
プレスト株式会社

戦略的マーケティングＰＲのご案内戦略的マーケティングＰＲのご案内
～効率的な反響の呼び起こしを仕掛ける～



ＰＲ活動ＰＲ戦略
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ＰＲｅｓｔの「理念」

取材対応

マスコミに取り上げられるＮＥＷＳを創り出すことマスコミに取り上げられるＮＥＷＳを創り出すこと

ＰＲ戦略 重要なのは、マーケティング段階での戦略（シナリオ）作り

ＰＲ活動

広報育成

未経験でも可能。ＰＲパーソンをＯＪＴ育成すること未経験でも可能。ＰＲパーソンをＯＪＴ育成すること

貴社のＰＲブレーンとして
「ＰＲ戦略」、「ＰＲ活動」、
「人材育成」の３フェーズ
でお手伝いいたします。

ターゲットメディアを動かす企画書を仕掛けることターゲットメディアを動かす企画書を仕掛けること

メディア人脈、アプローチノウハウを貴社担当者に構築

膨大な「配信」ではなく、反響効果の高いメディアを狙う

メディア
配信リスト
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集客 ブランディング

各フェーズでＰＲｅｓｔが提供するの「ＰＲサービス」

フェーズ１ 貴社のＰＲの目的は何ですか？

啓蒙 リクルーティング

企業知名度 地域振興製品認知

目的に応じた発想と実行。貴社の発信情報はここから生まれます。目的に応じた発想と実行。貴社の発信情報はここから生まれます。

貴社が世の中に発信したい情報の中で、今もっとも力を入れている
のはどれでしょうか？私たちＰＲｅｓｔが貴社のために描くメディアＰＲ
戦略の全てはここから始まります。
貴社の全ての取り組みを、あらゆる角度で世の中に広げるために
描くコーポレートストーリーを一緒に探しだします。
まずは、その目的をお聞かせ下さい。販促

イベント ＣＳＲ
活動

展示会

フェーズ２

WEB
戦略

製品発表会

差別化・ＮＥＷＳの創出はできていますか？

ターゲット心理を揺らし、ニーズ喚起をさせる最も重要なフェーズ。ターゲット心理を揺らし、ニーズ喚起をさせる最も重要なフェーズ。

目的を達成するための様々な実施策。
貴社は実施するだけで満足しておられませんか？
およそ90%の企業はこの段階でコミュニケーション活動が終了してい
ます。ＰＲｅｓｔは貴社の実施内容を、ここからもう１ステップ先のフェー
ズ３に進めるための「仕掛け」を創り出します。
メディアを活用し、貴社の具体的取り組みを社会に発信させることで、
フェーズ２の効果は飛躍的に高まります。

社内制度キャンペーン
リスク
管理
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各フェーズでＰＲｅｓｔが提供するの「ＰＲサービス」

新聞

フェーズ３

雑誌テレビ

各メディアでの露出は十分に確保されていますか？

貴社のプレスリリースはメディアの取材を誘致していますか？
フェーズ2の戦略が整っていなければ、貴社が望む「反響効果の高い」
パブリシティは得られていないと断言できます。
無名のメディアに、数多く露出するメディアＰＲ活動から
メジャーメディアに、質の高い露出を獲得し、反響効果を創出するＰＲ活動へ。
メディアに情報を仕掛け、メディアを動かす企画力とアプローチ力をご覧にい
れます。

メディアの露出を獲得し、メディアの露出を獲得し、100100～～1,0001,000万人規模への訴求を図る。万人規模への訴求を図る。

貴社の「ＰＲ」でお困りなのはどの部分ですか？

貴社の状況に合わせた、各フェーズの課題を
ＰＲｅｓｔが解決いたします。



ＰＲｅｓｔの「料金プラン」
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貴社の広報体制、お求め
のソリューションにより変
化する、テーラーメイドの
ＰＲサポート料金

Total
ｻﾎﾟｰﾄ

ＰＲ
ノウハウ

スポッ
トＯＫ

PR
活動

成功
報酬

貴社の取り組みをメディア
に露出させる為のＰＲ戦略

ＰＲｅｓｔのＰＲノウハウを
ご担当者様へコーチング

メディアへのアプローチを
ＰＲｅｓｔが代行致します。

短期的・単発のプロジェ
クトでもご利用になれます。

活動費を抑え、露出獲得
時に報酬が発生致します。

メディアＰＲ戦略プラン Strategy Building

月額 400,000円～

ＰＲ
戦略

貴社のブレーンとなり、あらゆる情報を演出。
メディアに露出させるための戦略を構築の
お手伝いを致します。

ＰＲ
ノウハウ

取材
対応

取材時にアドバイスを行
い、露出イメージを演出。

取材
対応

ＰＲ
戦略

雑誌・新聞からテレビまで
貴社情報の全てを代行

総合ＰＲサポートプラン Total Solution

貴社に深く入り込みメディアＰＲ戦略の立案、
戦術の実行までトータルでサポートとするプラ
ンです。

月額 900,000円～

ＰＲ
戦略

PR
活動

Total
ｻﾎﾟｰﾄ

ＰＲ
ノウハウ

取材
対応



ＰＲｅｓｔの「料金プラン」

6

テレビＰＲ活動代行プラン TV Promotion

貴社のエージェントとなり、貴社案件を取材
してもらうためのマスコミ向けの営業活動を
行うプランです。

テレビＰＲ成功報酬型テレビＰＲ成功報酬型

スポット契約：月額 200,000円＋成功時報酬／１番組
＊ご契約は１クール（3ヵ月）単位です。

成功報酬

＊）セカンドオピニオンでのコンサルティングの結果、メディア露出確率が著しく低いと判断した場合はご契約をお断り致しております。
＊）新聞、雑誌を含むクロスメディア・プランもご提供しています。お気軽にお問い合せください。
＊）セカンドオピニオンでのコンサルティングの結果、メディア露出確率が著しく低いと判断した場合はご契約をお断り致しております。
＊）新聞、雑誌を含むクロスメディア・プランもご提供しています。お気軽にお問い合せください。

スポット
ＯＫ

PR
活動

一時的にテレビＰＲを試してみたいクライアント様のため
の、お試しプランです。単発的なプロジェクトなどでご
利用頂けます。

ご予算・案件に応じ、ターゲットとするテレビ番組を抽出。
貴社とご相談のうえ、予算の範囲内に収まるよう
テレビ番組向けのプロモーション活動を行います。
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料金モデル1 ―「ＰＲ戦略構築プラン」＋「テレビＰＲ代行」―

１ヵ月目１ヵ月目

・コンセプト決め
・イベント設計
・現場視察
・差別化
・可視化
・メディアのターゲティング
・各種ミーティング

・プレスリリース作成
・郵送
・番組企画書作成
・持ち込み
・VTR番組向けＰＲ活動
・情報・ワイドショー番組向けＰＲ活動

・イベント時アテンド
・取材対応

２ヵ月目２ヵ月目

3ヵ月目3ヵ月目

イベント実施

500,000円×5か月

200,000円×3か月 ＋成果報酬／番組

ご契約ご契約

テレビＰＲ功報酬型テレビＰＲ功報酬型

メディアＰＲ戦略プランメディアＰＲ戦略プラン

目 的

内 容

集客マーケティング集客マーケティング

イベントイベント 契約内容

活用メディア テレビ（雑誌・新聞はクライアント様でアプローチ）テレビ（雑誌・新聞はクライアント様でアプローチ）

6ヶ月間のスポット契約6ヶ月間のスポット契約

4ヵ月目4ヵ月目

5ヵ月目5ヵ月目
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料金モデル2 ―「総合ＰＲサポートプラン」―

3ヵ月目3ヵ月目
・年間ＰＲ計画の作成
・メディアＰＲ戦略の立案
・ＰＲソースの抽出・創出
・イベント戦略
・ＰＲノウハウの提供
・プレスリリースの作成・郵送
・番組企画書作成
・持ち込み
・雑誌・新聞向けＰＲ活動
・テレビ番組向けＰＲ活動
・取材時対応
・モニター業務

・各種ミーティング
◆月1回程度の面談による打ち合わせ
◆ 付随業務40時間／月まで

6ヵ月目6ヵ月目

9ヵ月目9ヵ月目

12ヵ月目

900,000円×12か月

ご契約ご契約

メディアＰＲ戦略プランメディアＰＲ戦略プラン

目 的

内 容

自社ＰＲの最適化とメディア活用自社ＰＲの最適化とメディア活用

企業情報全てが対象企業情報全てが対象 契約内容 1年契約1年契約

活用メディア テレビ・雑誌・新聞テレビ・雑誌・新聞
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料金モデル3 ―「テレビＰＲ成功報酬プラン」―

1ヵ月目1ヵ月目
・ターゲット番組と報酬一覧の提示
・ターゲット番組の決定
・テレビ向け企画書の作成
・メディアプロモーション活動

・取材時対応
・モニター

2ヵ月目2ヵ月目

3ヵ月目3ヵ月目

ご相談

200,000円×3か月 ＋ 成功報酬／番組

ご契約ご契約

テレビＰＲ成功報酬プランテレビＰＲ成功報酬プラン

目 的

内 容

製品認知製品認知

新製品のみ新製品のみ 契約内容

活用メディア テレビ番組テレビ番組

3ヵ月契約3ヵ月契約

30,000円（2時間）

・ヒアリング・現状把握
・客観的なメディアＰＲの成功確率判断
・メディアＰＲの為のコンサルティング

セカンドオピニオンセカンドオピニオン



ＰＲｅｓｔ「会社概要」

社名 ＰＲｅｓｔ株式会社
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本社 〒105-0021 東京都港区東新橋2-10-10東新橋ビル2Ｆ

電話 03-6402-5435

Ｆａｘ 03-6402-5436

ＵＲＬ http://www.e-prest.com/

代表 鈴木 秀逸

設立 2007年8月

ｽﾀｯﾌ 8名（外部含む）

業務内容 メディアPR戦略コンサルティング・リスク管理・イベント企画運営・Webマーケティング

実績 アミューズメントパーク／外資系靴メーカー／医療系メーカー／情報通信大手
外資系ＩＴ企業／国内大手商社／美容系団体 ／ヘルスケアメーカー
外資系ＦＣ日本法人／医療法人／外資系ファッションブランド
インテリア系社団法人／ビジネス系メディア／国内寝具メーカー ／旅行代理店
住宅設備会社（東証一部上場）／不動産情報会社／訪問介護会社
老人ホーム運営会社／WEB制作会社／レンタルサーバ会社／IR情報会社
転職支援会社／電子機器会社／子育て支援会社／調査会社
おけいこ教室／外資系不動産ＦＣ／玩具メーカー／外資系フードメーカー
外資系化粧品メーカー／ヘアサロン外郭団体／国内大手家電メーカー
外資系製薬会社／国内食品メーカー／独立行政法人


