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はじめに 

「ライター」や「編集者」はこれまで長い間、出版やメディアなど、限られた世界

の中で成立してきた職業でした。

しかし自主的な発信が誰でも簡単にできるようになり、企業にとっても「自ら語

ること」の重要性が高まった今、「書く」「編集する」ための知見やノウハウを求

める人たちが増えています。

しかしそうした人たちを専門的に育成する機関や企業はほとんどなく、スキル

を高めたり、交流したりするための場もまだまだ少ないのが現状です。

そこで、PR／広報領域で「書く」「編集する」仕事に携わる人たちが出会い、つ

ながりあうことで、お互いに知見やノウハウ、悩みや困りごとなどをシェアでき

る場をつくることにしました。

このコミュニティは有志メンバーによるチームが2018年に立ち上げてプロジェ

クト化し、2020年7月より月 額 制のオンラインコミュニティとして運 営していま

す。 

みなさんの仕事やキャリアに役立つよう、ひとつの「場」としてどんどん活用し

ていただけたらうれしいです。  

 

「トナリノ広報部」運営責任者  

大島　悠 



何のためのコミュニティ？ 

「トナリノ広報部」は、PR／広報領域に特化したライター・編集者のためのコ

ミュニティです。  

同業者同士のつながりをつくって困ったことを相談しあったり、仕事に役立つ

情報をお互いに交換したりすることができます。  

 

 

 

トナリノ広報部が目指していること

フリーランスやひとり広報担当者が、

学びを深める機会をつくる

ライター・編集者が、

企業に貢献できる道をつくる

若手ライター・編集者志望者の

受け皿をつくる

https://tonarino.work/about/

https://tonarino.work/about/


月額メンバーシップA：通常版 

プランA：通常版メンバーシップ

月額：2,500円（税込）

・2-3年以上の実務経験がある方（ライター／編集者／広報関係）

・他のメンバーのみなさんと積極的に交流したい方

・イベントやクローズドの交流会などに定期的に参加したい方

・自分の仕事に対するアドバイスやフィードバックが欲しい方

こんな方におすすめです

　・オンラインチャット（Slack）グループへの参加

　（ライティング／編集／広報に関連する情報の閲覧、相談・交流などができます）

　・コミュニティが主催する定期開催イベント、勉強会、交流会などに

　　すべて無料参加が可能　

　・配信コンテンツの閲覧（公開インタビュー、クローズド勉強会の議事録など）

　・運営メンバーによる文章の添削・アドバイス（月1回まで）

　・運営メンバーから直接仕事のアドバイスを受けられる（月1回／30分）

　

　その他、順次検討して追加します。



月額メンバーシップB：ライト版 

プランB：通常版メンバーシップ

月額：800円（税込）

・ライター／編集者／広報関係の仕事に興味がある方

・「書く仕事」を志望しているものの、実務経験がまだない方

・交流やイベントへの参加などはあまり求めていない方

・好きなときに、テキストコンテンツを閲覧したい方

こんな方におすすめです

　・オンラインチャット（Slack）グループへの参加

　（ライティング／編集／広報に関連する情報の閲覧、相談・交流などができます）

   ・配信コンテンツの閲覧（公開インタビュー、クローズド勉強会の議事録など）

　※「Slack上で情報を取得する」ことに内容を絞ったプランです



  プランA
月額2,500円（税込）

プランB
月額800円（税込）

どんな方に 
使ってほしい？ 

●積極的な交流がしたい
●イベントに参加したい
●仕事の相談がしたい
（※実務経験がある方限定）

●交流は求めていない
●情報だけ追いかけたい
（※実務経験なしでもOK）

勉強会や交流会、イベント 
に無料で参加できる 
（月1-2回定期開催） 

○ -
自分が書いた原稿の 
「辛口添削」を受けられる 
（月1本まで） 

○ -

気軽に仕事の 
アドバイスを受けられる 
（月1回／30分まで） 

○ -

一部イベントの 
アーカイブ視聴ができる 
（※非公開のものもあります） 

○ -

メンバー向け限定の 
コンテンツが閲覧できる 
（レポートやコラムなど） 

○ ○

オンラインコミュニティ 
Slackにて 
情報交換や相談ができる 

○ ○

※今後、プランAに 
　順次プランを追加予定 

○ -

月額メンバーシップ　プラン比較 
 
 

最終更新：2021/8 



課金タイミングとプラン変更／退会方法 

当月分の会費は、当月26日に引き落とし／クレジットカードへの請求がされる仕組みになっ

ています。（締め日は毎月10日まで） 

 

1月 2月

2/15〜3/10まで

3月以降のプラン変更
退会申請ができる期間

2/26

2月分
課金

3/26

3月分
課金

！　ご注意ください　！

退会申請が当月 11日を超えてしまった場合、
当月の費用お支払いを止めることおよび、返金対応はできません。

あらかじめご了承ください。

●課金タイミングについて 

3月

1/26

1月分
課金

1/15〜2/10まで

2月以降のプラン変更
退会申請ができる期間

プランA／Bについては、月単位で変更が可能です。変更を希望される場合は、上記の課金

タイミングを参考に専用フォームよりご連絡ください。クレジットカード情報など、登録情報の

変更についても同様です。  

●プランの変更、登録情報の変更について 

退会を希望される場合は、当月10日までに専用フォームよりご連絡ください。  

●退会申請について 



みなさまからいただく参加費の使いみち 

コミュニティを円滑に運営するために複数のスタッフが関わっており、該当するメンバーへの

報酬に充てています。  

●運営スタッフへの報酬 

「トナリノ広報部」は営利事業ではなく、持続的に活動できるコミュニティを形成することを目

的としています。コミュニティの運営を長く、無理なく続けるために、有料メンバーシップの仕

組みを導入しています。 

みなさまからいただく参加費の主な使いみちは次の通りです。ご理解・ご了承のほど、よろし

くお願いいたします。 

 

 

定期的に開催しているイベントに、ゲストをお招きすることがあり、その謝礼に充てていま

す。 

●イベントのゲストなど、専門家への謝礼 

イベントやテキストコンテンツの企画・制作費用に充てています。  

●コンテンツの開発・制作費 



コミュニティの活用方法 

1）さまざまな業界情報を得る  

2）同業者と気軽に雑談する  

3）仕事に対する具体的なフィードバックを得る  

4）トレーニングやアウトプットする場を得る  

5）誰かに仕事を依頼する  



コミュニティの活用方法 

1）さまざまな業界情報を得る

コミュニティ専用のSlackチャンネルがあり、運営メンバーが業界の最新情報、気になるコ

ンテンツ、おすすめ本などを不定期で投稿しています。コミュニティメンバーは全員自由

に投稿が可能で、みなさんの疑問や相談事項から会話が広がることも。雑談チャンネル

もあります。 

 

 

▲実際のSlack画面

通常版 ライト版

主なチャンネル

#気になる情報：業界情報、お役立ち情報、その他Webコンテンツをシェア

#相談したい：ちょっとした疑問、不安などを同業者に気軽に相談

#迷ったときの雑談チャンネル：誰しもグチをこぼしたいときだってある

#自由研究：業界"外”から広報、編集の仕事に活かせる何かを見つける

#おすすめ本：読んでよかった本を紹介しあう



コミュニティの活用方法 

2）同業者と気軽に雑談する

通常版メンバーシップに参加すると、定期的に開催される交流会、イベントなどにすべて

無料で参加できます。コミュニティメンバーはフリーランスのライター・編集者、事業会社

の広報担当者、制作関係の仕事をしている方などさまざま。運営メンバーと1対1で、ピン

ポイントに雑談することもできます。 

通常版

利用方法

①オンライン交流会、勉強会に参加する

定期的（月1回〜）にオンラインイベントを開催してい

ます。イベントの企画会議を公開したり、テーマを決

めてブレストを行ったりすることもあります。

②1対1の「オンラインお茶会」枠を使う

Slackでは相談しにくいことや、個人的な悩みや課

題について話したいときは、運営メンバーと1対1で

話せる場を利用できます。（月1回／30分まで）



コミュニティの活用方法 

3）仕事に対する具体的なフィードバック得る

フリーランスで活動していたり、ひとりで広報を担当していたりすると、大体の場合、周り

に同じ役割を担う同僚や上司がおらず、自分の仕事に対して具体的なフィードバックを得

る機会がないものです。自分の課題を見つけたり、スキルアップの材料を得る場をつくる

べく、試行錯誤しています。 

通常版

利用方法

①「辛口原稿添削（仮）」に申し込む

＜試験運用中＞　みなさんが書いたテキストを、運

営チーム内の編集者・ライターが拝読し、辛口コメン

トを入れてお戻しします。（月1本まで）　

②1対1の「オンラインお茶会」枠を使う

運営メンバーと1対1で話せる場を利用して、仕事に

対する意見やアドバイスをもらうことができます。（月

1回／30分）



コミュニティの活用方法 

4）トレーニングやアウトプットする場を得る 通常版

準　備　中



コミュニティの活用方法 

5）誰かに仕事を依頼する 通常版

自分で受けきれない仕事があるとき、誰かとチームを組みたいとき、ライターや編集者を

探しているときなど、コミュニティメンバーのつながりを活かして仕事の相談や依頼をして

いただくことができます。 

利用方法

「#お仕事の相談」チャンネルに参加

Slack内に「 #お仕事の相談」というクローズドチャン

ネルがあります。このチャンネルを利用し、コミュニ

ティメンバーに仕事の依頼や相談ができます。

！ご注意いただきたいこと！

トナリノ広報部は、投稿される案件に対して責任を負うことができ

ません。あくまでもつながる場を提供するのみですので、ご契約

などのやりとりは双方の責任において行ってください。何かトラブ

ルが発生した場合も、運営側からフォローはできません。あらか

じめご了承ください。

また運営側で案件を仲介したり、マージンをいただいたりすること

も一切ありません。



みなさまへのお願い 

●特定の企業や個人への攻撃はおやめください

コミュニティの活用方法は、参加いただくみなさまそれぞれの自由です。ただ、大勢が集まる

場ですので、最低限のルールとマナーを守っていただけますよう、お願いいたします。 

「コミュニティの運営趣旨にそぐわない」「他の参加メンバーに不利益がある」と運営側が判

断した場合は、申し訳ありませんが退会いただく可能性がございます。ご理解・ご了承のほ

ど、どうぞよろしくお願いいたします。 

！　みなさまへのお願い　！

万が一、メンバー間で何かしらのトラブルが発生した場合は、
運営事務局まで遠慮なくご相談ください。

基本的にコミュニティとして責任を負うことはできないのですが、
運営者としてできる限りの対応をいたします。

改めて言うまでもありませんが、誹謗中傷や攻撃的、差別的な発言はおやめください。ク

ローズドコミュニティとはいえ、それなりの人数が参加している場です。お悩み相談は大歓迎

ですが、企業や個人が特定されてしまうような愚痴や一方的な告発などは、ご遠慮ください。 

●合意のない個人間のやり取りはご遠慮ください

コミュニティで出会った参加者の方同士で仲良くしていただいたり、仕事の受発注が生まれ

たりするのは、運営者としてもうれしいことです。ただ、個別にコミュニケーションをとる場合

は、お互い合意のうえでお願いいたします。ハラスメントなどの事実が発覚した場合は、即退

会いただくことになってしまいますのでご注意ください。 

●コミュニティ内でシェアされる情報の扱いにご注意ください

トナリノ広報部はクローズドコミュニティです。Slack上で行われているやりとりや、メンバー

シップ限定で配信しているコンテンツ、メンバーさん個人の発言を切り取ってSNSに流したり、

第三者に共有したりするのはルール違反ですのでおやめください。 



関連リンク 

●公式サイト　  
https://tonarino.work/

 
●イベントの告知・申し込み　  
https://tonarino-work.peatix.com/

 
●Facebook　  
https://www.facebook.com/tonarino.work

 
●Twitter　  
https://twitter.com/tonarino_work

 

運営事務局

事務手続きやプランについてのお問い合わせなどは、事務局にて対応いたします。

info@tonarino.work

運営責任者：大島悠

https://tonarino.work/
https://tonarino-work.peatix.com/
https://www.facebook.com/tonarino.work
https://twitter.com/tonarino_work

