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モッシュブックス
会 社 案 内

“人、社会に、価値あるものを伝える。”をモットーに、

書籍・雑誌・企業媒体・WEBなどの各メディアにおいて、

人の心に残る企画・制作を得意とする

編集プロダクションです。

COMPANY PROFILE



モッシュブックスの強み

■「価値あるものを伝えたい」という“探求力”

■ さまざまな人と出会い、想いや温度感を伝えるための“対話力”

■ 紙媒体で長年培った、構成展開や進行管理などの“編集力”

これらを強みに、ジャンルや媒体を問わず、より多くの方に届く制作物を提供してきました。

そして、書籍や雑誌だけでは得られない、企業媒体やWEBだけでは得られない、

さまざまな「知見」や「つながり」を生かし展開する、“領域横断力”が私たちの強みです。

INTRO



PRサイトやオウンドメディアなど、
企画立案～制作、取材、ライティングなど携わらせていただいております

手掛ける制作物のジャンルは広範囲に及びます。
企画立案～制作進行、編集、取材、ライティングなど、
クライアント様のご要望に合わせた形で制作に携わらせていただいております。

制 作 実 績

■ 写真・カメラ関連

■ 一般向け書籍・ムック

■ WEBコンテンツ

➔【2】

カメラやインスタなどの写真に関するガイド本やビジュアルブックなど、
数多くの書籍や雑誌を制作しております

ライフハック、趣味、アート、恋愛・結婚、仕事など
幅広い年代に向けた書籍やムックも手掛けております

■ 女性のライフスタイル
料理やファッション、インテリア、カルチャーなど、
女性のライフスタイルをよりよくする書籍や雑誌を制作しております

➔【3】

➔【4】

➔【5】

会報誌やカタログ、パンフレット、記念誌など、
企画立案～制作、取材、ライティングなど携わらせていただいております

■ PR誌・広告

➔【1】

WORKS



【1】PR誌・広告
会報誌やカタログ、パンフレット、記念誌など

企画立案～制作、取材、ライティングなど携わらせていただいております

「エシカルファッションカレッジ」
制作物一式
リー・ジャパン株式会社他

「エシカルファッション」を広く知っ
てもらうための講義・ワークショップ
を行う一日限りの学校「世田谷ものづ
くり学校」のチラシ、当日パンフ、
WEB・EFC学生手帳を制作。

「林忠彦写真展」
制作物一式
日比谷図書文化館

展覧会の企画協力及び、
ポスター、チラシ、小冊
子などを制作。

Water-n
一般社団法人Water-ｎ

身近なものから、水の循環
を考える若者向けフリー
ペーパー。

CANON PHOTO CIRCLE
キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社

会員様向け月刊誌。プロの
作品や新製品レビュー、会
員投稿などの情報発信。

ESPOIR
株式会社ファンケル

美容・化粧品に関する
月刊情報誌。

LIONウェルネス
ダイレクトブック
ライオン株式会社

40～60代の通販顧客に向
け、運動、食事など健康
をサポートする情報誌。

Lifeware BOOK
株式会社 生活の木

ハーブとアロマテラピー
の情報誌。

コラボレシピブック
株式会社ABC
Cooking Studio

食品関連企業とABC 
Cooking Studioがコラボ
したレシピブック。



【2】WEBコンテンツ
PRサイトやオウンドメディアなど

企画立案～制作、取材、ライティングなど携わらせていただいております

中美 チュービ
日本文教出版
《サイト制作～

取材・ライティング》

中学校美術の先生応援サイト。
各分野で活躍される人物をイ
ンタビュー。

高みを目指す本気人たちの
究極の言葉
30 PEOPLE IMPRESSION /
30 LAYERING STORIES
株式会社アルペン
《取材・ライティング》

プライベートブランド
「TIGORA」の新製品
PRサイト。スポーツや仕事に
本気で取り組み人たちの思い
や、核となる言葉を取材。

NewsPicks
株式会社ニューズピックス
《ライティング》

ソーシャル経済メディア
「NewsPicks」内、Sponsored
記事のライティングを担当。
（2018/1～2018/4）

たまひよONLINE
ベネッセグループ
《企画・ライティング》

ママ向け情報サイト。感度の
高いママさんに向けて、育児
グッズやファッション、フー
ド、スポットなどのお役立ち
情報を発信。
（2017/4～2017/8）



【3】写真・カメラ関連
カメラやインスタなどの写真に関するガイド本やビジュアルブックなど

数多くの書籍や雑誌を制作しております

星空撮影の
教科書
発行：技術評論社

フィルムカメラ
の楽しみ方
発行：ﾏｲﾅﾋﾞ出版

今すぐ使えるかんたんmini
シリーズ
発行：技術評論社

女子カメラ
vol.17～35（雑誌）
発行：ﾐﾂﾊﾞﾁﾜｰｸｽ（vol.31～）

女子カメラGENIC
vol.36～39（雑誌）
発行：ﾐﾂﾊﾞﾁﾜｰｸｽ

これからはじめるデジタル
一眼カメラの撮り方手帖
発行：ﾏｲﾅﾋﾞ出版

Photoshop ﾚﾀｯﾁ・合成
Super☆Making
発行：技術評論社

※その他、シーン別の撮影ガイドや、三脚・ストロボなど、各種ガイド本多数

エモくて映える
写真を撮る方法
発行：KADOKAWA



【4】女性のライフスタイル
料理やファッション、インテリア、カルチャーなど

女性のライフスタイルをよりよくする書籍や雑誌を制作しております

HB Humming Birds
vol.9～16（雑誌）
発行：ﾒﾃﾞｨｱﾎﾞｰｲ

ユニジョ×リアル
コーデBOOK
発行：扶桑社

Room Clip Style
vol.6
発行：扶桑社

決めました。
無印良品の家に
発行：ﾜﾆﾌﾞｯｸｽ

その調理、9割の栄養捨ててます！
／まだまだ9割の栄養捨ててます! 
発行：世界文化社

栄養まるごと
10割レシピ！
発行：世界文化社

BALMUDAﾄｰｽﾀｰ
使いこなしレシピ
発行：河出書房新社

毎日おいしい
自家製びん詰め
発行：成美堂出版

最短5分で運気アップ! 
山手線ぶらり時短ご利益まいり
発行：JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

Deco Room
with Plants
発行：BNN新社

Cooking Culture

Fashion Interior

30万部
突破！

増刷！

増刷！



【5】一般向け書籍・ムック
ライフハック、趣味、アート、恋愛・結婚、仕事など
幅広い年代に向けた書籍やムックも手掛けております

走り方で
脳が変わる！
発行：講談社

新 酒場入門

発行：ﾏｲﾅﾋﾞ出版

サラリーマン妻夫木
マモルの愛妻生活
発行：竹書房

ダンナが会社やめたい
と言いだしまして
発行：PHP研究所

人に教えたくない
穴場美術館厳選10
発行：ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ社

AMERICA 1995
林忠彦写真集
発行：徳間書店

デザイナーが未来に
残したい私の3ヵ条
発行：玄光社

Pitti PEOPLE
ｲﾀﾘｱ男のｽﾀｲﾙﾌﾞｯｸ
発行：BNN新社

大人のマナー
便利帖
発行：晋遊舎

Art

Other

コレクションと
資本主義
発行：KADOKAWA



お問い合わせ先

お仕事のご依頼、ご相談、お見積もりなど、お気軽にお問い合わせください。
お近くにお立ち寄りの際は、ぜひ遊びにいらして下さい。
▶TEL：03-5784-5791（代表）
▶MAIL： info@moshbooks.jp

社名： 有限会社モッシュブックス（MOSH books Co.,Ltd.）
設立： 2001年10月
代表取締役： 佐々木一成
所在地： 〒150-0034 東京都渋谷区代官山町4-1 代官山マンション705号室

TEL 03-5784-5791 / FAX 03-5784-5793
関連会社： 有限会社アジト

〒108-0074 東京都港区高輪2-16-36 高輪チトセハイツ703号室 TEL 03-6277-2091 / FAX 03-6277-2092
取引銀行： みずほ銀行渋谷中央支店 / みずほ銀行蒲田支店 / さわやか信用金庫恵比寿駅前支店

業務内容： ・書籍/雑誌/ムック/WEBの企画編集制作
・広告、タイアップ広告の企画編集制作
・カタログ、各種販売ツールなどの企画編集制作
・社内報、PR誌などの企画、編集、制作
・イベント、展覧会などの企画
・上記内容に伴うプレゼンテーション、新規企画提案 など

取引先： ＜出版社＞ 株式会社技術評論社 / 株式会社マイナビ出版 / 株式会社池田書店 / 株式会社世界文化社 / 
日本文教出版株式会社 / 株式会社玄光社 / 株式会社KADOKAWA / 株式会社講談社 / 株式会社マガジンハウス /
成美堂出版株式会社 / 株式会社河出書房新社 / 株式会社扶桑社 / 株式会社 JTBパブリッシング /
株式会社学研プラス / 株式会社 ビー・エヌ・エヌ新社 / 株式会社PHP研究所 / 株式会社徳間書店 /
株式会社NHK出版 / 株式会社三栄書房 / 株式会社双葉社 / 株式会社祥伝社 / 株式会社幻冬舎など（順不同、敬称略）

＜広告代理店＞ 株式会社 電通 / 株式会社 電通テック / 株式会社 電通クリエーティブＸ（クロス）

＜印刷所＞ 大日本印刷 株式会社 / 図書印刷 株式会社

会 社 概 要
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INFORMATION
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