何でもＤＩＹ、創刊４２年、ファンを
魅了する自給生活メディア
マザーアースニューズ日本版 (MENJ)
従来｜英語のみで年間6冊7200円

ネットショップの
英文誌

２時間

全米一熟読される雑誌
平均2時間

100万人

魅了されたファンが世
界に100万人

42年

創刊42年の膨大な知識
データベースを利用可

『英語だし、買いにくいし、、、』

＋和訳で

45%OFF

『雑誌を越えた、
雑誌なんです』
【 ズッキーニの食べ方20 】
6. 細長く切ってパスタに
11.スライスや花弁をテンプラに
13.ズッキーニパンを焼く

＋
ポストに届く
英文誌

Eメールで届く
和訳データ

『原文そのまま。和訳付。買いやすい！』

初めてでしたので広告の多さにびっくりしました。

マザーアースニュースのウェブ、ブログとも
連携されて情報が多く得易いです。
自分も読んだ内容から実生活へ実践を
試みたいです。」
愛知 Fさん
（Webの鳥小屋の記事を見て。。。）
「鳥小屋の写真みました！（全43枚）笑。

【 DIYソーラー暖房 】
・カンタン構造のソーラー暖房
・空気の自然対流を利用
・化石燃料に依存しない暮らし

いやはや、作り方も詳しく載ってるのは

ありがたいですね～！！
説明文を読んだら、掃除のためには、壁にくっつけて
しまわずに、取り外せるようにした方がいいとか、
アドバイスも載っててありがたい！

自作１度目では絶対気がつかないポイント
でしたぁ～～。」

今ココ｜和訳付で年間6冊4000円
（初回登録）
送付先登録と支払い
（流れの一例）
12月 ネットで定期購読
2月 英文誌がポストに
2月 和文Vol.1メール
3月 和文Vol.2メール
*： 和文Vol.1,2は各20
ページ程度。

（サンプル版を見て。。。）
「サンプル拝見致しました。雑誌自体見るの

奈良の古民家在住 りえぴょん
「僕は、ずっと、マザーアースニューズの大ファン
なんです。第一に、カルチャークリエイティブ。雑誌を
越えて、文化を創っている。第二に、インスパイア
される。アメリカ人の良いところが出てますね。

【 ネオニコチノイド系農薬 】
・危険な農薬を禁止しよう
・化学会社のずさんな試験
・農業、子孫へ悪影響

独創性をみんなで褒める。
日本ならお手本のような情報しかなく、
インスパイアされず、知っていることばかり。

広告自体も愉しい。アメリカ人は、
笑っちゃうような、いろんなバカなことを
やっていて、でも、なかなかやるなー。
と思わせられる。マザーアースニューズは、
カルチャークリエイティブでインスパイアしてくれる。
日本には無い、雑誌を越えた雑誌なんです。」
非電化工房 藤村博士

今すぐご注文!! www.MotherEarthNews.jp
愉しいぢきゅう人・たのしあわせ研究所

マザーアースニューズ（MEN）の特徴
何でもＤＩＹ、創刊４２年、ファンを魅了する自給生活メディア

Mother Earth News (MEN)

２時間 マザーアースニューズは全米一熟読される雑誌。平均2時間。
読み応え充分。読んで活かす雑誌
100万人

魅了されたファンが世界に100万人
発行数50万部、読者数200万人。

300件 コメント300件
Ｆａｃｅｂｏｏｋページなど、とにかくファンが濃い。
500万人

読者との輪
読後感想、自分のワザ、専門家に聞くコーナーが盛ん。読者アンケートで「全米各地の害虫ト
ップ１０、対策はコレ」 などの記事も作る。雑誌、Webで500万人のコミュニティを形成。

1万人

マザーアースニューズフェアの参加者1万人

42年

創刊から42年の膨大な知識データベース

毎年、アメリカで数回開かれるお祭りで、共感し合う。

過去42年間の記事を検索して読める。

英文誌はこちら
愉しいぢきゅう人・たのしあわせ研究所

マザーアースニューズ（MEN）記事の例
【 食品保存～ビン詰め 】
・自家製野菜を美味しく保存
・お金の節約
・ビン詰めなかまと愉しむ

【 ズッキーニの食べ方20 】
6. 細長く切ってパスタに
11.スライスや花弁をテンプラに
13.ズッキーニパンを焼く

【 DIYソーラー暖房 】
・カンタン構造のソーラー暖房
・空気の自然対流を利用

【 ネオニコチノイド系農薬 】
・危険な農薬を禁止しよう
・化学会社のずさんな試験
・農業、子孫へ悪影響

【 手作りランタン 】
・空きビン、ワイヤ、砂だけ
・ティーキャンドルで癒し
・自然の物をおしゃれに飾る

【 都会のバイオトイレ 】
・糞は木質チップバケツで堆肥化
・尿は1/9希釈で肥料
・コミュニティー分まとめて堆肥化

和訳ブログはこちら
愉しいぢきゅう人・たのしあわせ研究所

マザーアースニューズ日本版の特徴と利点
Mother Earth News (MEN)
○最新で上質なエコ・自給情報を得られる。 発行者：Mr. Bryan Welch
○同志の声、専門家の声を聞ける。
Ogden Publications Inc.
○42年分のデータベースで調べられる。
△言語は英語のみ対応。
ネットショップで注文
△日本人にとっては購入しづらい。
年間6冊＠7,200円

マザーアースニューズ日本版 (MENJ)

ポストに届く英文誌

○最新で上質なエコ・自給情報を得られる。
○同志の声、専門家の声を聞ける。
○42年分のデータベースで調べられる。
◎日本語で愉しめる。
◎日本人にとって購入しやすい。
△英語雑誌と和訳で別冊となる。
◎アメリカ文化を愉しめる。
◎生きた英語を学べる。
◎世界に視野を広げられる。

45%OFF
発行者：沓名 輝政
MEN日本代表
【安心プラン】
英文誌と和訳の定期購読
年間6冊＠4,000円

（みんなで創る和訳に参加すると、更に、、、）

◎翻訳なかまと高めあい、人の役に立てる。
Eメールで届く和訳

翻訳参加者のBBSはこちら
愉しいぢきゅう人・たのしあわせ研究所

商品説明： 商品形態、お届け、提供時期
＜

商品形態

＞

マザーアースニューズ日本版の雑誌（以下MENJ）は、米国Ogden Publications発行の
Mother Earth News という雑誌（以下MEN）と和訳記事（画像の無いテキスト文章の電子
ファイル）で構成。
MENJ = MEN【雑誌】 + 和訳記事【電子ファイル】

＜

お届け

＞

MEN【雑誌】 ：
紙の雑誌はあなたのポストへ届きます。登録住所へ郵送。
和訳記事【電子ファイル】： あなたへメールで届きます。

＜

提供時期

＞

MEN【雑誌】 ：
登録から約２ヶ月後。９月に登録すれば１１月頃到着。
和訳記事【電子ファイル】： ３段階で提供。（以下詳細ご参照）
（詳細）
11月の創刊以降、まずは、雑誌が届くタイミング（10/11月号が１１月に届く）で、和
訳20ページ／全英文記事60ページをお届け、1ヶ月後に、残りの和訳20ページ／全英文
記事60ページをお届け、最後の残り20ページは要望に応じて必要なものを和訳、という
形で運用します。

愉しいぢきゅう人・たのしあわせ研究所

『今こそやりましょう！』

『みんなもっと自由に!』

3.11、仲間の一言。全ての始まり。

たのしあわせに暮らそうよ。

社名｜たのしあわせ研究所

日本人

設立｜2012年2月23日
代表｜沓名 輝政(くつな てるまさ)

人任せ
神経質
卑屈

事業内容｜出版業・イベント業

世界

主要取引先｜共感してくれるあなた

貧富の格差
争い
自然征服

プロジェクト／メンバー｜

これからの日本人
→
→
→

自分でやる（ぢきゅう人）
おおらか（自然な暮らし）
愉しむ（わくごん）

これからの世界
→
→
→

互いの尊重
共生
自然と調和

みんなで創るマザーアースニューズ日本版（MENJ）
／MENJ（地創塾生5名＋フェイスブック5名）

代表プロフィール｜
沓名輝政。MENJ代表。たのしあわせ研究所所長。
ぢきゅう人。欧米の大手企業に10数年勤め、発電等
のプラント業界のエンジニア、技術営業、プロダク
トマネージャ、事業部長を歴任。技術と人をつなぐプ
ロ。非電化工房の地創塾1期生で共生型起業家。
千葉県鎌ヶ谷市在住。妻、娘、息子の4人家族。百
姓兼共生型ビジネスオーナーが将来像。

www.MotherEarthNews.jp

たのしあわせライフへ
【ぢきゅう人】
自分で何でもやってみる幸せそうな人
【わくごん】
わくわくすることをして、ごきげんでいること
【たのしあわせ】 自分が愉しい、周りも愉しい、きっとみんなが幸せになること

『組織やモノに頼り過ぎず、仲間と愉しく試して、生活を豊かにする』
時代は過渡期
今｜組織に頼る～むなしさ → これから｜仲間と試す（行動）～生きがい

① 試したくなるネタを発信
例えば、エコ・ＤＩＹ・自給先進国アメリカのマザーアースニューズ、
愉しく豊かに暮らす雑誌「ぢきゅう人」

② きっかけ、なかま作りのお手伝い
例えば、試すサークルぢきゅう人、エネルギー自給のワークショップ

