日経ホームビルダー 日経BP社 月刊 ２F WORK-446 建築計画と施工

ボウスイジャーナル 防水ジャーナル 新樹社 月刊 ２F WORK-446 建築計画と施工

ゲッカンケンチクシアゲギジュツ 月刊建築仕上技術 工文社 月刊 ２F WORK-446 建築計画と施工

ケンチクギジュツ 建築技術 建築技術 月刊 ２F WORK-446 建築計画と施工

ディテール ディテール 彰国社 季刊 ２F WORK-446 建築構造

ケンチクセツビ 建築設備 建築設備綜合協会事務局出版 月刊 ２F WORK-447 建築設備・設備工学

ジュウタクケンチク 住宅建築 建築資料研究社出版部 隔月刊 ２F WORK-447 住宅建築

ジュウタクジャーナル 住宅ジャーナル エルエルアイ出版事業部 月刊 ２F WORK-447 住宅建築

リフォーム REFORM テツアドー出版 月刊 ２F WORK-447 住宅建築

ケンチクチシキビルダーズ 建築知識ビルダーズ エクスナレッジ 季刊 ２F雑誌架 201 住宅建築

シンケンチクジュウタクトクシュウ 新建築住宅特集 新建築社 月刊 ２F WORK-447 住宅建築

ドボクガッカイシ 土木学会誌 土木学会 月刊 ２F WORK-444 土木工学

ドボクセコウ 土木施工 オフィス・スペース 月刊 ２F雑誌架 201 土木工学

ゲッカンフドウサンリュウツウ 月刊不動産流通 不動産流通研究所 月刊 ２F雑誌架 201 不動産業

ジテンシャバイクジドウシャチュウシャジョウパーキング プレス 自転車・バイク・自動車駐車場パーキングプレス サン・ネット 月刊 ２F WORK-447 不動産業

ハウジングトリビューン Ｈｏｕｓｉｎｇ　Ｔｒｉｂｕｎｅ 創樹社 隔週刊 ２F WORK-447 不動産業

プロパティマネジメント プロパティマネジメント 綜合ユニコム 月刊 ２F WORK-447 不動産業

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

ハイカンギジュツ 配管技術 日本工業出版株式会社 月刊 ２F雑誌架 238 機械工学

レイトウ 冷凍 日本冷凍空調学会 月刊 ２F WORK-426 機械工学

サンギョウキカイ 産業機械 日本産業機械工業会 月刊 ２F WORK-424 工業

サンギョウリッチ 産業立地 日本立地センター 隔月刊 ２F WORK-424 工業

機械・電気
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ジュンカツケイザイ 潤滑経済 潤滑通信社 月刊 ２F WORK-424 工業

セイサンザイ マーケティング 生産財マーケティング ニュースダイジェスト社 月刊 ２F WORK-424 工業

ニッケイモノズクリ 日経ものづくり 日経BP社 月刊 ２F雑誌架 236 工業

ニューテクノマートソウ ＮｅｗテクノマートＳＯ（創） フジキン 年３回刊 ２F WORK-424 工業

ヒョウジュンカトヒンシツカンリ 標準化と品質管理 日本規格協会 月刊 ２F雑誌架 238 工業

エヌティエヌテクニカルレビュー NTN　TECHNICAL　REVIEW NTN 年１回刊 ２F WORK-425 自動車工学

ジドウシャハンバイ 自動車販売 日本自動車販売協会連合会 月刊 ２F WORK-425 自動車工学

ボデーショップレポート BODY SHOP REPORT プロトリオス 月刊 ２F WORK-425 自動車工学

リガーレ LIGARE 自動車新聞社 隔月刊 ２F雑誌架 234 自動車工学

トッキョ とっきょ 特許庁総務部総務課 隔月刊 ２F WORK-425 知的財産権

オーム OHM オーム社 月刊 ２F WORK-426 電気工学

オプトロニクス オプトロニクス （OPTRONICS） オプトロニクス社 月刊 ２F WORK-426 電気工学

ジェイピーシーエーニュース JPCA news 日本電子回路工業会 月刊 ２F WORK-426 電気工学

デンキキョウカイホウ 電気協会報 日本電機協会 隔月刊 ２F WORK-426 電気工学

デンキツウシン 電気通信 電気通信協会 月刊 ２F WORK-426 電気工学

ニッケイエレクトロニクス 日経エレクトロニクス 日経BP社 月刊 ２F WORK-426 電気工学

化学・金属

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

カートンアンドボックス carton&box 日報ビジネス株式会社 月刊 ２F雑誌架 237 化学工業

カガクコウギョウ 化学工業 化学工業社 月刊 ２F WORK-427 化学工業

カコウギジュツ 加工技術 繊維社 月刊 ２F WORK-428 化学工業

カミパギキョウシ 紙パ技協誌 紙パルプ技術協会 月刊 ２F WORK-428 化学工業

コウギョウカネツ 工業加熱 日本工業炉協会 隔月刊 ２F WORK-427 化学工業

シギョウタイムス 紙業タイムス 紙業タイムス社 月２回刊 ２F WORK-428 化学工業

トソウギジュツ 塗装技術 理工出版社 月刊 ２F WORK-428 化学工業

ハセガワレター Ｈａｓｅｇａｗａ　ｌｅｔｔｅｒ 長谷川香料 年１回刊 ２F WORK-428 化学工業

ホウソウギジュツ 包装技術 日本包装技術協会 月刊 ２F雑誌架 237 化学工業

ユシ 油脂 幸書房 月刊 ２F WORK-428 化学工業

アールアンドディーコウベセイコウギホウ R&D神戸製鋼技報 神鋼リサーチ 年２回刊 ２F WORK-429 金属工学
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キンゾク 金属 アグネ技術センター 月刊 ２F WORK-429 金属工学

ソケイザイ 素形材 素形材センター 月刊 ２F WORK-429 金属工学

ニムスナウ NIMS NOW 物質・材料研究機構 年６回刊 ２F WORK-427 工業材料

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

インサツカイ 印刷界 日本印刷新聞社 月刊 ２F WORK-422 印刷

インサツザッシ 印刷雑誌 印刷学会出版部 月刊 ２F雑誌架 237 印刷

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

エネルギーフォーラム エネルギーフォーラム エネルギー・フォーラム 月刊 ２F雑誌架 239

エネルギーレビュー エネルギーレビュー エネルギー総合工学研究所 月刊 ２F WORK-448

オルタナ オルタナ（alterna） ウィズワークス 季刊 ２F雑誌架 206

カンキョウカンリ 環境管理 産業環境管理協会 月刊 ２F WORK-448

カンキョウジョウカギジュツ 環境浄化技術 日本工業出版 隔月刊 ２F WORK-448

グリーンエージ グリーン･エージ GREEN AGE 日本緑化センター       　　 月刊 ２F WORK-448

グリーンレポート GREEN REPORT 地域環境ネット 月刊 ２F雑誌架 239

ゲッカンビジネスアイエネコ 月刊ビジネスアイ エネコ 日本工業新聞社 月刊 ２F雑誌架 239

ショウエネルギー 省エネルギー 省エネルギーセンター 月刊 ２F雑誌架 239

スマイトデンキ 住まいとでんき 日本工業出版 月刊 ２F雑誌架 239

チキュウオンダンカ 地球温暖化 日報ビジネス 隔月刊 ２F WORK-448

ガソリンスタンド ガソリン・スタンド ガソリンスタンド社 月刊 ２F雑誌架 239 エネルギービジネス

クリーンエネルギー クリーンエネルギー 日本工業出版 月刊 ２F WORK-449 エネルギービジネス

セキユカイハツジホウ 石油開発時報 石油鉱業連盟 年２回刊 ２F WORK-449 エネルギービジネス

カンキョウビジネス 環境ビジネス 日本ビジネス出版 季刊 ２F雑誌架 239 環境ビジネス

ニッケイイーエスジー 日経ＥＳＧ 日経BP社 月刊 ２F WORK-448 環境ビジネス

インダスト INDUST 全国産業廃棄物連合会 月刊 ２F WORK-448 産業廃棄物・土壌汚染

ゲッカンハイキブツ 月刊廃棄物 日報ビジネス 月刊 ２F雑誌架 239 産業廃棄物・土壌汚染

トシトハイキブツ 都市と廃棄物 環境産業新聞社 月刊 ２F WORK-448 産業廃棄物・土壌汚染

印刷・出版

環境・エネルギー
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ニホンゲンシリョクガッカイシ 日本原子力学会誌　 毎日学術フォーラム 月刊 ２F WORK-449 発電・送電

スイドウキョウカイザッシ 水道協会雑誌 日本水道協会 月刊 ２F WORK-449 水環境と技術

ダムニホン ダム日本 日本ダム協会 月刊 ２F WORK-449 水環境と技術

ヨウスイトハイスイ 用水と廃水 産業用水調査会 月刊 ２F WORK-449 水環境と技術

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

イーコロンブス eコロンブス 東方通信社 月刊 ２F WORK-411

インターフェース Interface CQ出版. 月刊 ２F雑誌架 236

エーディービジネス ＡＤビジネス 中央通信研究所 月刊 ２F WORK-411

エスイーシージャーナル SEC journal 情報処理推進機構 年４回刊 ２F WORK-411

エヌティティギジュツジャーナル ＮＴＴ技術ジャーナル 電気通信協会 月刊 ２F WORK-411

ギジュツシ 技術士 技術士協会 月刊 ２F WORK-411

サインアンドディスプレイ Signs＆Displays マスコミ文化協会 月刊 ２F雑誌架 235

シーアイエージェージャーナル CIAJ JOURNAL 情報通信ネットワーク産業協会 季刊 ２F WORK-411

ジョウホウショリ 情報処理 情報処理学会 月刊 ２F WORK-411

テレコミュニケーション テレコミュニケーション リックテレコム 月刊 ２F WORK-411

トロンウェア ＴＲＯＮｗａｒｅ パーソナルメディア 隔月刊 ２F WORK-411

ニッケイクラウドファースト 日経クラウドファースト 日経BP社 月刊 ２F WORK-411

ニッケイコンピュータ 日経コンピュータ 日経BP社 隔週刊 ２F WORK-411

ニッケイシステムズ 日経SYSTEMS 日経BP社 月刊 ２F雑誌架 236

ニッケイネットワーク 日経NETWORK 日経BP社 月刊 ２F雑誌架 236

ニューメディア NEW MEDIA ニューメディア 月刊 ２F雑誌架 236

ピーシーウェブジン PC-Webzine ダイワボウ情報システム 月刊 ２F WORK-411

ビジネスコミュニケーション ビジネスコミュニケーション ビジネスコミュニケーション社 月刊 ２F WORK-411

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

ビーマガ B-maga サテマガ・ビー・アイ 月刊 ２F雑誌架 236

シナリオ シナリオ シナリオ作家協会 月刊 ２F WORK-421 映画

テクノロジー

放送・映像制作
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エイゾウジョウホウインダストリアル 映像情報インダストリアル 産業開発機構 月刊 ２F雑誌架 236 映像制作

ビデオサロン ビデオサロン 玄光社 月刊 ２F WORK-421 映像制作

メディアテンボウ メディア展望 新聞通信調査会 月刊 ２F WORK-421 映像制作

ホッポウジャーナル 北方ジャーナル Re Studio 月刊 ２F雑誌架 231 ジャーナリズム

エヌエイチケーギケンアールアンドディー NHK技研R&D 日本放送協会日本技術研究所 隔月刊 ２F WORK-421 放送

ゲッカンホウソウジャーナル 月刊放送ジャーナル 放送ジャーナル社 月刊 ２F WORK-421 放送

ホウソウケンキュウトチョウサ 放送研究と調査 NHK出版 月刊 ２F WORK-421 放送

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

ブンカツウシンジャーナル 文化通信ジャーナル 文化通信社 月刊 ２F WORK-418

エムディエヌ ＭｄＮ ＭｄＮ 月刊 ２F雑誌架 235 アニメ・マンガ

シージーワールド ＣＧＷＯＲＬＤ ボーンデジタル 月刊 ２F WORK-419 アニメ・マンガ

ウェブディービープレス WEB+DB PRESS 技術評論社 隔月刊 ２F WORK-420 ウェブコンテンツ

ウェブデザイニング Ｗｅｂ　Ｄｅｓｉｇｎｉｎｇ マイナビ出版 隔月刊 ２F WORK-420 ウェブコンテンツ

ソフトウェアデザイン Software Design 技術評論社 月刊 ２F雑誌架 236 ウェブコンテンツ

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

カイガイケイザイデータ 海外経済データ ファイナンスプリント 月刊 ２F WORK-454 海外事業

グローバルケイエイ グローバル経営 日本在外企業協会 月刊 ２F WORK-454 海外事業

コクサイカイハツジャーナル 国際開発ジャーナル 国際開発ジャーナル社 月刊 ２F WORK-454 海外事業

アジアケイザイ アジア経済 日本貿易振興機構(アジア経済研究所？)季刊 ２F WORK-455 地域別情報アジア

アジアマーケットレビュー アジア・マーケット・レビュー 重化学工業通信社 月２回刊 ２F雑誌架 234 地域別情報アジア

ニチタイパートナー シップ 日・タイパートナーシップ 日タイ経済協力協会 季刊 ２F WORK-454 地域別情報アジア

システックジャーナル CISTEC Journal 安全保障貿易センター 隔月刊 ２F WORK-454 貿易実務

ニホンボウエキカイゲッポウ 日本貿易会月報 日本貿易会 月刊 ２F WORK-454 貿易実務

ボウエキトカンゼイ 貿易と関税 日本関税協会 月刊 ２F雑誌架 234 貿易実務

海外ビジネス

コンテンツビジネス
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タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

コウクウウトブンカ 航空と文化 日本航空協会 年２回刊 ２F WORK-450 航空

スペース ＳＰＡＣＥ ジャパンプレス社 月刊 ２F WORK-450 航空

サブウェイ Ｓｕｂｗａｙ 日本地下鉄協会 季刊 ２F WORK-450 鉄道

ジェイアールイースト ＪＲ　ＥＡＳＴ ＪＲ東日本 月刊 ２F WORK-450 鉄道

テツドウ・ウンユキコウダイリ 鉄道・運輸機構だより 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 季刊 ２F WORK-450 鉄道

テツドウシャリョウコウギョウ 鉄道車両工業 日本鉄道車両工業会 隔月刊 ２F WORK-450 鉄道

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

ロジスティクスビジネス ロジスティクス・ビジネス ライノス・パブリケーションズ 月刊 ２F雑誌架 234

ゲッカンネットハンバイ 月刊ネット販売 宏文出版株式会社 月刊 ２F WORK-453 EC

ギフトプレミアム Gift Premium ビジネスガイド社 月刊 ２F雑誌架 232 小売

コクサイショウギョウ 国際商業 国際商業出版株式会社 月刊 ２F雑誌架 202 小売

ショウギョウカイ 商業界 商業界 月刊 ２F雑誌架 232 小売

ショクヒンショウギョウ 食品商業 商業界 月刊 ２F雑誌架 233 小売

トイジャーナル Ｔｏｙ　Ｊｏｕｒｎａｌ 東京玩具人形協同組合 月刊 ２F WORK-452 小売

ブングトジムキ BUNGU TO JIMUKI(文具と事務機) ニチマ 月刊 ２F雑誌架 238 小売

エスシージャパントゥデイ SC JAPAN TODAY 日本ショッピングセンター協会 年１０回刊 ２F WORK-452 店舗

カデンビズ 家電Ｂｉｚ クロス 季刊 ２F WORK-452 店舗

ゲッカンコンビニ 月刊　コンビニ アール・アイシー 月刊 ２F雑誌架 232 店舗

ゲッカンマーチャンダイジング 月刊マーチャンダイジング ニューフォーマット研究所 月刊 ２F雑誌架 232 店舗

ストアーズレポート ストアーズレポート ストアーズ社 月刊 ２F WORK-452 店舗

ダイヤモンドドラッグストア Diamond Drug Store ダイヤモンド・リテイルメディア 隔月刊 ２F WORK-452 店舗

ダイヤモンドホームセンター Diamond Home Center ダイヤモンド・リテイルメディア 隔月刊 ２F WORK-452 店舗

フランチャイズエイジ Franchise Age 日本フランチャイズチェーン協会 隔月刊 ２F WORK-452 店舗

ハンソクカイギ 販促会議 宣伝会議 月刊 ２F雑誌架 234 販売促進

エムエイチジャーナル ＭＨジャーナル 日本ＭＨ協会 年２回刊 ２F WORK-451 流通

運輸

流通・小売
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ゲキリュウ 激流 国際商業出版株式会社 月刊 ２F WORK-451 流通

ニヌシトユソウ 荷主と輸送 オーシャンコマース 月刊 ２F WORK-451 流通

ハンバイカクシン 販売革新 商業界 月刊 ２F WORK-451 流通

リュウツウネットワーキング 流通ネットワーキング 日本工業出版 隔月刊 ２F WORK-451 流通

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

ショクヒントヨウキ 食品と容器 缶詰技術研究会 月刊 ２F雑誌架 232

ショクヒンホウソウ 食品包装 日報ビジネス株式会社 月刊 ２F雑誌架 232

ウイスキーブンカケンキュウジョ Whisky　Galore（ウイスキーガロア） ウイスキー文化研究所 隔月刊 ２F 502 アルコール

ショクラク 食楽 徳間書店 年４回刊 ２F 502 アルコール

ライズ ｒｉｓｅ サッポロビール 年３回刊 ２F 501 アルコール

ウィズモリヒコ With MORIHICO. MORIHICO. 不定期 ２F 512 喫茶

インリョウビジネス 飲料ビジネス 飲料総研 月刊 ２F 516 「食」の雑誌

ヴェスタ ｖｅｓｔａ 味の素食の文化センター 季刊 ２F 514 「食」の雑誌

カフェレス CAFERES（カフェ＆レストラン） 旭屋出版 月刊 ２F 511 「食」の雑誌

キンダイショクドウ 近代食堂 旭屋出版 月刊 ２F雑誌架 233 「食」の雑誌

ゲッカンショクドウ 月刊食堂 柴田書店 月刊 ２F雑誌架 233 「食」の雑誌

ゲッカンテイオンリュウツウ 月刊低温流通 オンリーワンジャーナル社 月刊 ２F 516 「食」の雑誌

ゲッカンニホンリョウリ 月刊日本料理 日本料理研究会 月刊 ２F 516 「食」の雑誌

コンファ ｃｏｎｆａ 北海道農政部農業企画室 年２回刊 ２F 515 「食」の雑誌

サケルイショクヒントウケイゲッポウ 酒類食品統計月報 日刊経済通信社 月刊 ２F 516 「食」の雑誌

シュハンニュース 酒販ニュース 醸造産業新聞社 月３回刊 ２F 516 「食」の雑誌

ジョウカイシュンンジュウ 醸界春秋 醸界通信社 隔月刊 ２F 516 「食」の雑誌

セイカセイパン 製菓製パン 製菓実験社 月刊 ２F 516 「食」の雑誌

セカイノカシピーシージー 世界の菓子PCG 全日本洋菓子工業会 月刊 ２F 516 「食」の雑誌

センモンリョウリ 専門料理 柴田書店 月刊 ２F雑誌架 233 「食」の雑誌

ソウゴウショクヒン 総合食品 総合食品研究所 月刊 ２F 514 「食」の雑誌

ソバシュンジュウ 蕎麦春秋 リベラルタイム出版社 季刊 ２F 515 「食」の雑誌

チョコット Cho-co-tto（ちょこっと） コープさっぽろ人事採用部 月刊 ２F 514 「食」の雑誌

食
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ニホンフードサービスガッカイネンポウ 日本フードサービス学会年報 日本フードサービス学会 年刊 ２F 516 「食」の雑誌

ビーアンドシー B&C（Breada and Cakes) パンニュース社 隔月刊 ２F 516 「食」の雑誌

ビノテーク Vinotheque(ヴィノテーク) ヴィノテーク 月刊 ２F 516 「食」の雑誌

ビバリッジジャパン Beverage　Japan ビバリッジジャパン 月刊 ２F雑誌架 233 「食」の雑誌

フードビズ Food　Biz エフビー 隔月刊 ２F 514 「食」の雑誌

フードライフ Food　Life 総合食品研究所 月刊 ２F 515 「食」の雑誌

ベジー Veggy キラジェンヌ 隔月刊 ２F 514 「食」の雑誌

メンギョウカイ 麺業界 食品産業新聞社 月刊 ２F 515 「食」の雑誌

リョウリオウコク 料理王国 ＣＵＩＳＩＮＥ ＫＩＮＧＤＯＭ 月刊 ２F 516 「食」の雑誌

リョウリツウシン 料理通信 料理通信社 月刊 ２F 516 「食」の雑誌

レシピ RECIPE 日本フードサービス学会 年２回刊 ２F 516 「食」の雑誌

インショクテンケイエイ 飲食店経営 アール・アイ・シー 月刊 ２F雑誌架 233 フードビジネス

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

イベントビズ Ｅｖｅｎｔ Ｂｉｚ ピーオーピー出版企画室 季刊 ２F雑誌架 204

ホテレス ＨＯＴＥＲＥＳ オオタパブリケーションズ 週刊 ２F雑誌架 204

レジャーサンギョウシリョウ レジャー産業資料 総合ユニコム 月刊 ２F雑誌架 204

ゲッカンゴルフマネジメント 月刊ゴルフマネジメント 一季出版 月刊 ２F WORK-487 アウトドア型レジャー

ゴルフジョウセミナー ゴルフ場セミナー ゴルフダイジェスト社 月刊 ２F WORK-487 アウトドア型レジャー

アミューズメントサンギョウ アミューズメント産業 アミューズメント産業出版 月刊 ２F WORK-487 インドア型レジャー

アミューズメントジャーナル Amusement journal アミューズメント・ジャーナル 月刊 ２F WORK-487 インドア型レジャー

カラオケエンターテインメント カラオケエンターテインメント 総合ユニコム 季刊 ２F WORK-487 インドア型レジャー

ゴラクサンギョウ 娯楽産業 娯楽産業協会 月刊 ２F WORK-487 インドア型レジャー

ユウギツウシン 遊戯通信 遊戯通信社 月刊 ２F WORK-487 インドア型レジャー

カンコウカイギホッカイドウ 観光会議ほっかいどう リクルート北海道じゃらん 季刊 ２F WORK-486 観光

トラベルジャーナル Ｔｒａｖｅｌ　ｊｏｕｒｎａｌ トラベルジャーナル 週刊 ２F WORK-486 観光

マイスジャパン MICE Japan ＭＩＣＥジャパン 月刊 ２F WORK-486 観光

カンコウトマチズクリ 観光とまちづくり 日本観光振興協会 季刊 ２F WORK-486 観光・経営戦略

ゲッカンホテルリョカン 月刊ホテル旅館 柴田書店 月刊 ２F WORK-487 宿

観光・レジャー
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ホテルレビュー Ｈｏｔｅｌ　Ｒｅｖｉｅｗ 日本ホテル協会 隔月刊 ２F WORK-487 宿

エンターテインメントビジネス Entertainment business：Ｅ＋Ｂ 総合ユニコム 年２回刊 ２F WORK-487 レジャー

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

レギュレーションズ REGULATIONS セミナーインフォ 季刊 ２F WORK-475

キンダイセールス 近代セールス 近代セールス社 月２回刊 ２F WORK-475 金融機関

シュウカンキンユウザイセイジジョウ 週刊金融財政事情 金融財政事情研究会 週刊 ２F雑誌架 228 金融機関

センモンテン 専門店 日本専門店会連盟 隔月刊 ２F WORK-475 金融機関

ダイヤモンドザイ Diamond ZAI ダイヤモンド社 月刊 ２F雑誌架 228 金融商品

ニッケイマネー 日経マネー 日経BP社 月刊 ２F雑誌架 228 金融商品

カードウェーブ CardWave iResearch Japan 隔月刊 ２F WORK-475 決済インフラ

ゲッカンショウヒシャ シンヨウ 月刊消費者信用 金融財政事情研究会 月刊 ２F WORK-475 決済インフラ

フィット FIT 日本金融通信社 季刊 ２F WORK-475 決済インフラ

キンザイファイナンシャルプラン ＫＩＮＺＡＩ　Financial Plan 金融財政事情研究会 月刊 ２F WORK-473 コンサルティング

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

ジチタイコクサイカフォーラム 自治体国際化フォーラム 自治体国際化協会 月刊 ２F WORK-482

ソウムショウ 総務省 総務省 月刊 ２F雑誌架 205

ギョウセイアンドジョウホウシステム 行政＆情報システム 行政情報システム研究所 隔月刊 ２F WORK-482 公務員

フェスク フェスク 日本消防設備安全センター 月刊 ２F WORK-482 消防

ガバナンス ガバナンス ぎょうせい 月刊 ２F WORK-482 地方自治

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

サイカイハツケンキュウ 再開発研究 再開発コーディネーター協会 年１回刊 ２F WORK-483

サイカイハツコーディネーター 再開発コーディネーター 再開発コーディネーター協会 隔月刊 ２F WORK-483

シントシ 新都市 都市計画協会 月刊 ２F WORK-483

トシトガバナンス 都市とガバナンス 日本都市センター 年２回刊 ２F WORK-482

金融

行政

都市計画
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ビオシティ BIOCITY（ビオシティ） ブックエンド 季刊 ２F WORK-483

イズム ISM（イズム） 情報企画 年１０回刊 ２F雑誌架 232 地方創成

コウソクドウロトジドウシャ 高速道路と自動車 高速道路調査会 月刊 ２F WORK-484 交通政策

ターンズ TURNS 第一プログレス 隔月刊 ２F WORK-485 地方創生

チイキソウゾウ 地域創造 地域創造 年２回刊 ２F WORK-485 地方創生

チイキソウゾウ 地域創造 地域創造 年２回刊 ２F WORK-485 地方創生

ネット ＮＥＴＴ 北海道東北地域経済総合研究所 季刊 ２F WORK-485 地方創生

ランドスケープデザイン ＬＡＮＤＳＣＡＰＥ　ＤＥＳＩＧＮ マルモ出版 隔月刊 ２F雑誌架 205 都市景観

エガオ EGAO 全国商店街支援センター 年２回刊 ２F WORK-484 まち・町・街

シティアンドライフ Ｃｉｔｙ＆Ｌｉｆｅ 第一生命財団 年３回刊 ２F雑誌架 205 まち・町・街

シティインシティ Ｃｉｔｙ　ｉｎ　Ｃｉｔｙ 全国市街地再開発協会 年１回刊 ２F WORK-484 まち・町・街

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

ショクギョウケンキュウ 職業研究 雇用問題研究会 年３回 ２F WORK-473

ジンザイビジネス 人材ビジネス オーピーエヌ（オピニオン） 月刊 ２F雑誌架 206

ゲッカンシジュクカイ 月刊私塾界 全国私塾情報センター 月刊 ２F WORK-472 教育

ニホンキョウイク 日本教育 日本教育会 月刊 ２F WORK-472 教育

エフエー FA（ファイナンシャル・アドバイザー） 近代セールス社 季刊 ２F WORK-473 コンサルティング

キギョウシンダン 企業診断 同友館 月刊 ２F WORK-473 コンサルティング

カイケイカンサジャーナル 会計・監査ジャーナル 第一法規株式会社 月刊 ２F WORK-474 士業

ゼイケイツウシン 税経通信 税務経理協会 月刊 ２F WORK-474 士業

ゼイリ 税理 ぎょうせい 月刊 ２F WORK-474 士業

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

イリョウフクシケンチク 医療福祉建築 日本医療福祉建築協会 季刊 ２F WORK-431

クリニックバンブウ CLINIC BAMBOO 日本医療企画 月刊 ２F WORK-431

ゲッカンシンイリョウ 月刊新医療 エム・イー振興協会 月刊 ２F雑誌架 208

コウセイノシヒョウ 厚生の指標 厚生統計協会 月刊 ２F WORK-431

教育・人材ビジネス

医療ビジネス
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サイシンイリョウケイエイフェイズスリー 最新医療経営Phase３ 日本医療企画 月刊 ２F雑誌架 208

サンギョウホケンニジュウイチ 産業保健２１ 労働者健康安全機構 季刊 ２F WORK-431

ニッケイメディカル 日経メディカル 日経BP社 月刊 ２F WORK-431

ビョウイン 病院 医学書院 月刊 ２F WORK-431

ミクス ミクス エルゼビア・ジャパン 月刊 ２F雑誌架 208

アポロニアニジュウイチ アポロニア２１ 日本歯科新聞社 月刊 ２F WORK-433 医療職

カンゴ 看護 日本看護協会出版 月刊 ２F WORK-433 医療職

カンゴギジュツ 看護技術 メヂカルフレンド社 月刊 ２F WORK-433 医療職

ナーシングビジネス ナーシングビジネス メディカ出版 月刊 ２F WORK-433 医療職

ニッケイヘルスケア 日経ヘルスケア 日経BP社 月刊 ２F雑誌架 208 医療職

ニュートリションケア Nutrition Care メディカ出版 月刊 ２F雑誌架 208 医療職

ヘルスケアレストラン ヘルスケア・レストラン 日本医療企画 月刊 ２F WORK-433 医療職

イカキカイ 医科器械 医科器械出版社 月刊 ２F WORK-434 医療機器

ニチイコウジャーナル 日医工ジャーナル 日本医療機器学会 年４回刊 ２F WORK-434 医療機器

ホームヘルスキキ ホームヘルス機器 日本ホームヘルス器機協会 隔月刊 ２F WORK-434 医療機器

イヤクケイザイ 医薬経済 医薬経済社 月２回刊 ２F WORK-434 薬局

ゲッカンジェネリック 月刊ジェネリック アズクルー医療情報編集室 月刊 ２F WORK-434 薬局

ジェネリックケンキュウ ジェネリック研究 日本ジェネリック医薬品・バイオミラー学会 不定期 ２F WORK-434 薬局

ドラッグマガジン Drug　magazine ドラッグマガジン 月刊 ２F WORK-434 薬局

ニッケイドラッグインフォメーションプレミアムバン 日経ドラッグインフォメーションプレミアム版 日経BP社 月刊 ２F雑誌架 208 薬局

ファームテクジャパン PHARM TECH JAPAN じほう 月刊 ２F WORK-434 薬局

イドウノニホン 医道の日本 医道の日本社 月刊 ２F WORK-434 療術師

トウヨウリョウホウ 東洋療法 全日本鍼灸マッサージ師会 月刊 ２F WORK-434 療術師

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

イリョウトカイゴネクスト 医療と介護Next メディカ出版 隔月刊 ２F雑誌架 208

オハヨウニジュウイチ おはよう２１ 中央法規出版 月刊 ２F雑誌架 208

カイゴホケン 介護保険 法研 月刊 ２F WORK-435

シニアビジネスマーケット シニアビジネスマーケット 総合ユニコム 月刊 ２F WORK-435

介護・福祉ビジネス
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シャカイホケンジュンポウ 社会保険旬報 社会保険研究所 月３回刊 ２F WORK-435

チイキカイゴケイエイ 地域介護経営 日本医療企画 月刊 ２F WORK-435

チイキケアリング 地域ケアリング 北隆館 月刊 ２F WORK-435

ホウモンカンゴトカイゴ 訪問看護と介護 医学書院 月刊 ２F雑誌架 208

ゲッカンケアマネジメント 月刊ケアマネジメント 環境新聞社 月刊 ２F WORK-436 福祉職

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

ゲッカンジャパンフィットネス 月刊ジャパンフィットネス ジャパンフィットネス 月刊 ２F WORK-438

ゴージャーナル Ｇｏ　Jｏｕｒｎａｌ ＭＡＴＯＩ　ＰＵＢＬＩＳＨＩＮＧ 不定期 ２F 新聞架

スポーツジャパン スポーツ・ジャパン 日本体育協会(日本スポーツ協会) 隔月刊 ２F WORK-438

タイイクシセツ 体育施設（ＳＦ：sports facilities） 体育施設出版 月刊 ２F WORK-438

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

アズ as INTERZOO（インターズー） 月刊 ２F WORK-493 ペットビジネス

ウィズペッツ with PETs 日本愛玩動物協会 隔月刊 ２F WORK-493 ペットビジネス

ドウブツヤクジ 動物薬事 日本動物用医薬品協会 月刊 ２F WORK-493 ペットビジネス

トリム trim（トリム） INTERZOO（インターズー） 隔月刊 ２F WORK-493 ペットビジネス

ハッピートリマー ハッピートリマー 緑書房 隔月刊 ２F雑誌架 203 ペットビジネス

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

キャッツ CATｓ ジンコミュニケーションズ 月３回刊 ２F WORK-440

アロマリサーチ アロマリサーチ フレグランスジャーナル社 季刊 ２F WORK-440 セラピー

エステティックツウシン エステティック通信 美容経済新聞社 月刊 ２F雑誌架 202 セラピー

セラピスト セラピスト BABジャパン出版局 隔月刊 ２F WORK-440 セラピー

ヌーヴェルエステティックスパ ヌーヴェル・エステティック・スパ ボーテブレイン 季刊 ２F WORK-440 セラピー

ビューティビジネス BEAUTY BUSINESS ビューティビジネス 隔月刊 ２F WORK-440 セラピー

ケイエイトサイエンス 経営とサイエンス 新美容出版 月刊 ２F WORK-439 理美容

動物・ペットビジネス

スポーツビジネス

美容ビジネス
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シンビヨウ SHINBIYO 新美容出版 月刊 ２F雑誌架 202 理美容

ビヨウカイ 美容界 女性モード社 月刊 ２F雑誌架 202 理美容

プラン PLAN 女性モード社 月刊 ２F WORK-439 理美容

ボブ BOB 髪書房 月刊 ２F雑誌架 202 理美容

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

ファッションハンバイ ファッション販売 商業界 月刊 ２F雑誌架 202

リュウコウショク 流行色 日本流行色協会 季刊 ２F雑誌架 202

センイトレンド 繊維トレンド 東レ経営研究所 隔月刊 ２F WORK-442 デザイン

ジャパンプレシャス JAPAN　PRECIOUS 矢野経済研究所 季刊 ２F WORK-441 ファッションアイテム

フットウエアプレス フットウエアプレス エフワークス 月刊 ２F WORK-441 ファッションアイテム

ホウセキノシキ 宝石の四季 UBMジャパン 季刊 ２F WORK-441 ファッションアイテム

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

クリーニングニュース クリーニングニュース 全国クリーニング生活衛生同業組合
連合会

月刊 ２F WORK-443 生活関連

ゲッカンコールセンタージャパン 月刊コールセンタージャパン リックテレコム 月刊 ２F雑誌架 234 生活関連

ザプロフェッショナルウェディング ザ・プロフェッショナルウェディング ウエディングジョブ 隔月刊 ２F雑誌架 203 生活関連

シーシーエージェーニュース CCAJNews 日本コールセンター協会 月刊 ２F WORK-443 生活関連

セキュリティケンキュウ セキュリティ研究 NGOセキュリティスペシャリスト協会
SSA

月刊 ２F WORK-443 生活関連

フューネラルビジネス フューネラルビジネス 総合ユニコム 月刊 ２F WORK-443 生活関連

リネンサプライ リネンサプライ 日本リネンサプライ協会 年３回刊 ２F WORK-443 生活関連

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

エイヨウトリョウリ 栄養と料理 女子栄養大学出版部 月刊 ２F LIFE-252

ケア ケア 北海道医療新聞社 月刊 ２F LIFE-252

ピンク PiNK 乳がん早期発見啓発活動推進協議会 季刊 ２F LIFE-255

ココロトカラダノオアシス 心とからだのオアシス 中央労働災害防止協会 季刊 ２F LIFE-258

ファッションビジネス

様々なビジネス

LIFE-医療・健康
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セルフドクター セルフドクター ジャパンライフデザインシステムズ 季刊 ２F LIFE-258

ニッケイヘルス 日経ヘルス 日経BP社 月刊 ２F LIFE-258

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

ジネコネット Jineko.net ジネコ 季刊 ２F LIFE-213

シュウカツドクホンソナエ 終活読本ソナエ 産経新聞出版 季刊 ２F LIFE-219

ベターケア BetterCare 芳林社 季刊 ２F LIFE-220

レクルー Ｒｅｃｒｅｗ 日本レクリエーション協会 年４回刊 ２F LIFE-220

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

ホウテラス ほうてらす 日本司法支援センター 季刊 ２F LIFE-221

コウホウサッポロ 広報さっぽろ 広報課広報係 月刊 ２F LIFE-224

クラシジュクキンユウジュク くらし塾きんゆう塾 金融広報中央委員会 季刊 ２F LIFE-225

アルプス ＡＬＰＳ 地域社会ライフプラン協会 季刊 ２F LIFE-264

ジュウタクキンユウ 住宅金融 住宅金融支援機構 季刊 ２F LIFE-266

アイムホーム I'm home 商店建築社 隔月刊 ２F LIFE-267

アルレスマートライフ ALLE　 smart life 家庭電気文化会 月刊 ２F LIFE-267

コンフォルト CONFORT 建築資料研究社 隔月刊 ２F LIFE-267

ライブズ LiVES（ライヴズ） 第一プログレス 隔月刊 ２F LIFE-267

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

ケイザイセミナー 経済セミナー 日本評論社 隔月刊 ２F LIFE-248

アンゼントケンコウ 安全と健康 中央労働災害防止協会 月刊 ２F LIFE-250

コウセイロウドウ 厚生労働 日本医療企画 月刊 ２F LIFE-250

LIFE-学び

LIFE-家族

LIFE-暮らし
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タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

アートニュース ARTnews　　　（英語） Art Media ARTNEWS 年４回刊 ２F ART-311

アートプレス Art press　　　（フランス語） Art press 年１１回刊 ２F ART-311

イマ IMA アマナ 季刊 ２F ART-315

アイデア アイデア 誠文堂新光社 季刊 ２F雑誌架 235

アクシス AXIS（アクシス） アクシス 隔月刊 ２F ART-324

イラストレーション イラストレーション (Illustration) 玄光社 季刊 ２F ART-319

エーディーセレクトマンスリー AD SELECT MONTHLY リブラ出版 月刊 ２F雑誌架 235

カーサブルータス Casa　BRUTUS マガジンハウス 月刊 １Ｆ雑誌架 007

ギャラリー ギャラリー ギャラリーステーション 月刊 ２F ART-301

クーカン 空間 -ku：kan Branding＆Communication プラット 年３回刊 ２F ART-323

ゲイジュツシンチョウ 芸術新潮 新潮社 月刊 １Ｆ雑誌架 007

コッカセイワカイカイホウ 国華清話会会報 国華社 年２回刊 ２F 書庫

コマーシャルフォト コマーシャルフォト 玄光社 月刊 ２F雑誌架 235

サイン Ｓｉｇｎｓ 全国屋外広告業団体連合会 年２回刊 ２F ART-320

トウユウ 陶遊 エスプレス・メディア出版 隔月刊 １Ｆ雑誌架 007

ニッケイデザイン 日経デザイン 日経BP社 月刊 ２F ART-324

ビーティー　ビジュツテチョウ ＢＴ：美術手帖 美術出版社 隔月刊 ２F ART-301

プラスエイティワン +81(PLUS EIGHTY ONE) ディーディーウェーブ 季刊 ２F ART-319

フラッシュアート Flashart　international ed.　　（英語） Gea Politi 年６回刊 ２F ART-311

ブレーン ブレーン 宣伝会議 月刊 ２F ART-321

ポップアイ ＰＯＰ　ＥＹＥ 総合報道 隔月刊 ２F雑誌架 235

ワークサイト WORKSIGHT コクヨ 年２回刊 ２F ART-323

アートニューストウキョウ ART NEWS TOKYO 東京都歴史文化財団 年３回刊 ２F ART-308 アートマネジメント

アートマネジメントケンキュウ アートマネジメント研究 アートマネジメント学会 年１回刊 ２F ART-308 アートマネジメント

エヌエフエージェーニューズレター NFAJニューズレター 国立映画アーカイブ上映展示室 季刊 ２F ART-311 映像作品

エンブ えんぶ えんぶ 隔月刊 １Ｆ雑誌架 006 演劇

アクトフォー ＡＣＴ４ インプレザリオ 隔月刊 １Ｆ雑誌架 007 音楽

ART
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オンガクゲンダイ 音楽現代 芸術現代社 月刊 ２F ART-301 音楽

オンガクノトモ 音楽の友 音楽之友社 月刊 １Ｆ雑誌架 007 音楽

サウンドアンドレコーディングマガジン Sound&RecordingMagazine リットーミュージック 月刊 ２F ART-301 音楽

ジャズジャパン JAZZ JAPAN ジャズジャパン 月刊 ２F ART-301 音楽

ニホンオーケストラレンメイニュース 日本オーケストラ連盟ニュース 日本オーケストラ連盟 年３回刊 ２F ART-301 音楽

ブラアボ ぶらあぼ 東京ＭＤＥ 月刊 ２F ART-301 音楽

ミュージックマガジン MUSIC　MAGAZINE ミュージックマガジン 月刊 ２F ART-301 音楽

モーストリークラシック MOSTLY CLASSIC 産経新聞社 月刊 ２F ART-301 音楽

ラティーナ LATINA ラティーナ 月刊 １Ｆ雑誌架 007 音楽

ユリイカ ユリイカ 青土社 月刊 ２F ART-301 サブカルチャー

ダンスマガジン ダンスマガジン 新書館 月刊 ２F ART-306 ダンス

ディーディーディー DDD フラックスパブリッシング 季刊 ２F ART-306 ダンス

アクト act 札幌市教育文化会館 不定期 ２F ART-304 舞台芸術

サイタマシアターアーツツウシン 埼玉シアターアーツ通信 埼玉県芸術文化振興財団 隔月刊 ２F ART-304 舞台芸術

シアターアーツ THEATRE ARTS ＡＩＣＴ（国際演劇評論家協会）日本センター年１回刊 ２F ART-304 舞台芸術

シアターガイド シアターガイド モーニングデスク 月刊 １Ｆ雑誌架 006 舞台芸術

ジェイピーエル JPL ワールド・ライティング・フェア 季刊 ２F ART-304 舞台芸術

ジョイン ｊｏｉｎ 日本劇団協議会 年４回刊 ２F ART-304 舞台芸術

ニホンショウメイカキョウカイシ 日本照明家協会誌 日本照明家協会 月刊 ２F ART-304 舞台芸術

ヒゲキキゲキ 悲劇喜劇 早川書房 隔月刊 ２F ART-304 舞台芸術

ラク らく 札幌市教育文化会館 不定期 ２F ART-304 舞台芸術

ウォールペーパー Ｗａｌｌｐａｐｅｒ*　　　　（英語） Ｗａｌｌｐａｐｅｒ　Ｇｒｏｕｐ 月刊 ２F ART-323 プロダクトデザイン

エーディー AD（ARCHITECTURAL DIGEST)　　　（英語） CONDE NAST 月刊 ２F ART-323 プロダクトデザイン

ドムス domus　　　　　（英語） Domus 年１１回刊 ２F ART-323 プロダクトデザイン

タイトルヨミ タイトル 出版社 刊行頻度 配架場所 棚番号 テーマ

オンガクトヒト 音楽と人 音楽と人 月刊 １Ｆ雑誌架 006 カルチャー

カット CUT ロッキング・オン 月刊 １Ｆ雑誌架 006 カルチャー

ケトル ケトル 太田出版 隔月刊 １Ｆ雑誌架 006 カルチャー

１階雑誌架
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スイッチ SWITCH スイッチ・パブリッシング 月刊 １Ｆ雑誌架 006 カルチャー

ソウエン 装苑 文化出版局 隔月刊 １Ｆ雑誌架 005 カルチャー

ダビンチ ダ・ヴィンチ メディアファクトリー 月刊 １Ｆ雑誌架 006 カルチャー

ナゴミ なごみ 淡交社 月刊 １Ｆ雑誌架 007 カルチャー

ナナオ 七緒 プレジデント社 季刊 １Ｆ雑誌架 007 カルチャー

バァフアウト BARFOUT！ ブラウンズブックス 月刊 １Ｆ雑誌架 006 カルチャー

ムジカ MUSICA FACT 月刊 １Ｆ雑誌架 006 カルチャー

ワラク 和樂 小学館 隔月刊 １Ｆ雑誌架 007 カルチャー

エルグルメ ELLE gourmet ハースト婦人画報社 年５回刊 １Ｆ雑誌架 004 グルメ

オトン O.tone あるた出版 月刊 １Ｆ雑誌架 004 グルメ

コーヒージカン 珈琲時間 大誠社 季刊 １Ｆ雑誌架 004 グルメ

ダンチュウ dancyu プレジデント社 月刊 １Ｆ雑誌架 004 グルメ

ホ HO ぶらんとマガジン社 月刊 １Ｆ雑誌架 004 グルメ

ポロコ poroco えんれいしゃ 月刊 １Ｆ雑誌架 004 グルメ

カーグラフィック CAR GRAPHIC カーグラフィック 月刊 １Ｆ雑誌架 008 趣味

クロノス Chronos シムサム・メディア 隔月刊 １Ｆ雑誌架 008 趣味

ゴーアウト GO OUT 三栄書房 月刊 １Ｆ雑誌架 009 趣味

ジェニック GENIC ミツバチワークス 季刊 １Ｆ雑誌架 005 趣味

ノースアングラーズ North Angler’s つり人社 年１０回刊 １Ｆ雑誌架 009 趣味

ピークス PEAKS 枻出版 月刊 １Ｆ雑誌架 009 趣味

ランドネ ランドネ 枻出版 隔月刊 １Ｆ雑誌架 009 趣味

クレアトラベラー CREA TRAVELLER 文藝春秋 季刊 １Ｆ雑誌架 004 トラベル

コヨーテ coyote スイッチ・パブリッシング 季刊 １Ｆ雑誌架 009 トラベル

ディスカバージャパン Discover Japan 枻出版 月刊 １Ｆ雑誌架 004 トラベル

トランジット TRANSIT ユーフォリアファクトリー 季刊 １Ｆ雑誌架 004 トラベル

クルーエル CLUEL THE BOOKS Publishing 月刊 １Ｆ雑誌架 005 ファッション（女性）

ファッジ FUDGE 三栄書房 月刊 １Ｆ雑誌架 005 ファッション（女性）

ウオモ UOMO 集英社 月刊 １Ｆ雑誌架 008 ファッション（男性）

ビギン Begin 世界文化社 月刊 １Ｆ雑誌架 008 ファッション（男性）

アンドプレミアム &Premium マガジンハウス 月刊 １Ｆ雑誌架 005 ライフスタイル
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エルデコ ELLE DÉCOR ハースト婦人画報社 隔月刊 １Ｆ雑誌架 005 ライフスタイル

キンフォーク KINFOLK ネコ･パブリッシング 季刊 １Ｆ雑誌架 008 ライフスタイル

クレア CREA 文藝春秋 月刊 １Ｆ雑誌架 005 ライフスタイル

ゲーテ GOETHE 幻冬舎 月刊 １Ｆ雑誌架 008 ライフスタイル

ジユウジン 自遊人 自遊人 季刊 １Ｆ雑誌架 009 ライフスタイル

スロウ スロウ ソーゴー印刷 季刊 １Ｆ雑誌架 009 ライフスタイル

ターザン Tarzan マガジンハウス 月２回刊 １Ｆ雑誌架 008 ライフスタイル

フィガロジャポン FIGARO japon ＣＣＣメディアハウス 月刊 １Ｆ雑誌架 005 ライフスタイル

プラスワンリビング PLUS 1 Living 主婦の友社 季刊 １Ｆ雑誌架 005 ライフスタイル

ブルータス BRUTUS マガジンハウス 月２回刊 １Ｆ雑誌架 008 ライフスタイル

ペン Pen ＣＣＣメディアハウス 月２回刊 １Ｆ雑誌架 008 ライフスタイル

ホッカイドウセイカツ 北海道生活 えんれいしゃ 隔月刊 １Ｆ雑誌架 009 ライフスタイル

マイロフエ My LoFE えんれいしゃ 隔月刊 １Ｆ雑誌架 009 ライフスタイル
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