
順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 リクルート事件
興味はあるのにさっぱりわからないリクルー
ト問題を知識にしてしまう　　『Ｈａｎａｋｏ』１月
５日号

469

2 消費税 ３％の重い壁！　消費税から身を守る
『微笑』３月２５日号 392

3 民主化運動 中国政変　戒厳令と対決する天安門広場の１０
０万人　『朝日ジャーナル』６月２日号 353

4 昭和天皇
天皇陛下崩御　悲しみの日本列島　現人神
から象徴８７年のご生涯　さよなら昭和！新
元号は「平成」　『毎日グラフ』１月２２日号

350

5 乗用車各種
ベンツ、ＢＭＷに張り合う国産高級車登場
金満ニッポンの高級車市場は戦国時代に突
入　　『週刊読売』１１月１２日号

334

6
株式市場、

銘柄
波乱含みの米、独、日金利戦争　浮かれ株高
がしぼむ時　東京市場だけがなぜ強い？
『エコノミスト』３月１４日号

314

7
幼女連続誘拐
殺人事件

むごい！許せない！　殺人鬼・宮崎勤の異
常な素顔（『週刊明星』８月３１日号） 313

8 竹下内閣 ふるさと創生元年を占う　政策としての
「ふるさと創生」　　『知識』６月号 211

9 痩身美容 これはすごい！酢大豆簡単料理で悩みの出っ
腹１か月に１０キロ減！『週刊ポスト』８月４日号 207

9 巨人一般
巨人番記者が明かす「感動秘話１０」　日本
一奪回まで、こんなことがあった！　『週刊
大衆』１１月２７日号

207

平成元年（１９８９）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 湾岸戦争
アメリカ・イラク直接対決！　イラクに潜入し
た米特殊部隊の恐るべき計画　フセインの
暗殺をもくろむ『ＳＥＡＬ』の極秘行動の全貌
『週刊プレイボーイ』９月１８日号

551

2
株式市場、

銘柄
株地獄…東証、フセインショックで史上最大
の暴落！　戦後の３大暴落を上回る下落率
３９％を記録！　　『ＦＬＡＳＨ』９月１１日号

374

3 日米関係一般
政治決着でいいのか？日米構造協議　「ポ
スト冷戦時代」の日米関係を考える　　『週
刊エコノミスト』３月２０日号

369

4
環境・

自然保護
地球の環境問題を考える　熱帯雨林の悲鳴　安
上がりの土地を求めて進出する日本企業が自然を
破壊する　『潮』３月号

356

5 乗用車各種
ホンダが世界に誇る最高級スポーツカーＮＳ
Ｘの人気絶頂近況報告　　『ＰＬＡＹＢＯＹ』１２
月号

301

6
地価、

土地問題
新土地保有税「地価引下げ効果」これだけ
の疑問　　『ＦＯＣＵＳ』１１月１６日号 264

7
戦後日本経済

一般
「歴史の坂道」を転げ落ち始めたか、日本　４０
年周期の転換点を左右する「ストック化現象」
『ｗｉｌｌ』６月号

260

8 海部内閣 名宰相ってこともないのに、支持率６０％、異常
な海部人気　　『ＣＲＥＡ』９月号 252

9 外車
若者ごときがなぜベンツに乗れるのか　“拝
金”日本のブランド好きと高級志向　　『Ｔｈｅ
Ｂｉｇｍａｎ』１０月号

245

10 痩身美容 吸いこむだけのダイエット　スリムエアー
『ＤＩＭＥ』１０月４日号 241

平成２年（１９９０）



順位 人名 雑誌記事タイトル 件数

1 湾岸戦争
湾岸戦争　イラクをハイテク戦の“実験場”
と化した米軍最新兵器の秘密　　『週刊時
事』２月９日号

967

2
環境・

自然環境
「湾岸戦争」　大量原油流出が生む「死の
海」の恐怖　　『アサヒグラフ』２月１５日号 310

3 日米関係一般
ポスト湾岸　激化する日米摩擦　御用聞き
外交はやめよ　米国は行政でなく政治を日
本に求めている　『週刊エコノミスト』４月９
日号

294

4 乗用車各種
徳大寺有恒のニューカーを斬る！　高級車
ブームの仕掛人　日産ニュー・シーマの新たな
野望！　　『週刊宝石』１０月３日号）

283

5
戦後日本経済

一般
ついに来た！狂宴バブル経済崩壊後の深刻
なツケ　　『ゼンボウ』４月号 275

6 証券会社一般
証券市場の信頼をどう回復するか　損失補
填問題の本質は何か　問い返される文化的
背景　　『週刊エコノミスト』８月２７日号

269

7
総裁論、
総裁選

永田町ウォーズ　政権揺るがす竹下派大分
裂の危機　宮沢首相の明日を占う　　『週
刊朝日』１１月８日号

227

8 外車
霊長類ヒト科のクルマ　４１回　もう“六本木カ
ローラ”とは呼ばせない　ＢＭＷニュー３シリー
ズの商品力　『ＳＡＰＩＯ』２月１４日号

224

9 ソ連邦崩壊 「帝国」の崩壊　レーニンが開きエリツィンが閉
じたソ連の６９年間　　『週刊読売』１２月２９日号 222

9 ポルノビデオ ＡＶのモザイクが消える？“ウワサの機械”を実
験！　　『ＦＬＡＳＨ』４月９日号 222

平成３年（１９９１）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 エイズ
猛威を振るうエイズ、ひとり蚊帳の外はあり得
ない　治癒薬出現、今世紀中は絶望的　　『週
刊時事』３月１４日号

433

2 佐川急便事件
インサイド・レポート　全容解明をめぐる情報戦
争　検察ｖｓ永田町　「佐川事件」闇の駆け引き
を追え　　『現代』６月号

303

3
環境・

自然保護
新聞を復習する　ニュースファイル　国際政治
先進国に突きつけられた“地球サミット”の課題
『主婦の友』８月号

280

4
戦後日本経済

一般

日本人が得意な縮小化、軽量化時代がやっ
て来た　バブルの反省、不況期こそチャンス
がんばれ、生活ダウンサイジング！　　『週
刊プレイボーイ』６月２３日号

260

5
選挙

（アメリカ）
米大統領予備選でクリントン氏が圧勝　「愛人
疑惑」を吹き飛ばしたヒラリー夫人の「あげまん
度」　　『アサヒグラフ』３月２７日号

257

6 宮沢内閣 内閣改造先送りの裏に「東京佐川急便」爆弾破
裂のキョーフ　　『サンデー毎日』７月２６日号 213

7 派閥
東京佐川急便事件で揺れる自民党・竹下派、政
局は細川新党、シリウスを巻きこんでどう動く
のか　与野党再編のカギを握るのは“小沢派”
『財界』１２月８日号

210

8 ポルノビデオ
うわさの真相　アダルトビデオ業界の近況
“帝王”村西とおるもピンチ　側近スタッフも独
立作戦へ　　『噂の真相』９月号

208

9 乗用車各種
ニューモデル試乗速報　不況知らずの超人気
車　新型「マーク２」３兄弟　　『週刊プレイ
ボーイ』１２月１日号

206

10 日米関係一般
クリントンで何が変わるのか　冷戦終結、経
済低迷で米の出方は甘くない！　　『文藝
春秋』１２月号

202

平成４年（１９９２）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 Ｊリーグ
Jリーグに行こう　ホームタウン、ホームスタジ
アム、人気選手ｅｔｃがひと目でわかるお便利ガ
イド　　『女性セブン』５月２７日号

612

2 雅子皇后
６年越しの恋が結実…“プリンセス”小和田雅子
さん誕生　皇太子殿下の一途な想いが、才色兼
備のスーパーレディの心をついに動かした　『Ｆ
ＬＡＳＨ』１月２６日号

532

3 皇太子御成婚
シリーズ人間　１２１９回　’９３年１月１９日。世紀の
婚約会見　「本当に、私でよろしいでしょう
か？」　『女性自身』２月９日号

455

4 エイズ
大人の女の常識　現代女性の常識！　エイ
ズについての正しい理解　　『ａｎａｎ』２月５
日号

261

5
戦後日本経済

一般
あなたも評論家になれるページ　不況でうろ
たえる日本株式会社へ。２～３年前は、いくら儲
けてたっけ　『Ｈａｎａｋｏ』３月１８日号

230

6 化粧品
Ｔｏｐｉｃｓ　Ｅｙｅ　“スキンケア重視”で人気集
める肌にやさしい無添加化粧品　　『ショッ
ピング』１２月号

224

7 ＵＮＴＡＣ
緊急レポート　国連ボランティア・中田厚仁さん
（２５歳）、コンポントムで射殺！次は自衛隊員
か！？　ついに日本人犠牲者！　カンボジアＰ
ＫＯ崖っぷち！『週刊プレイボーイ』４月２７日号

220

8
ワールドカップ・

サッカー

　日本代表、Ｗ杯初出場ならず　「４５分１７
秒」ロスタイムの悪夢  『アサヒグラフ』１１月１
２日号

216

9 菓子一般
ＴＥＭＰＯ　タウン　「ティラミス」の次は「ナ
タ・デ・ココ」ブーム 　『週刊新潮』９月１６日
号

211

10 ポルノビデオ
表社会の欠陥をカバーする必要悪　ニッポンの
裏事情を探る！　裏ビデオ　ストーリーのない
“流出モノ”全盛の時代だが…　『ＳＰＡ！』１０月６
日号

208

平成５年（１９９３）



順位 人名 雑誌記事タイトル 件数

1 Jリーグ
Ｊリーグ・筋金入りリポート　外国人頼みが強
まるなか本当のプロは育つのか　　『週刊
朝日』９月２日号

487

2 化粧品
ビューティリサーチ　プラスαの機能に注
目！　話題の「落ちない口紅」徹底リサーチ
『ＭＯＲＥ』７月号

283

3 パチンコ
全国を股にかけ３０兆円産業に挑戦して２億
円稼いだ！　「パチプロ梁山泊」１４名の怪
人物集団を発見！　　『週刊大衆』８月１日号

243

4 痩身美容
「体温　発汗の生理学」とか　女子大生が
“人体実験”する中国「やせる石鹸」の効き目
『ＦＲＩＤＡＹ』１２月２日号

233

5
戦後日本経済

一般
緊急警告　「景気回復」の大ウソ　デフレ、
空洞化、大失業　日本経済の「ゆるやかな
自殺」が始まった！　　『現代』９月号

230

6 ヌードいろいろ 週刊誌の徹底研究　そろそろ終結？　週刊
誌のヘア・ヌード合戦　『創』９月号 229

7 細川内閣
細川首相突然辞任！　３日前に否定したばかり
なのに　２４３日間のファーストレディー・佳代子
夫人がいう「細川らしさ」　　『女性セブン』４月
２８日号

227

8 日米関係一般
“ドル大暴落の危機”がそこまで来ている！　日
米包括経済協議で「車検制度をやめろ」とクリ
ントン政権が突然、言いだした理由は…？
『週刊プレイボーイ』１０月２５日号

226

9 菓子一般
ブーム・スクランブル　女性の舌をつぎつぎ
狙う「横文字大甘」菓子の陰謀　パンナコッ
タ　　『ＶＩＥＷＳ』２月２３日号

224

10 村山内閣
良いことも悪いこともしない村山政権　タブー
をぶちこわした「おじいちゃん」は結構長生きす
るとの説を徹底吟味　『財界展望』１０月号

223

平成６年（１９９４）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 オウム真理教
検証レポート　「社会不信」「超能力への憧れ」…
若者たちの「心の弱点」はどこにあったか　オウム
真理教「入信陳述書」から逆探知する　　『週刊ポ
スト』４月２８日号

2186

2
阪神・淡路
大震災

全記録・阪神大震災　１９９５・１・２３　揺れは関東
大地震の２倍　ついに死者５０００人を超す
『週刊朝日臨増』２月５日号

1304

3 コンピューター
王様のパソコン　１回　ハイテク企業が仕掛けた今
世紀最後のバカ騒ぎ！　ああ、たのし～い　ウィ
ンドウズ９５ヌーボーに乾杯！　　『ＳＰＡ！』１２月１３
日号

371

4 化粧品
超人気の化粧品スクープ！　世界のスーパー
スターが愛用する化粧品『Ｍ．Ａ．Ｃ』を発見！
『週刊女性』７月２５日号

302

5
セックス・

ポルノ産業
ＺＩＧ・ＺＡＧ　店を辞めたイメクラ嬢も！　風俗
にもサリン余波　　『週刊宝石』６月８日号 285

6 痩身美容
ヒット商品の研究　ディオール・スヴェルト（クリス
チャン・ディオール）　世界の女性を魅了したボディ
ジェル　　『経済界』１１月２１日号

280

6 パチンコ パチンコに群がる超一流企業　最後の聖域、１８
兆円利権を巡る攻防　　『文藝春秋』１０月号 280

7 ヌードいろいろ ブームの終焉、との声もあるが…　解禁！？
ヘアヌード・ブームの“その後”　　『創』３月号 262

8
松本ｻﾘﾝ事件、
地下鉄ｻﾘﾝ事件

サリン事件　「化学テロ」を企てる閉鎖集団の
深層。　日本の犯罪史上、まれにみる無差別殺
人の背後に何があるのか　『潮』５月号

260

9 Ｊリーグ
Ｔｏｐｉｃｓ　ｆｒｏｍ　ＷＩＴＨＩＮ　観客動員の減少、サ
ポーターの過激化、審判問題…。Ｊリーグに忍び寄
る崩壊の危機　　『Ｎｕｍｂｅｒ』１１月９日号

259

平成７年（１９９５）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 オウム真理教
新聞を読んでもサッパリわからない「世紀の犯
罪」の実態　何がどう裁かれているのか　検
証・誰も書かない「麻原彰晃裁判」　　『週刊現
代』１１月３０日号

670

2 パチンコ
ワイド特集　真夏の怪事件　兵庫・明石　自宅
からタクシーを駆って連日、店通い　死亡女児
（５）母親の腕前は“パチプロ”　　『週刊文春』９
月５日号

576

3 コンピューター
パソコン「超」活用法特別版　ベストセラー『パソコ
ン「超」仕事法』の野口悠紀雄ｖｓダニエル・ベル
「パソコンが変える世界と日本」　　『週刊現代』５月
２５日号

560

4 インターネット
「情報革命」とは何か　間違いだらけのイン
ターネット　その実像と問題点に迫る
『中央公論』１１月号

497

5 ノンバンク
「住専処理機構」は失敗する　推定処理費用は
３３兆円。特定の株主や債務者を守るような処
理方法は、根本的に矛盾している 『プレジデン
ト』３月号

469

6 痩身美容 噂のダイエットテープなら部分やせが思い
のまま　　『ｗｉｔｈ』６月号 391

7
アトランタ

五輪

スーパーワイド　スキャンダルにまみれたアトラ
ンタ五輪の全内幕　カール・ルイスは勝ち田村
亮子はなぜ負けたのか　　『週刊現代』８月１７
日号

386

8
セックス・

ポルノ産業

平成の“新常識”２６の謎　これを知らずして、平成の
世を“知る”ことはできない　新常識その１５　今や、
脱サラしたらフーゾク経営者　　『ＳＰＡ！』４月１７日
号

384

9 エイズ
われらの時代に　４２３回　東京ＨＩＶ訴訟原告・川田
龍平さん　薬害エイズとの闘争１０年　「僕は国に殺
されたくありません」　　『女性セブン』２月２２日号

361

10 ヌードいろいろ
ヌードで告白！　「私を抱いた有名人たち」
松本人志・岡村隆史・西城秀樹・大槻ケンヂ・
井上順　　『週刊現代』６月８日号

347

平成８年（１９９６）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 インターネット
検証・インターネットの価値　情報の「巨大宝
庫」は生活にどう役立つのか　　『論座』１２月
号

616

2 コンピューター
ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ　ＵＰＤＡＴＥ　高性能な携帯端末
と通信機器の普及でモバイルコンピューティング時
代が到来　『Ｎｅｗｔｏｎ』３月号

543

3
神戸小学生
惨殺事件

「神戸小学生殺害事件」の深層。　「心の教育」で
子供は救えない。　逮捕されるまでの４０日間の社
会の対応に、ここ１５年の子供たちの心の歴史が圧
縮されている。　　『潮』９月号

528

4 テレビゲーム、
コンピューターゲーム

９７年ヒット商品ベスト３０　１位　たまごっち　元
祖「携帯する育てゲーム」　嵐の１３００万個
ブーム　　『日経トレンディ』１２月号

486

5
セックス・

ポルノ産業
ＳＭＡＰ中居も大蔵官僚もハマッた　あの「ノー
パンしゃぶしゃぶ」に本誌記者が潜入ッ　　『週
刊現代』１１月２９日号

483

6 香港一般
５分でわかるあの香港　北京大学生、天安門事
件から８年目の本音。香港返還はホントに嬉しい
か？　『ＢＡＲＴ』７月１４日号

479

7 化粧品
アムラーはもう古い　空前の美白化粧品
ブーム　２０００億円市場のウラ側　　『週刊
朝日』７月１１日号

433

8 ペルー一般
ペルー日本大使公邸人質事件　大使夫妻、
命がけの愛　青木盛久大使“サムライ魂”の
素顔　『女性自身』１月２１日号

424

9 殺人事件一般
全国を震撼させた凶悪事件の「全容とその
後」　異常犯罪　「東電ＯＬ殺害」は迷宮入り
か　　『ＦＲＩＤＡＹ臨増』１２月１６日号

352

10 フランス大会
Ｗ杯への道　祝！予選突破　奇跡か実力
か？イラン撃破で念願のフランス大会出場
権獲得！しかし…『週刊プレイボーイ』１２月９
日号

345

平成９年（１９９７）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 フランス大会
岡田武史の「わが闘争３００日」　日本初のＷ
杯指揮官が、フランスで見たものとは…
『プレジデント』１１月号

1073

2 コンピューター
検証！「コンピュータ２０００年問題」大パニッ
ク！　コンピュータが止まる！対策進まず、こ
のままでは前世界が大混乱に… 『ＦＬＡＳＨ』２月
２４日号

714

3 化粧品
新日本風景論　チープコスメの浸透で続々
と出現？　メイクデビューしたローティーン
たち  『ＡＣＲＯＳＳ』７月号

599

4
セックス・

ポルノ産業
フォーカスパビリオン　１９８回　「ウォン安」
も追い風「韓国エステ」流行の内情  『ＦＯＣ
ＵＳ』２月１８日号

559

5 長野五輪
ＮＡＧＡＮＯ感動プレイバック　ついにやった
ぜ！金メダルグラフ　ニッポン日の丸飛行
隊、ジャンプ団体で悲願の逆転優勝　『週刊
プレイボーイ』３月１０日号

537

6 テレビゲーム・
コンピューターゲーム

ＴＥＭＰＯ　ビジネス　セガ「ドリームキャスト」
湯川専務ＣＭ出演効果度　　『週刊新潮』１２
月１０日号

520

7 インターネット
東京流行市場　２０回　ポストペット　可愛
いメールソフトにまず女性が飛びついた
『週刊女性』１月２７日号

509

8 酒場一般
スタジアムの一体感はここで味わう！　本
場の雰囲気に酔える興奮のスポーツＢＡＲ
『ポタ』６月１６日号

452

9
戦後日本経済

一般
景気回復せず「失業率」増大は止まらない
『週刊新潮』１２月１７日号 429

10 菓子一般
気がつけばこんなにいるデザート大好き！
甘男（あまお）くん　ここにもあった男女
ボーダレス化現象　　『ＡＣＲＯＳＳ』６月号

419

平成１０年（１９９８）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 コンピューター
カウントダウン３か月！その時日本は果たしてパ
ニックになるのか　「２０００年問題」は本当に“問
題”なのか？　　『メンズウォーカー』１０月２６日号

861

2 インターネット
インターネットの世界では並のタレントより人気
者！　「ネットアイドル」　超人気ホームページお
宝画像一挙公開　『ＦＬＡＳＨ臨増』９月１０日号

693

3
セックス・

ポルノ産業
平成不況の深い闇　急増する出稼ぎ風俗主婦
の告白　夫の賃金カット、経営破綻、そしてパー
トもままならず　　『女性セブン』１０月７日号

638

4 化粧品
それって本当に効き目があるの？　話題の美容
キーワードを検証。　炭化粧品　効能経験済みの炭
に化粧品登場。肌も浄化するの？　　『ａｎａｎ』３月５
日号

555

5 テレビゲーム・
コンピューターゲーム

『ときメモ２』の“隠し美人キャラ”の出会い方＆口説
き方　本誌ゲーム特捜班が大人気“恋ゲー”のマル
秘技を発見！　　『ＦＲＩＤＡＹ』１２月１７日号

544

6 ポルノビデオ
隠しカメラがそこにも！　ブームに警告「盗
撮ビデオ」狙われた女１２０人！　　『別冊ア
サヒ芸能』３月１日号

459

7 酒場一般
話題のスタンド　今、気軽で安いスタンディング
バーが人気！　料理と雰囲気で個性を競う話
題のお店を紹介　『関西ウォーカー』１１月２３日
号

426

8 ヌードいろいろ
おぉ！激似！今すぐ会いたい…　有名女優
「そっくりさんフードル」ヌード　　『週刊宝
石』１０月７日号

422

9 オウム真理教
復活オウムがご近所にやってきた！　長野県・北御
牧村、茨城県・三和町、埼玉県・川口市…信者の集団
転入でトラブル全国２３カ所！　　『女性自身』５月２
５日号

395

10 履き物
ついに出た、厚底交通事故死　死んでもこ
んなものはきたいか？　厚底グツ初体験取
材　事故と同じ８センチ　『週刊女性』１１月２
３日号

383

平成１１年（１９９９）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 インターネット
オークション価格「爆乳．ｎｅｔ」１０万円、「広末涼
子．ｃｏｍ」１万５００円…　インターネットの日本語
“住所”ドメイン登録の空騒ぎ　　『週刊朝日』１２
月８日号

867

2 シドニー五輪
シドニー五輪「男と女」の全ドラマ　メダリストたち
が光った「決定的瞬間」　田村亮子、野村忠宏、瀧
本誠、田島寧子、中村真衣　　『ＦＲＩＤＡＹ』１０月６日
号

542

3 老人
本当はどうなの？　気になるお金のウワサ
おっかけ！　４月から始まった「介護保険」っ
てどんな制度？『レタスクラブ　お金の本』５
月号

496

4 コンピューター
Ｚｏｏｍ２０００　そして何も起こらなかった　２００
０年１月１日午前０時００分。お祭り騒ぎの陰で「万
が一」に備えた人々のドキュメント　　『週刊ポ
スト』１月２１日号

467

5
セックス・

ポルノ産業
うわさの真相　沖縄サミットの“経済効果”は
風俗業　政界関係者が一枚噛んだ店も
『噂の真相』９月号

434

6 テレビゲーム・
コンピューターゲーム

２０００年先取りカレンダー　生活編　２０００年３
月４日　『プレステ２』発売　マイクロソフトも参
入してくるゲーム戦争の行方　　『ＴＨＥ２１』１月
号

430

7 ヌードいろいろ
どうなってるの！？最近のマスコミ　『アサヒ
芸能』のヘアヌード撤退で業界騒然　週刊誌か
らヘアヌードはなくなるのか？　　『ダカーポ』
３月１５日号

360

8 化粧品
いまこそ男の正しい美顔　コスメ　メンズコ
スメって、何をどうするの？　　『ダ・ヴィン
チ』２月号

360

9 ポルノビデオ
働くお兄さんインタビュー　…撮影の噂を聞け
ばすぐにＴＥＬして駆けつけて…　中堅ＡＶ男優
たちの濃厚＆マメな３６５日　　『週刊プレイ
ボーイ』９月１２日号

348

10
株式市場、

銘柄

鳴り物入りでスタート。一転、閑古鳥　ベン
チャー市場　ナスダック・ジャパンは活性化でき
るか？　ナスダック・ジャパン社長佐伯達之に直
撃　　『財界』８月２２日号

333

平成１２年（２０００）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1
米同時多発テロ・

報復戦争

悪夢の空爆テロの衝撃　ドキュメント　アメ
リカを襲った最悪の１日 　　『ニューズ
ウィーク日本版臨増』９月２４日号

1137

2 インターネット
「２ちゃんねる」の世界　若者たちは現実と
虚構との２つの空間を生きている　　『Ｖｏｉｃ
ｅ』１１月号

757

3 小泉内閣 小泉人気は「長嶋型」か　景気低迷なのに
高支持率の不思議　　『ＡＥＲＡ』１１月１２日号 669

4
セックス・

ポルノ産業
韓国・中国・香港・タイ・フィリピンｅｔｃ．　アジ
ア系エステ国別対抗過激度対決！　 『ガツ
ン！』１２月２７日号

607

5 コンピューター
ブロードバンドが社会を変える　パソコンは
どう変わる　ますます拍車がかかる高性能
化競争
『週刊エコノミスト臨増』１０月８日号

591

6  化粧品
ママたちに話題のモノを追え！　７回　子ど
もだってコスメ大好き！　想像以上に進ん
でる！？　女の子のリアルコスメを調べて
みました　『Ｃｏｍｏ』８月号

535

7 ポルノビデオ
話題作鑑賞！　飯島愛・自伝映画『プラト
ニック・セックス』に現役ＡＶ嬢３人が書いた感
想文　彼女たちはこの「先輩」をどう見た
か！？ 　　『週刊大衆』１１月１９日号

482

8 菓子一般
新世代のブランド戦略　江崎グリコ（株）ポッ
キー　マーケティングの教科書といえる先
発の優位性とネーミングの妙 　　『宝島』９
月１２日号

444

9  携帯電話
Ｎｅｗｓ玉手箱　かけ直したら１０万円請求！？の
悪徳手口　迷惑メールの次はこれ。見知らぬ
「ワン切り」着信番号には要注意！  　『女性セ
ブン』１２月２０日号

425

10 ヌードいろいろ スペシャル・ピクトリアル　２０世紀を飾った女
優たち　　『ＰＬＡＹＢＯＹ』１月号 415

平成１３年（２００１）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 日韓共同大会
まつりに見る日本のこころ　２回　Ｗ杯サッ
カー日韓大会　現代の祝祭　　『人間会議』
１０月号

1603

2
セックス・

ポルノ産業
「ワールドカップ」裏側のドラマ　日本を
「セックスの国」と紹介した独週刊誌　 『週
刊新潮』６月２７日号

637

3 小泉内閣
ＦＯＣＵＳ政治　小泉流貫いた内閣改造　派
閥の推薦を排除　際立つ小泉の強さ
『週刊東洋経済』１０月１２日号

627

4  化粧品
ビューティー用語大辞典　大好きブランドの
歴史から基本の単語まで　　『セブンティー
ン』１１月１５日号

598

5
北朝鮮の日本人

拉致問題

北への怒り新たに…　北朝鮮拉致被害者一
時帰国　３家族それぞれ５人の思い　２４年
間、決して語られなかった秘話！ 　　『週刊
女性』１１月５日号

543

6 ポルノビデオ
オリジナル以上に面白い…！？笑える！ヌ
ケる！ＴＶ人気番組パロディーＶＩＤＥＯ最前線
『週刊実話別冊』１１月４日号

493

7 インターネット
今週のクローズアップ　遠距離恋愛や単身赴任
の強い味方となるか　市場をゆるがす新しい
電話の仕組み　低料金で快進撃　ＩＰ電話最新
事情　『宝島』２月６日号

487

7 コンピューター 本はどうなるのか　コンピュータは本を駆逐
するのか　　『草思』３月号 476

9 痩身美容
最新科学を読み解く　２５回　危ない「健康
食品」に注意　健康被害が続出した中国製
痩せ薬の教訓 　『週刊ダイヤモンド』１０月５
日号

478

10 菓子一般
ヘルシーでオイシーと、ギャルたちに大評
判！　今、「梅系お菓子」が超ウケてます。梅
がウメ～ツ！　『週刊プレイボーイ』８月６日
号

463

平成１４年（２００２）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 イラク戦争
アメリカは、なぜイラク戦争に失敗したの
か？　緊迫の中東情勢の深層を探る
『ＰＬＡＹＢＯＹ』１２月号

1419

2
セックス・

ポルノ産業

フーゾク版「一杯のかけそば」！？　母は４０
代、娘は２０代、父は電話番…　家族３人がひっ
そり営む哀しき「ワゴン車デリヘル」に突撃！
『週刊大衆』１１月１０日号

723

3  化粧品
目元ジワ、法令線、頬の毛穴…　“ピンポイン
ト・コスメ”で老化の印を消す！
『グラツィア』１１月号

697

4 小泉内閣
ワイド「カネと女」の修羅１３連弾！　読者激
減！「小泉メルマガ」のつまらなさに自民党
若手議員が苦言　『週刊実話』７月１７日号

604

5 阪神タイガース
完結・猛虎神話　祝２００３優勝　９・１５ドキュメン
ト　聖地、甲子園が燃え上がった　感動のサヨ
ナラ劇、決めたのはレッドスター  『ＳＰＡ！臨増』
１０月７日号

571

6 飲食業 ＴＲＥＮＤ　ＷＡＴＣＨＩＮＧ　フードテーマパークは
今、まさに食べ盛り　　『ＤＩＭＥ』１２月１８日号 552

7 菓子一般
 発見！暮らしのツボｐｒｏｊｅｃｔ　冬に効く！
豆乳スイーツ　美肌、冷え性対策、ローカロ
リー　　『女性自身』２月１１日号

537

8
食品による
健康法

医療を治療する　６回　食事と健康という
永遠のテーマ　　『経済界』６月２４日号 523

9 ポルノビデオ
 特撮　ＡＶ戦隊、出動せよ！　アダルト界の新
潮流　子供のころに夢中になったあの世界観
をしっかり踏襲しているＨなビデオが急増中
『ＦＬＡＳＨ』１０月７日号

517

10 サッカー一般
〈ｎｕｍｂｅｒ１０　１０番について考える〉　超圧縮
版　欧州３大リーグ全チーム＋各国主要チーム
注目「１０番」リスト 　『スポルティーバ』３月号

505

平成１５年（２００３）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1  化粧品
 シャドウ、リップ、マスカラ…この春、必要な
ものがこれでわかります　発表！私たち世
代のベストヒット・コスメ『ＳＴＯＲＹ』５月号

876

2 年金
怒れ国民！　年金を蕩尽する「社会保険庁」
という構造腐敗　浪費した保険料も実は１１
兆円 　『現代』９月号

797

3 菓子一般
激辛で悪いか？　激辛フード　ａｔ　ｈｏｍｅ
暴君ハバネロ開発お姉さんに聞きました！
『東京ウォーカー臨増』１０月２０日号

753

4 サッカー一般
リメンバー・ザ・ゲーム　８回　２００４．７．４“ユー
ロ２００４決勝　ポルトガルｖｓギリシャ”　ギリシャ
に栄冠をもたらしたのは何か 　『スポルティー
バ』９月号

697

5 アテネ五輪
アテネ五輪　私たちこれでメダルを獲りま
した！　“メダリストたち”の気になる「縁起
かつぎ」を集めてみました　『週刊女性』９月
１４日号

676

6
セックス・

ポルノ産業

東京都の「浄化作戦」でフーゾク業界大移
動！　トーキョーのネオン街に散る裏「歌舞
伎町」性スポット　　　『週刊大衆』１２月２０日
号

649

7 酒場一般
ニュース・コンバット　フーゾク壊滅後の次な
るターゲット　「東京浄化作戦」で、都内の
キャバクラが風前の灯火？ 　『週刊プレイ
ボーイ』８月１０日号

616

8 世界と自衛隊
イラク派遣自衛隊「極秘ファイル」　初めて
「実戦」に臨む自衛隊が直面した危機と教訓
『文藝春秋』８月号

584

9
食品による
健康法

「豆乳鍋」ｖｓ「トマト鍋」　キレイになる！ヤ
セる！究極の「美人鍋」はどっち？　　『ｎｏ
ｎ・ｎｏ』１２月５日号

506

10 インターネット
メディアトレンドを読む　個人ホームページ
を手軽に開設　ブログの登場でネットは次
世代へ　一億総発言者時代到来 『財界』１１
月２日号

469

平成１６年（２００４）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1  化粧品
ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＤＡＴＡ　女性の基礎化粧品
に関する調査　１カ月あたりの基礎化粧品代
「１０００～３０００円未満」が３２．４％　 『宣伝
会議』１１月１５日号

884

2 インターネット
「顔を見に来た人にガッカリされます」　直
撃しました！　いま、話題の「生協の白石さ
ん」て、どんな人？　『週刊女性』１１月１５日号

753

3 菓子一般
幸せを呼ぶ「焼き菓子」手帳　クッキー、マ
フィン、パウンドケーキが簡単に失敗なくで
きちゃう！完全プロセスつき　『ｎｏｎ・ｎｏ』１２
月２０日号

745

4 小泉内閣
圧倒的パワーを保持したまま勇退する小泉
首相の指名する次期候補とは　組閣人事で
見えてくる次期政権と最後の青写真 　『ビ
ジネス・インテリジェンス』１１月号

729

5 ドイツ大会
 「１次リーグ」突破のカギは！？　ドイツＷ
杯・対戦３カ国の「弱点」と「日本代表キーマ
ンは誰？」を徹底チェック！ 『女性自身』１２
月２７日号

683

6 酒場一般
缶詰バーの魅力はフタを開ければわかります！
１品２００～２６００円　防災用の非常食？いえい
え、レトロな定番から驚きの珍味や… 『ＤＩＭＥ』１０
月２０日号

667

7 日中関係一般
 緊急特集　反日デモ騒動の真実　「ネット
情報」で火がついた抗日運動の知られざる
背景 『週刊ダイヤモンド』５月７日号

666

8
株式市場、

銘柄
ＴＥＭＰＯ　ビジネス　「偽装」でウケに入る
「耐震」関連銘柄　　『週刊新潮』１２月１５日
号

595

9
経済・産業
（中国）

話したい順・旬なキーワード２０連発　人民元
切り上げ　影響は「１００円ショップ」に飛び
火？ 　『旬なテーマ』１０月号

572

10 ポルノビデオ
究極のメディアミックス！？あの純愛小説
『電車男』が超過激パクリＡＶになった！
『週刊実話』６月３０日号

562

平成１７年（２００５）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 ドイツ大会
２００６ドイツ・ワールドカップ　パーフェクト決算
号　大会総括　守られたワールドカップの法則
ヨーロッパが主役となった大会 　『サッカーマ
ガジン臨増』７月２６日号

1227

2 インターネット
ＯＵＴ　ＦＲＯＮＴ　今さら人には聞けな
い！？「Ｗｅｂ２．０」プチ講座。
『ＧＱ　Ｊａｐａｎ』５月号

1037

3  化粧品
緊急ミッション　きれい肌を取り戻す！　４回
読者口コミ　売れ続けるのはやっぱり訳がある
進化し続ける「ロングセラー・アイテム」 　『女
性自身』１０月１０日号

928

4 菓子一般
手みやげをひとつ　７８回　亀屋清永の清浄歓
喜団　五感に強く訴える、１０００年前に伝わった
神様のお菓子。『クロワッサン』１０月１０日号

749

5
株式市場、

銘柄

情報スクランブル　マーケットの読み方　サ
ザエさんと株価　個人消費の立ち上がりで
相場も好転 　　　『プレジデント』７月３１日
号

706

6 酒場一般
夜の銀座の華麗なる復興　バブルの再来
か？現役のクラブママが語る　　　『宝島』
６月号

688

7 履き物
サンキュ！Ｎｅｗｓ　悠仁さまご誕生でブー
ム到来　最新ベビーシューズをチェック
『サンキュ！』１２月号

572

8 ライブドア
ロー・クラス　ライブドア事件から何を学ぶ
のか　資本市場の法理を自覚して学ぶこと
の意味
『法学セミナー』５月号

535

9 ヌードいろいろ
特別企画　セックスＳＯＳ　素人ナンパ雑誌
名物記者が語る「げにすさまじきは…」
『新潮４５』２月号

519

10 飲食業一般
珍品奇品「日本一グルメ３０品」　ありえねぇー、
けど食ってみたい　３ｋｇハンバーグ、１３段ソフ
ト、最短回転すし…
『ＦＲＩＤＡＹ臨増』３月１４日号

515

平成１８年（２００６）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1  化粧品
 「豆乳ローション」美肌報告　その場でムダ
毛が抜けた！シミ・ソバカス・毛穴・ニキビ跡
まで消えた！ 　『ゆほびか』８月号

897

2 インターネット
 “いま”がわかるＮＥＷＳガブ飲み！　突撃！話題の
現場　試しにやってみた！　セカンドライフ！　ホ
ントに楽しい！？ 　『週刊女性』９月１８日号

883

3 菓子一般
 隠ぺい列島ワイド　騒動余波　全国“赤福
もどき”が売れている！
『サンデー毎日』１１月１１日号

810

4 安倍内閣
美しくない辞任　突然の辞意表明　発言と
支持率で振り返る安倍晋三首相の１年間
『女性自身』１０月２日号

736

5 酒場一般 バーで粋に飲むための英語表現と予備知識
『ＡＥＲＡ　Ｅｎｇｌｉｓｈ』４月号 637

6
株式市場、

銘柄

今週の顔　株安＆円高　アメリカ発の信用不安
サブプライムローン問題が金融市場を直撃して
大混乱。個人投資家に活路は？　『ＳＰＡ！』８月
２８日号

573

7 サッカー一般
Ｊ　ＦＩＮＡＬ　浦和レッズアジア完全制覇。［Ａ
ＣＬ決勝総括］　アジア王座の真価　『Ｎｕｍｂ
ｅｒ』１２月６日号

565

8 履き物 様々なスタイルで大活躍のクロックスをシビッツ
で楽しくカスタム　『ライトニング』９月号 560

9
西洋料理店、
レストラン

「３つ星」体験記　３つ星レストラン「ジョエ
ル・ロブション」体験記　世界最高の味とお
値段は？ 　『読売ウイークリー』１２月９日号

541

10 飲食業一般
Ｗｈａｔ’ｓ　Ｈｏｔ　東京が「世界一の美食の
都」！？　噂の『ミシュランガイド東京』発刊。
『Ｈａｎａｋｏ』１２月２７日号

540

平成１９年（２００７）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1  化粧品
ロングセラーには時代を超えた不変の価値
があります　コスメ名品博物館
『美ＳＴＯＲＹ』１２月１日号

844

2 北京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
ＮＥＷＳ　ＩＭＰＡＣＴ　北京五輪　世界中を奮
わせた１９日間の激闘に幕。記録と記憶、刻ま
れた瞬間！『週刊プレイボーイ』９月８日号

811

3
金融、

ウォール街

経済大転換２００９　見えないゴール　クロニク
ル　サブプライムローン問題の発生から金融危
機まで　『週刊エコノミスト臨増』１２月２２日号

786

4 菓子一般
伊勢名物　赤福「まき直し」からの「巻き返し」
前夜から行列ができ販売再開日には１万５０００
箱を完売 　　『週刊ポスト』２月２２日号

730

5 酒場一般
金融崩壊「明日の地獄」　「交際費ゼロ」銀
座の「高級クラブ」は壊滅状態　　『週刊新
潮』１０月２３日号

681

6 インターネット
ＭＯＮＴＨＬＹ　ＡＤ　ＲＥＶＩＥＷＳ　ニコニコ動
画は日本の政治を変えられるか？　動画投
稿サイトに党首が揃い踏み 　『広告批評』１１
月号

670

7 履き物  編集部のｍｏｎｏ差し　パラブーツ、祝１００周
年  『モノ・マガジン』１２月１６日号 571

8 サッカー一般
ＡＦＣチャンピオンズリーグ２００８優勝記念号
ガンバ大阪アジア制覇！　喜びの声、声、
声！『サッカーマガジン別冊』１２月２５日号

561

9 飲食業一般
ＣＲＥＡメイトカフェ　検索サイト業界編　ぐ
るなび「加盟店営業」チーム　『趣味と実益
を兼ねてよく食べ、よく飲んでます（笑）』
『ＣＲＥＡ』６月号

504

10 バッグ
６０周年を迎えてますます人気が加速！　新
しい「ロンシャン」に急接近！　　『ＭＯＲＥ』１
０月号

496

平成２０年（２００８）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1  化粧品
コットン、綿棒、ビューラー…これなしじゃ生
きていけない！　プロ御用達　スキマ美容
アイテム・クチコミ選手権 『ＭＯＲＥ』１０月号

760

2 菓子一般
 「Ｂ級ロングセラー駄菓子」に学ぶ長寿の法則
ベビースターラーメン　５０年　その歴史半世
紀！長寿の陰に隠された変化と挑戦の数々
『ＳＰＡ！』１１月１７日号

639

3 インターネット
 ０９年ヒット商品ベスト３０　０９年を読み解く
ブーム解析・１　ツイッター　傍観者たちの
“特等席”が生まれた 　　　『日経トレン
ディ』１２月号

604

4 酒場一般
 ［大人のマナー］集中講座　２７回　初めてのＢ
ＡＲは素直な気持ちで　バーの作法は鮨屋と一
緒！？「習うより慣れろ」 『ゲイナー』８月号

579

5  戦後財政
白熱現場レポート　事業仕分けを仕分けす
る！　５日間で１兆４０００億円の無駄発覚
蓮舫参議院議員が大活躍の舞台裏 　『女性
セブン』１２月１０日号

521

5 民主党
民主党がわかる　人脈　８集団の結束と全
貌　「寄り合い所帯」民主党の人脈図 　『Ａ
ＥＲＡ臨増』１０月２５日号

521

7 ポルノビデオ
作家、アーティスト、クリエーターほか、著名
人がエロ魂セレクト　俺の生涯Ｎｏ．１ＡＶ
『サブラ』１２月号

517

8 風邪など
大流行が目前に迫る史上最悪の新型インフ
ルエンザから身を守る撃退マニュアル　『わ
かさ』３月号

498

9 着こなし
冬服とコーデに関するモヤモヤ、一発解消！
ボリューム、色、体型の症例別Ｑ＆Ａ　レイヤー
ドありがち事故、救命病棟２４！ 　『メンズノン
ノ』１２月号

478

10 履き物
ＮＥＷＳ　ＴＯＰ４　子供に大人気の「瞬足」　総
合ブランドへの挑戦　アキレスが伊藤忠と組み
「瞬足」ブランドのライセンス事業を開始　『週
刊東洋経済』３月２１日号

470

平成２１年（２００９）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 インターネット
私の生活にツイッターがやってきた！　総
理（？）の「辞任なう」から地元飲み会まで、
つぶやきワールド拡大中 　　『婦人公論』１
０月２２日号

741

1 民主党
支持率急落！馬脚を露わした「亡国内閣」の
嘘と恥　３分でわかる「民主外交」がぶれ続
ける根本理由 　　『週刊新潮』１０月１４日号

741

3
南アフリカ大会

（２０１０）

南アフリカＷ杯２０１０　ＪＡＰＡＮ　ＬＥＧＥＮＤＳ
［ゲーム・コンセプトを読み解く］　ベスト１６
で見えた日本代表の現在地 　　『Ｎｕｍｂｅｒ』
７月２９日号

734

4 菓子一般
ＳＷＩＴＣＨ　ｍｅｅｔｓ　ＯＴＯＮＡ　ＧＬＩＣＯ　ＰＯＣＫ
Ｙ　ＨＩＳＴＯＲＹ　１９６０～２０１０　１１月１１日はポッ
キー＆プリッツの日　　『Ｓｗｉｔｃｈ』１０月号

713

5  化粧品
ＴＲＥＮＤ　ＷＡＴＣＨＩＮＧ　あのネバネバ粘液
にすごい効果が！？　強力カタツムリコスメ
で美肌再生　『ＤＩＭＥ』９月２１日号

654

6
鳩山由紀夫

内閣

政権〈史・私・四〉観　「未知なる与党」への直言
新春特別座談会　鳩山政権発足から１００日
迷走する「政治主導」の行方 　『週刊ダイヤモ
ンド』１月１６日号

546

7
経済・産業
（中国）

これでスッキリ！なるほど経済ゼミな～る　５
回　人民元高になるとナニが起こる？　世界
経済での中国の存在感が大きく変わってきたん
だ 『あるじゃん』１１月号

512

8
アニメーション

一般

興行収入２６億円、動員２００万人突破！　ス
タジオジブリ最新作『借りぐらしのアリエッ
ティ』　「１０ｃｍの世界」へ連れてって
『女性セブン』８月１２日号

507

9 酒場一般
ビジネス新潮流　肌の露出度が高い制服を
着用　セクシー系居酒屋ブーム　『宝島』１２
月号

496

10  戦後財政 今日よりも明日　２６回　国の借金を減らす
時がやってくる　『暮しの手帖』４月号 483

平成２２年（２０１０）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 東日本大震災
死者、不明者２万人超　観測史上最悪「Ｍ９．
０」の衝撃！　ドキュメント東日本大震災１週
間　　『宝島』５月号

2567

2
福島第１原発

事故

放射線降る街をゆく　東日本大震災　福島
第１原子力発電所事故　２０１１年３月１３～１５日
写真・広河隆一　サンデー毎日』４月１０日号

1985

3 菅内閣
がんばろう！日本　東日本大震災がおよぼし
た…　隠されたウラ話９　三越の特注３万円を
着まわし　官、枝野、蓮舫　アノ青い防災服
『週刊女性』４月１９日号

823

4 インターネット
東日本大震災と災害報道　大震災を通して
真価が問われたネットメディアの可能性と課
題　　『ジャーナリズム』６月号

812

5 原子力発電
池上彰のそこからですか！？　ＧＷ集中講
義　「３・１１」後の世界を読み解く　世界のエ
ネルギー事情激変　『週刊文春』５月１２日号

797

6 　化粧品
ｆｒｏｍ３．１１　復興へ日本の試練　６回　震災
からわずか７週間で営業再開　化粧品販売
店を支えた多くの“神様”
『週刊ダイヤモンド』１０月２９日号

681

7 菓子一般
Ｔｏｐｉｃｓ　景気回復を祈願して作られた「景
氣回復ケーキ」　震災後の閉塞状況打破に
改めて人気集まる　『月刊ＢＯＳＳ』７月号

611

8  携帯電話
大震災と経済　日本の針路　スマートフォン
人気は本物か　勢いは続きケータイに代わ
る存在に『週刊エコノミスト』４月５日号

549

9
アニメーション

一般

キネ旬戯画　映画という名のアニメーション
１１回　被災地の子どもたちに巡回上映会を
『キネマ旬報』５月１日号

521

10 バッグ
節電の夏を涼しく過ごす最強“クールビズ”ア
イテム　“軽＆大容量”と“３ｗａｙ”が売れて
いる！暑～い通勤に勝てる技アリバッグ
『ＤＩＭＥ』６月２１日号

502

平成２３年（２０１１）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1
福島第１原発

事故

原発事故「私の最終報告書」　１回　穴だら
けの事故対策、確率論の限界。被害者の視点
から事故の深層を解き明かす　『文藝春秋』
９月号

912

2 インターネット
戦後世界史　資本主義の行方　インター
ネットの起源とその展開　『週刊エコノミスト
臨増』１０月８日号

833

3 東日本大震災
３・１１から１年　証言　自分のために、誰かの
ために　地震と津波、放射能から生きのび
た１３人の証言 　『ＡＥＲＡ』３月１２日号

793

4 化粧品
毛穴が開く、汗でメークがくずれる　夏こそ
涼感コスメでひんやり節電ビューティー
『週刊女性』６月１２日号

714

5 原子力発電
「普通の人」が続々参加　反原発デモの効
果　大規模化する背景には主催者側の工夫
もある 　『週刊東洋経済』８月１８日号

699

6 菓子一般
日本人に末永く愛されているお菓子とは？
コンビニで買えるお菓子のロングセラーラン
キング　『ＤＩＭＥ』５月８日号

560

7 着こなし
体型別［半エグ］着こなしカウンセリング
小柄、やせ型、太っちょ…自分に合わせて
もっとカッコよく着る正解は？ 『ゲイナー』７
月号

537

7
アニメーション

一般

旅する映画　気になる景色や、気になるロ
ケ地　『おおかみこどもの雨と雪』　人間も
おおかみも悩み、迷い、生きている 　　『旅
の手帖』８月号

537

9  携帯電話
激変！　女子高生のスマホ時代　オトナも
コドモもＪＫも…ケータイの超進化にふりまわ
される日々！？『セブンティーン』１１月号

532

10 日中関係
胃袋と肌身で「領土問題」を考える　英断！
無謀？「脱中国ライフ」をやってみた
『サンデー毎日』１０月２８日号

455

平成２４年（２０１２）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 化粧品
カルチャーワンダーランド　女子　雨宮まみ
の教えて！女子カルチャー　Ｑ１「化粧品っ
ていくらぐらいするの？」　『宝島』１２月号

691

2 安倍内閣
（２０１２～）

時事深層　ドキュメント・安倍晋三政権発足
雌伏５年、身につけた現実主義
『日経ビジネス』１月７日号

630

2
福島第１原発

事故

シリーズ・東日本巨大地震を伝えたか　全記録
「３・１１」大震災・原発報道　２０１３年６月～８月
『総合ジャーナリズム研究』１０月号

630

4 菓子一般
ＧＱ　Ｄｅｔａｉｌｓ　トーキョー４選　最終回　日
本は空前のパンケーキ・ブーム！　なぜ、今
パンケーキなのか？　『ＧＱ　Ｊａｐａｎ』５月号

615

5 インターネット
ニュース最前線　ツイッターが新規上場
株式時価総額の行方　　『週刊東洋経済』１１
月２３日号

610

6
アニメーション

一般

宮崎駿監督がはじめて大人向けに描いた異色
の青春映画　『風立ちぬ』を観る前に知ってお
きたい５つのポイント 『ダ・ヴィンチ』８月号

593

7 戦後財政
ニュース通なママになる！　１回　アベノミ
クスってどーゆーコト？　デフレから脱却し
日本の景気を回復させるのがアベノミクス
の目標 　『Ｃｏｍｏ』９月号

510

8 携帯電話
 私のケータイに届いた爆笑おバカメールあ
れこれ！　ＬＩＮＥが参入したことで、ますま
すスゴイことに… 『週刊女性』１２月１０日号

508

9 着こなし
寝坊した！暑すぎる！そんな朝も…　パパッと
できて「よし、今日もイケてる！」　夏こそ「時
短コーデ」に頼りましょ 　『ＭＯＲＥ』９月号

493

10 ポルノビデオ
静かなブーム、女性向けＡＶ　ポイントは？
「やさしさ、ＫＩＳＳ、密着感」　本誌女性記者、
撮影に密着　『週刊朝日』５月３１日号

443

平成２５年（２０１３）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 化粧品
渡辺佳子のニッポン美容解体新書　夢を託
された「美容液」その誕生と進化　　『ＣＲＥ
Ａ』７月号

647

2 安倍内閣
（２０１２～）

 番記者と居酒屋「安倍晋三」総理のオフレ
コ発言録 　『週刊新潮』４月１７日号 643

3
アニメーション

一般

２０１４年上半期ヒットランキング　１位『アナと雪
の女王』　様々な分野でヒットが広がる社会現
象化で興収２０００億円超
『日経エンタテインメント』７月号

577

4 携帯電話
ｉＰｈｏｎｅか？Ａｎｄｒｏｉｄか？　最新スマホ丸わか
りっ！　買い替えユーザーも新規ユーザーも
必読！ 『特選街』１２月号

559

5 菓子一般
甘い生活。　長崎「松翁軒」３３３年の歴史が
刻む味　カステラが歩いた道
『ｄａｎｃｙｕ』６月号

566

6
ブラジル大会

（２０１４）

永久保存版　ブラジルＷ杯総集編　Ｔｈｅ　Ｔｒｕ
ｔｈ　ｏｆ　ＦＩＮＡＬ　［２４年振りの戴冠］　ドイツ
レーブが描いたパーフェクトプラン　『Ｎｕｍｂｅｒ
ＰＬＵＳ』８月号

561

7 インターネット
ＩＴ　創業１０年でメディアに進出するフェイス
ブック　友達の近況もニュース
『ＡＥＲＡ』２月１７日号

540

8 老人一般
フィットネス大再編　お得意様はシニア　ここに
来てＭ＆Ａが活性化。少子高齢化で浮上した成
長余地とは 『週刊東洋経済』１２月２０日号

519

9 酒場一般
大予測！２０１５東京ヒットランキング　１３位
『孤独のグルメ』のように楽しみたい　女ひ
とり酒　『東京ウォーカー』1２月１９日号

516

10 ポルノビデオ
新たなＡＶジャンルが登場！　シニア世代向
けアダルトビデオ「シリーズ団塊」の世界
『週刊大衆』１２月１日号

492

平成２６年（２０１４）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 安倍内閣
（２０１２～）

 ＮＥＷＳ　ＣＬＩＰ　首相官邸で１０月７日　地
味に発足しました…　第３次安倍改造内閣
の面々 『サンデー毎日』１０月２５日号

569

2 ポルノビデオ
 ＡＶ迷子に捧げる！　深層心理チャートで
分かる　あなたがいま見るべきＡＶメーカー
『ＥＸ大衆』１０月号

568

3 化粧品
スクープワイド　歴代最高　今井美樹
「真っ赤な口紅」復権のワケ　石原さとみ、
水原希子も愛用　『女性セブン』１２月１７日号

564

4
アニメーション

一般

非暴力秘密結社　がっかり研究所　６回
子供から大人まで大好きなアンパンマン。そ
の中身は、粒あん。 　『週刊プレイボーイ』３
月１６日号

561

5
犯罪、事件、

テロ

ビジネススクール流知的武装講座　怪物・ＩＳ
は誰がつくり、育てたのか　『プレジデント』
６月１日号

545

6 老人
介護の息抜き、どうしていますか？　ストレ
スをためないために、バテないために　『ゆ
うゆう』１０月号

524

7 菓子一般
これが噂のベイクショップ　ベイク図鑑
今、注目のベイクとは何？　どんな種類が
あるの？　『Ｈａｎａｋｏ』６月１１日号

504

8 インターネット
「最先端」を画像で演出　インスタグラムの
正体　ユーザーは世界で４億人超。その磁
力に企業も熱い視線を向けている　『週刊
東洋経済』１２月１２日号

500

9 防衛論
ＣＬＯＳＥ　ＵＰ！　ＮＥＷＳ　安全保障関連法
制　注目の若手憲法学者が解説　安保法と
私たち　『日経ウーマン』１２月号

485

10 酒場一般  スナック好き　スナック写真館　夜の果て
の旅へ　 『ＢＲＵＴＵＳ』１１月１５日号 474

平成２７年（２０１５）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1
アニメーション

一般

主演のん本誌独占コメントも！　『君の名
は。』に続き、連日満員＆立ち見客も！　ア
ニメ映画『この世界の片隅に』ヒットの秘密
『女性自身』１２月１３日号

550

2 菓子一般
故きを温ねて新しきを知る　日本の傑作品
お菓子勉強家に聞く　日本のスナック菓子
進化論　現在のトレンドはこれだ！
『モノ・マガジン』４月１６日号

487

3 ポルノビデオ
ポルノが窒息寸前の日本を救う　【ＡＶ】　村
西とおる、豊田薫、バクシーシ山下…「秘部」
を巡って国と闘った男たち 　『ＳＡＰＩＯ』９月
号

484

4 酒場一般
フロントランナー　小なれど新　ファンファン
クション（特定の自治体の食材をメーンとし
た居酒屋の運営）　自治体と組み食材を提
供　『日経ビジネス』６月１３日号

437

5 インターネット
ＳＮＳで友だちを増やす方法　趣味も気も合
うコとは、こうやって出会おー 　　『セブン
ティーン』８月号

405

6 安倍内閣
（２０１２～）

タイムスの目　アベノミクスに不安はないの
か　内閣支持率がなぜ急増　批判勢力は
衰退し、野党も対抗軸を打ち出せず 　『月
刊ＴＩＭＥＳ』１０月号

398

7 老人一般
終活　理想の最期を求めて　自分の老後を
守る４点セット　見守り契約・任意後見・死後
事務契約・遺言書 　　『中央公論』９月号

392

8 選挙
（アメリカ）

東奔政走　ＳＮＳ駆使で「勝った」トランプ氏
「分断型」政治家にどう向き合うか　『週刊
エコノミスト』１２月１３日号

348

9 金融一般
マイナス金利時代の「資産運用術」　マイナ
ス金利政策が及ぼす市場への影響とは 『経
済界』１２月２０日号

343

10 化粧品
情報ファイル　男性化粧品市場動向　４０代
男性をターゲットにした肌ケア商品の市場が
拡大 『激流』５月号

340

平成２８年（２０１６）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 トランプ政権 特別寄稿　アメリカの政党と経済学史から
見たトランプ政権の今後　『激流』５月号 644

2 安倍内閣
（２０１２～）

フォーカス政治　安倍首相はクリアできるか
長期政権維持の「４鉄則」　『週刊東洋経済』
８月２６日号

558

3 菓子一般
和菓子は、いつも新しい　“お国代表”発
表！　さらなる銘菓は？　４７都道府県から
“いちばん”の和菓子を揃えました『婦人画
報』３月号

504

4 ポルノビデオ
ＳＮＳで爆発的に取り上げられた名作＆迷作
を一挙紹介　２０１７年バズったＡＶ大賞　『週
刊プレイボーイ』 １２月２５日号

501

5
アニメーション

一般

熱狂！アニメ経済圏　あなたはアムロ？そ
れともシャア？　職場で使える！ガンダム
キャラの性格分析 　　『週刊東洋経済』４月
１日号

472

6 インターネット
いいね！がふえるインスタ料理写真の上手
な撮り方　目指すはトップインスタグラマー
『週刊女性』３月２１日号

440

7 老人一般
人口減少はこわくない　介護の秘訣はユー
モアよ　「高齢化社会」を生き抜く知恵は江
戸にあった『文藝春秋』６月号

398

8 酒場一般
この国の不定愁訴　初秋ワイド　遊び方が
分からない人のための「スナック」講座　『サ
ンデー毎日』１０月８日号

380

9 化粧品
血管とスキンケア　一押し！エイジングケア
美容の達人がすすめる　顔と体のスキンケ
ア法と製品 　『ミセス』１２月号

372

10 対アジア
（アメリカ・外交）

 Ｂといっしょ　日本も韓国も核武装？北朝
鮮「核保有容認」トランプの本音　『週刊文
春』９月２１日号

313

平成２９年（２０１７）



順位 件名 雑誌記事タイトル 件数

1 安倍内閣
（２０１２～）

安倍首相まさかの“総裁４選”狙い５つの根拠
『週刊実話』１２月６日号 522

2 老人一般
Ｄａｔａ　Ｗａｔｃｈｉｎｇ　“老人”って、何歳から？
意識調査からわかる十人十色のボーダーラ
イン『ＤＩＭＥ』１１月号

482

3 ポルノビデオ
禁断の家電・ガジェット　アダルトＶＲ業界最
新動向　逆「時間停止モノ」も登場！？　進
化し続けるアダルトＶＲの今　　『サイゾー』１
１月号

446

4 菓子一般
実は、何を食べても痩せられる　やめられ
なくて太りたくない人の、甘いお菓子の食べ
方講座　『クロワッサン』１月２５日号

443

5 対アジア
（アメリカ・外交）

史上初米朝首脳会談　おれたち、マブダチ？
トランプ米大統領と金正恩朝鮮労働党委員長が
歴史的握手　『女性セブン』６月２８日号

401

6 インターネット
 時事深層　スマホ動画アプリ「Ｔｉｋ　Ｔｏｋ」
が人気　日本に広まる中国の“ソフトパワー”
『日経ビジネス』７月３０日号

395

7
アニメーション

一般

今最注目のキャプテン翼！　その仲間たちに立
石で出会う　アニメ『キャプテン翼』、１６年ぶり
に放送開始 　『散歩の達人』６月号

389

8 化粧品
真実の＃限界コスメ　美容フリークの口コミ
時短＆プチプラで最高の結果が出るものだ
け！　『ｎｏｎ・ｎｏ』６月号

387

9 トランプ政権
時代を読む　米国　米中間選挙　大成功ツ
イートは負け惜しみじゃない　下院の敗北は
計算のうち『ＡＥＲＡ』１１月１９日号

320

10 酒場一般
おいしいお酒入門　年末年始はＬｅｔ’ｓ飲み
ニケーション！　ひとりでも行ける！“せん
べろ”デビューの極意は！？　　　『週刊女
性』１２月１１日号

312

平成３０年（２０１８）


