
正確に、効率良く、 

低価格でプレスリリースを配信する 

高品質なワイヤーサービスをご存じですか？ 

ワイヤーサービスはインターネットによるプレス

リリース配信サービス。いつでも簡単にプレスリ

リースを国内・海外のメディアへ配信でき、経費

のコストダウンや環境貢献も実現。すでに3,700

社を超えるお客様にご利用いただいています。 

 

内容に適した配信先リストを選べます 
      

国内2,120媒体・海外35,000媒体の配信先を、地域や

分野によって国内80種類以上、海外500種類以上サー

キットに分類。プレスリリースの内容や目的に適した配

信先を簡単に選べます。 

  

国内メディアへいつでも配信できます 
       
テンプレートにより、誰でも簡単に配信が可能。現在お

使いのパソコン（要ネット接続）から24時間365日利用

できるので、緊急に全国へ発表をしなければならない時

も安心です。 

オープンサイト 

配信したプレスリリース 

共同通信PRワイヤーは我が国で唯一の本格的なワイヤーサービスを提供する広報通信社です。 

共同通信グループの全面バックアップのもと、国内はもとより全世界に向けてプレスリリースを配信しています。 

お客様のプレスリリース配信業務を 

強力にサポートします 

業務をコストダウンできます 
        
プレスリリースの配信頻度による料金設定や、配信先を効率良く

選択できるサーキット・システムにより、コストパフォーマンス

にすぐれたプレスリリース配信サービスを実現しています。 

常に最新の配信先リストが使えます 
       
メディアの組織変更や人事異動にあわせて配信先リストを速やか

に更新。情報を知らせたい部署や担当者に間違いなく配信できま

す。全配信先から受信許諾を得ているので安心です。 

メディアとのマッチングや広報スキルアップの機会を提供しています 
            
メディアのキーマンを講師に開催するメディア研究会｢汐留メディア塾」や各種広報業務のテーマに基づいた「アドバンスセミナー」

など、各種広報セミナーを開催しています。リリース配信のみならず、リアルなメディアリレーションづくりや広報スキルアップの機

会としてご活用いただけます。また、配信システムに「メディアリクエスト機能」を追加し、随時、登録プレスの求めている情報がリ

クエストとして届きます。 

ソーシャルメディアやマルチメディアリリースにも対応 
       
国内配信するすべてのプレスリリースにソーシャルブックマークボタンを設置。

SNSなどへ簡単にリリースをシェアできます。プレスリリースはPRワイヤーのウ

ェブサイトのほか、PRワイヤーのFacebookページやTwitterにも掲載されます。

また、マルチメディアリリースにも対応。動画や画像をリリースページに掲載でき

ます。 



株式会社 共同通信PRワイヤー  営業部 （お気軽にお問い合わせください） 
 
〒105-7208 東京都港区東新橋1-7-1 汐留メディアタワー 

フリーダイヤル： 0120-883-790 E-Mail： prw@kyodonews.jp URL： http://prw.kyodonews.jp 
ホームページのサービスガイドより、各種詳細資料をダウンロードいただけます。 

広報の情報配信力を飛躍的に高めます 
      
○地方紙や地方テレビ局など全国のメディアに配信できます 

○異分野のメディアや記者に新規事業の情報を配信できます 

○ポータルサイトやFacebookにプレスリリースを掲載できます 

○海外のメディアにプレスリリースを配信できます 

○配信先リストのメンテナンスを効率化できます 

○緊急時に正確な情報を素早く全国に発信できます 

○メディアからの情報リクエスト機能を活用できます 

人気ポータルサイトにも配信できます       

選択したサーキットのほか、excite、goo、Google、infoseekな

ど主要なポータルサイト、PRワイヤーのFacebookページ、

Twitterに、ほぼリアルタイムでプレスリリースが掲載されます。 

 

世界の広報通信社と提携しています 
       

PR Newswireをはじめ世界の代表的な4つの広報通信社と独占的

提携を締結。世界約35,000媒体、約150万カ所への配信ネット

ワークを構築しています。海外向けプレスリリース（要英文）は

各国の広報通信社が現地語に翻訳してメディアに配信します。 

プレスリリースに最適の配信先を 

簡単にお選びいただけます 
       
国内2,120媒体・海外35,000媒体にのぼる国内最大級の配信先リ

ストを、地域や産業、テーマ別に国内80種類以上、海外500種類

以上のサーキットに分類。 

お客様がお持ちの配信先リストもお使いいただけます。 

 

様々な分野・業種のお客様にご利用いただいています 
経済産業省／観光庁／日本ハム／森永製菓／月桂冠／宝酒造／永谷園／日本製粉／明星食品／江崎グリコ／雪国まいたけ／三光マーケティングフーズ／ 
ファーストリテイリング／ワコール／大和ハウス工業／東リ／マンダム／大鵬薬品工業／ロート製薬／第一三共ヘルスケア／アールテック・ウエノ／ダイキン工業／ 
日立アロカメディカル／リコー／富士ゼロックス／タニタ／セイコーインスツル／オムロンヘルスケア／タイガー魔法瓶／メニコン／アデランス／タカラトミー／ 
岡 村 製 作 所 ／ ア イ ホ ン ／ N T T 番 号 情 報 ／ N T T - M E ／ フ ュ ー ジ ョ ン ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ズ ／ T S U T A Y A . c o m ／ N H N  J a p a n ／ 
東北新社／日本映画衛星放送／ハピネット／NTTレゾナント／丸紅情報システムズ／ソーバル／メディネット／千趣会／アスクル／紀伊國屋書店／アクサ生命保険／ 
JALUX／DMM.com証券／NTT都市開発／トップツアー／横浜ベイホテル東急／東急ホテルズ／常磐興産／静岡県／富山県／堺市／富山市／唐津市／ 
北九州市／明治大学／日本赤十字社／中央共同募金会／東京税理士会／全国労働金庫協会／Apple  Japan／サントリーホールディングス／北海道空港／ 
東京急行電鉄／ディノス･セシール／井村屋グループ／日本コロムビア／ヒューゴ  ボス  ジャパン／東京国際映画祭事務局／マンパワーグループ／ 
アメリカン・エキスプレス／ P & Gジャパン／フォーラムエイト／大阪マラソン組織委員会／伊藤忠商事／牛乳石鹸共進社／金沢工業大学  （順不同・敬称略） 

2つの料金プランをご用意、配信頻度などにあわせてお選びいただけます 

レギュラー 
プラン 

＊左記の金額は税別です（2016年1月1日現在）。 

＊海外配信は料金システム等が異なります。 

＊お客様がお持ちの配信先リストをご使用の場合は    

 料金が異なります。 

＊弊社と提携をいただいている商工会議所の会員 

 様には優遇料金でご利用いただける制度もご用 

 意しています。詳しくはお問い合わせください。 

▼サーキットの一例 

スポット 
プラン 

料金プラン 基本料金 

サービス料金 

40,000円 
（配信1本毎） 

0円 

38,000円～ 
（1サーキット毎） 

クリッピング・ミニパック 
配信したプレスリースの掲載状況を簡単に
確認できます。1リリースにつき35,000円
（税別）のおトクな低料金です。 
 
※その他、各種オプションサービスがございます。 

2016/01/01 

PRN Europe 

（欧州・中東・アフリカ総代理店） 

  

＜ヨーロッパ＞ 

 Belga（ベルギー）CTK（チェコ） 

 ITAR-TASS（CIS：旧ソ連） 

 Cyperus（フランス）DDP（旧東ドイツ） 

 VWD（ドイツ語圏）ANA（ギリシャ） 

 Immediapress（イタリア） 

 ANP（オランダ）PAP（ポーランド） 

 Edmundo dos Santos and Lucilia filipe 

 （ポルトガル） 

 TASR（スロバキア） 

 Europa Press（スペイン） 

 Press Association（イギリス・アイルランド） 

＜中東・アフリカ＞ 

 ITIM（イスラエル） 

 Middle East News Agency 

 （エジプト）（中近東地域） 

 South Africa Press Agency（南アフリカ） 

 

 

 

 

 News Aktuell 

 （ドイツ代理店） 

AsiaNet 
 Australian Associated Press 
 （オーストラリア） 
 Kyodo JBN（共同通信社：日本） 
 Antara News Agency（インドネシア） 
 Bernama News Agency 
 （マレーシア・シンガポール） 
 InfoQuest（タイ） 
 N.C.N.（香港） 
 New Zealand Press Association 
 （ニュージーランド） 
 Pakistan Press International 
 （パキスタン） 
 Philippines News Agency（フィリピン） 
 Press Trust of India（インド） 
 United News of Bangladesh 
 （バングラデシュ） 
 Yonhap News Agency（韓国） 
 Vietnam News Agency（ベトナム） 
 Xinhua（中国・新華社  

PR Newswire 
（北米・中南米総代理店） 
  
＜ラテンアメリカ＞ 
 Finsat 
 （メキシコ） 
 （ブラジル/チリ/コロンビア…） 
 Noticias Argentinas 
 （アルゼンチン） 
 Infoven News Agency 
 （ベネズエラ） 
 
 
 
  

Canada Newswire 

（カナダ地区総代理店） 

サーキット名 配信先数 

テーマ別 
サーキット 

政治 699 

経営・経済 935 

社会 828 

生活・家庭 956 

スポーツ 712 

文化・芸能 1021 

産業別 
サーキット 

農林・水産 586 

エネルギー 560 

運輸・交通 597 

建設 492 

地域別 
サーキット 

全地方メディア（経済） 570 

全地方メディア（社会） 510 

北海道・東北（経済） 296 

北海道・東北（社会） 274 

基本 
サービス 

サイト限定 
サービス 

海外配信 
サービス 

20,000円 
（配信1回毎） 

詳細は 
海外配信料金表
をご覧ください 

年5回

186,000円～ 
詳細は料金表を 
ご覧ください 

年間5回 

96,000円～ 
詳細は料金表をご

覧ください 

詳細は 
海外配信料金表
をご覧ください 

◆ ご利用1回ごとの従量プラン ※配信回数目安：1～2回 

◆ ご利用回数別の年額プラン ※配信回数目安：3回以上 

✚ 

http://www.kyodo.co.jp/pr/
http://corp.kyodo-d.jp/service/solution/prwire/
http://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/
http://dot.asahi.com/business/pressrelease/
http://mainichi.jp/select/biz/pressrelease/
http://bizbuz.jp/genre_top/release.html
http://www.sankeibiz.jp/business/lists/pressrelease-n.htm
http://www.sanspo.com/geino/pressrelease/newslists/pressrelease-n.html
http://www.zakzak.co.jp/economy/pressrelease/lists/pressrelease-n.htm
http://feature.daily-tohoku.co.jp/prw/prw.php?info=01&sta=all
http://www.kahoku.co.jp/prwire/
http://yamagata-np.jp/prw/
http://www.minyu-net.com/prwire/
http://www.shimotsuke.co.jp/PRWire
http://www.fukuishimbun.co.jp/modules/medialeg/index.php?storytopic=39
http://www.kyoto-np.co.jp/press/
http://www.nara-np.co.jp/prwire.html
http://www.agara.co.jp/prw/
http://www.shikoku-np.co.jp/prwire/
http://www.topics.or.jp/press.html
http://www.the-miyanichi.co.jp/special/prwire/
http://miyabiz.com/prwire/
http://www.afpbb.com/category/pressrelease
http://www.excite.co.jp/News/release/
http://news.infoseek.co.jp/publisher/kyodopr
http://bizex.goo.ne.jp/release/
http://potaru.com/news/category/business/
http://www.j-cast.com/other/a05_prwire/index.php
http://internetcom.jp/release/kyodonews/
http://japan.cnet.com/release/
http://japan.zdnet.com/release/
http://www.seotools.jp/news/_____prw.html
http://www.vnr-ch.com/releases/
http://www.rbbtoday.com/release/kyodonews_kokunai/
http://response.jp/release/kyodonews_kokunai/
http://dietclub.jp/news/release/kyodonews_kokunai/
http://www.watch.impress.co.jp/docs/kyodonews/
http://bg-mania.jp/other/a02_prwire/
http://j-town.net/tokyo/other/a01_prwire/
http://news.jorudan.co.jp/docs/news/list.cgi?listcd=N
http://home.kingsoft.jp/news/publisher/prwire
https://prw.kyodonews.jp/prwfile/contents/oshirase/_1213/index.html
http://news.fresheye.com/top/
http://socialife.app.sony.jp/ja_jp/
https://ja-jp.about.flipboard.com/?noredirect=ja_JP
http://www.pc-audio-fan.com/pr
http://www.topics.or.jp/health/
http://c.filesend.to/ct/kyodonews/
https://news.google.co.jp/
https://www.3rdconnection.com/
http://www.jogin.jp/categories/view/219
http://paperu.jp/
http://jp.factiva.com/
http://www.trueteller.net/ss/
http://allabout.co.jp/matome/
http://telecom.nikkei.co.jp/

