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Company Profile

モットーは﹁不易流行﹂です︒

松尾芭蕉の俳諧の理念でもある言葉﹁不易流行﹂︒

時代の流れの中でフレックスに対応していく要素と︑

守り続けるべき活字文化を伝えていこうという考えから︑

当社のモットーとしました︒

編集プロダクションとして20年以上の実績をベースに、
スポーツ作家として多くの書籍を世に出してきた
代表者手束仁の実績を有機的に結びつけ
Web 時代に対応すべく新たな業務拡大を目指そうと
設立した会社です。

主な事業内容
◉ 電子書籍版元としての作品提供
◉ Ｗeb マガジン・情報公開、広告等の制作・運営
◉ スポーツ現場取材・執筆
◉ スポーツジャーナリスト、アスリートのマネジメント
◉ 上記関連商品（出版企画・講演・イベント等）の開発
◉ 編集プロダクションとしての書籍等の企画・編集・制作
◉ その他、関連業務

代表者紹介

手 束

仁

（てづか

じん）

愛知県出身、半田高→國學院大1981年卒。大映映像事業部な
どで、映画・ビデオなどの販売促進、営業等を経て、編集プ
ロダクションに 10 年勤務。実用書の企画・編集がメインとし
て行う一方、圧倒的なスポーツ観戦の量と質を生かし、スポ
ーツ関連の企画も多数手がけた。99年にムックとして『熱中！
甲子園』（双葉社）を仕掛け刊行。さらに 99 年 12 月に、『アン
チ巨人！快楽読本』（双葉社）を企画編集・執筆。
著書としては、『都立城東高校甲子園出場物語〜夢の実現』（三修社）、『甲子園への助走
〜少年野球の世界は、今』（オーシャンライフ社）、『高校野球 47 の楽しみ方〜野球地図と
県民性』（三修社）、話題作となった『甲子園出場を目指すならコノ高校』、『三度のメシよ
り高校野球』
（以上駿台曜曜社）、
『スポーツライターを目指す人たちへ〜江夏の21球の盲点』
（メディア・ポート）、『高校野球に学ぶ「流れ力」』（サンマーク出版）、『流れの正体〜も
っと野球が好きになる』（日刊スポーツ出版社）、『甲子園に出る

高校ガイド』（廣済堂

出版）に祥伝社新書で『野球県民性』、
『プロ野球における正義とは何か』
（イースト・プレス）
などがある。
スポーツをフィルターとして、指導者の思いや学校のあり方など奥底にあるものを追求
するという姿勢を原点としている。そんな思いに基づいて、「高校生スポーツ新聞」特派
記者としても契約。講演なども國學院大學で「現代スポーツ論」、立正大学で「スポーツ法」
などの特別講師。モノカキとしてのスポーツ論などを展開。
その他、社会現象にも敏感に、
『人生の達人になる！徒然草』（メディア・ポート）、
『かつて、
日本に旧制高等学校があった』（蜜書房）なども刊行。文学と社会風俗、学校と教育現場
などへの問題提起や、時代と文化現象などを独自の視点で見つめていく。
そうした中で、電子メディア展開も含めた、株式会社ジャスト・プランニングを設立し
てメディアコンテンツを生み出していくものとして新たな境地を目指している。

手束仁が語る！ブログ
ほぼ「週刊テヅカジン」

主な原稿執筆作品・編集制作作品

スポーツ
sports

医学・健康
medical &
health

メンタル・
自己啓発

mental &
self education

実績
学校・教育・資格
school &
education &
qualification

『名門陸上部の駅伝トレーニング』（宝島社）
『名門高校野球部のトレーニング』シリーズ（宝島社）
『名門高校バレー部のトレーニング』（宝島社）
『斎藤佑樹・100 の証言』（宝島社）
『金田喜稔のサッカーテクニック』（新星出版社）
『アマチュア野球』季刊（日刊スポーツ出版社）
『スノーボードテクニック』（新星出版社）
『しなやかな天才たち〜イチロー・武豊・羽生善治』（三修社）
『報知高校野球』季刊（報知新聞社）で「高校野球一期一会」連載
『Sports Kids α』隔月（ベースボールマガジン社）取材・連載
『高校生スポーツ』月刊 （高校生新聞社）取材
『野球スコアのつけ方と分析』（西東社）
あなたの医学書シリーズ『肺がん』『脳の病気』など全 21点（誠文堂新光社）
知ってなおすシリーズ『世界で一番やさしい心筋梗塞』など全９点（エクスナレッジ）
『いちばんわかりやすい難病の本 よくわかる多発性硬化症の基本としくみ』（エクスナレッジ）
『ホントによく効く リンパとツボの本』（日本文芸社）
『ホントにやせる！ リンパストレッチ・ダイエット』（日本文芸社）
『ぐんぐん元気になる！病気知らずの気功術』（コスミック出版）
『経皮毒』
（日東書院）
『見てわかる！図解 経皮毒』（日東書院）
『スポーツ別・メンタルトレーニング』（ナツメ社）
『タイガーウッズのキャディが明かす ゾーン』（日本文芸社）
『臨床脳外科医が語る 人生に勝つ脳』（技術評論社）
『Ｊ・アレン 幸せの宇宙の法則ノート』（イースト・プレス）
『超高速右脳読書法』（イースト・プレス）
『マーフィー 最高の人生ノート』（イースト･プレス）
『マーフィーの法則〜成功の法則ノート」（イースト・プレス）
『マーフィー〜奇跡の成功のノート＜お金と仕事＞編」（イースト・プレス）
『心を強くするメンタルトレーニング』（ＰＨＰ研究所）
『和田秀樹式 子どもが正しく育つ親の教科書』（技術評論社）
『かつて、日本に旧制高等学校があった』（蜜書房）
『保護者対応マニュアル』（大修館書店）
『夢・挑戦〜クラーク国際高校の 17 人』（廣済堂出版）
『土地家屋調査士試験直前対策 試験に出るキーワード・通達 105』（エクスナレッジ）
『医学生・レジデントのための医学書ガイド』（エクスナレッジ）
『はじめての海外留学 完全ハンドブック』（新聞ダイジェスト社）

主要取引先（順不同）

サンマーク出版社株式会社

ゴマブックス株式会社

株式会社日刊スポーツ出版社

株式会社 WoodStock

株式会社日本文芸社

株式会社吉川弘文館

株式会社日刊現代

株式会社誠文堂新光社

株式会社大修館書店

株式会社三笠書房

株式会社廣済堂出版

第一法規株式会社

株式会社宝島社

辰巳出版株式会社

株式会社イースト・プレス

株式会社日東書院（辰巳出版グループ）

株式会社エクスナレッジ

成美堂出版株式会社

株式会社ＤＮＰクリエイト

ナツメ出版企画株式会社

株式会社光文社

など

電子書籍
Webマガジン
digital book&
web magazine

芸能・娯楽・文化

entertainment &
amusement &
culture

日本語・雑学
Japanese &
knowledge

生活実用・
その他

life & practical
etc

会社概要

電子書籍『成功をもたらす、マーフィーの 51の言葉』
『上手に生きるための 人生 ウラ技処世術』
『デキる人の上手な話』
Webサイト『高校野球情報 .com』（ウッド・ストック）コラム・観戦レポート配信
Webマガジン『Letʼ s Go 部活』（2012 年配信）
『寅さん その世界』
（廣済堂出版）
『寅さんのおばちゃんの知恵袋・柴又からの贈り物』（三修社）
『フーテンの寅さん・25年の足跡』（廣済堂出版）
『釣りバカＤＥＲＵＸ』
（松竹）
『神輿大全』
（誠文堂新光社）
『砥石と包丁の技法』
（誠文堂新光社）
『ＪＲのこわい話』
（ワニマガジン社）
『鉄道の怖い話』
（廣済堂文庫）
『実録 乗り物恐怖体験集』
（廣済堂文庫）
三越劇場特撰「文珍亭」パンフレット（吉本興業）
『日本語に強くなる本』
（省光社）
『仕事活用本・漢字の意味と使い分け』（明治書院）
『間違いやすい漢字』
（明治書院）
『漢字』
（省光社）
『即読み！ 日本の文学』①・②（キャンドゥ文庫）
『人生の達人になる！ 徒然草』（メディア・ポート）
『いい人間関係を作る話し方』（イースト・プレス）
『愛犬の矯正・プロの裏ワザ』（駿台曜曜社）
『金持ち人間養成講座テキスト』（日本能力科学アカデミー）
『ＮＯといわせない企画書の書き方作り方』（日本実業出版）
『朝10 分の気功法』
（三笠書房）
『庭仕事のロープテクニック』（誠文堂新光社）
『よくわかる 花の寄せ植え』（日東書院）
『女性カウンセラーが教える 50代からの how to SEX』（光文社）
『漢方療法事典』
（駿台曜曜社）
『ど忘れ・冠婚葬祭事典』
（全教図）
『暮らしの情報源』
（省光社）
『近所づきあいの上手なコツ』（リヨン社）
『ナゼ？ どうして？ に答える本』（省光社）
『知ってトクする お婆ちゃんの知恵袋』（イースト・プレス）
『会計・監査ジャーナル』校正（第一法規）
『こごまと作る お父さんのおつまみ』DTP デザイン（日本文芸社）

社名

株式会社 ジャスト・プランニング

設立

2012 年 4 月

資本金

1,000,000 円

代表取締役

手束 仁

STAFF

10 名

所在地

〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町 16-8 共同ビル 4F
電話 03-5614-0508（代表） FAX 03-5614-0502
E-mail info@just-pl.com
URL http://just-pl.com/

取引銀行

朝日信用金庫豊島町支店
三菱東京ＵＦＪ銀行大伝馬町支店

総武線

共同ビル４F

総武線

小伝馬町
郵便局

馬喰横山駅
Ａ２出口

日比谷線

小伝馬町駅
２番出口
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