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アナタ好みがきっと見つかる
いつも当店取扱紙をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。 ASA （朝日新聞サービスアンカー） 用賀、 二子玉川
という店名からお分かりの通り、 朝日新聞をメインに扱っておりますが、 実はこんなにいっぱいいろんな種類の新聞、 雑誌を
取扱っております。 興味を引く銘柄がありましたら是非、 ご購読願います。 また、 銘柄によって新聞の構成は様々です。 今
回は主な銘柄の紹介を錦織選手が準優勝に輝いた記事が載った 9 月 10 日朝刊 1 面でご紹介。 違いもお楽しみください。

朝日新聞

東京新聞

日本経済新聞

いかがでしょうか？錦織選手が準優勝
を決めたのが 9 月 9 日の早朝だったせい
か一夜明けての各紙の報じ方にはさすが
に差が出ています。 日刊スポーツはサッ
カーを 1 面にしていますが、 裏では錦織
選手を大特集しています。 デイリースポー
ツはやはり阪神ネタ。 東京新聞は比較の
ためここではカットしてしまいましたが、 1
面下半分が錦織選手の記事でした。 新聞
は、 速報性ではインターネットに勝てませ
んが、 新聞の良いところは、 インターネッ
トの速報ニュースやテレビのニュースでは
カットされてしまう記事が盛りだくさんなと
ころ。 小ネタや関連記事が満載です。 も
ちろん各紙で論調も違います。 是非一度
気になる新聞がありましたら試読 （無料）
してみてください。 そして、 自分に合う新
聞を見つけて新聞を楽しんでください。

産経新聞

朝日小学生新聞

日刊スポーツ

東京中日スポーツ

デイリースポーツ

朝日中学生ウィークリー

サンケイエクスプレス

* てくたくアサッチ＃15「猫塚」瀬田 1-12*
水が清く景色の良い多摩川は、 江戸の人々の格好の行楽地でし
た。 ことに鮎漁の季節には料亭や屋形船で、 獲りたての鮎を食べ
て楽しみました。 岸辺には、 多くの料亭があり、 置き屋もあって
世田谷随一の歓楽街でした。 当然、 三味の音も聞こえてきました。
この三味線は、 猫の皮を張って出来た弦楽器で
すので、 猫の霊を祀ったものが 「猫塚」 と言
われました。 当時は料亭街の中にあったもので
すが、 現在は行善寺の境内に移されています。

東京スポーツ

◎日経産業新聞
日経産業新聞は、 医療からデジタルまで幅広いジャンルを網羅してい
ます。 他では読めない専門性の高い記事が豊富で、 圧倒的な企業情
報数を誇ります。 また、 ランキングと数字を駆使したマーケティング情
報にも定評があります。 ビジネスのヒントが必ず見つかります。

◎日経 MJ （流通新聞）
日経 MJ （流通新聞） は、 生活産業を広範囲にカバーする消費と流通、
マーケティング情報に特化したマーケティングジャーナルです。 百貨
店、 スーパー、 コンビニエンスストア、 専門店などの最新動向を伝え
ると同時に、 多様化する Web マーケティング手法の最前線やニュー
サービスも追跡 ・ 発掘している新聞です。

◎繊研新聞
繊研新聞は、 ファッションビジネス業界の動きをしっかりとらえ、 発信す
ることを通して業界の発展に貢献していくことを役割としています。 日
々生まれるニュースの発信だけでなく、 その背景や意味、 さらにその
先に何があるのかを深く分析し、 半歩先をとらえた情報を発信しています。

◎電波新聞
電波新聞は、 電子部品 ・ 家電などエレクトロニクス全般に視点を当てた
新聞です。 家電量販店や地域家電店、 携帯電話ショップなど流通部門
も扱っていることも特徴のひとつになっています。 かつてコンピュータ
・ プログラム初心者向けの雑誌マイコン BASIC マガジンを発売していました。

◎日刊木材新聞

★個性豊かな業界紙も多数扱っています！
◎日刊工業新聞
日刊工業新聞は、 モノづくりに特化した 「オンリーワン」 の
メディアとして日々開発される新技術 ・ 新製品 ・ ダイナミック
かつユニークな経営戦略等モノづくりの現場に毎日生まれる
新しいドラマ、 そこに生まれるパワーと感動を直に伝えます。

◎日刊農業新聞
日本農業新聞は、 日本で唯一の日刊農業専門紙。 食と農の
総合情報メディアとして現在に至っています。 揺らぐ食の信
頼、 見えない国内農業の未来図、 地球規模で進む食料支配
と環境破壊。 不安と混とんの時代だからこそ、 「食と農のか
け橋」 を目指している新聞です。

◎株式新聞
株式新聞は、 1949 年の創刊から 60 年以上の歴史を持ち、
証券専門紙でトップシェアを誇る日刊紙です。 独自の情報
網を活用した取材、 徹底した調査 ・ 分析により、 個人投資
家の皆さんの資産運用に役立つ情報を発信しています。

◎建設通信新聞
建設通信新聞は、 1950 年 3 月、 建設産業界の全国総合専
門紙として創刊。 官公庁の入札落札情報や民間の建設予定
情報など建設産業界全般の躍進と興隆に寄与している新聞。

日刊木材新聞は、 木材や建材の原木流通、 メーカーの生産、 加工技術、
新商品の開発、 製品流通段階における諸々の話題や企業情報からユー
◎日刊燃料油脂新聞
ザーの動きまで、 とくに住宅用資材としての木質材料の使われ方の変化
や今後の展望などを全国ネットで、 しかも足でかせいだ情報を提供して 燃料油脂新聞は終戦直後の１９４５年 （昭和２０年） に、 今後
の日本の再建復興において石油エネルギーの重要性を痛感
いるところに大きな特徴がある新聞です。
し、 石油および油脂業界専門の新聞社を設立したのに始ま
り、 現在に至るまで、 業界の発展とともに石油業界の報道
◎日刊自動車新聞
機関として常に指導的な立場をとっている新聞です。
日刊自動車新聞は、 1929 年 （昭和 4 年） 創刊の世界最大級の自動車
業界紙で、 日本国内外の自動車業界動向を取り扱っています。 車はも
ちろん、 塗装や工具、 ナビ等車に関連する情報も満載です。

雑誌類も配達します！定期購読が便利です！

アエラ

週刊朝日

アサヒカメラ

AERA with Kids

ジュニアエラ

月曜日発売

火曜日発売

20 日発売

季刊

毎月 15 日発売

ＡＥＲＡ ｗｉｔｈ Ｂａｂｙ

旅と鉄道

隔月 15 日発売

隔月 21 日発売（1・3・5・7・9・11 月）

ＡＵＴＯ ＣＡＲ Ｊリーグ サッカーキング ＡＥＲＡ Ｓｔｙｌｅ Ｍａｇａｚｉｎｅ
26 日発売

24 日発売

季刊

◎日経ビジネス・日経トレンディー・日経ウーマン
なども取り扱っております。詳しくはお気軽にお
問い合わせ下さい。

◎雑誌類は特別号など、定価が変更になる場合もあ
ります。

★試読 ・ 購読に関するお問合せはお気軽に ASA 用賀 ・ 二子玉川までご連絡下さい。

