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下西由紀子

◆主な事業内容

＊一般誌編集 ●海外・国内旅行ガイド本／情報雑誌／温泉ガイド本
＊地図編集

●観光地図／道路地図／路線図

＊デザイン

● DTP ／地図／雑誌デザイン

＊広告制作

●タイアップ／パンフレット制作／リーフレット制作

＊ HP 制作

●コンテンツ企画・制作／デザイン／サイト制作・管理

◆主な取引先

（株 )JTB パブリッシング （株）進研アド（株 ) 小学館 （株）帝国書院
（株 ) オールアバウト （株）からだにいいここ

東京地図出版（株）

（株 ) 実業之日本社 （株 ) ダイヤモンド ･ ビッグ社
（株）ベネッセコーポレーション （株 ) クリエイターズグループ MAC
（株）アスキー・メディアワークス

※掲載順不同

沿革
1990 年
		
		

有限会社 スリージャグス設立。
地図製作会社から編集のレクチャーを受け、徳間書店の国内ガイド
「プルミエ」シリーズの地図編集を受注。

1992 年

神保町に事務所を開設。

1995 年		
		

JTB「るるぶ」シリーズの地図デジタル化にあたり、全シリーズの地図編集を手掛ける。
DTP への切り替えにあたり、MAC を導入。

1996 年

千代田区三崎町に事務所を移転。

1997 年		
2000 年		
2001 年		
		
		

「駅すぱあと」バス路線図制作。
温泉雑誌編集、台湾ガイドブック本改訂。
ホームページ企画制作、国内旅行誌編集。
朝日新聞 日曜日家庭欄連載コーナーや、同友館発行
「企業診断 no.5」“ 飛躍する女性起業家群像・5” に紹介される。

2002 年		

パッケージデザイン、都内飲食ガイド本「OZ mini」シリーズの編集。

2003 年		

飲食店のホームページ制作やリーフレットなど販促物の制作。

2004 年		
		
		

OZ magazine 別冊 My Happy Town シリーズ「横浜」
「自由ケ丘」「池袋」の取材・執筆や温泉増刊号の執筆、
ぴあファミリーシリーズの編集・取材・執筆などを手がける。

2005 年		
		
		

フリーペーパーの地図制作、JTB「るるぶ」シリーズの
企画、取材、執筆、編集、デザインなどをトータルで手がける。
ナショナル会員向け HP の取材、執筆。

2006 年		
		
		

昭文社発行「まっぷる」海外情報版シリーズの企画、取材、執筆、
編集、デザインなどをトータルで手がける。
ソフトバンク系 IT 企業発行のポイントカード付の小冊子の編集。

2007 年		
		

女性週刊誌の編集、執筆、デザイン、エンタメ系月刊誌の企画、
執筆、女性向け投資信託情報誌の取材、執筆。

2008 年		
		

ベネッセコーポレーション発行の女性雑誌および雑誌 WEB の
広告タイアップ制作。

2009 年		

東京地図出版発行「おでかけトレイン」3 冊シリーズの企画、制作。

2010 年		
		
		
		
		

アスキー・メディアワークス発行「東京カワイイ！さんぽ」
東京ガイド本の企画・制作。パナソニック（Evolta 乾電池）のホーム
ページコンテンツ取材・執筆、コンテンツ内使用の地図制作。
共同企画「ぱるす通信こころのくすり箱」を発行開始。月 2 回発行。
広報活動のためメールマガジン「3jags 通信 Weekly」を毎週金曜日発行。

2011 年		
		
		

小学館サライ、帝国書院の企画、取材、執筆。
ローソンネットショッピングコンテンツ制作。
12 月文京区本郷に事務所を移転。

2012 年		
		
		
		
		

編集コーチングを企画
●ビジネススキルアップコース、個人事業者のためのプログラム（時間把握、情報 発信）
●新入社員コース／特性（得意・不得意）を知るためのプログラム
● PR イノベーションコース／特定の商品および企業イメージの PR イノベーションプログラム
●大学生向け（自己発掘コーチング）

2013 年		
		

江戸川大学／編集者のモノづくり思考法を体験する編集ワークショップ
奈良女子大学／就活に効く＜編集的思考＞のススメ！

理念

21 世紀に残せるものを創ろう！
発想力を高めよう！
常に技術・技能を磨こう！
私たち編集者とは、情報収集から企画立案へ至る方法論、制作と制作管理の
ためのノウハウ、人との連携に精通し、時代が求める “ モノ ”“ ヒト ”“ コト ” を、
誰にとってもわかりやすいカタチに表現していくことを専門としています。
常に人脈を広げ、発想力や技量を高めてることで編集プロダクションとして
の総合力を強化して、社会へ貢献していきます。

“人”

◆女性のニーズを捉え、応えます◆
私たちが置かれている環境は、時代によっても、年代によっても異なり、個々の思いや
関心の持ち方にも微妙な違いがあります。さまざまな世代の人、特に女性のニーズを捉え、
適確に情報発信していきます。
消費を牽引しているとされる女性をターゲットにした商品開発や販売促進に、マーケティ
ング、商品改良提案、広報・広告制作、HP 制作またブログなど情報発信などの側面から貢
献します。

“言”

◆コミュニケーション能力を向上します◆
言葉を扱う業種に携わる者として、コミュニケーションの重要性はますます高まってい
ると感じています。
どんな手段＝媒体で、何をどう切り取り、“ モノ ”“ ヒト ”“ コト ” から価値を選りだし伝
えていくか。時代のニーズに即した “ モノ ”、物語をつむぐ “ ヒト ”、伝えていくべき “ コト ”
を伝える、お手伝いをします。

“旅”

◆生きる力を高めるために、旅的思考を培います◆
一年間の旅からスタートした私たちは、国内外の旅行ガイドブック制作をはじめ、旅行
関連の仕事を多数手がけてきました。
地球上に残されている遺跡の数々、日本にいては想像もつかない大自然、それぞれの気
候風土の中で培われる美意識、食習慣、住居形態、言葉も生活習慣も異なりますが、共通
点も見いだせる人々との出会い。旅の経験は、喜怒哀楽の感情を豊かにし、思考力を深め、
コミュニケーション力を高めます。
人生を豊かにする旅を、より多くの人々に体験していただけるよう、旅に関わる情報発
信に携わっていきます。

JOBS・・・editorial・advertisement・homepage・map
仕事概要
◆編集制作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
→『からだにいいこと』株式会社詳伝社発行
ほぐす・癒やす・キレイになる暮らしをテーマにした月刊誌。
毎号精神科医ドクター悠YOUの
“ココロ 晴れになる ヒント”の編集を担当。

・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
←『MATTI!?POINT』株式会社マーケットフェイス発行
加盟店約550店舗で10％ポイントバックが受けられる、
マッチポイントカード付の小冊子の編集・ライティングを担当。

・・・・・・・・・・・・・・・

↑『わがまま歩き 18・台湾』実業之日本社発行
企画から現地取材、ライティング、
デザインなどをトータルで編集。

↑『るるぶ草津四万伊香保軽井沢』
株式会社JTBパブリッシング発行
企画から現地取材、ライティング、
デザインなどをトータルで編集。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
←『Fussa Paper（フッサペーパー）』
福生市商工会 活性化プラン実行委員会発行
福生市の活性化を促すために発行された
クーポン付きのフリーペーパーの
編集・デザイン・DTPを担当。

・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
→『Tupperware Cooks!』タッパーウェア ブランズ コーポレーション発行
世界各国で翻訳されている料理レシピ本。
翻訳されたテキストに基づきながら、読みやすい日本語に統一する
編集作業を担当。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

JOBS・・・editorial・advertisement・homepage・map
仕事概要
◆編集制作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

←『まっぷるマレーシア』
株式会社昭文社発行
現地取材に出向きボルネオの
大自然アドベンチャーツアーを
特集。クアラルンプール、
マラッカ、ペナン島なども
再編集するなどまるごと1冊の
企画、取材、編集、
ライティングを担当。

・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

←↑『日経エンタテインメント！7月号』日経BP社発行
“関めぐみと行く、作家・伊坂幸太郎の世界
映画「アヒルと鴨のコインロッカー」ロケ地を訪ねて”
取材、ライティング、“映画「舞妓Haaaan!!!」の舞台をのぞく”
芸能人インタビュー、ライティングを担当。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
←『Ma・Do(マドゥ)vol.6 summer 2007』株式会社クライテリア発行
金融関連会社へ向けた投資信託情報誌。
“付加価値システムから必須システムへ”
取材、ライティングを担当。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
→『週刊女性2007年4月3日号』
株式会社主婦と生活社発行
袋とじ企画“見た目美人は得をする”
ライティングを担当。

←『週刊女性2007年6月5日号』
株式会社主婦と生活社発行
袋とじ企画“離婚で絶対幸せになってやる”
編集、ライティング、デザインを担当。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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仕事概要
◆広告制作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
→『株式会社マーケットフェイス 会社案内』
ソフトバンク系の新進IT企業、
マーケットフェイスの会社案内を制作。

・・・・

・・・・・・・・・・

←『OZ magazine増刊
夏のリゾート大特集』
・・・・・・・・・・・・・・・
スターツ出版株式会社発行
東京近郊エリアの温泉地を中心に紹介。
広告タイアップページのライティングを担当。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・

←『御案内 新橋お多幸』
歴史ある東京名物おでんの老舗
“新橋お多幸”のメニュー表やマップの
名刺サイズ8ページリーフレットを制作。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
→『ホテル・フロラシオン那須 パンフレット』
栃木・那須高原にあるホテルのパンフレットを制作。

↑『TRAVELLER山梨 秋＆冬 創刊号』フリーマガジン
株式会社デイリー・インフォメーション発行
山梨エリア紹介を中心にしたフリーペーパー。
“ハーブ庭園 旅日記”の広告タイアップ企画で
取材、ライティングを担当。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

→『週刊女性 2007年6月5日号』株式会社主婦と生活社発行
“ビューティーアーティストＮｏｊｉ”タイアップ広告の
取材、ライティングを担当。
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→『ひねりもち』嘉泉酒蔵通信
田村酒造場発行
季節のイベントや人物インタビューを掲載。
8ページのリーフレットでデザイン、
DTP、編集校正補助を担当。
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仕事概要
◆ホームページ制作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

←『ＺＥＮ-International』
ホームステイ、語学留学、インターシップまで
海外で暮らす、学ぶ、働くための
海外生活サポートセンターのホームページ制作。

→『マレーシアリゾートクラブ』
マレーシア・ボルネオ専門の旅行会社の
ホームページ制作。
ツアー情報だけでなく、地域情報や航空運賃、
長期滞在や語学留学についても
カバーしている。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
←『ＡＹＳＳあだち若者サポートセンター』
就職を含めた社会参加を目指す若者、転職活動中の若者、
および親たちへ向けたホームページの立ち上げと制作で
企画・制作のディレクションを担当。

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

→『ＥＵＲＯＳＥＥＤ』
自社輸入を中心とした、
四谷のワインショップのホームページ制作。
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仕事概要
◆ＭＡＰ制作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

←『中部高速道路図』
中日本高速道路株式会社発行
中部の高速道路の工事に伴い
通行止めの案内を見やすく
ＭＡＰ形式で紹介したリーフレット。
マップ制作を3エリアに分けて担当。

・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
→『るるぶＦＲＥＥロマンスカー 箱根・小田原』
株式会社デイリー・インフォメーション発行
ロマンスカーのシートポケットに配布されるフリーマガジンの
地図デザイン、制作。

・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・

←『あなたの命を守る 大地震東京危険度マップ』
株式会社朝日出版社発行
東京23区と多摩地区内での非難ルートを示したＭＡＰ。
校正を担当。

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
→『今がわかる 時代がわかる 世界地図2005年版』
成美堂出版発行
テーマ別世界事情の情報収集、制作を担当。
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