※委託 ※取次さま順次搬入
※調整が入る可能性がございます
※返品についてはご相談ください

電話(03)6367-8039

書誌名 （表紙タレント）

vol.9 相葉雅紀

発売日

コード

2012/12/22

20847-2/4 ¥457

本体

相葉雅紀 嵐×紅白 松本潤×瑛太 タッキー＆翼 NEWS 関ジャニ∞ KAT-TUN Hey!Say!JUMP NYC Kis-My-Ft2
Sexy Zone A.B.C-Z 長瀬智也 玉森裕太 マウリウス葉
付録：Kis-My-Ft2ピンナップ ジャニーズオールスターピンナップ

vol.10 櫻井翔

2013/3/30 20847-5/13

2013/10/2 20847-11/14

2013/12/24

2014/4/3 20847-5/17

2014/7/7 20847-8/20

2014/10/1 20847-11/13

2014/12/22

2015/7/1 20847-8/13

2015/10/2 20847-11/15

2016/3/26 20847-5/9

2016/6/27 20847-8/10

冊

¥546

夏のジャニーズ特大グラビア＆嵐 夏のバラエティー大密着
Hey!Say!JUMP総力特集、ライブリポートNEWS＆山下智久、独占撮りおろし欅坂46
横山裕／中島裕翔／菊池風磨／向井理／AKIRA×青柳翔×岩田剛典 etc.
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冊

¥537

嵐5大プレミアム特集
SMAP、KinKi Kids、河合郁人×桐山照史×Kis-My-Ft2 、ジャニーズJr.＆関西ジャニーズJr.特大ビジュアルBOOK
森田剛／滝沢秀明×三宅健／山田孝之／福士蒼汰／岡田将生×松坂桃李×柳楽優弥 etc.

vol.23 櫻井翔

冊

¥537

秋の新番組＆嵐 宮城ライブ、関ジャニ∞リサイタル、Kis-My-Ft2東京ドームライブ 最速リポート！
Mr.King vs Mr.Prince
生田斗真×山田涼介／玉森裕太／向井理／綾野剛／松坂桃李／岩田剛典 etc.

vol.22 大野智

冊

¥509

夏の嵐＆関ジャニ∞ 大追跡！
SMAP ジャニーズJr. 新ユニット「Mr.King vs Mr.Prince」 堂本光一 Hey!Say!JUMP Sexy Zone 福士蒼汰 窪田正孝＆山﨑賢人
菅田将暉 AKIRA 松山ケンイチ TEAM NACS 三浦翔平 D☆DATE etc.

vol.20 KinKi Kids

冊

20847-2/4 ¥463

嵐/紅白歌合戦ほか V6 タッキー＆翼 NEWS 関ジャニ∞ KAT-TUN Hey!Say!JUMP Kis-My-Ft2 Sexy Zone A.B.C-Z ジャニーズWEST ジャ
ニーズJr. TOKIO 井上真央 西島秀俊&香川照之＆井川遥 杏＆長谷川博己 堀北真希 玉木宏＆倉科カナ 真木よう子＆東出昌大 生田斗
真＆小栗旬 麻生久美子＆坂井真紀＆緒川たまき 広瀬すず ほか （予定）

vol.19 SMAP

冊

¥463

嵐/ハワイライブ予告、秋嵐セレクション 錦戸亮/ごめんね青春！ Kis-My-Ft2 Sexy Zone ジャニーズWEST
小栗旬 中島健人＆佐々木希 武内涼真 岩田鋼典 岡田潤一＆松坂桃季 山下智久 三浦翔平 D-DATE 福士蒼汰 志尊淳 竹野内豊＆バカリズム
西島秀俊 織田裕二

vol.17 KinKi Kids

冊

¥463

夏"嵐"祭り3大特集 嵐ワクワク学校 関ジャニ∞10周年記念 A.B.C-Z ほか
付録：光るジャニーズ！ぴかつやグラビアBOOK 櫻井翔＆嵐＆関ジャニ∞＆KAT-TUN＆Hey!Say!JUMP･･･and more

vol.16 丸山隆平

冊

¥463

春"嵐"爛漫5大特集 ジャニーズWEST Kis-My-Ft2 安田章大＆伊野尾慧 国分太一 KAT-TUN 河合郁人＆桐山照史
付録：嵐お風呂グラビア Kis-My-Ft2ピンナップ

vol.15 櫻井翔

冊

20847-2/6 ¥476

嵐×紅白 松本潤 岡田准一 タッキー＆翼 NEWS 関ジャニ∞ KAT-TUN Hey!Say!JUMP Kis-My-Ft2 舞祭組
付録：松本潤お風呂グラビア ジャニーズオールスターピンナップ 福士蒼汰ピンナップ

vol.14 櫻井翔

冊

¥476

二宮和也 松本潤 Sexy Zone 長瀬智也 亀梨和也 中丸雄一 安田章大 中島健人 NEWS Kis-My-Ft2
付録：二宮和也お風呂グラビア Kis-My-Ft2ピンナップ 福士蒼汰ピンナップ

vol.13 大倉忠義

冊

¥476

櫻井翔 嵐 渋谷すばる＆村上信五＆横山裕 Sexy Zone A.B.C-Z Kis-My-Ft2 大倉忠義 中島健人 亀梨和也 関西ジャニーズ
Jｒ。
付録；嵐の透けるぐらびあ Kis-My-Ft2ピンナップ A.B.C-Zピンナップ

vol.12 錦戸亮

ご注文数

冊

※委託 ※取次さま順次搬入
※調整が入る可能性がございます
※返品についてはご相談ください

電話(03)6367-8039

書誌名 （表紙タレント）
vol.24 安田章大＆錦戸亮＆丸山隆平

発売日

コード

2016/9/29 20847-11/12

本体
¥546

関ジャニ∞超特大号 関ジャニ∞リサイタルビジュアルレポート
KinKi Kids／嵐／松岡昌宏／山田涼介／藤井流星／星野源／Sexy Zone
平野紫耀×Prince／ジャニーズライブ＆舞台リポート／三浦翔平／D☆DATE etc.

vol.25 V6

2017/1/13 20847-2/26

2017/3/27 20847-5/10

2017/6/28 20847-8/10

2017/10/2 20847-11/15

vol.29 V6

2018/4/2 20847-05/9

2018/6/27 20847-8/9

冊

¥556

超特大ボリューム KAT-TUN再始動／KinKi Kids／関ジャニ∞／滝沢秀明×三宅健／NEWS/宮田俊哉×横尾渉/塚田僚一×Snow Man
杉咲花×平野紫耀／King＆Prince／SixTONES／Snow Man／Love-tune／Travis Japan／HiHi Jets 東京B少年 ほか

vol.31 NEWS

冊

¥556

ジャニーズライブ2017－2018完全密着！：ジャニーズカウントダウン2017－2018／KinKi Kids／嵐／Hey! Say! JUMP／ジャニーズWEST
／ジャニーズ Happy New Yearアイランド
ジャニーズ2018新春グラビア：滝沢秀明／今井翼／NEWS／関ジャニ∞／亀梨和也／上田竜也／中丸雄一／Mr.KING ＆ Prince ほか

vol.30 KAT-TUN

冊

¥556

嵐超総力6大特集
Hey!Say!JUMP／Kis-My-Ft2／Sexy Zone／A.B.C-Z／ジャニーズWEST／森田剛／村上信五／丸山隆平／上田竜也／
中丸雄一／玉森裕太×小山慶一郎×古川雄輝／菊池風磨／綾野剛×坂口健太郎×星野源 etc.

2018/1/11 20847-02/24

冊

¥556

関ジャニ∞総力特集
KinKi Kids／山下智久／森田剛／中丸雄一／山田涼介×中島裕翔×髙木雄也／知念侑李／中島健人
NEWSライブリポート／ジャニーズJr.特大グラビア／三浦翔平／D☆DATE etc.

vol.28 二宮和也

冊

¥556

春のジャニーズ美グラビア！
相葉雅紀／滝沢秀明×三宅健／NEWS／中丸雄一／中島裕翔／藤ヶ谷太輔／玉森裕太／関ジャニ∞大密着！
中居正広／木村拓哉／稲垣吾郎／草彅剛／香取慎吾／三浦翔平／D☆DATE etc.

vol.27 錦戸亮

冊

¥556

年末年始ジャニーズライブ完全密着1000SHOT! 新春ジャニーズ撮りおろしグラビア！ KinKi Kids／嵐／タッキー＆翼／NEWS／関ジャ
ニ∞／Hey!Say!JUMP／Kis-My-Ft2／Sexy Zone／A.B.C-Z／ジャニーズWEST／Mr.KING
木村拓哉／草彅剛／亀梨和也／上田竜也／中丸雄一／三浦翔平／D☆DATE etc.

vol.26 亀梨和也

ご注文数

冊

¥556

15周年メモリアル NEWS／加藤シゲアキ／増田貴久／嵐最旬TV／KEN☆Tacky/山下智久/関ジャニ∞/中丸雄一/伊野尾慧×戸塚祥太
橋本良亮×河合侑人／重岡大毅×神山智洋／HiHi Jets×東京B少年／Kis-My-Ft2／中居正広×安住紳一郎 ほか

冊

※返品期限が過ぎた商品の入帖は受け付けておりませんが、フェア展開等いただける際はご相談ください。

vol.33 V6

2019/1/12

65051-09 ¥630 978-4-863336-875-0

V6 Longing for Adventure／嵐 Smile Collection／NEWS 個性爆発!?
Sexy Zone／ A.B.C－Z／ジャニーズWEST／King & Prince

vol.34 KAT-TUN

2019/3/29

4つのアザーストーリー／Hey! Say! JUMP／Kis-My-Ft2

65051-11 ¥630 978-4-86336-898-9

KAT-TUN／亀梨和也／中丸雄一／村上信五／山下智久／知念侑李／玉森裕太／永瀬廉／永瀬廉＆道枝駿佑＆長尾謙杜／Kis-My-Ft2／A.B.C
－Z／King & Prince／SixTONES／Snow Man／HiHi Jets／美 少年／少年忍者／７ MEN 侍 ほか

vol.37 V6

2020/1/14

冊

冊

65051-25 ¥636 978-4-86701-035-8

表紙＆25周年イヤーSPグラビア V6 ／NEWS／上田竜也／山下智久／Hey！Say！JUMP／KisMyFt２／Sexy Zone／A.B.CZ／ジャニー
ズWEST／King ＆ Prince／平野紫耀×永瀬廉×髙橋海人／SixTONES／Snow Man
ジャニーズ年末年始ライブ：ジャニーズカウントダウン2019-2020／KinKi Kids／嵐／Hey！Say！JUMP／SixTONES／なにわ男子 ほか

※vol.33より増刊からMOOKに刊行形態が変わりました。
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冊

