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媒体名 発行されている県 部数 ターゲット 読者層 配布場所 発行日
ねこちゃんパラダイス 550,000 部 男女 ヤング～ミドル ショップ・その他 4・７・１０・１月
Cue（キュー） 広島 460,000 部 女性 ヤング～ミドル 自宅・学校・駅構内 毎週　金
フクオカ・ビィーキ 福岡 670,000 部 男女 ヤング～ミドル 交通機関・駅構内 毎月１日・１５日
すぱいす*spice 熊本 303,000 部 女性 ヤング～ミドル 自宅 毎週　金
マリオン・ライフ 東京 1,130,000 部 女性 ミドル～シニア 自宅 毎月第2　水
Coupon Land
(クーポンランドアミュー
ズメント）

東京 1,200,000 部 男女 ヤング～ミドル オフィス・街頭・ショップ・駅構内 毎月20日

クラブナゴヤ 愛知 300,000 部 男女 ヤング～ミドル 交通機関・スーパー・駅構内 隔月１日
はいからエスト 東京 1,246,936 部 女性 シニア 自宅 毎月　第3　水
株式会社エリート情報 茨城 402,350 部 男女 ミドル～シニア 自宅 毎週　土
Ｒ25 東京 600,000 部 男性 ヤング～ミドル コンビニ・飲食店・ショップ・駅構内毎週　木
ROOS 愛知 712,350 部 男女 ミドル～シニア 自宅 毎月　第3　水
生活情報誌ボス　北九州版福岡 300,000 部 女性 ヤング～ミドル 街頭・自宅・スーパー 毎月　第4　金
 @motteco 首都圏・広島・鹿児島 600,000 部 女性 ヤング～ミドル コンビニ・街頭・自宅 奇数月　１日
ファイヴエル 東京・近畿 300,000 部 男性 ミドル～シニア 飲食店・オフィス・デパートなど 毎月１日
ワンちゃんパラダイス 550,000 部 男女 全世代 ショップ 4・７・１０・１月
税のしるべ 全国 830,000 部 男性 シニア 毎週　月
もも百歳 全国 300,000 部 男女 シニア 病院・自宅 ３・６・９・１２月の１日
Ｇ/get press 全国 600,000 部 男女 全世代 ショップ 毎月２５日前後
フロンティアエイジ 近畿 900,000 部 男女 ミドル～シニア 自宅 毎月第１　水
ザ・ニューキー 関東 320,000 部 男女 ミドル～シニア 自宅 毎週　土
LAWSON TICKET WITH Loppi全国 1,000,000 部 男女 全世代 コンビニ 毎月１５日
ジパングクラブ 全国 1,180,000 部 男女 シニア 自宅 毎月２５日
名湯　ゆこゆこ 全国 1,000,000 部 男女 シニア 自宅 隔月１日
Risa 愛知 650,000 部 男女 全世代 自宅 毎月第2　水
NAT's 愛知 1,010,000 部 男女 ミドル～シニア 自宅 毎月第１　水
FRYING POSTMAN PRESS全国 1,060,000 部 男女 ヤング～ミドル 飲食店・ショップ 毎月２５日
ontona 北海道 310,000 部 女性 ヤング～ミドル 自宅 毎週　水
湘南いどばたかいぎ 神奈川 1,051,000 部 男女 ヤング 学校 毎月５日
遊遊 首都圏・近畿 435,000 部 男女 ヤング～ミドル コンビニ・飲食店・ショップ 毎月２５日
あんふぁん 全国 707,915 部 女性 ヤング～ミドル 学校 毎月中旬
midori 東京・愛知・大阪 600,000 部 女性 ショップ
阪急沿線情報誌TOKK 大阪・兵庫・京都 600,000 部 男女 全世代 飲食店・病院 毎月１０・２５日
マリオン・クーポン 東京・神奈川 1,650,000 部 女性 ヤング～ミドル 自宅 毎月第４水　夕刊
TOKYO HEADLINE 東京・神奈川 350,000 部 男女 ヤング～ミドル コンビニ・オフィス・美容院 毎週　月
apple 東京・神奈川 318,140 部 女性 ミドル 自宅 毎月１日
サルース 東京・神奈川 300,000 部 女性 全世代 駅構内 毎月２０日
札歩路 北海道 432,000 部 女性 全世代 自宅 毎月第２水
てぃーたいむ 鹿児島 400,000 部 男女 全世代 自宅 毎月２０～月末
LADY TOKYO 東京 400,000 部 女性 全世代 オフィス・自宅 毎月第１　水
aspo 栃木 321,000 部 女性 全世代 自宅 毎週　水
メトロガイド 東京 1,000,000 部 男女 全世代 交通機関・駅構内 毎月　５日
ポス福岡版 福岡 300,000 部 女性 全世代 コンビニ・ショップ・スーパー 毎月第４　金
月刊ぷらざ岐阜 岐阜 300,000 部 女性 ミドル 自宅 毎月１日
リセット福岡版 福岡 305,000 部 女性 ミドル 自宅・駅構内 毎月２５日
ぎふ　咲楽 岐阜 370,000 部 男女 ヤング～ミドル オフィス・街頭・自宅・駅構内 毎月２５日
MOKU もくあさ 愛知 368,000 部 女性 全世代 自宅 毎月第３か第４　木
Y&Yしごと 関東・近畿 10,082,425 部 男女 全世代 自宅 毎週　月
Felia! 鹿児島 301,484 部 男女 全世代 コンビニ・飲食店・ショップ 毎月第１・３　土
スルッとKANSAI遊びマップ関西 700,000 部 男女 全世代 ショップ・駅構内 隔月　１日
でりじぇい 群馬 350,000 部 女性 全世代 自宅 毎月末（月・火・水）
ねんりんOSAKA 大阪 358,000 部 男女 シニア その他 １・４・７・１０月の１日
月刊　Vien 群馬 300,000 部 男女 シニア 自宅・ショップ 毎月１日


