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Company Profile

編集・企画・出版・執筆・広告PR全般

株式会社ケディトリアル
（Keditorial）

制作実績などの最新版はWEB上でもご確認いただけます。
http://keditorial.co.jp/

http://keditorial.co.jp/


企業情報

●社 名 株式会社ケディトリアル（Keditorial）

●所 在 地 〒112-0013 東京都文京区音羽1-26-9
ウェルフェアステージ文京音羽6F

●Ｔ Ｅ Ｌ 03-6882-4750
●Ｆ Ａ Ｘ 03-6882-4750
●ＭＯＢＩＬＥ 090-4894-2435

（事務所不在が多いため、携帯にお願いいたします）

●Ｅ－ＭＡＩＬ info@keditorial.co.jp
●Ｕ Ｒ Ｌ http://keditorial.co.jp

●設 立 2019年1月（2018年9月開業）
●資 本 金 300万円

■会社概要

大学在学中の編集プロダクションでのアルバイトからスタートし、
15年以上にわたりメディア業界に携わらせていただいております。
雑誌や旅行ガイドブック、WEB媒体の企画・編集・執筆をはじめ、
プロダクションやそのオウンドメディアの全体統括・ディレクションも担当。
予算管理や広告営業、印刷・流通、大手企業や自治体への企画提案など、
さまざまな経験を積んでまいりました。
2018年9月に独立。これまで幅広く培ってきた経験やノウハウを糧に、
協力企業や同業者ネットワークのみなさまと連携しながら、
情報発信における多彩なニーズにオールマイティにお応えしています。

■プロフィール
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事業内容

旅行ガイドや街情報誌、企業広報誌、パンフレットなど、
ご要望に応じて企画立案から台割作成、リサーチ、ラフ作成、
デザイン監修、取材・執筆、校正、印刷まで対応可能です。

■編集・制作

新媒体の企画提案や企業・自治体向け企画、広告タイアップなど、
さまざまな企画立案・採用の実績があります。
企画提案書の作成、コンペ・プロポーザル協力も可能です。

■企画・プレゼン

ISBNコードは有しておりませんが、取引のある出版社との連携、
また出版取次を介さない流通などもノウハウがあります。
印刷も大手印刷会社から格安オンデマンド印刷まで対応可能です。

■出版・印刷

ライターとして店舗取材やインタビューの取材執筆はもちろん、
アポ取りや校正、カメラマン手配なども含めたご依頼も可能です。
また、WEBコンテンツの記事制作も行っております。

■執筆

企業ブランディングや自治体向け観光プロモーションを中心に、
社内報やタイアップ広告、パンフレット制作など実績多数です。
掲出メディアの提案や広告代理業も行っております。

■広告PR
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業務実績（ガイドブック・情報誌 編集・制作）

■るるぶシリーズ（JTBパブリッシング）

（ご依頼・お打ち合わせ）

（企画ネタ出し・リサーチ・構成ラフ作成）

（掲載交渉・取材アポどり）

（取材・撮影）

（執筆・入稿）

（先方確認・校正・修正出し戻し）

（完成・納品）

【作業内容（抜粋）】※制作期間約4カ月
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るるぶ沖縄ベスト20
（2019年5月発行）

るるぶ沖縄21
（2019年12月発行）

るるぶ沖縄ベスト21
（2020年5月発行）

業務実績（ガイドブック・情報誌 編集・制作）
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るるぶ沖縄ドライブ21
（2020年3月発行）

るるぶ千葉房総20
（2019年11月発行）

るるぶこどもと行く沖縄21
（2020年6月発行）



■大人の日帰り旅シリーズ（JTBパブリッシング）

（ご依頼・お打ち合わせ）

（企画ネタ出し・リサーチ・全体台割案作成）

（ラフ作成・修正）

（執筆・入稿）

（先方確認・校正・修正出し戻し）

（物件リサーチ・サムネイル作成）

（掲載交渉・画像手配・取材アポどり）

（取材・撮影）

（完成・納品）

業務実績（ガイドブック・情報誌 編集・制作）

【作業内容（抜粋）】※制作期間約2カ月
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業務実績（ガイドブック・情報誌 編集・制作）
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大人の日帰り旅 首都圏2021
（2020年2月発行）

大人の日帰り旅 首都圏 秋冬
（2019年8月発行）

大人の日帰り旅 首都圏2020
（2019年2月発行）



■Discover Japan（ディスカバー・ジャパン）

（商品スタジオ撮影）

（執筆・入稿）

（先方確認・校正・修正出し戻し）

（完成・納品）

業務実績（ガイドブック・情報誌 編集・制作）

（ご依頼・お打ち合わせ）

（サムネイル／ページネーション作成）

（掲載交渉・商品送付依頼・アンケート取材）

（デザイン入れ）

【作業内容（抜粋）】※制作期間約1カ月

（2019年6月発行）
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旅の手帖 2020年6月号
（2020年5月発行）

業務実績（ガイドブック・情報誌 編集・制作）

■その他のガイドブック・情報誌
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（2020年4月発行）

ソロタビ東京・横浜
（2019年12月発行）

（2020年7月発行）



■横浜ユニバーサルツーリズム・モデルコース（横浜市）

（各物件確認・自治体確認・校正・修正出し戻し）（ご依頼・お打ち合わせ）

（現地調査・モニターツアー）

（ppt構成案作成・修正出し戻し・構成FIX）

（本デザイン・MAP・原稿作成）

【作業内容（抜粋）】※制作期間約5カ月

業務実績（自治体観光PR／ユニバーサルツーリズム）

（完成・納品）

（バリアフリー情報調査）
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新横浜～元町・中華街コース
（2019年）

業務実績（自治体観光PR／ユニバーサルツーリズム）

みなとみらい3コース
（2018年）

セミナー案内
（2019年）
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■さいたま市ユニバーサルツーリズム・モデルコース
（さいたま市）

大宮エリア
（2020年）

岩槻エリア

浦和エリア



■日本遺産 海軍さんの港まちスタンプラリー
（横須賀市・呉市・佐世保市・舞鶴市）

4市共通スタンプラリー冊子
（2018～2021年）

各市オリジナルクリアファイル
（2019年）

フォーラム案内
（2018年）

業務実績（自治体観光PR／日本遺産）
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■日本遺産 伊勢原大山詣り（伊勢原市）

（日本語ページ）

（英語ページ）

業務実績（自治体観光PR／日本遺産）
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■京急電鉄新冊子立ち上げ（MIULIKE）

業務実績（企業PR／広報誌）

（1） （2）

（3） （4）

（コンペ提案企画書）
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業務実績（企業PR／広報誌）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

（コンペ提案企画書） （採用→制作）

（vol.2 以降）

MIULIKE vol.1
（2018年創刊）
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（完成・納品）

【作業内容（抜粋）】※制作期間約2カ月

業務実績（企業PR／広報誌）

■日暮里・舎人ライナー沿線ガイド『にっとね』
（東京都交通局）

（2019年3月発行）

（企画ネタ出し・リサーチ・ ppt構成案作成・修正出し戻し）

（掲載交渉・取材アポどり）

（取材・撮影）

（デザイン入れ・イラストMAP発注）

（先方確認・校正・修正出し戻し）（ご依頼・お打ち合わせ）

（執筆・入稿）
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業務実績（企業PR／広報誌）

JAL SKYWARD
（2019年1月発行）

■その他の企業広報誌（交通・観光系）

日本テレビ麹町スタジオ 番町瓦版
（2018年11月発行）
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PEUGEOT × Discover Japan
（2020年4月発行）



■ザイカツ！（シーユーシー）

（執筆・入稿）

（発行元確認・校正・修正出し戻し）

（完成・納品）

（媒体立ち上げ企画・構成案作成）

（媒体方向性・企画・構成決定）

（インタビュー依頼・ギャラ交渉・取材手配）

【作業内容（抜粋）】※制作期間約2カ月

業務実績（企業PR／社内報）

（ご依頼・お打ち合わせ）

（デザインカンプ作成）

（取材・撮影）

（事務所確認）
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vol.4
（2020年1月発行）

vol.3
（2019年9月発行）

業務実績（企業PR／社内報）

vol.2
（2019年6月発行）

vol.1（創刊号）
（2019年3月発行）
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■医療法人 勝又病院

（執筆・入稿）

（先方確認・校正・修正出し戻し）

（完成・納品）

（ご依頼・お打ち合わせ）

（ppt構成案作成・修正出し戻し・構成案FIX）

（デザイン入れ）

【作業内容（抜粋）】※制作期間約3カ月

業務実績（企業PR／パンフレット）

（取材・撮影）
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ブルドックソース株式会社

■その他のパンフレット

業務実績（企業PR／パンフレット）

株式会社IHIビジネスサポート 駿河西病院

綾和会×桂名会グループ
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■WEBコンテンツ

業務実績（WEBコンテンツ）

トラベルバリュー 慶應義塾大学 理工学部
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業務実績（WEBコンテンツ）

瀬尾記念慶友病院楽天カード BS12 ハワイに恋して
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