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テレビ東京「たけしのニッポンのミカタ!」

関西テレビ放送「土曜はナニする!?」

テレビ朝日「家事ヤロウ!!!」

TBSテレビ「ジョブチューン～アノ職業の
　　　    ヒミツぶっちゃけます!」

　

TBSラジオ「ジェーン・スー  生活は踊る」

TOKYO FM「NISSAN あ、安部礼司
　　　　  ～BEYOND THE AVERAGE～」

　

日本経済新聞社「日経産業新聞」

日本経済新聞社「日経ヴェリタス」

　

ダイヤモンド社「週刊ダイヤモンド」

世界文化社「LaLa Begin」

小学館「美的」

ダイヤモンド社「ダイヤモンドZAi」

宝島社「素敵なあの人」

ハースト婦人画報社「婦人画報」

人気メディアの現場から

人気メディアの現場から

14回分（2019年11月号～）
a P.3

Part1

Part1

専門メディアの現場から
16回分（2019年11月号～）
a P.32

Part2

地域メディアの現場から
14回分（2019年11月号～）
a P.66

Part3

ローカルで人気のテレビ番組、地元情報をきめ細かく伝える新聞・
雑誌の編集方針や人気の秘密、つくり手の考え方を紹介します。

業界・ジャンルごとに存在する数多くの専門メディアは、
報道対応の登龍門でもあります。
その編集方針やヒット企画、注力テーマを探ります。

報道対応を担当するPRパーソンにとって、気になるのがメディアの裏側。
企業取材のスタンスや、プロデューサーや編集長の考えに迫ります。

総合メディア編

総合メディア編

専門メディア編

ローカルメディア編
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ハースト婦人画報社「モダンリビング」

日本監査役協会「月刊監査役」

ベネッセコーポレーション「ひよこクラブ」

「ワイン王国」

文藝春秋「Sports Graphic Number」

メディアジーン「Business Insider Japan」

「弁護士ドットコムニュース」

ABEMA「ABEMA Prime」

「J-WAVE TOKYO MORNING RADIO」

文化放送「村上信五くんと経済クン」

「日刊工業新聞」

「化学工業日報」

「物流ニッポン」

「繊研新聞」

「日刊自動車新聞」

「日刊水産経済新聞」

専門メディアの現場からPart2
専門メディア編
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関西テレビ放送「7RULES」

京阪神エルマガジン社「Meets Regional」

神戸新聞社「まいどなニュース」

　

山陽新聞社「山陽新聞」

広島テレビ放送「Dearボス トップの
　　　　　   秘密のぞき見バラエティ」

　

高知新聞社「高知新聞」

　

西日本新聞社「ファンファン福岡」

北海道文化放送（UHB）「みんテレ」

　

IBC岩手放送「わが町バンザイ」

さくらんぼテレビジョン「昼ドキ！
　　　　　　　　  TVやまがたチョイす」

　

神奈川新聞社「神奈川新聞」

　

静岡朝日テレビ「冒険発掘バラエティ
　　　　　　霜降り明星のあてみなげ」

テレビ愛知「工場へ行こう PARTⅡ
　　　　 AMAZING FACTORY」

流行発信月刊「Cheek」

地域メディアの現場からPart3
ローカルメディア編

北海道

東北

関東

中部

関西

中国

九州

地域メディアの現場からPart3
ローカルメディア編

北海道

中国

四国

※内容は、いずれも取材当時のもの。掲載している『工場へ行こうPARTⅡ』は『工場へ行こうⅢ』に変わっています。
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ときまつ・たかよし　2002年入社。営業局、制作
局、編成局を経て、2015年から制作局に復帰。現
在の担当番組は『ジョブチューン』ほか『櫻井・
有吉THE夜会』『オールスター感謝祭』『音楽の
日』『輝く! 日本レコード大賞』など。2017年から
現職。座右の銘は「やらずして後悔するくらいな
ら、やって後悔しろ!」

努力がうかがえる商品であること、な
どが挙げられる。
　企画が浸透してきた近年は、企業か
らの逆オファーやリベンジを望む声も
あるという。一方で、不合格のジャッ
ジが下されるリスクから、何度オファ
ーしても出演不可の企業もある。
「しかし、『出るのが怖い』と言ってい
た企業の方でも、実際に出てみると、
落胆も嬉しさも両方ありつつ、最終的
には『プロの料理人に助言をもらえる
良い機会だった』『リニューアルに活
かしたい』と言ってくれることが多い
です。放送日にはTwitter上で、商品の
ファンからのリアルな反響が聞けるの
も、担当者の方にとっては貴重なこと
ではないでしょうか」と時松氏。
　番組を支える看板コーナーに成長し
た「ジャッジ企画」だが、現状に満足
はしていない。「今、楽しんでいただ
いている視聴者の心を離すことなく、
引き続き『面白い』と思ってもらえる
番組にしていきたです」と語った。

して、番組プロデューサーの時松隆吉
氏は「つくり手（プロ）の仕事へのこ
だわりや熱い思いを、エンタテインメ
ントとしてお茶の間に届けたいと思っ
ています」と語る。

　放送時間が土曜日のゴールデンタイ
ムということで、コアターゲットはフ
ァミリー層だ。祖父母、両親、子の三
世代を幅広く惹きつけるためのポイン
トは「身近感」だと語る。例えば、「ジ
ャッジ企画」や「国民的大ヒット食品
のヒミツ」コーナーで取り上げる商品
は、“明日コンビニやスーパー、飲食

チェーンに足を運んで実際に食べられ
る”、もしくは “すでに食べたことがあ
る” ものばかり。取り扱うテーマ選び
として番組が大切にしていることは、
「家族で番組を見ているときに、みん
なで共有できて、“ああでもない” “こ
うでもない” と話し合える内容である
ことです」（時松氏）。
　視聴者には和気あいあいとした雰囲
気で見てもらいたい一方、撮影現場は
非常にシビア。その例が、「ジャッジ
企画」で企業の商品開発担当者らが見
せる一喜一憂の表情だ。時松氏は「担
当者の方たちにとっては、携わった商
品は我が子も同然。判定結果を待つ間、
震えが止まらない人もいます」と話す。
　開発者の商品への想いと、一流料理
人のガチンコジャッジこそが現場に緊
張感を漂わせ、感動を生む本企画の肝
になっている。そのために番組スタッ
フも汗をかく。出演が決まった企業の
開発担当者には徹底的に商品のこだわ
りを取材し、開発過程での苦悩を一品
一品あらかじめ聞いておく。そうする
ことで、合格時の担当者の歓喜の涙や
不合格時の悔しがる顔など、商品愛に
満ちたガチな感情を引き出せるのだ。

　2019年ごろ、新たな番組の顔とな
るコーナーを認知してもらうため、
「ジャッジ企画」を番組冒頭で放送する
ことにした。
　世帯視聴率ではなく、13歳～59歳
の視聴者層を対象にしたファミリーコ
ア（TBSテレビ独自の指標）をターゲ
ットに番組づくりを始めた2019年、
新たな企画を思案していた時松氏は、
過去の放送回のファミリーコアのラン
キングを調べた。すると、飲食店や食
べ物に関するネタが明らかに上位に挙
がっていた。これをヒントに、過去に

数回放送していた「ジャッジ企画」を
メインとする新たな番組構成に練り直
した。その結果、狙い通り2019年4月
ごろから視聴率は上がり始めたという。
　また、2019年8月から始めたデータ
放送クイズも、視聴習慣の定着につな
がっている。番組放送中、「ジャッジ
企画」の商品が合格か不合格かを選ぶ
クイズに参加して応募条件を満たすと、
プレゼントなどが当たる仕掛けだ。コ
ロナ禍による外出自粛期間中だった
2020年4、5月は、クイズ参加者が大
幅に増えたという。
「これまで、『ジョブチューン』＝「ぶ
っちゃけ」というイメージで視聴者に
認識されていた番組が、最近になって
ようやく、『あのジャッジしている番
組だよね』『コンビニスイーツを合格
・不合格判定しているよね』との声を
聞くようになり、ジャッジ企画の浸透
を実感。本当に嬉しかったのを覚えて
います」（時松氏）。

　制作サイドはどのような基準で出演
する企業を選んでいるのだろうか。時
松氏によると、1全国規模で店舗展開
していて認知度が高い企業であること 
2メニューのレパートリーが多く、フ
ァミリー層向けの手ごろな価格帯であ
ること 3研究や改良を重ね担当者の

放送時間：土曜　20時～21時（2時間SP
放送時：19時～21時）
放送開始：2013年2月
放送エリア：全国
出演者：ネプチューン（名倉潤・原田泰造
・堀内健）、バナナマン（設楽統・日村勇
紀）、土田晃之、田中みな実

TBSテレビ
『ジョブチューン
～アノ職業のヒミツぶっちゃけます!』DATA

情報受付窓口：
〒107-8006
東京都港区赤坂5-3-6
TBSテレビ　『ジョブチューン』

1 ジャッジ企画
コンビニスイーツや飲食チェーン店の人気
メニューを、一流料理人たちが本気でジャ
ッジする看板企画。大手コンビニ、回転寿
司やファミレス、宅配ピザなど、生活に密
着したなじみの企業が登場した。

2 「国民的大ヒット食品のヒミツ」
お菓子や冷凍食品など、慣れ親しんだ食品
の誕生の秘密やヒットの要因などを深掘り
する。普段、聞けないことを担当者にズバ
っと尋ねる「キニシスギくん」というキャ
ラクターが登場する。

3 「超簡単！ アレンジ料理バトル」
2020年5月からスタートした新コーナー。
「ジャッジ企画」に出演中のプロの料理人が、
身近で手に入る食材でアレンジレシピを考
案する。

PROFILE

TBSテレビ
『ジョブチューン』
プロデューサー
時松隆吉氏

ジャッジ企画で合格判定が出たコンビニスイーツ
は、翌日店頭で売り切れることも。

1年前の雪辱を果たすべく、リベンジ商品を引っさげてセブン
-イレブンが登場。判定結果に涙がこぼれる商品開発担当者も
（2020年10月10日放送）。

レビ）は、土曜日の20時（2時間SPは
19時）から放送中の仕事や職業をテー
マにしたバラエティ番組だ。最近はコ
ンビニスイーツや飲食チェーン店の人
気メニューを、値段に見合った本当に
おいしい商品か一流料理人が合否判定
する「ジャッジ企画」が有名だが、20 
13年の放送開始から数年間は、警察官
や医者、スポーツ選手などその道のプ
ロフェッショナルをスタジオに招き仕
事の裏側に迫る「ぶっちゃけ企画」が
メインだった。
　番組制作の上で意識していることと

ョブチューン ～アノ職業のヒ
ミツぶっちゃけます!』（TBSテ

『ジ

TBSテレビ
『ジョブチューン～アノ職業のヒミツぶっちゃけます!』

笑顔あり涙ありのリアルな
ジャッジ企画が新たな顔に

＊2021年1月号『広報会議』掲載（情報は取材当時のもの）

人気メディアの現場から 4

緊張感漂うジャッジ現場

データ放送で視聴習慣を定着

商品の反響を得る機会にも
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反響の大きかった連載
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やまごし・かつや　1970年福井県生まれ。1993
年日本経済新聞社に入社。記者として自動車、電
機、金融など幅広い業界を取材。日経ヴェリタス
や経済部でデスクを務め、2019年に電子版ビジ
ネス・テクノロジー編集長。2020年4月から現職。

の記者はどのくらい信頼できるのか』
の判断を迫られるのは大変だと思いま
す。ただ、今後このシステムが常態化
すれば、『顔を合わせないと深い話を
聞けない』ということも古い話になる
かもしれません」（山腰氏）。取材や関
係者との関係構築も、新時代に対応し
た進化が迫られているのかもしれない。

　山腰氏が新編集長として就任した時
期は、新型コロナウイルスの感染拡大
の最中だった。2020年4月7日に政府
が緊急事態宣言を発令した翌日付の紙
面では、「新型コロナ禍　挑む新興」と
題した緊急企画を掲載。休校の長期化
や在宅勤務が進む中、スタートアップ
企業が提供しているコロナ対策のサー
ビスについて取り上げた。今読者の関
心が最も高いコロナ問題も、日経産業
新聞らしい切り口で報じた。
　山腰氏はコロナ禍でクローズアップ
されている企業群として、持続可能な
社会を目指すSDGsに取り組む企業を
挙げる。「市場中心主義がどうなって
いくかわからなくなっていく中で求め
られるのは、社会との共存です。時代
に即したサービスや商品を提供してい
るスタートアップや中小企業を、今後
も探していきます」と展望を語った。

の強い企画だ。日経電子版で人気連載
となり、2020年4月には動画配信サー
ビス「Paravi」でドラマ化もされた。

　毎日約300社以上もの企業情報を掲
載するにあたり、記者には企業の広報
担当者との密な関係構築が求められる。
というのも、企業からのリリースを紙
面に反映することも多いからだ。その
経験から語るのは、ただ「新商品を発
売します」というだけの内容では記事
化は難しい、ということだ。「今この
商品を世に問うことは、社会や日本経
済にとってどういう意義があるのか、
という意識がうかがえるリリースは記
事化につながりやすいでしょう」と、
山腰氏は広報担当者に助言を送る。
　例えば、リモートワークアプリのサ
ービス開始に関するリリースであれば、
「新型コロナウイルスによる課題を解
決するような策につながるのか、とい
う視点を盛り込むとニュース性が出ま
すよね」と山腰氏。
「私たちは日々『今何が起きている
か』『これから何が起きるのか』という
ことを軸にニュースを選んでいます。
一見つながりがなくても『このリリー
スには、今の社会情勢の側面からみた
らこういう意味合いがあります』と、
プラスαの説明をしてくれる広報の方
の話は興味を引きます」と語る。
　新型コロナウイルスの感染拡大の影
響は、取材方法にも影響を及ぼしてい
る。直接担当者に会えず、主に電話や
ビデオ通話サービスを活用した取材へ
と変わった。4月は人事異動の時期で
担当が変わり、初対面のまま取材を進
めなければならないケースもあるとい
う。膝詰めで話を聞く中で本音を引き
出す、という取材が困難な状況だ。
「広報の方も、顔が見えないまま『こ

発行部数：非公開
創刊：1973年
発行日：月曜～金曜
編集体制：編集長、副編集長、デスク12人。
日本経済新聞の企業報道部、科学技術部、
商品部に所属する記者で取材にあたる。国
内外の支局・支社の原稿を掲載することも
ある。

日本経済新聞社
『日経産業新聞』編集部DATA

情報受付窓口：
〒100-8066
東京都千代田区大手町1-3-7
日本経済新聞社　日経産業新聞編集部
TEL：03-3270-0251

1 沸騰5G
    （2019年3月30日～2020年3月31日）

2 XaaSの衝撃
    （2019年4月1日～2020年3月27日）

3 就活探偵団
　 （2017年1月～）

2019年に世界各国で商用化が始まった次
世代通信規格「5G」についての長期連載。
5Gがもたらす国内産業への革新や導入後
の課題など、米国や韓国の事例を紹介しな
がら詳報した。

移動手段のサービス化＝「MaaS（マース）」
に代表される、あらゆるもの（X）がサー
ビスとしてネット経由で提供される「XaaS
（ザース）」の最前線の動きに迫った年間連
載。日経電子版にも転載され、大きな反響
を得た。

就活中の学生から高い支持を集めている人
気連載。逆求人サイトの使い方やコロナ禍
でのアピール戦略など、情勢に即した就活
情報を紹介している。取材や編集は若手記
者が担当し大学生の目線とより近い紙面構
成となっている。

PROFILE

日本経済新聞社
『日経産業新聞』編集長
山腰克也氏

　同紙は1973年の創刊以降、主に自
動車、電気、素材といった重工業のも
のづくり産業について重点的に報じて
きた。一方、近年力を入れている報道
は、新市場でイノベーションを起こし
ているスタートアップ企業や、最先端
テクノロジーに関する特集だという。
こう語るのは、2020年4月から編集長
に就任した山腰克也氏だ。
　山腰氏は「21世紀以降、ITバブルな
どを経て日本の産業構造が大きく変化
し、イノベーションの主役がスタート
アップ企業へと移ってきました。その
潮流を捉えて取材し記事化していくこ
とによって、新しい読者の獲得にもつ
なげたいと思っています」と話す。
　2019年春から約1年にわたって連
載した「沸騰5G」では次世代通信規格
の5Gを、「X

ザース
aaSの衝撃」ではあらゆる

モノをサービスとして提供するXaaS
について詳報。日経電子版にも配信さ
れ、若い世代を含め幅広い読者から高
い反響を得た。
　日本経済新聞にはないミクロな情報
を報じるのも日経産業新聞の強みだ。
取材対象はスタートアップや中小企業
など「『日経で取り上げるにはまだ早い
かな、さほど有名ではないかな』とい
うような企業を積極的に取り上げるよ
うにしています」と山腰氏。そのよう
な企業の事例から、イノベーションや
経営戦略の最先端が見えてくるという。
　日経産業新聞の看板企画のひとつが、
日本のIT起業家たちの実像を追った連
載「ネット興亡記」（2018年6月25日
～2019年12月17日）だ。2000年代の
ITバブルの崩壊やライブドア事件、
2010年代に誕生したLINEやメルカリ
の爆発的流行など、それぞれの経営者
の視点から描いたドキュメンタリー色

５GやXaaSに関する長期連載
を行うなど、先端テクノロジー
の報道に力を入れる。

新型コロナウイルスに関する特集では、
スタートアップ企業の取り組みに着目し
た（2020年4月8日掲載）。

刊。毎日約300～400社の企業情報を
掲載し、最先端技術の開発や新製品・
サービスなどを伝えている。
　紙での発行に加え、一部記事は有料
会員数約70万人を誇る『日本経済新聞 
電子版』にも転載。2018年12月には
紙面ビューアーアプリのサービスもス
タートし、登録者数を増やしている。
　ターゲットは、就活生からシニアま
で幅広い年齢層のビジネスパーソンだ。
企業動向を詳しく知りたい証券アナリ
ストや個人投資家、先端企業に関心の
ある研究者らからの信頼も厚い。

経産業新聞』は日本経済新聞社
の専門紙として、1973年に創

『日

日本経済新聞社『日経産業新聞』

300社以上の企業情報掲載
イノベーションの潮流を捉える

＊2020年8月号『広報会議』掲載（情報は取材当時のもの）

人気メディアの現場から 7

広報担当との関係づくり

コロナ報道も独自の視点で

スタートアップ企業に着目
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反響の大きかった特集
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て若者を中心に人気のある場所。しか
し、当時はまだそれほど知られたエリ
アではなく、「天満」だけで巻頭特集を
組んだ雑誌もなかった。
　松尾氏はそんな天満を開拓し、老舗
から隠れた名店までを網羅する特集に
まとめ上げた。結果、この号は大ヒッ
ト。JR天満駅近くのコンビニエンス 
ストアでの売上が好調だったほか、同
じく駅近くにある天神橋筋商店街の書
店では、過去最高売上を記録した。そ
れ以来、「天満」は数年に一度の定番企
画に。2019年8月号では、3年ぶり4
度目となる天満特集「祭だ!  天満だ!」
を組んだ。
「当時は天満の街のにぎわいがここま
で続くとは思わなかったです。街に人
が集まるきっかけを少しでも生み出せ
たのならうれしいです」と松尾氏。
　2020年2月号からは、過去にあった
第2特集を復活させる予定。食文化以
外の街の動きにも注目し、その第1弾
として、スナックの遊び方を特集する。
新しく若者がオープンしたスナックな
どに取材し、今どきのスナックの楽し
み方などを提案している。「今後は銭
湯やサウナ、音楽なども取り上げてい
きたい」といい、関西の文化や街を盛
り上げる企画を進めている。

氏。販売部数も好調だ。定番特集だか
らこそ、足を使って毎年情報をアップ
デートして、“街の動き”を伝えられる
ように意識している。
　神戸や京都も定番で、切り口の工夫
で鮮度を保っている。2019年6月号で
は「そうだ昼から、飲もう!  京都。」
と題して「昼飲み」を取り上げた。こ
れは編集者のリアルな声を反映した企
画だ。「大阪在住の人が京都へ遊びに
行く場合は、日帰り旅行のような気分
で丸一日遊びに行くことも多い。だか
らこそ、『昼間から飲めるお店の情報
があったらいいよね』という意見があ
りました」。

　さらに、同誌には読者の心をつかむ
強みがある。それは、取材先となる飲
食店などの店主との距離の近さ。店主
を「落として、上げる」ような、誌面
上での “ツッコミ” が魅力のひとつで
もあるのだ。
　例えば、「強面店主のため、怖くて
注文しづらい。けれど、それでも頼み
たくなる焼きそば」。店主との距離が
近く、信頼関係があるからこそ許され
る表現だ。「お笑いが浸透していてツ
ッコミ文化のある関西という地域性も
あるかもしれません」と松尾氏。距離
感の近さを感じられる描写を入れるこ
とで、読者は “その店にいるような感
覚” を味わえ、記事の内容を理解しや
すくなるのだ。
　特集で取り上げたことで、街に新た
なムーブメントが生まれることもある。
松尾氏が班長として担当した2011年3
月号の「天満」特集がその好例だ。天
満駅は、梅田駅から一駅とアクセスが
良く、現在は大阪屈指の飲み屋街とし

「街」のグルメを紹介する特集も人気がある。特に、谷
町四丁目を中心とした周辺地域を取り上げた「谷町
469」（2017年9月号）や、2019年8月号で4度目の
特集となった「祭だ! 天満だ!」などは反響があった。

■休日の過ごし方は?
以前に取材したお店や取材してみたい
お店に足を運んでいます。お店の周年
イベントに参加することも多いですね。
一軒で終わることはなくて、ごはんを
食べてからバーに行くなど、数軒巡り
ます。友人のように仲の良い店主もい
て、お店を閉めた後に一緒に飲みに行
くことも多いんです。

■印象に残っている仕事は
初めて班長の立場で企画した2011年
3月号の天満特集。職人気質の店主が
営んでいるお店が多く、取材を断られ
てしまうことも多々ありました。それ
でもお店に足繁く通うなどして、取材
許可を得て、誌面化することができま
した。苦労はしましたが、天満エリア
の盛り上がりに少しでも寄与できて良
かったです。

まつお・しゅうへい　1978年兵庫県生まれ。
2002年京阪神エルマガジン社入社。月刊誌『エ
ルマガジン』（2008年休刊）の編集を経て、同
年12月よりミーツリージョナル編集室へ。2015
年12月から同誌副編集長、2019年8月から現
職。ゴキゲンな人と酒場が集まる街が大好物。

PROFILE

京阪神エルマガジン社
ミーツリージョナル編集室
編集長
松尾修平氏

『Meets Regional』では、調べた
らすぐに分かるような情報は必要
としていません。それよりも「こ
こが面白い!」などといった広報担
当者の個人的な感想や意見をいた
だけたら嬉しいです。担当者に直
接お会いしてお話を聞いたほうが、
熱意が伝わってくるので誌面企画
につながりやすいですね。

個人の感想や思いを教えて

Q&A

広報担当者へメッセージ

2018年から2年連続の「大阪スパイスカレー」特
集。全国的にスパイスカレーブームが起こる中、
大阪で独自に進化を遂げたカレーを取材した。

編集部員が足でつかむ
早くてディープな関西の情報

面に反映させることができるからだ。
ただ、そうするとどうしても編集部員
の生活圏の情報が多めになってしまう。
だが、松尾氏は「雑誌のフォーマット
に縛られすぎないことも大事」と、エ
リアのバランスを取るために無理に情
報を集めることはしていない。読者が
共感できる誌面を理想としており、デ
ータの羅列のような誌面になることを
避けているからだ。
「目指しているのは、居酒屋で隣に座
ったお客さんが情報を勧めてくれるよ
うな存在」と松尾氏。情報収集の際は、
キーパーソンを見つけディープな情報
を載せることも重視している。例えば
「大阪スパイスカレー!!」特集（2018年
9月号）では、まずその分野に詳しい
人に会い、取材先となりそうなお店を
紹介してもらった。
　定番化している特集もある。例えば
4月号では毎年、大阪北エリアの中心
地・梅田を取り上げている。「新年度
には就職や入学で梅田に出てくる方が
多いので、ニーズがあります」と松尾

す雑誌『M
ミーツ

eets R
リージョナル

egional』（京阪神エル
マガジン社）。1989年12月の創刊以来、
「関西の街で遊び、街で暮らす人のた
めの、大人の雑誌」をコンセプトに、カ
ルチャーやライフスタイルを提案して
きた。都心部でアクティブに遊ぶ20代
から40代の読者を中心に支持を集め
ている。

　編集長の松尾修平氏によると、巻頭
特集は、「京都」「神戸」のように街を
テーマにする場合と、「焼餃子」「大阪
スパイスカレー」「夏の焼酎」など特定
の飲食ジャンルをテーマにする場合が
ある。それに加え、お得なきっぷを使
って遠出を提案する「飲み鉄・食べ鉄」
などの変わり種特集も組んでいる。
　企画は半年に一度、8人の編集部員
全員（2019年11月現在）で考える。特
集ごとに班長を立てて、発売3カ月前
には特集の骨子を発表。各部員からの
フィードバックを受けてブラッシュア
ップしていく。骨子が決まれば班長が
自らロケハンにいき、取材先を決めて
編集部員全員に振り分けていく流れだ。
取材から編集までは全員で行っている。

　今はSNSでどんな情報でも手に入
る。だからこそ、松尾氏はロケハンを
重視しているという。取材前に一度訪
れることで、編集者のリアルな声を誌

西のディープな情報を知りた
い」という読者のニーズを満た

「関

愛される秘密に迫る!

地域メディアの現場から 9

情報受付窓口：
〒550-8575　大阪市西区江戸堀1-10-8
ミーツリージョナル編集室
TEL：06-6446-7714
FAX：06-6446-2229

京阪神エルマガジン社
『Meets Regional』

創刊：1989年12月
発行：毎月1日
発売エリア：近畿2府4県を中心に、首都圏や全国
主要都市でも販売
発行部数：15万部

「焼餃子な気分。」（2019年11月号）
ここ2～3年で、餃子専門店が増えているため特
集を企画。餃子特集は他誌でも組まれているた
め、思い切ってテーマを「焼餃子」に絞ったとこ
ろ、予想以上の反響があった。

「大阪スパイスカレー!!」（2018年9月号）
2018年9月に企画したところ反響があり、翌年も同
月に「大阪スパイスカレーⅡ」を発刊。新店情報だ
けでなく閉店・移転情報も盛り込んだ。Amazonで
の販売数が歴代最高となるなど、地元だけでなく全
国的に好評だ。

「谷町469」（2017年9月号）
新店のオープンが相次いだ谷町界隈（谷町4丁目
・6丁目・9丁目）を特集。心斎橋や難波と隣り合
っていながら、いわゆる “大阪ミナミ” とは異なるカ
ラーがあり、そこにいち早く着目したことで反響も大き
くなった。

OSAKA

＊2020年3月号『広報会議』掲載（情報は取材当時のもの）

特集がきっかけで人気エリアに特集テーマは街や飲食ジャンル

編集部員のリアルな声を反映
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