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アイデア : デザイン・宣伝・販売 = Idea. -- No. 1(July 1953)-79号 (昭41.11) ; 14巻1号 (昭42.1)-. -アサヒカメラ. -- 1巻1号 (1926.4)-. -- 朝日新聞社, 1926.
アニメージュ = Animage. -- Vol. 1 (1978.7)-. -- 徳間書店, 1978.
イラストレーション. -- 1号 (1979.1)-. -- 玄光社, 1979.
オプトロニクス. -- 1巻1号 (1982.1)- = 通巻1号 (1982.1)-. -- 理工新社, 1981.
キネマ旬報 / キネマ旬報社編. -- 創刊号 (大8.7)-735号 (昭15.12) ; 再建1號 (昭21.3)-no. 79 (昭25
グリーン・エージ / 日本緑化センター. -- 1巻1号 (1974.1)-. -- 日本緑化センター, 1974.
コマーシャルフォト. -- 1巻1号 (1960. 7)-. -- 玄光社, 1960.
サイン&ディスプレイ = Signs & display / マスコミ文化協会. -- 7巻8号 (昭40.8)- = 通巻68号 (昭40
サウンド&レコーディングマガジン. -- 1巻1号 (昭57.5)-. -- リットーミュージック, 1982.
シナリオ = Scenario. -- 1卷1號 (昭21.6)-. -- 泉書房, 1946.
ディテール. -- 1号 (1964.夏季)-. -- 彰国社, 1964.
デザイン学研究 / デザイン学会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (昭31.11)-96号 (1993.3) ; 40巻1号 (1993.5)- =
デザイン学研究. 特集号 = Special issue of Japanese Society for Science of Design / 日本デザイン
マンガ研究 / 日本マンガ学会 [編集] = / Japan Society for Studies in Cartoon and Comics. -- Vol
モダンリビング. -- No. 24 (1983. 5)-. -- 婦人画報社, 1983.
ランドスケープ研究 : 日本造園学会誌 : journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture

映画テレビ技術 / 日本映画テレビ技術協会 [編] = The motion picture & TV engineering / Motion Picture and Televis
炎芸術 / 阿部出版 [編]. -- 1号 (1982.11)-4号 (昭58.10) ; 3巻5号 (昭59.1)-. -- 阿部出版, 1982.
季刊まちづくり = Quarterly machizukuri. -- 1 (2004.1)-. -- 学芸出版社, 2003.
近代建築. -- 1巻1号 (昭21.1)-. -- 近代建築社, 1946.
芸術工学会誌 : design research / 芸術工学会 [編]. -- No .1 (Aug. 93)-. -- 芸術工学会, 1993.
月刊Moe = モエ : メルヘン&イメージアート. -- 5巻9号 (1983.12)- = 通巻50号 (1983.12)-. -- 偕成社
月刊ニュータイプ = Newtype : the moving pictures magazine. -- 1巻1号 (昭60.4)-. -- 角川書店, 1985
月刊文化財 / 文化財保護委員会監修. -- 創刊号 (昭38.10)-. -- 第一法規出版, 1963.
建築ジャーナル = Architectural journal. -- 748号 (1988.5)-. -- 企業組合建築ジャーナル, 1988.
建築と社會 / 日本建築協會 [編]. -- 3輯1號 (大9.1)-. -- 日本建築協會, 1920.
建築画報. -- Vol. 1 (1965.12)-v. 17 (1967.12) ; V. 4, 18号 (1968.1)-. -- 建築画報社, 1965.
建築技術 / 建築技術, 建設省建築研究所. -- 1号 (昭25.7)-. -- 建築技術研究会, 1950.
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建築雑誌 / 造家學會 [編]. -- 1 (明20.1)-. -- 造家學會, 1887.
建築史学 / 建築史学会. -- 1 (1983)-. -- 建築史学会, 1983.
建築知識 : the kenchiku chishiki. -- 1巻1号 (昭34.1)-. -- 全日本建築士会出版局, 1959.
光技術コンタクト / 光学工業技術協会. -- Vol. 25, no. 1 (1987. 1)-. -- 光学工業技術協会, 1987.
住宅. -- 1巻1号 (昭27.7)-. -- 日本住宅協会, 1954.
住宅建築 : the housing journal for builders and designers / 建築思潮研究所. -- 1号 (1975.5)-. -商店建築 : syohten kentiku. -- 商店建築社, 195-.
新建築 / 新建築社 [編]. -- 1卷1號 (大14)-. -- 新建築社, 1925.
新建築. 住宅特集 = The Japan architect. -- 9号 (1987.1)-. -- 新建築社, 1987.
神戸芸術工科大学芸術工学研究所研究報告集 / 芸術工学研究所 [編] = / Design Research Institute
人間工学 = The Japanese journal of ergonomics / 日本人間工学会 [編集]. -- Vol. 1, no. 1 (1965
宣伝会議. -- 1巻1号 (昭29.4)-44巻6号 (平9.6) ; 563号 (平9.7)-. -- 久保田宣伝研究所, 1954.
繊維機械学会誌 = Journal of the Textile Machinery Society of Japan / 日本繊維機械学会 [編]. -繊維製品消費科学 = Journal of the Japan Reseach Association for textile end-uses / 日本繊維製品消費科学会
装苑 : 服装研究. -- 創刊 [1巻1] 號 (昭21.7)-1巻8・9号 (昭22.3) ; 10号 (昭22.5)-16号 (昭22.11) ;
都市計画 / 日本都市計画学会. -- 1号 (昭27.8)-2号 (昭27.11) ; 2巻1号 (昭28.3)-13巻4号 (1966.
都市研究 : 近畿都市学会学術雑誌 = Kansai urban studies. -- 創刊[1]号 (2001)-. -- 近畿都市学会
土木學會誌. -- 1卷1號 (大4.2)-. -- [土木学会], 1915.
日経アーキテクチュア = Nikkei architecture / 日経マグロウヒル社. -- 試作版 [0巻1号] (1975.10)-. -日経デザイン = Nikkei design. -- 91号 (1995.1)-. -- 日経BP社, 1995.
日経ものづくり. -- 595号 (2004.4)-. -- 日経BP社, 2004.
日本カメラ : 特集写眞雜誌 = Nihon camera. -- 1巻1号 ([昭25.3])-. -- 光藝社, 1950.
日本建築学会環境系論文集 / 日本建築学会 [編] = Transactions of AIJ. Journal of environmental engineering
日本建築学会計画系論文集 / 日本建築学会 [編] = Transactions of AIJ. Journal of architecture

日本建築学会構造系論文集 / 日本建築学会 [編] = Transactions of AIJ. Journal of structural and construction engi
農村計画学会誌 = Journal of Rural Planning Association / 農村計画学会 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (1982
美術フォーラム21 = Bijutsu forum 21 / 醍醐書房編集部 [編集]. -- Vol. 1 (autumn 1999)-. -- 醍醐書房
美術史 / 美術史學會 [編]. -- Vol. 1, no. 1 (昭25.6)- = 1 (昭25.6)-. -- 便利堂, 1950.
美學 / 美学会編. -- 1巻1号 (1950)- = 1 (1950)-. -- 寶雲舎, 1950.
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流行色 : fashion color / 日本流行色協会. -- 日本流行色協会, ----.
佛教藝術 = Ars Buddhica. -- 1 ( [昭23.8] )-. -- 毎日新聞社, 1948.
國華. -- 1號 (明22.10)-181號 (明38.6) ; 16編182號 (明38.7)-. -- 國華社, 1889.
應用物理 / 應用物理談話會. -- 1巻1号 (1932.7)-. -- 丸善 (発売), 1932.
藝術新潮. -- 1卷1號 (昭25.1)-. -- 新潮社, 1950.
+81 = Plus eighty one : creators on the line. -- ディー・ディー・ウェーブ, 199-.
A+U : architecture and urbanism : 建築と都市 / エー・アンド・ユー. -- 1巻1号 (1971. 1)-3巻12号
Axis : 季刊デザイン誌アクシス. -- 1巻 (1981.9)-. -- アクシス, 1981.
BIO city = ビオシテイ. -- No. 1 (1994 summer)-. -- ビオシティ, 1994.
BT : 美術手帖 : bijutsu techo : monthly art magazine / 美術出版社. -- Vol. 40, no. 600 (Oct. '88)-. -Casa brutus : life design magazine = 月刊「カーサ・ブルータス」 / マガジンハウス [編]. -- No.8(2000
Collections : Autumn&Winter. -- '97 秋冬 1. -- ギャップジャパン, 1988-.
Collections : Spring&Summer. -- '97 春夏 1. -- ギャップジャパン, 1988-.
Confort = コンフォルト : 季刊インテリア・コーディネート・マガジン. -- No. 1 (1990 summer)-. -- 建築資料研究社
Fashion show / ギャップ・ジャパン//[編]. -- [Vol.1](Autumn/Winter 1990/1991)-. -- ギャップ・ジャパン
GA document. -- 1 ([1980.夏])-. -- エーディーエー・エディタ・トーキョー, 1980.
GA Japan : environmental design. -- 01 (autumn 1992)-. -- エーディーエー・エディタ・トーキョー, 1992
Haute couture collections. -- Vol.4(Autumn/Winter 1990/1991)-. -- ギャップ・ジャパン, 1990.
I'm home. -- No. 6 (2002 spring)-. -- 商店建築社, 2002.
JA : the Japan architect. -- 1巻1号 (1991.1)- = [通号] 1 (1991.1)-. -- 新建築社, 1991.
Journal of textile engineering / the Textile Machinery Society of Japan. -- Textile Machinery Society of Japan.
Landscape design : 季刊[ランドスケープデザイン] / マルモ・プランニング [編]. -- No. 1 (summer
MdN / エムディエヌコーポレーション [編]. -- 1 (winter 1989)-. -- エムディエヌコーポレーション, 1989
Men's collections. -- Vol.6 (Spring/Summer 1991)-. -- ギャップ・ジャパン, 1990.
Motor fan illustrated : モーターファン別冊 = モーターファン・イラストレーテッド. -- 三栄書房, 200-.
Museum = ミューゼアム : 国立博物館美術誌. -- No. 1 (1951.4)-. -- 美術出版社, 1951.
Typographics"TEE" : 日本タイポグラフィ協会会報 / 日本タイポグラフィ協会. -- 1巻1号 (1980.5)-. -Vogue Japan = ヴォーグジャパン. -- No. 141 (2011.5)-. -- コンデナスト・パブリケーションズ・ジャパン
Web designing = ウェブデザイニング : サイト構築のためのトータルデザイン誌. -- 毎日コミュニケーションズ

