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自社 出来る！マスコミ 利用
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～自社で出来る！マスコミの利用方法～

プレスト株式会社

～企業と社会をつなぐ～



ＰＲにおける各メディアの特徴

テレビ

新聞

メディア 特徴 パフォーマンス

・訴求人数が国内最多
・露出が困難

・絶大な反響効果

・関連業界への
訴求効果が大きい
・信用力ＵＰ

・全国的に配布
・ビジネス情報多数

視聴者・読者

【テレビ】

【新聞】

露出

極難

難

反響

高
全国放送1%＝100万人
関東のみ1%＝40万人

読売新聞＝1000万部
地方誌・業界紙
数万部～数百万部
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雑誌

ラジオ

ＷＥＢ

・細分化された
ターゲット別出版
・保存度が高い

・音声のみの情報
・地域に特化した
情報が多数

・不明
・ニーズが無ければ
反響効果なし

・エンドユーザーへの
訴求効果が高い

・不明
・リスナーとの対話が
可能

・長期間の掲載
・世界的に閲覧可能

【ＷＥＢ】

【雑誌】

【ラジオ】

超易

難

易

低

各雑誌によりまちまち
数万部～70万部程度

聴者数＝不明

アクセス数
延べ人数のため実際は
不明



～知っていないと騙される!?～～知っていないと騙される!?～



パブリシティ獲得したい場合は…

ＰＲＰＲＰＲＰＲ会社会社会社会社 ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽﾆｭｰｽﾘﾘｰｽﾆｭｰｽﾘﾘｰｽﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ配信業者配信業者配信業者配信業者

メディアへの働きかけ方の主流は大きく分けて２種類

特徴 特徴

・メディア業界への強さ（影響力・人脈） ・圧倒的な配信数を謳う
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・メディア業界への強さ（影響力・人脈）
（蓄積してきた人脈・ノウハウが武器）

・郵送・ＦＡＸによるメディアアプローチ
（電話・訪問などで直に説明）

・リスク対応、メディアトレーニングなど
（最新？のメディアｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ戦略）

・マーケティングＰＲ（パブリシティ）より
パブリックリレーションズ重視
（企業とステークホルダーの関係向上）

・圧倒的な配信数を謳う
（300～2,000の媒体へメディア配信）

・インターネットによる情報配信
（メール配信・情報ＢＯＸの閲覧を誘致）

・価格が安い
（3万円代～数10万単位の費用）

・リリース内容の書き方など
情報を目立たせて伝えるかに注力
リリースの採用確率を上げることを謳う

どちらも基本的なターゲットメディアは新聞・雑誌

中小企業は安価なリリース配信業者に夢中！



ＰＲ会社の種類

専門専門専門専門ＰＲＰＲＰＲＰＲ会社会社会社会社 総合総合総合総合ＰＲＰＲＰＲＰＲ会社会社会社会社

現在、日本には大小・約200社のＰＲ会社が存在

特徴 特徴

・美容・建築・ＩＴなどの専門性が武器 ・高額のＰＲ活動費用

ＰＲＰＲＰＲＰＲ戦略会社戦略会社戦略会社戦略会社

特徴

・欧米で普及しているスタイル

5自社の目的に合わせてＰＲ会社を選択する必要がある

・美容・建築・ＩＴなどの専門性が武器
裏を返すと所属業界以外への
情報発信は不得意

・業界の深い知識を有する

・専門誌・業界紙の記者に太いパイプ

・少人数規模の企業や
フリーのＰＲマンが数多く存在しており
ＴＶ番組の露出を専門に
成功報酬で活動するｴｰｼﾞｪﾝﾄなど様々

・広報代行が主業務

・高額のＰＲ活動費用

・リスク対応、メディアトレーニングなど
（最新？のメディアｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ戦略）

・マーケティングＰＲ（パブリシティ）より
パブリックリレーションズ重視
（企業とステークホルダーの関係向上）

・ＩＲなどコミュニケーションに関することは
全てが守備範囲

・広報代行が主業務

・欧米で普及しているスタイル

・ＰＲプランの立案が得意
ただ、イベント開催に傾倒する傾向有り

・広報代行よりコンサルティングが主業務

・外資系ＰＲコンサルティング企業では
エデルマン・ジャパン株式会社
フライシュマンヒラード ジャパン
バーソン・マーステラ
上記の企業などが日本では有名



ＰＲ会社の使い分け方

専門専門専門専門ＰＲＰＲＰＲＰＲ会社会社会社会社

総合総合総合総合ＰＲＰＲＰＲＰＲ会社会社会社会社

マーケティングＰＲ（パブリシティ）で利用したい場合

所属業界に関連する雑誌・新聞だけ強い。
情報の受け手（読者・視聴者）のマインドを揺さぶり「反響を創出を図る」目的ならば
マーケティングＰＲは業界以外へのアプローチが必要不可欠。
業界専門ＰＲ会社に発注する必要があるのか疑問？？
「日経に強い」「テレビに強い」等の会社は目的に応じて使えば◎

パブリシティ目的で利用しようとすると思わぬ火傷の危険性あり。
メディアへの人脈を誇り、謳うことが多いがパブリシティが人脈で決まることはない。
ニュースリリースの書式、内容をとっても会社ごとの独自性はなく
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ＰＲＰＲＰＲＰＲ戦略会社戦略会社戦略会社戦略会社

ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽﾆｭｰｽﾘﾘｰｽﾆｭｰｽﾘﾘｰｽﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ配信業者配信業者配信業者配信業者

メディアの制作担当者からは敬遠されていることが多い…
「取材殺到」等が明らかな際のメディア対応窓口として代理店契約をすれば◎

パブリシティというよりは「弱点を補う」若しくは「武器を磨く」ためのＰＲ戦略を立案。
「ステークホルダーにどのような印象を与えるか」という課題に対し戦略策定。
自社の情報を創りこむことが結果的にメディア取材を呼び込むことになるので◎。
ただしメディアへのアウトプットに若干弱い。
何かとイベント開催の提案をしてくる会社には要注意。

情報の垂れ流し作業なので弱い。
主軸のターゲットメディアは新聞・業界紙・雑誌だが、業態を言い換えれば
単なるメディア業界専門のＤＭ（ダイレクトメール）送信業者でしかない。
すでに広報部が企業内にあり、ＰＲ戦略が整っているならば
アプローチ先のメディアを増やす為の補助として利用するのが◎



プレスリリース配信業者の裏側

ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽﾆｭｰｽﾘﾘｰｽﾆｭｰｽﾘﾘｰｽﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ配信業者配信業者配信業者配信業者

ニュースリリース配信業者のリリースは読まれない！

・
全部全部全部全部ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽﾆｭｰｽﾘﾘｰｽﾆｭｰｽﾘﾘｰｽﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ！！！！

「ご意見はコチラ」などのメールアドレスの抜き取り
1～2000媒体への配信が可能
複数のクライアント情報を日に何度も送信

総務部などの代表メールに届くという媒体の声も…
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・・・・・
・・・・

全部全部全部全部ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽﾆｭｰｽﾘﾘｰｽﾆｭｰｽﾘﾘｰｽﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ！！！！

・

重要重要重要重要なななな仕事仕事仕事仕事のメールのメールのメールのメール

そもそもメディアそもそもメディアそもそもメディアそもそもメディア側側側側のののの人間人間人間人間にどのにどのにどのにどの程度認知程度認知程度認知程度認知されているかされているかされているかされているか疑問疑問疑問疑問

数週間後・・・

迷惑メールフォルダに移動！？



高ぁ～い！ＰＲ代行会社の料金

ＰＲＰＲＰＲＰＲ会社会社会社会社

ＰＲ会社の料金概念はＰＲ活動に対する人件費フィー

案件によってエージェントを決定

ランクＡ：時給20,000円 20時間×20,000＝400,000400,000400,000400,000円円円円 請求額

メディアへのアプローチ方法が不明の為、「広報代行（ＰＲ会社）」を利用
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ランクＡ：時給20,000円

ランクＢ：時給15,000円

ランクＣ：時給8,000円

20時間×20,000＝400,000400,000400,000400,000円円円円
＋＋＋＋

＋＋＋＋

30時間×15,000＝450,000450,000450,000450,000円円円円

60時間×8,000＝480,000480,000480,000480,000円円円円

1,330,0001,330,0001,330,0001,330,000円円円円
請求額

アウトプットするだけの作業にしては法外な値段

ポイント！

掲載されようがされまいが、金は確実に発生!



高額料金を請求できるカラクリ

巧みな広告費換算システム

雑誌Ａ：１頁250万円

雑誌Ｂ：１頁300万円

新聞Ｃ：全面４千万円

1/4ページ記事＝625,000625,000625,000625,000円円円円
＋＋＋＋

＋＋＋＋

1/2ページ記事＝1,500,0001,500,0001,500,0001,500,000円円円円

1/8ページ記事＝5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000円円円円

7,125,0007,125,0007,125,0007,125,000円円円円
成果

ＰＲＰＲＰＲＰＲ会社会社会社会社
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視聴者・読者（マーケット）の興味に関係なく
関係のあるメディアへ情報を持ち込む。
しかし話題性・斬新性に乏しいため
メジャーメディアでのクライアント露出は難航。

露出はソコソコあっても、反響は…？

マイナー雑誌・新聞にたくさん掲載！

チリも積もれば山となる!

ポイント！

誰も見たことのない媒体でも「広告費」はある!!



エンドレスに発生するＰＲ活動フィー

ＰＲノウハウを手にしなければ、悲惨な結果に…

企業

ＰＲ会社

たくさん露出をすれば爆発的に売れると期待

ＰＲ会社に依頼

発信する情報が普通
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≠≠≠≠ＰＲ会社と契約 ＰＲノウハウの取得

発信する情報が普通

メディア側から拒否→露出なし

ＰＲ会社契約解除

新たなＰＲ会社と契約

ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽのﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽのﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽのﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽの掲載率掲載率掲載率掲載率＝＝＝＝発信情報発信情報発信情報発信情報のののの差別化差別化差別化差別化
アウトプットするだけの広報代行にお金を掛けても無駄

ポイント！



マスコミへの情報提供は狙い撃ちが大原則！

全国津々浦々のメディアに載って、一気に業績拡大！

…こんな妄想をしているから…

「膨大なマスコミへ配信しないといけないと思い込む」

作業作業作業作業がががが大変大変大変大変なためなためなためなため、ＰＲ、ＰＲ、ＰＲ、ＰＲ代行会社代行会社代行会社代行会社をををを利用利用利用利用

反響反響反響反響があるのはメジャーがあるのはメジャーがあるのはメジャーがあるのはメジャー媒体媒体媒体媒体だけだけだけだけ！！！！
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重要重要重要重要なのはなのはなのはなのは、、、、「「「「企画企画企画企画・・・・情報情報情報情報をををを創創創創ることることることること」」」」
日本経済新聞 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 日刊工業新聞 日経産業新聞 週刊アスキー
日経SYSTEMS週刊ダイヤモンド PRESIDENT 週刊東洋経済 AERA 週刊朝日 スポーツ紙各紙
ズームイン!!ＳＵＰER NEWSリアルタイム スッキリ!! はなまるマーケット ブロードキャスター めざましテレビ
ワイドスクランブル とくダネ! スーパーニュース ワールドビジネスサテライト 首都圏ネットワーク …

ポイント！

配信配信配信配信するだけならするだけならするだけならするだけなら誰誰誰誰でもできるでもできるでもできるでもできる！！！！

「配信」にお金をかけずに、「企画」にお金を掛ける

反響反響反響反響があるのはメジャーがあるのはメジャーがあるのはメジャーがあるのはメジャー媒体媒体媒体媒体だけだけだけだけ！！！！



～喉から手が出るほど欲しい！ネタ情報～～喉から手が出るほど欲しい！ネタ情報～



メディアを理解しなければ、ＰＲの成功はない！

ディレクター、記者の興味 視聴者・読者の興味

企業

視聴率・購買数がメディアにとって最も重要

珍しさ

話題

犯罪
健康

娯楽
ビジネス

ペット

情報発信

視聴・購買

情報発信

リサーチ・取材 情報発信が難しい

反響

社会問題

現象

激安
季節
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実態は、企業主体のニュースリリースが氾濫

珍しさ

激安
イベント

娯楽 貯蓄

環境

食

音楽

近年、ニュースリリース配信業者などの台頭で、メディア側には毎日100以上のニュースリリースが届きます。
しかし、メディア側のニーズをくみ取ったような情報は少なく、「報告」の域を出ない書類ばかり。

視聴者・読者に「どう関係があるのか」が情報のカギ！

社会問題

掲載数「Ｏ」なんて事態に…



パブリシティで狙うテレビ番組と狙い目！

情報・報道番組を狙え！！

理由理由理由理由①①①① 帯（月～金）で、毎日放送 常に新しい放送ネタを探している！

理由理由理由理由②②②② 朝と夜は全年齢層が視聴 幅広い「社会」に情報を訴求できる！

理由理由理由理由③③③③ 安定した、高い視聴率 1,000万人前後が情報をキャッチ！

理由理由理由理由④④④④ コーナー数が非常に多い 生活情報・社会ネタ・ビジネスまで幅広く対応！

…つまり…
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プレスリリースはプレスリリースはプレスリリースはプレスリリースは必必必必ずずずず郵送郵送郵送郵送！！！！
宛先宛先宛先宛先はははは局局局局・・・・番組名番組名番組名番組名＋「＋「＋「＋「コーナーコーナーコーナーコーナー名名名名」＋」＋」＋」＋担当担当担当担当ディレクターディレクターディレクターディレクター様様様様

絶対に見てもらえるプレスリリースの送り方！
ポイント！

テレビ番組のディレクターはネタ（情報）に飢えている!!

新聞・雑誌へのﾆｭｰｽﾘﾘｰｽの送り方も基本は一緒！



明暗分けるニュースリリース

こんなニュースリリースは、お断り！

技術系・ＩＴ系・ベンチャーの企業に多く見られる現象。
技術系・ＩＴ系は、業界技術・専門用語がリリース上に飛び交い、意味不明。
ベンチャー系はスマートな印象を持たせたいのか、なぜか横文字を
ニュースリリースに多用し、日本語として理解不能。

超難解！

文字だらけ！

ニュースリリースは平易な言葉で、分かりやすく！

文字情報だけ＝「撮れる画が無い」
テレビの制作は映像が命！写真が無いということは撮れる画が無いと
あっという間に判断されてしまうこともシバシバ。
新聞でも写真付き記事の方が読みやすいのと一緒。

文字だらけ！

社会性社会性社会性社会性がががが無無無無いいいい！！！！

新聞でも写真付き記事の方が読みやすいのと一緒。

ニュースリリースに画像を組み込んで、イメージアップ！

製品の名前・値段・色・使い方などの概要のみに終始したリリース。
ニュースリリースの受け手である現場の人間からすると、単なる広告チラシと一緒。
「新製品発売！」「新システム開始！」なんて謳われたところで、ピンとこない。
何故マスコミに送っているのか＝どのように社会と関係あるかを解らせると◎。

掲載・ＯＡされるときはどうせ他社情報も入るので
初めから周辺・社会情報も盛り込むと採用率ＵＰ！

論文発表！？

ポイント！

ずっしりとした重みの、企業からのニュールリリースの封筒―。
ノベルティを期待して開封すると、中にはギッシリ詰まったレポート用紙が…。
テレビで取り上げられるなら、せいぜい1分程度。雑誌・新聞でも何ページにも渡る
特集を組むわけではありません。

要点を押さえて簡略化！多くてもＡ４用紙２枚！



テレビ側から見る、成功するニュースリリース

テレビ番組の構成は決まりのパターンがある！

其其其其のののの弐弐弐弐：自社の取り組みは、どう世の中に役立って

ポイント！

其其其其のののの参参参参：その外では、こんな取り組みも続々始まっている

【３つのキーワードでＯＡは成立する！】
其其其其のののの壱壱壱壱：今、世の中に何が起きていて

☆テレビ番組現場のマメ知識☆☆テレビ番組現場のマメ知識☆

タイムリー性を重視する、情報・報道番組の放送ネタの決定はおよそ１週間前
その為、担当ディレクターは常にＯＡ直前までネタを探している万年自転車操業状態！

直ぐに「ＯＡできそうだな」と思わせるのが、上記3つの情報

製品情報のみ

同じニュースリリースでも…

社会情報入り！

周辺取材をこれから（ネタになるかどうか不明）

情報＋αの独自取材でＯＡ成立

時間が無いので却下
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス

ス
タ
ー
ト

ス
タ
ー
ト

ス
タ
ー
ト

ス
タ
ー
ト
！！！！

リサーチ 企画会議 ＧＯ！

メディアが欲する必要最低限の情報を提示することで採用確率は段違い！



ビギナー向け！まずは季節・時期を大事に！

どのメディアも露出に欠かせないのは「タイムリー性」！

季節・時期 イベント 社会ネタ

正月／成人式 オリンピック ニート問題

入試・受験 ワールドカップ 年金問題

卒業式・入学（社）式 少子化・高齢化花粉症

日本シリーズ 格差社会桜・花見
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日本シリーズ 格差社会桜・花見

ハロウィン 未婚化・晩婚化ゴールデンウィーク

クリスマス 環境問題梅雨

バレンタイン／ホワイトデー いじめ・非行海開き／夏休み

ボジョレーヌーボ 犯罪お盆

各種「記念日」 組閣／法改正花火

その他 教育／ﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｱﾚﾝﾄ

ニュースリリースに時期・ネタを組み合わせると効果的！

…… …… …… …… …… ……各祝日



現在主流のＰＲスキーム プレストのＰＲスキーム

メディアＰＲを狙う、正しい方法

②サービスの開始

①企業

メディアへ情報を発信する仕事

②ＰＲ戦略

①企業

メディアに露出させる仕掛け創り

中小企業ならではのフットワークだからこそできるＰＲスタイル

18

②サービスの開始

③サービスの開始

②ＰＲ戦略

ポイント！

ＰＲの目的を明確にし、視聴者・読者向けＮＥＷＳを創る

③ＰＲ代行

マスコミ マスコミ



おさらい

反響を得る為のＰＲ戦略を立案できるか

「露出」はあくまでも手段であって重要なのは「反響」を得る為の戦略。

情報発信は自前で！

雑誌・新聞へのアウトプット作業はルール・方法さえ分かれば経験者でなくても可能！
また、活字媒体は「記事内容の確認」等の簡単な作業が頻繁にありますので、
常に社内に対応できる専属人員を配置することが重要です。
これをＰＲ会社にすべて委任してしまうと莫大で無駄な出費へとつながることになります。

POINT１

POINT２
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「メディアの放送基準」＝「視聴者（消費者）の求める情報」という事を理解し、
メディアの求めるニュースを創出・発信することがマーケティングＰＲの最重要課題です。
効果的なニュースの創出・発信が出来れば、「取材」を呼び込むことも「反響」を得ることも可能です。

特殊な媒体はテレビ番組のみ

パブリシティを獲得するのに最難関とされているのがテレビ媒体です。
活字媒体ではニュースリリースの送信だけで記事につながる事が多々ありますが、
テレビ番組では99％がネタにされません。
テレビ番組で取材を獲得するには業界に精通した企画立案が必須。

POINT３


