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日本雑誌協会の沿革と機構

❖常設7委員会中心に幅広い活動

社団法人日本雑誌協会（JAPAN MAGAZINE PUBLISHERS ASSOCIATION）は，2007年

（平成19）9月現在会員95社。理事会はじめ編集，販売，広告，宣伝，生産環境，経営

管理，国際の常設7委員会を中心に，関連小委員会など約30の部会がある。常設7

委員会の委員長は理事会で互選され，各実務委員会の活動は理事会と連動してい

る。1992年（平成4）から2名の副理事長制を設け，98年には，それまで1年だった役

員の任期を2年にするとともに専務理事制を導入し，理事会機能を強化拡充した。

日本新聞協会，日本民間放送連盟とともに報道機関団体の一翼を担っている。

景品表示法にかかわる雑誌の景品，懸賞の自主規制機関として「雑誌公正取引協

議会」を運営しており，同協議会の理事長は協会の理事長が兼務している。

雑誌の編集・取材の円滑化のために，編集・取材委員会とは別に，日本雑誌記者

会（国会，司法・警察，宮内庁，国際空港，スポーツ，芸能の六つの記者クラブを編成）と，写真記

者による日本雑誌写真記者会を運営している。雑誌記者会には新聞，テレビの記者

クラブのように編集者・記者，写真記者は常駐していないが，必要に応じて幹事会

を開いて取材対応を決め，代表・プール取材などの雑誌取材の窓口機能を果たして

いる。また空港取材腕章をはじめ取材関係方面から貸与・管理を委ねられた各種

取材に必要な取材章を保管し加盟社に貸し出しているほか，宮内庁提供写真，オ

リンピックをはじめ代表・プール取材写真の配信を原則として取材参加社に対して独

自のインターネット配信システムによって行っている（雑誌協会代表取材，JMPAのク

レジットが入った写真が該当）。各記者クラブの代表幹事は取材委員会委員（編集

委員会の実務委員会）を兼務する。出版4団体で構成する出版再販研究委員会（書

協事務局）および出版倫理協議会（雑協事務局），読書推進運動協議会に協会として推

薦委員を派遣している。

平成19年度の予算規模は約2億5000万円。

❖雑誌の実際業務を念頭において臨機応変に対応する委員会

委員会の活動内容は次のとおり。

取協，日書連などとの対応窓口となり，雑誌販売にかかわる諸課題を検討している
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販売委員会系列の委員会がもっとも多い。発売日小委員会（業量の平準化などの観

点で創刊，発売日・刊行変更などを検討），雑誌運賃問題研究委員会（取次の共同

輸送などにかかわる運賃の研究），物流委員会（取次，輸送業界との課題研究），雑

誌基準運営委員会（雑誌作成，付録の自主基準「雑誌作成上の留意事項」の運営），

共通雑誌コード運営委員会（雑誌コード運営担当），コミック，ムック問題対策委員会

（関連出版物の表記，返品などの課題），「雑誌愛読月間」推進特別委員会（雑誌愛

読月間キャンペーンの企画・立案，運営），雑誌POSセンター運営委員会（雑誌POS

センターへのデータ提供法人はじめデータ配信システムの管理・運営担当），デジタ

ル出版研究会（デジタル雑誌の具体的な研究と既存流通との課題），そして取協，日

書連で運営する雑誌発売日励行本部委員会の中核を担う。

編集委員会は，取材委員会（取材の円滑化をはじめ取材・編集上の問題担当），

編集倫理委員会（編集倫理，メディア関連の規制・法律などの問題），著作権委員会

（雑誌を中心とする著作権問題），個人情報・人権問題特別委員会（メディアの公的

規制をめぐる問題），表記委員会（国語審議会への意見具申および文字のフォント・

規格などについての検討）。

広告委員会は入り広告に対応し，第1小委員会（部数・読者構成データ），第2小委

員会（広告注目率データ），第3小委員会（広告EDI）のほか，マガジンデータ編纂委員

会，雑誌広告デジタル送稿推進協議会（雑誌広告協会，広告業協会で構成）がある。

生産環境委員会は印刷，用紙分科会に分かれており，必要に応じて分科会で検

討を行い，経産省などの外部研究会の要請に応じて推薦委員を派遣している。宣

伝委員会は中吊り広告中心に出し広告の研究，経営管理委員会は協会の財務，労

務問題を中心に協会運営の検討を行い，国際委員会はFIPP（国際雑誌連合）対応を

はじめ国際的な事項について検討している。また，景表法委員会は雑誌公正取引

協議会の実務を担っており，貸与権関係の検討委員会として，貸与ビジネス検討専

門委員会と複合カフェ・マンガ喫茶担当ワーキンググループがある。

❖雑誌出版社有志30社で創立

日本雑誌協会は，雑誌出版事業および出版文化の発展を期するため，出版の倫理

向上をはかるとともに雑誌共通の利益を擁護することを目的に，1956年（昭和31）1月，

社団法人全国出版協会から分離した雑誌発行有志出版社30社によって創立され

た。同年12月27日に社団法人の認可を得て，社団法人日本雑誌協会として誕生した。

その設立趣旨はいまも変わっていない。

協会創立から1971年（昭和46）までは，評議員による評議員会を組織していた。評
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議員は総会で会員社から互選し，理事および監事は評議員の互選で定め，理事長

および常務理事は理事の互選で決める仕組みだった。その後，組織運営をわかり

やすく迅速，円滑化するために評議員会を解消し，現在の理事会中心の運営に移

行した。理事会は月例で行っており，その後，例会（会員社報告会）を開催している。

❖協会組織・委員会の成り立ち

協会の組織・委員会構成は，創立当初，雑誌のカテゴリー別に7部会（総合誌・経済

誌，大衆娯楽誌，婦人誌，学生誌，児童誌，専門誌，週刊誌）をまず組織し，発売日

調整，輸送，税務の3委員会を設けた。発売日調整委は，のちに販売委員会に改組

し，協会設立10年ほどの間に，編集，広告を含めた委員会主導の運営体制が整った。

宣伝委員会は，広告委員会から独立する形で1971年（昭和46）に開設，90年には

国際委員会を新設している。93年，輸送委員会は販売委員会系列の物流委員会に

改組した。2005年（平成17）には有志出版社が99年に設立した雑誌POSセンターを，

雑誌POSセンター運営委員会として協会組織に統合している。07年の年明けには，

デジタル出版研究会を販売委員会内に発足させるなど，時代に応じた委員会編成

を行っている。

❖雑誌協会設立に至る経緯

設立に至る概要は次のとおり。

日本における出版の歴史は1200年前までさかのぼるといわれ，雑誌形式の出版も

古くからあったが，現代のような形態の雑誌が出版されたのは明治初期からである。

雑誌関連団体の動きでは，1892年（明治25），東京雑誌売捌営業者組合が結成され

た。同組合の「雑誌小売価格表」に掲載された雑誌は151種類にのぼる。

1914年（大正3），東京における雑誌発行社と雑誌卸売業者による東京雑誌組合が

できている。雑誌の濫売など販売面の弊害をなくす目的だった。同組合は，18年（大

正7）に東京雑誌協会と改称，24年5月には，大阪の雑誌協会と合同し日本雑誌協会

が誕生した。その構成が出版社だけでなく販売会社の合同体であることを除くと，

規約などは今日の組織と相通じるものがあり，流通・販売面の活動，雑誌週間を開

催するなど雑誌界の発展に貢献している。

こうしたなかで1938年（昭和13）ごろから，戦時色がしだいに強まり，用紙の供給制

限，思想統制などの規制が強化されていった。翌39年，業界から自主的に全出版

機能を包含する総合機関の設立の機運が出始めていたが，その後，政府の団体統

合への指導もあって40年（昭和15）8月，日本雑誌協会は解散し，12月には関係各団体
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の統合組織日本出版文化協会が発足した。翌年12月8日，米英との戦争に突入，

2000を数えた出版社の数はまたたくまに200社へと縮小する事態になった。

戦後まもなく出版法など統制法は廃止された。用紙の配給統制など生産資材・設

備が整わず，用紙割当てなどの調整機関として45年（昭和20）10月には日本出版協会

が結成された。しかし，構成出版社の主義主張が台頭し内部融和がはかられない

まま同協会は事実上分裂。同協会から分派した出版社によって日本自由出版協会

が翌年4月に発足した。

日本自由出版協会を中核に業界団体の再編機運が高まって，49年（昭和24）4月27

日に社団法人全国出版協会が結成される。それに先立つ同年3月に政府は突然，集

中排除法を指定し日本出版配給会社（日配）に閉鎖指令を出した（同年8月には事実上

の閉鎖）。この事態は，金融引き締め政策がしだいに浸透していただけに，パニッ

ク的な返品急増を招き，出版界に資金窮迫をもたらす。戦後復興の出版ブームで，

同年には約960種あった雑誌が翌年夏の1年足らずの間に560種まで減少，こうした

動揺が再編の契機になった。

全国出版協会は日配，用紙，税務の3対策委員会を設け精力的に活動した。日配

閉鎖後の販売対策を練るなかで，49年9月には全国の地域ごとに9取次会社が設立

され，用紙の配給量の増加と価格安定のために当局と折衝し成果をあげた。税務

では事業税（地方税）の免税活動を推進し，52年（昭和27）度から免除されることになっ

た。その他，読書推進事業として，雑誌祭り（第1回は1950年4月25日～5月10日），読書週

間を開催している。雑誌祭りでは，小冊子，ポスター，立て看板，くじ，雑誌人気投

票，展覧会，標語募集など多様な展開を推進した。

同協会の雑誌主体の出版社が中心になり1956年（昭和31），日本雑誌協会を創立し

た。戦前の雑誌協会の財産管理を行っていた社団法人日本雑誌記念会を引き継ぎ，

同年12月27日，社団法人日本雑誌協会が誕生したのである。

なお，歴代の理事長および在任期間は次のとおり。

佐佐木茂索（文藝春秋）1956～66 田中健五（文藝春秋）1994～97

石川数雄（主婦の友社）1967～77 石川晴彦（主婦の友社）1998～99

澤村三木男（文藝春秋）1978 角川歴彦（角川書店）2000～01

千葉源藏（文藝春秋）1978～88 浅野純次（東洋経済新報社）2002～03

相賀徹夫（小学館）1989～91 白石勝（文藝春秋）2004～05

徳間康快（徳間書店）1992～93 村松邦彦（主婦の友社）2006～
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日本雑誌協会 役員一覧（1956～2007）

氏名 社名 56/57 58/59 60/61 62/63 64/65 66/67 68/69 70/71 72/73 74/75 76/77

秋田　貞夫 秋田書店 評 常理 評/監 監 監 監 理 理 理 理 理

秋田　貞美 秋田書店

徳間　康快 アサヒ芸能出版（徳間書店） 評 評 評 評 監 監 監/常理 常理 常理

山下　辰巳 徳間書店

足田　輝一 朝日新聞社出版局 常理/■

川口　信行 朝日新聞社出版局

木村　卓而 朝日新聞社出版局

桑島　久男 朝日新聞社出版局

小嶋　　正 朝日新聞社出版局

沢山　勇三 朝日新聞社出版局 常理/評長

柴田　鉄治 朝日新聞社出版局

杉山　勝美 朝日新聞社出版局 理/■

高津　幸男 朝日新聞社出版局 常理/理

橘　　弘道 朝日新聞社出版局

田中慎次郎 朝日新聞社出版局 /評長 評長/評 評/理 常理/評 評 常理/評長 評 常理/評長

中村　　豊 朝日新聞社出版局

永山　義高 朝日新聞社出版局

涌井　昭治 朝日新聞社出版局

大森　千明 朝日新聞社出版本部

進藤　隆夫 朝日新聞社出版本部

神徳　英雄 朝日新聞社出版本部

奥原　　潔 家の光協会 理 理/監 評長/常理 常理/常監 常監/常理 常理 常理 常理 常理/■

来馬　希木 家の光協会

高橋　芳郎 家の光協会 /監 監 理

岩波雄二郎 岩波書店 監 評/理 評 評/理 理 理 評 評

赤尾　一夫 旺文社

赤尾　好夫 旺文社 常理 理/監 理 理 理/常理 常理/理 理 理 常理 常理 常理

遠藤洋一郎 学習研究社

古岡　　滉 学習研究社

古岡　秀人 学習研究社 評 常理/評 評/監 監/理 理 理 理 理 理 理 理

角川　歴彦 角川書店

角川　春樹 角川書店
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会=会長　理長=理事長　副=副理事長　専理=専務理事　常理=常務理事　理=理事　常監=常務監事　監=監事　
評長=評議員会議長　評=評議員　顧=顧問

3 74/75 76/77 78/79 80/81 82/83 84/85 86/87 88/89 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07

理 理 理/常理 常理

理 理 理 理/常理 常理 常理 常理 常理 常理 常理 常理 常理 常理

理 常理 常理 常理 常理 常理 常理 常理 常理 常理 理長 常理 常理/顧 顧

理/■

/常理 理/■

理/■

/常理

常理/理

/常理

常理/理

常理/理

常理/理

常理

常理/理

理

06.4理/

06.7理

■

/理 理 理 理/■

監 理 理/■

/理 理 理 理/監 監/■

常理 常理 常理 常理 理 理/■

02.10理 理

/理 理 理 理 理 理 理 理 理 理/■

理 理 理 理 理 理/■

/理 理/常理 副 理長 常理/■■

/理 理 理 理 理

氏名 社名

秋田　貞夫 秋田書店

秋田　貞美 秋田書店

徳間　康快 アサヒ芸能出版（徳間書店）

山下　辰巳 徳間書店

足田　輝一 朝日新聞社出版局

川口　信行 朝日新聞社出版局

木村　卓而 朝日新聞社出版局

桑島　久男 朝日新聞社出版局

小嶋　　正 朝日新聞社出版局

沢山　勇三 朝日新聞社出版局

柴田　鉄治 朝日新聞社出版局

杉山　勝美 朝日新聞社出版局

高津　幸男 朝日新聞社出版局

橘　　弘道 朝日新聞社出版局

田中慎次郎 朝日新聞社出版局

中村　　豊 朝日新聞社出版局

永山　義高 朝日新聞社出版局

涌井　昭治 朝日新聞社出版局

大森　千明 朝日新聞社出版本部

進藤　隆夫 朝日新聞社出版本部

神徳　英雄 朝日新聞社出版本部

奥原　　潔 家の光協会

来馬　希木 家の光協会

高橋　芳郎 家の光協会

岩波雄二郎 岩波書店

赤尾　一夫 旺文社

赤尾　好夫 旺文社

遠藤洋一郎 学習研究社

古岡　　滉 学習研究社

古岡　秀人 学習研究社

角川　歴彦 角川書店

角川　春樹 角川書店
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福田　峰夫 角川書店

井上　泰一 角川グループパブリッシング

長谷川映太郎 鎌倉書房 /評 常理 評 評 評 評 理 理 理/常理 常理 常理

長谷川正承 鎌倉書房

大橋　鎮子 暮しの手帖社 評 評 評 評 監 監

井上　正也 芸文社 評 評

小酒井益蔵 研究社 常監 常監/評 理 理/評 評/理 理 評 評

乾　　源哉 講談社

小保方宇三郎 講談社／光文社 /常理 常理 常理

野間佐和子 講談社

野間　省一 講談社 常理 理/常監 常監/理 常理 理/常理 常理 常理 常理 常理/■

野間　惟道 講談社

服部　敏幸 講談社 常理 常理

浜田　博信 講談社

五十嵐勝彌 光文社 評 理/常理 常理/理 理/常監 常理 常理 常理 常理 常理 常理/■

小林　武彦 光文社

並河　　良 光文社

平野　武裕 光文社

石原　俊明 国際情報社 評 評 評 評 評 評

前田　重信 産業経済新聞社出版局 評 評/理 常理/評長 評 評/常理 評長/評

小野田　政 サンケイ新聞社出版局 /常理 理/■ /常理

神谷　光男 サンケイ出版

清水大三郎 サンケイ出版

増田　義和 実業之日本社

増田　義彦 実業之日本社 理 評 評 評 評/理 理 評 監 監 監 監

小島　民雄 集英社

陶山　　巌 集英社 評 理 評 評 評/理 理 理 理 理 理

谷山　尚義 集英社

堀内　末男 集英社 理

山下　秀樹 集英社

若菜　　正 集英社

遠藤　　昭 主婦と生活社

遠藤　左介 主婦と生活社 理 理 理/■

大島　重次 主婦と生活社 理 理 理

氏名 社名 56/57 58/59 60/61 62/63 64/65 66/67 68/69 70/71 72/73 74/75 76/77
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/03.4理 理06.4

06.4理

理 常理 常理 常理 常理 常理 常理 常理/■

/監 監/理 理 理

専理 専理/顧

理 常理 常理 常理 常理/■

/常理 常理 常理 常理 常理 常理

■

常理 常理/■

常理 常理 常理 常理 常理 顧 顧 顧 顧 顧

常理 常理 常理 常理 常理

常理/■

/理 常理 常理 常理 常理 常理 常理 常理 常理 理/■

理 理 理 理

/常理

理 理/■ /常理

/常理 理/■

理/■ /常理 理/■

監 監/理 理 理 理/常理 常理 常理 常理 常理 常理 常理 常理

監 監 監 監 監

/理 常理 常理

理

常理 常理05.9

理 理 理/常理 常理 常理 常理 常理/理

/05.10常理 常理

理 常理 副 副/■

/監 監 監 監/■

理 理 理 理 理 理 理 理 理/■

3 74/75 76/77 78/79 80/81 82/83 84/85 86/87 88/89 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07

福田　峰夫 角川書店

井上　泰一 角川グループパブリッシング

長谷川映太郎 鎌倉書房

長谷川正承 鎌倉書房

大橋　鎮子 暮しの手帖社

井上　正也 芸文社

小酒井益蔵 研究社

乾　　源哉 講談社

小保方宇三郎 講談社／光文社

野間佐和子 講談社

野間　省一 講談社

野間　惟道 講談社

服部　敏幸 講談社

浜田　博信 講談社

五十嵐勝彌 光文社

小林　武彦 光文社

並河　　良 光文社

平野　武裕 光文社

石原　俊明 国際情報社

前田　重信 産業経済新聞社出版局

小野田　政 サンケイ新聞社出版局

神谷　光男 サンケイ出版

清水大三郎 サンケイ出版

増田　義和 実業之日本社

増田　義彦 実業之日本社

小島　民雄 集英社

陶山　　巌 集英社

谷山　尚義 集英社

堀内　末男 集英社

山下　秀樹 集英社

若菜　　正 集英社

遠藤　　昭 主婦と生活社

遠藤　左介 主婦と生活社

大島　重次 主婦と生活社

氏名 社名
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大島　秀一 主婦と生活社 理 理 理/常監 常監/評長 常理/評 評 評/理 理

菊地　英雄 主婦と生活社

闍納　勝寿 主婦と生活社

村山　秀夫 主婦と生活社

石川　数雄 主婦の友社 常理/理 評/理 理 理 理/常理 常理/理長 理長 理長 理長 理長 理長

石川　晴彦 主婦の友社

村松　邦彦 主婦の友社

相賀　徹夫 小学館 常理 常理/評長 常監/理 理/常理 常理 常理 常理 常理 常理 常理 常理

相賀　昌宏 小学館

今井　　堅 少年画報社 評 理 評 評 評 評 理 理 理 理 理

佐藤　隆信 新潮社

佐藤　義夫 新潮社 理 評 監/理 理/常理 常理 常理 理 理

佐藤　亮一 新潮社 理 理 理

小川誠一郎 誠文堂新光社 監 評/理 常理/常監 常監/監 監/常監 常監 常監 常理 常理/理 理

鈴木　　勤 世界文化社 評 評

石山　賢吉 ダイヤモンド社 会 会 会 会 会/理 理 理 理

石山　四郎 ダイヤモンド社 理

岩佐　　豊 ダイヤモンド社

川島　　譲 ダイヤモンド社

佐藤　　武 ダイヤモンド社

鹿谷　史明 ダイヤモンド社

闍塚　　猛 ダイヤモンド社

田村　紀男 ダイヤモンド社

坪内　嘉雄 ダイヤモンド社 理 理

寺沢末次郎 ダイヤモンド社 理 理 理/■

嶋中　鵬二 中央公論社 理 評/理 監/常理 理 理/常理 常理 常理 常理 常理 常理 常理

原田　常治 同志社（婦人生活社） 常監 評 常理/理 理 理 理 理 理 理

原田　　稔 婦人生活社 理 理

浅野　純次 東洋経済新報社

宇梶　洋司 東洋経済新報社 常監 常監/常理 常理

神尾　昭男 東洋経済新報社

斎藤　幸治 東洋経済新報社 理 評/常理 常理 常理/理 理 理 理 常監

佐野　佳雄 東洋経済新報社

柴生田晴四 東洋経済新報社

氏名 社名 56/57 58/59 60/61 62/63 64/65 66/67 68/69 70/71 72/73 74/75 76/77
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/監 監 監 監

/07.4監

04.4監 監07.3

理長 理長 常理/■

/理 理 理 理 理 理/常理 常理 常理 常理 常理/副 理長 顧 顧/■

/理 理 04.4常理 06.4理長

常理 常理 常理 常理 常理 常理 常理 常理/理長 理長 理 顧 顧 顧 顧 顧 顧 顧

理/常理 常理 副 副 副 副 副

理 理 理 理 監 監/■

/常理 常理 常理 常理

理 理 理 理/常理 理 理/常理 理 理 理 理 理 理 理 理/■

理 理

/監 監 監/理 常理 常理 常理 常理 常理

常監 常監 常監/■

/常監 常監 常監/■

/常監 常監

/05.4常監 常監

04.9常監04.10

/常監 常監

理 理 理 理 常理 常理 常理 常理/■

常理 常理 常理 常理 理 理 理 理 理 理 理 理/■

理 理 理 理 理 理 理/常理 常理 常理 監/■

常監 常監 副 理長 顧 顧/■

常監/常理 常理

常理/監 常監

常監/■

/07.4常監

3 74/75 76/77 78/79 80/81 82/83 84/85 86/87 88/89 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07

大島　秀一 主婦と生活社

菊地　英雄 主婦と生活社

闍納　勝寿 主婦と生活社

村山　秀夫 主婦と生活社

石川　数雄 主婦の友社

石川　晴彦 主婦の友社

村松　邦彦 主婦の友社

相賀　徹夫 小学館

相賀　昌宏 小学館

今井　　堅 少年画報社

佐藤　隆信 新潮社

佐藤　義夫 新潮社

佐藤　亮一 新潮社

小川誠一郎 誠文堂新光社

鈴木　　勤 世界文化社

石山　賢吉 ダイヤモンド社

石山　四郎 ダイヤモンド社

岩佐　　豊 ダイヤモンド社

川島　　譲 ダイヤモンド社

佐藤　　武 ダイヤモンド社

鹿谷　史明 ダイヤモンド社

闍塚　　猛 ダイヤモンド社

田村　紀男 ダイヤモンド社

坪内　嘉雄 ダイヤモンド社

寺沢末次郎 ダイヤモンド社

嶋中　鵬二 中央公論社

原田　常治 同志社（婦人生活社）

原田　　稔 婦人生活社

浅野　純次 東洋経済新報社

宇梶　洋司 東洋経済新報社

神尾　昭男 東洋経済新報社

斎藤　幸治 東洋経済新報社

佐野　佳雄 東洋経済新報社

柴生田晴四 東洋経済新報社

氏名 社名
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高橋　　宏 東洋経済新報社

高柳　　弘 東洋経済新報社

中井　義行 東洋経済新報社

村山　公三 東洋経済新報社 常監 常監/■

綿野　脩三 東洋経済新報社 理 常理

河村　有弘 日経BP社

鈴木　　隆 日経BP社

永田　　晨 日経BP社

吉村　久夫 日経BP社

荒木　光雄 日本ジャーナルプレス社 評 評 評 評 評 評

安藤　龍男 日本放送出版協会

大橋　晴夫 日本放送出版協会

尾西　清重 日本放送出版協会

松尾　　武 日本放送出版協会

大儀見　薫 日本リーダーズダイジェスト社 監 監 監

大竹　貞雄 日本リーダーズダイジェスト社 /監

福岡　誠一 日本リーダーズダイジェスト社 評 監/評 理/評 評 評 評 監/■ 監

小野高久良 博友社 監/■

矢内　　廣 ぴあ

本吉　敏男 婦人画報社

本吉　信雄 婦人画報社 理/常理 常理/監 理/常理 常理 常監/常理 常理 常理 常理 常理 常理 常理

フィリップ・ゲルトン アシェット婦人画報社

イヴ・ブゴン アシェット婦人画報社

ノルベール・ルレ アシェット婦人画報社

羽仁　賢良 婦人之友社 評 常監 理/監 監/理 理/監 監 評 評

片桐　松樹 扶桑社

中村　　守 扶桑社

三ツ井　康 扶桑社

矢沢　領一 双葉社 評 評 評 評 評 評

今井田　勲 文化出版局 監

大沼　　淳 文化服装学院出版局 /評 監/評 理/評 評 評 評 評 評

安藤　　満 文藝春秋

池島　信平 文藝春秋 常理 常理 常理 常理/■

上野　　徹 文藝春秋

氏名 社名 56/57 58/59 60/61 62/63 64/65 66/67 68/69 70/71 72/73 74/75 76/77



327日本雑誌協会 役員一覧

04.4常監 常監07.4

/常監 常監/常理 常理 常理 常理

常監 常監

■

/05.4常理 常理

/常理 常理

/理 理 理/常理 常理/■

常理 常理05.3

/理 理 理

06.4理

/理 理 理/

理 理06.4

監 監 監 監

/監 監/理 理 理 理 理 理 理/03.4常理 04.4副 副

/理 常理 常理 常理 常理 常理 副 副 副/常理 理 理

常理 常理 常理 常理/顧 顧 顧 顧/■

理/■

06.4理

04.4理06.4

/05.4理 理

/監 監 常監 常監 04.4理05.1

監 監/■

監 監 監 監 監 監 監/■

常理/■

■

06.4常理

3 74/75 76/77 78/79 80/81 82/83 84/85 86/87 88/89 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07

高橋　　宏 東洋経済新報社

高柳　　弘 東洋経済新報社

中井　義行 東洋経済新報社

村山　公三 東洋経済新報社

綿野　脩三 東洋経済新報社

河村　有弘 日経BP社

鈴木　　隆 日経BP社

永田　　晨 日経BP社

吉村　久夫 日経BP社

荒木　光雄 日本ジャーナルプレス社

安藤　龍男 日本放送出版協会

大橋　晴夫 日本放送出版協会

尾西　清重 日本放送出版協会

松尾　　武 日本放送出版協会

大儀見　薫 日本リーダーズダイジェスト社

大竹　貞雄 日本リーダーズダイジェスト社

福岡　誠一 日本リーダーズダイジェスト社

小野高久良 博友社

矢内　　廣 ぴあ

本吉　敏男 婦人画報社

本吉　信雄 婦人画報社

フィリップ・ゲルトン アシェット婦人画報社

イヴ・ブゴン アシェット婦人画報社

ノルベール・ルレ アシェット婦人画報社

羽仁　賢良 婦人之友社

片桐　松樹 扶桑社

中村　　守 扶桑社

三ツ井　康 扶桑社

矢沢　領一 双葉社

今井田　勲 文化出版局

大沼　　淳 文化服装学院出版局

安藤　　満 文藝春秋

池島　信平 文藝春秋

上野　　徹 文藝春秋

氏名 社名
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酒井　信光 文藝春秋

佐佐木茂索 文藝春秋 理長 理長 理長 理長 理長 理長/常理 常理 常理

澤村三木男 文藝春秋 常理 常理 常理

白石　　勝 文藝春秋

田中　健五 文藝春秋

千葉　源藏 文藝春秋

岩堀喜之助 平凡出版 理 評/理 評 評/監 監 監 監 監 監 監 監/■

窪田　幸茂 平凡出版

清水　達夫 平凡出版（マガジンハウス） /監

石闢 孟 マガジンハウス

木滑　良久 マガジンハウス

池田　郁雄 ベースボール・マガジン社

池田　恒雄 ベースボール・マガジン社

山下　義雄 ベースボール・マガジン社 評 評

孝壽　芳春 芳文社 評 評 評 評 評 評

朝居　正彦 毎日新聞社出版局 評長/■

川合多喜夫 毎日新聞社出版局

黒田　龍馬 毎日新聞社出版局 評長/■

関根　　望 毎日新聞社出版局

田中　正延 毎日新聞社出版局

戸田　栄輔 毎日新聞社出版局

仁科　邦男 毎日新聞社出版局

藤田　信勝 毎日新聞社出版局 評長/常理 常理/理 監/評 評/常理 評長/評 評/■ /評 評/■

牧内　節男 毎日新聞社出版局

森戸　幸生 毎日新聞社出版局

山本　　進 毎日新聞社出版局

横山信二郎 毎日新聞社出版局 /常理

吉沢　孝治 毎日新聞社出版局

大瀬戸豊明 毎日新聞社出版事業本部 /常理 理/■ /常理 理/■

江草　四郎 有斐閣 評 評 評 評 評 評

加藤　祥二 読売新聞社出版局

金久保通雄 読売新聞社出版局 評長/■

上子　俊秋 読売新聞社出版局 /評長

黒埼　精三 読売新聞社出版局

氏名 社名 56/57 58/59 60/61 62/63 64/65 66/67 68/69 70/71 72/73 74/75 76/77
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/理

常理 常理 理長/■

常理 副 04.4理長 06.4顧

/常理 常理 副 理長 理長 顧 顧 顧 顧 顧

理長 理長 理長 理長 理長 理長/■

監 監/■

/監 常理 常理/■

/監 監 監/■ /監 監 監/■

/03.4理 理 理

/監 監/理 常理 常理 常理/副 常理 常理 常理/■■

常監 理 理

/監 監

理/■ 常理/■

/常理 理/■

/常理 理/■ 常理/■

/理

04.4理05.6

/常理 理/■

/05.6理 理/■

/理 常理

/常理

/常理 理/■

/理

理

3 74/75 76/77 78/79 80/81 82/83 84/85 86/87 88/89 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07

酒井　信光 文藝春秋

佐佐木茂索 文藝春秋

澤村三木男 文藝春秋

白石　　勝 文藝春秋

田中　健五 文藝春秋

千葉　源藏 文藝春秋

岩堀喜之助 平凡出版

窪田　幸茂 平凡出版

清水　達夫 平凡出版（マガジンハウス）

石闢 孟 マガジンハウス

木滑　良久 マガジンハウス

池田　郁雄 ベースボール・マガジン社

池田　恒雄 ベースボール・マガジン社

山下　義雄 ベースボール・マガジン社

孝壽　芳春 芳文社

朝居　正彦 毎日新聞社出版局

川合多喜夫 毎日新聞社出版局

黒田　龍馬 毎日新聞社出版局

関根　　望 毎日新聞社出版局

田中　正延 毎日新聞社出版局

戸田　栄輔 毎日新聞社出版局

仁科　邦男 毎日新聞社出版局

藤田　信勝 毎日新聞社出版局

牧内　節男 毎日新聞社出版局

森戸　幸生 毎日新聞社出版局

山本　　進 毎日新聞社出版局

横山信二郎 毎日新聞社出版局

吉沢　孝治 毎日新聞社出版局

大瀬戸豊明 毎日新聞社出版事業本部

江草　四郎 有斐閣

加藤　祥二 読売新聞社出版局

金久保通雄 読売新聞社出版局

上子　俊秋 読売新聞社出版局

黒埼　精三 読売新聞社出版局

氏名 社名
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杉林　　昇 読売新聞社出版局

長倉　　榮 読売新聞社出版局

二宮　信親 読売新聞社出版局 常理/理 常理/■

原　　四郎 読売新聞社出版局 評 監/常理 常理/評長 評長/評 評/常理 評 常理/評 評長/評

深見　和夫 読売新聞社出版局 /理

伏見　　勝 読売新聞社出版局

堀内　　稔 読売新聞社出版局

堀川　吉則 読売新聞社出版局

小島　　敦 読売新聞東京本社

清水　英夫 弁護士

勝見　亮助 日本雑誌協会

氏名 社名 56/57 58/59 60/61 62/63 64/65 66/67 68/69 70/71 72/73 74/75 76/77
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/理 /常理

常理/■

理 常理/■

/理

常理/理 /常理

常理/理 常理/■

理/■

常理

/監 監 監 監 監 監

/専理 専理 専理 専理

3 74/75 76/77 78/79 80/81 82/83 84/85 86/87 88/89 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07氏名 社名

杉林　　昇 読売新聞社出版局

長倉　　榮 読売新聞社出版局

二宮　信親 読売新聞社出版局

原　　四郎 読売新聞社出版局

深見　和夫 読売新聞社出版局

伏見　　勝 読売新聞社出版局

堀内　　稔 読売新聞社出版局

堀川　吉則 読売新聞社出版局

小島　　敦 読売新聞東京本社

清水　英夫 弁護士

勝見　亮助 日本雑誌協会
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日本雑誌協会 おもな委員会・委員長一覧

委員会名 委員長名（社名，在任期間：年度）

販売委員会 相賀徹夫（小学館，63～88），本吉敏男（婦人画報社，89～96），秋田

貞美（秋田書店，97），浜田博信（講談社，98～　）

発売日小委員会 本吉敏男（婦人画報社，83～88），日下明（講談社，89），近藤親司（講

談社，90～91），中村道雄（小学館，92），幸脇一英（講談社，93～96），

関根正之（講談社，97～98），松田至明（徳間書店，99），北原武（文藝

春秋，00），黒木重昭（小学館，01～03），山田耕嗣（学習研究社，04

～05），早川三雄（小学館，06～　）

雑誌運賃問題研究委員会 相賀徹夫（小学館，72～88），本吉敏男（婦人画報社，89～91），近藤

親司（講談社，92），中村道雄（小学館，93～98），浜田博信（講談社，

99～　）

物流委員会 清水靖一（文藝春秋，92～95），小田嶋進（秋田書店，96～01），浅井

淳（文藝春秋，02～03），藤原卓（新潮社，04～　）

雑誌基準運営委員会 楠昌憲（講談社，87～90），吉原勝治（集英社，副委員長91），山縣宏

之（集英社，92～93），佐野正孝（主婦の友社，94），丸谷富士夫（秋田

書店，95～97），須田昌夫（光文社，98～03），名女川勝彦（文藝春秋，

04～　）

共通雑誌コード運営委員会 田中謹之助（光文社，86～89），大野宏（東洋経済新報社，90～93），

児玉幸彦（双葉社，94～99），大竹靖夫（小学館，00～02），小此木孝

夫（講談社，03），友弘亮一（小学館，04～　）

コミック，ムック問題対策委員会 児玉幸彦（双葉社，89～99），河奥更樹（双葉社，00～01），奥脇三雄

（集英社，02～04），早川三雄（小学館，05～　）

「雑誌愛読月間」推進特別委員会 浜田博信（講談社，本部長98～　）

雑誌POSセンター運営委員会 久我英二（マガジンハウス，04～　）

デジタル出版研究会 大久保徹也（集英社，07～　）

編集委員会 斎藤幸治（東洋経済新報社，63～64），鷲尾洋三（文藝春秋，65～76），

千葉源藏（文藝春秋，77～78，82～83），嶋中鵬二（中央公論社，79

～81），小林武彦（光文社，84～90），田中健五（文藝春秋，91～93），

若菜正（集英社，94～96），相賀昌宏（小学館，97），安藤満（文藝春秋，

98），白石勝（文藝春秋，99～02），並河良（光文社，03～05），上野徹

（文藝春秋，06～　）
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取材委員会 桜田正樹（小学館，63～65），山本英吉（中央公論社，66～69），�梨

英男（旺文社，70～74），松林保（講談社，75～80），斎藤稔（講談社，

81），伊藤寿男（講談社，82～87），野口晴男（小学館，88～92），平野

武裕（小学館，93），五十嵐光俊（小学館，94～00），鈴木紀夫（光文社，

01～02），笹本弘一（文藝春秋，03），鈴木哲（講談社，04），渡瀬昌彦

（講談社，05～　）

編集倫理委員会 御筆政則（主婦の友社，68～70），下村勝彦（平凡出版，71～76），長

野規（集英社，77～87），宮原照夫（講談社，88～89），杉山博（講談社，

90～92），鈴木富夫（講談社，93～98），森岩弘（講談社，99），堀田貢

得（小学館，00），雨宮秀樹（文藝春秋，01～02），鈴木紀夫（光文社，

03），山了吉（小学館，04～　）

著作権委員会 菊池正成（平凡出版，63～65），谷井精之助（講談社，66～67），鈴木

敏夫（読売新聞社出版局，68～69），豊田亀市（小学館，70～83），山

下辰巳（徳間書店，84～93），上野善弘（主婦の友社，94～95），古岡

滉（学習研究社，96～01），福田収（集英社，02～05），堀内丸恵（集英

社，06～　）

個人情報・人権問題特別委員会 鈴木哲（講談社，05～　）

表記委員会 大山治義（学習研究社，代表幹事74～75，代表委員76～81，87～90），

今井健司（講談社，代表委員82～86），幡谷唯夫（新潮社，91～92），

鈴木一（小学館，93～95），大嶋伸（講談社，96～　）

広告委員会 宮本信太郎（中央公論社，63～70），小沢利一（主婦の友社，71～78），

山越嵩夫（朝日新聞社出版局，79～81），清水大三郎（サンケイ出版，

82），今井田勲（文化出版局，83～88），大島重次（主婦と生活社，89

～90），木滑良久（マガジンハウス，91～98），鈴木勤（世界文化社，99

～01），村松邦彦（主婦の友社，02～05），石�孟（マガジンハウス，06

～　）

マガジンデータ編纂委員会 斉藤禎（文藝春秋，00～05），井上進一郎（文藝春秋，06～　）

広告第3小委員会 倉田和夫（マガジンハウス，01～　）

雑誌広告デジタル送稿推進協議会 倉田和夫（マガジンハウス，議長05～　）

生産環境委員会 服部敏幸（講談社，63～83），本吉敏男（婦人画報社，84～88），石川

晴彦（主婦の友社，89～97），小島民雄（集英社，98～01），谷山尚義

（集英社，02～04），広岡克己（小学館，副委員長05），本田孝文（講
談社，副委員長05），山下秀樹（集英社，06～　）
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宣伝委員会 本吉信雄（婦人画報社，71～80），長谷川映太郎（鎌倉書房，81～86），

原田稔（婦人生活社，87～88），秋田貞美（秋田書店，89～91，98～

05），柴田鉄治（朝日新聞社出版局，92），田中正延（毎日新聞社出版

局，93，96），伏見勝（読売新聞社出版局，94，97），桑島久男（朝日新

聞社出版局，95），井上泰一（角川GP，06～　）

経営管理委員会 山崎昇（集英社，64），奥原潔（家の光協会，65～67），佐藤義男（東洋

経済新報社，68～75），佐野佳雄（東洋経済新報社，76～82），石川恒

夫（ダイヤモンド社，83～88），増田義和（実業之日本社，89～　）

貸与ビジネス検討専門委員会 森武文（講談社，座長04～07），片寄聰（小学館，座長07～　）

複合カフェ・マンガ喫茶担当WG 長谷尾良二（白泉社，座長06～　）

国際委員会 角川歴彦（角川書店，91），野間佐和子（講談社，92～97），永田晨（日

経BP社，98），安藤龍男（日本放送出版協会，99～01），吉村久夫（日

経BP社02～04），河村有弘（日経BP社，05～　）

景表法委員会 �梨英男（旺文社，76），佐藤金六（主婦と生活社，79），原田美房（小

学館，80），黒川巖（学習研究社81～92），木郷左智夫（学習研究社，

93～94），黒滝貞嘉（学習研究社，95～96），小山哲雄（学習研究社，

97～00），中山俊夫（学習研究社，01～04），荒木勝彦（学習研究社，

05～　）

雑誌発売日励行本部委員会 相賀徹夫（小学館，本部委員長76～85），山口勘蔵（講談社，本部委

員長86～88），長谷川武男（集英社，本部委員長89～92），山縣宏之

（集英社，本部委員長93），川尻勝則（集英社，本部委員長94～97），

関根正之（講談社，本部委員長98～99），保月滋（講談社，本部委員長

00～03），森武文（講談社，本部委員長04），三宅克（小学館，本部委

員長05～06），大久保徹也（集英社，本部委員長07～　）

首都圏雑誌発売日励行委員会 長谷川武男（集英社，82，86～88），山口勘蔵（講談社，83～85），楠

昌憲（講談社，89～90），永田寿暉（講談社，91～95），辰市祐昭（講

談社，96），神津悦生（講談社，97），原田耕治（講談社，98），大久保

徹也（集英社，99～00），隅野叙雄（集英社，01～06），濱崎峰夫（講談

社，07～　）

出版倫理協議会 杉山博（講談社，副議長92），鈴木富夫（講談社，副議長93～96，議長

02～　），清水英夫（弁護士，議長97～01）

出版ゾーニング委員会 内田剛弘（弁護士，01～　）

輸送委員会 五十嵐勝彌（光文社，63～73），佐々部承象（小学館，74～77），堀内

末男（集英社，78～89），山口勘蔵（講談社，90），近藤親司（講談社，

91）

出版倫理小委員会 鷲尾洋三（文藝春秋新社，63～65），鈴木艮（誠文堂新光社，66～67）
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青少年対策倫理委員会 鈴木艮（誠文堂新光社，68～70），御筆政則（主婦の友社，71～75），

藤掛寅七（光文社，76），長野規（集英社，77～83）

懸賞問題対策委員会 原田美房（小学館，70～79）

取引問題対策委員会 本吉信雄（婦人画報社，72～75）

事業者景品研究委員会 佐藤金六（主婦と生活社，74～79）

マルチメディア研究会 宮原照夫（講談社，代表世話人95～97），田中洋輔（小学館，代表世

話人98），甘粕克巳（小学館，代表世話人99～01）

広告EDI研究会 貴志学（角川書店，00）

広告電子送稿研究会 栗田和人（日経BP社，座長00～04）

週刊誌部会 田中謹之助（光文社，部会長87～90），清水靖一（文藝春秋，部会長

91～95）

表紙返品小委員会 小松正衛（文藝春秋，83～85），小林米紀（文藝春秋，86），川村忠（小

学館，87，副委員長88），清水靖一（文藝春秋，90～91）

返品減少研究委員会 日下明（講談社，86～89），近藤親司（講談社，90～91）

販売価格維持契約委員会 相賀徹夫（小学館，89～91）

人権小委員会 赤塚一（新潮社，84～89）［96年に復活］堀田貢得（小学館，96～97），

須能紀文（集英社，98），小鷹久義（徳間書店，99），平田浩二（文化出

版局，00），藤原一志（文藝春秋，01），岡崎秀文（双葉社，02），山口

二郎（マガジンハウス，02～03），橋本秀紹（光文社，03～04），加来賢

一（文化出版局，04～05），木川真希子（集英社，05～07），西谷隆行

（学習研究社，07～　）

少年少女委員会 渋谷裕久（講談社，84～85），宮原照夫（講談社，86），佐々木龍義

（小学館，87～89）

綱領委員会 赤沼和男（小学館，84～86），宮原照夫（講談社，87），竹中巳之（文

藝春秋，88～89）

雑誌返品率研究小委員会 日下明（講談社，83～85）

POSシステム研究小委員会 田中謹之助（光文社，84～85）

雑誌返品減少対策委員会 相賀徹夫（小学館，82～85）

雑誌発売日調整小委員会 長谷川武男（集英社，82～85）



336 III│雑協・書協の沿革と組織

日本雑誌協会 会員一覧（五十音順）
（2007年9月現在　95社）

会員名 〒 住所

（株）秋田書店 102-8101 千代田区飯田橋2-10-8

（株）朝日新聞社出版本部 104-8011 中央区築地5-3-2

（株）アシェット婦人画報社 105-0001 港区虎ノ門1-26-5 虎ノ門17森ビル

（株）アスキー 102-8584 千代田区九段北1-13-5 日本地所第1ビル

（社）家の光協会 162-8448 新宿区市谷船河原町11

（株）インプレスホールディングス 102-0075 千代田区三番町20

（株）潮出版社 102-8110 千代田区飯田橋3-1-3

（株）代出版社 158-0097 世田谷区用賀4-5-16

（株）エンターブレイン 102-8431 千代田区三番町6-1

（株）旺文社 162-8680 新宿区横寺町55

（株）オークラ出版 153-0051 目黒区上目黒1-18-6 NMビル

（株）宙出版 162-8611 新宿区早稲田鶴巻町543 名古ビル

（株）オレンジページ 162-0812 新宿区西五軒町13-1

（株）学習研究社 145-8502 大田区上池台4-40-5

（株）角川・エス・エス・コミュニケーションズ 101-8467 千代田区神田錦町3-18-3 錦三ビル

（株）角川グループパブリッシング 102-8077 千代田区富士見2-13-3

（株）河出書房新社 151-0051 渋谷区千駄ヶ谷2-32-2

（株）近代映画社 104-8168 中央区銀座6-8-3 尾張町ビル

（株）暮しの手帖社 169-0074 新宿区北新宿1-35-20

（株）経済界 105-0001 港区虎ノ門2-6-4 第11森ビル

（株）芸術生活社 150-0047 渋谷区神山町16-1 光丘渋谷ビル

（株）京阪神エルマガジン社 550-8575 大阪市西区江戸堀1-10-8

（株）芸文社 170-8427 豊島区東池袋3-7-9

（株）講談社 112-8001 文京区音羽2-12-21

（株）交通新聞社 102-0083 千代田区�町6-6 �町東急ビル

（株）交通タイムス社 101-8524 千代田区内神田2-16-11

（株）光文社 112-8011 文京区音羽1-16-6

（株）ゴルフダイジェスト社 105-8670 港区新橋6-18-5

（株）財界研究所 100-0014 千代田区永田町2-14-3 赤坂東急ビル11階

（株）三栄書房 162-8447 新宿区馬場下町1-1 早稲田SIAビル

（株）JTBパブリッシング 162-8446 新宿区払方町25-5 アーバンネット市ヶ谷ビル

（株）実業之日本社 104-8233 中央区銀座1-3-9

（株）シティ出版 102-8301 千代田区九段南4-8-21

（株）集英社 101-8050 千代田区一ツ橋2-5-10

（株）主婦と生活社 104-8357 中央区京橋3-5-7

（株）主婦の友社 101-8911 千代田区神田駿河台2-9

（株）小学館 101-8001 千代田区一ツ橋2-3-1

（株）祥伝社 101-8701 千代田区神田神保町3-6-5

（株）少年画報社 101-8388 千代田区三崎町3-3-12

（株）シンコーミュージック・エンタテイメント 101-8475 千代田区神田小川町2-1

（株）新潮社 162-8711 新宿区矢来町71

スキージャーナル（株） 160-0007 新宿区荒木町20 インテック88ビル

（株）スクウェア・エニックス 151-8544 渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル

スターツ出版（株） 103-0027 中央区日本橋3-3-9 西川ビル4F

（株）青春出版社 162-0056 新宿区若松町12-1



（株）誠文堂新光社 113-0033 文京区本郷3-3-11

（株）世界文化社 102-8187 千代田区九段北4-2-29

（株）ソニー・マガジンズ 102-8679 千代田区五番町5-1

（株）ダイヤモンド社 150-8409 渋谷区神宮前6-12-17

（株）中央公論新社 104-8320 中央区京橋2-8-7

（株）電波新聞社 141-8715 品川区東五反田1-11-15

（株）東京ニュース通信社 104-8415 中央区築地5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス

（株）東洋経済新報社 103-8345 中央区日本橋本石町1-2-1

（株）徳間書店 105-8055 港区芝大門2-2-1

（株）日刊現代 104-8007 中央区築地3-5-4 中川築地ビル

（株）日刊スポーツ出版社 104-8424 中央区築地3-7-2 日刊スポーツ別館ビル3F

（株）日経BP社 108-8646 港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

（株）日経ホーム出版社 107-8406 港区赤坂8-1-22

（株）日本ジャーナル出版 105-8618 港区東新橋2-11-8

（株）日本スポーツ企画出版社 113-8448 文京区本郷2-38-4 本郷弓町ビル

（株）日本文芸社 101-8407 千代田区神田神保町1-7 NSEビル

（株）日本放送出版協会 150-8081 渋谷区宇田川町41-1 第一共同ビル

（株）ニュートンプレス 160-0207 新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル7F

（株）白泉社 101-0063 千代田区神田淡路町2-2-2

（株）バック・アップ 104-0061 中央区銀座7-9-10 銀七ビル5F

ぴあ（株） 102-0075 千代田区三番町5-19

（株）PHP研究所 102-8331 千代田区三番町3-10

日之出出版（株） 104-8505 中央区八丁堀4-6-5

（株）婦人之友社 171-8510 豊島区西池袋2-20-16

（株）扶桑社 105-8070 港区海岸1-15-1

（株）双葉社 162-8540 新宿区東五軒町3-28

（株）ブティック社 102-8620 千代田区平河町1-8-3

（株）プレジデント社 102-8641 千代田区平河町2-13-12 ブリヂストン平河町ビル

（株）ぶんか社 102-8405 千代田区一番町29-6

（学）文化出版局 151-8524 渋谷区代々木3-22-7

（株）文藝春秋 102-8008 千代田区紀尾井町3-23

（株）ベストセラーズ 170-8457 豊島区南大塚2-29-7

（株）ベースボール・マガジン社 101-8381 千代田区三崎町3-10-10

（株）ベネッセコーポレーション 101-8685 千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング16F

（株）ベルシステム24 150-0001 渋谷区神宮前6-25-14 神宮前メディアスクエアビル5F

（株）芳文社 112-0004 文京区後楽1-2-12

（株）ホビージャパン 151-0053 渋谷区代々木2-15-8 新宿Hobbyビル

（株）ポプラ社 160-8565 新宿区大京町22-1

（株）毎日コミュニケーションズ 100-0003 千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル6F東コア

（株）毎日新聞社出版局 100-8051 千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル

（株）マガジンハウス 104-8003 中央区銀座3-13-10

（株）マガジン・マガジン 160-0007 新宿区荒木町13-7 サンマガジンビルⅡ

（株）マキノ出版 113-8560 文京区湯島2-31-8

（株）メディアワークス 101-0062 千代田区神田駿河台1-8

（株）八重洲出版 104-8488 中央区八丁堀4-5-9

（株）山と溪谷社 107-8410 港区赤坂1-9-13 三会堂ビル1F

（株）読売新聞東京本社調査研究本部 100-8055 千代田区大手町1-7-1

（株）リイド社 166-8560 杉並区高円寺北2-3-2

（株）陸上競技社 102-0073 千代田区九段北3-2-5-4F

（株）ワニマガジン社 160-0014 新宿区内藤町1
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