企画
立案

教材部門では，幼・小・中・高・大学受験の学習教材（９教

科／ドリル・ワーク・問題集・参考書・資料集など）やテスト
教材・デジタル教材の編集・制作に携わっています。人と人
とのつながり “ 縁 ” を大切にし，多くの執筆者や制作会社と協
力して，お客様に安心して使っていただける質の高い教材づ

▲幼児教材の撮影。

▲熱が入る企画会議。

くりをめざしています。また，蓄積した編集制作力を活かして，

◀教材写真やモデル
を使った撮影はも
ちろん，音声教材
の録音にも対応。

■英語や国語の「聞き取りテ
スト」の収録に立ち会います。
英文の収録はネイティブチェ
ックを済ませたもので進めま
す。また，各種教材に使用
する写真の撮影にも立ち会
います。

▲英語教材の録音。

心
●が伝わる書籍づくり

書籍部門では，本に心を吹き込むことをモットーに，図解シリーズや歴史関連，
介護・看護・環境問題などのシリーズ本をはじめ，趣味・実用書，各種検定対

ー
ロ
フ
ワーク

製 版・
印刷
製本へ

▼校閲・校正は曖昧さが許されない厳密な作業。校正技術を修得し
た社内外のスタッフが完璧を期し，校了に至るまで綿密にチェック。

DTP
■エディットの校閲・校正
チームは，
社内・社外スタッ
フいずれも，編 集 経 験・
校正経験の豊富な，多く
のベテランスタッフで構成
されています。作業は「複
数の目を通す」を原則とし，
見落としやモレがないよう
に細心の注意をはらって
進めます。

主な使用 （Mac / Win）
・Illustrator 8〜CS6
ソフト
・Photoshop 5.5〜CS6

定
選
真
写

■出版社さんのご要望・
ご指示にしたがって，仕
上がりをイメージしなが
らレイアウト原稿を完成
します。図版やイラスト
を本文とバランスよく配
置できるように心がけて
います。

レイ
アウト

▲書体・レイアウトなどの指示。

■進行スケジュール表に沿って作業段階ごとに管理しま
す。納品日まで遅滞なく進行管理するのも，編集スタッ
フの大事な仕事です。納期は品質の重要な一部です。
▶すべての工程の進行を管理。
▲誌面制作会社にイメージを
伝えるため，おおまかなデザ
インを提示することも。

▲雑誌の進行表。

デザイン
■業界で求められる組版ソフト
すべてに対応しています。フォ
ントやアプリケーションで悩む必
要はありません。 経験豊富な
協力会社による高品質な仕上
がりの組版が自慢です。

■ 学習教 材は，児 童・生 徒が，
安心して取り組める視覚的なデザ
インになるように心がけます。ヘッ
ドまわりのデザイン，ページ全体
のデザインを社内のデザイナーと
編集者がすり合わせて，ご要望に
お応えできる紙面デザインに仕上
げます。

主な使用 （Mac / Win）
ソフト
・InDesign CS3〜6
・EDICOLOR 6〜10

主な使用 （Mac / Win）
・Illustrator 8〜CS6
ソフト
・Photoshop 5.5〜CS6

◀原稿を追加しながら
組版をすることも。
▲デザインを何パターンも作成。

▲雑誌のラフレイアウト作成。

■５科セットの教材・
テストなどは，プロ
ジェクト部門で
一元的に進行
管 理し，５教
科の足並みを
そろえた編 集
作業を可能に
しています。
▲スケジュール表

進行
管理

教 材づくり︑本づくりは

ずは「自分たちが感動できる雑誌」を目指して編集にあたっています。

◀ネットや資料等をフルに活用し
ながら，
ファクトチェック校正。

▲膨大な資料を参考に原稿を
チェック。

経 験 豊かなエディットに

る最新情報を取材し，学習教材づくりの緻密さを雑誌づくりに活かし，ま

■エディットでは，書籍内容に
最適なエディトリアルデザイン
の検討段階から協力させてい
ただきます。また，社内スタッ
フと協力会社との連携により，
セット教材やまとまったページ数
の書籍などへの対応も万全で
す。

■文字原稿・写真などの素
材を集約し，デザイナーへの
指示書を作成。ただ並べる
だけでなく，より効果的な「見
せ方」「読ませ方」を提案し
ます。多彩な誌面バリエーショ
ンを心がけながらも，だれが
見ても分かるレイアウト指示
になるように注意しています。

お任せください︒

雑誌部門では，読者に感動を伝えられる企画をモットーに，主に地域情

▶最後まで担当
者が責任をも
ってチェック。

校 閲・
校正

■書籍の顔であるカバーのデザ
インから誌面レイアウト，イラスト・
カットの作成まで，あらゆるシチュ
エーションに応じて，デザイナー・
イラストレーター・カメラマンをコー
ディネートし，美しく読みやすいエ
ディトリアルデザインを提案します。

主な使用 （Mac / Win）
ソフト
・InDesign CS3〜6
・EDICOLOR 6〜10

◀疑問点は即
座に電 話・
メール等で
確認。

原稿
整理

■わかりやすく読みやす
い原稿にするために，原
稿内容の吟味，リライトを
します。さらにチェックリス
トをもとに文体の統一，用
字・用語の統一，誤字脱
字チェックなど、多くの点
検項目による原稿整理を
します。形式的な統一は，
デジタルツールも活用して
います。

■原稿執筆には，
社内スタッ
フに加えて，元編集者・元
教員などの経験豊富な社外
スタッフがあたります。社外
スタッフへは制作物の企画
趣旨を明確に伝え，社内外
の 連 携をとり，よりクオリ
ティーの高い完全原稿を仕
上げるように努力しています。

▼ビジュアルな誌面づくりをめざします。

▼編集者自ら組版を担当することも。

■記事内容の精度はもち
ろん，誌面の美しさ，読み
やすさを追求します。同時
に，取材相手のチェック内
容を集約します。自らの原
稿に責任を，そして媒体
編集部の「顔」としての自
覚・誠意を持って作業に
あたります。

ＤＴＰ，印刷，製本まで，すべての作業をさせていただいています。

報誌や旅行ガイド，占い，グルメ雑誌などを編集しています。読者の求め

原稿
作成

■表記・用語の統一はもちろん，執
筆者の原稿をさまざまな角度から吟
味・点検して，原稿を仕上げていき
ます。図版も考慮し，読者に的確に
伝わるよう
に，原稿内
容に磨きを
かけます。

▲写真素材の整理は，レイアウ
トと合わせて，だれが見ても
分かるように。

◀取材を終え，社内で執筆するこ
とも。

らでも
か
程
工
の
品まで、ど
納
ます。
刷
し
印
た
ら
い
か
け
お 引 き受
企画立案

携わっています。企画書の作成から，著者・監修者の選定，編集，校正・校閲，

動できる雑誌づく
り

イ
ラ
ス
ト

の
ト
ッ
ィ
エデ

策本，資格・就職対策本，理工書，教育書など，さまざまな分野の書籍編集に

雑誌
感
●

▶社内でも原稿
を執筆。

▲エディットのイラストレー
ターが，
アナログとデジタ
ルの両面からイラストを
作成。

さまざまな教材の企画提案をさせていただいています。

書籍

■内勤のイラストレーターが
いるため，制作がスピーディー。
外部イラストレーターを利用
する際にも，専門的な視点で
タッチや使用ソフトを提案・
指示できます。

イ
ラ
ス
ト

影

■企画立案は，教育現場
の声とクライアントニーズ
に合うように心がけます。
編集者が今までに携わっ
た教材のノウハウをもとに，
業界で求められるコンセ
プト・構成案・紙面案な
どを提示し，お客様に納得
していただける具体的な
企画を提案させていただ
きます。

■全国に広がる執筆者の
ネットワークから，企画趣
旨に最適な執筆者を選び，
原稿内容・執筆期間など
詳細に打ち合わせます。執
筆中も適宜進行状況を確
認し，執筆者と共同して，
求められる品質の原稿に
仕上げていきます。

主な使用ソフト
（Mac / Win）
・Illustrator 8〜CS6
・Photoshop 6〜CS6

取 材

教材づくり

心できる教材づく
り

▲一行企画表

撮

教材
安
●

◀与えられたテーマについて徹底
的にリサーチ。

■ライター，カメラマンなど
ライター，カメラマンなど
をコーディネート。 綿密な事
前打ち合わせにより，取材先
から的確な情報を引き出しま
す。取材後，原稿執筆の方
向性やビジュアル表現を再
確認。臨場感のある原稿づ
くりを心がけています。

音

本 作り

録

の

書 籍・雑 誌 づく り

安・心・感

◀外部ライターとの連携を図ります。
特にスピードが 問われるときに
は，社内スタッフが取材・執筆を
行うこともあります。

■インパクトのある企画案
づくりをモットーにしていま
す。エディットでは，社内・
社外のスタッフが知恵とア
イデアを持ち寄って，ミー
ティングをかさねながら，
テーマコンセプトから執筆
者選定までトータルに提案
します。

