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NO 媒体ジャンル 独占 媒体社名 掲載ページURL 掲載対象リリース 個人事業主転載 利用者属性

1 ビジネス・マネー ○
東洋経済
ONLINE

株式会社東洋経済新報
社

http://toyokeizai.net/u
d/pressrelease

全リリース対象
（※ビジネス誌基準）

〇 50代を中心としたマネジメント層が中心

2 ビジネス・マネー ○ 現代ビジネス 株式会社講談社 http://gendai.ismedia.j
p/ud/pressrelease

全リリース対象
（※ビジネス誌基準）

〇 読者の中心年齢は38歳、次世代のビジネスキーマン

3 ビジネス・マネー ○ PRESIDENT
ONLINE

株式会社プレジデント
社

http://president.jp/ud/
pressrelease

全リリース対象
（※ビジネス誌基準）

〇 読者の4人に1人が役員以上、富裕層中心

4 ビジネス・マネー ○ JBPRESS
株式会社日本ビジネス
プレス

http://jbpress.ismedia.j
p/ud/pressrelease

全リリース対象
（※ビジネス誌基準）

〇 ・30代～50代の読者が約7割
・約60％が管理職、平均世帯年収800万超

5 ビジネス・マネー ○
Bloomberg.co
.jp

ブルームバーグL.P. http://www.bloomberg
.co.jp/

上場企業リリース対象
PCサイトと端末の2媒体で掲載

・8割以上が株、投信、外貨などの運用を経験
・車所有率は7割以上

6 ビジネス・マネー ○ BRIDGE 株式会社PR TIMES http://thebridge.jp/prti
mes

・設立7年以下の企業が発信す
るテクノロジー関連のリリース
対象
・ベンチャーキャピタルが発信

・半数以上が起業家・スタートアップに関わる20代～30代男性

7 ビジネス・マネー ○ 会社四季報オンライ
ン

東洋経済新報社 http://shikiho.jp/
上場企業リリース対象
各上場企業の情報詳細ページに
掲載

―

8 ビジネス・マネー ○ みんなの株式 株式会社みんかぶ http://minkabu.jp/
上場企業リリース対象
各上場企業の情報詳細ページに
掲載

・利用者の10％以上が運用額1,000万円以上
・30代男性が多。短期・中期の投資スタイルが全体の約8割

9 ビジネス・マネー niftyビジネス ニフティ株式会社
http://business.nifty.co
m/cs/catalog/business_
release/1.htm

全リリース対象 〇 ―

10 ビジネス・マネー 財経新聞 株式会社財経新聞社 http://www.zaikei.co.jp
/press/

全リリース対象
・男女比（57%、43%）
・35歳から54歳の中堅・管理職層が約7割
・年収800万円以上の高所得者層が全体の約2割

11 ビジネス・マネー ○
BtoBプラット
フォーム
業界チャネル

株式会社インフォマー
ト

https://www.infomart.c
o.jp/products/index.asp

BtoBプラットフォーム掲載企業
のリリースが対象

〇 ―

12 ビジネス・マネー ○ NewsPicks
株式会社ニューズピッ
クス

https://newspicks.com/
user/2172

独自の基準で“話題のプレスリ
リース”を抽出

〇 ―

13 ビジネス・マネー ○
仮想通貨部 か
そ部

コインティア株式会社 https://kasobu.com/cat
egory/press/

仮想通貨に関するプレスリリー
ス

―

14 ビジネス・マネー
Wantedly
People

ウォンテッドリー株式
会社

https://p.wantedly.com
/

Wantedly掲載企業のリリース
が対象

―

15 ビジネス・マネー ○ SPEEDA 株式会社ユーザベース https://jp.ub-
speeda.com/

全リリース対象 日本の時価総額トップ100社中6割で導入され、1100社超が活用

16 ビジネス・マネー ○ マイナビ農業 株式会社マイナビ https://agri.mynavi.jp/
category/news/

農業関連を中心としたプレスリ
リース対象

―

17 ビジネス・マネー MONEY TIMES 株式会社ZUU https://moneytimes.jp/
business/

全リリースのうち、編集部が選
定
（※ビジネス誌基準）

・40代男性が気になるビジネスや趣味、家族と共有したくなる
情報を中心に発信

18 ビジネス・マネー Forbes リンクタイズ株式会社 https://forbesjapan.co
m/author/detail/1906

全リリースのうち、編集部が選
定
（※ビジネス誌基準）

―

19 ビジネス・マネー BizHint
ビジョナル・インキュ
ベーション株式会社

https://bizhint.jp/
調査レポート、人事・労務関連
リリース対象

―

20 ビジネス・マネー fuelle 株式会社ZUU https://fuelle.jp/
全リリースのうち、編集部の選
定
（※ビジネス誌基準）

・女性のためのマネー系メディア

21 ビジネス・マネー FORCAS Sales 株式会社ユーザベース 全リリース対象 ―

22 ビジネス・マネー dmenu マネー 株式会社ＮＴＴドコモ

https://money.smt.doc
omo.ne.jp/news-
list.html?category=new
s-latest&ref=news-
list side

金融・ビジネス関連
リリース対象

―

23 ビジネス・マネー
日本農業新聞
電子版

株式会社日本農業新聞
https://www.agrinews.
co.jp/news/prtimes?tag
=4

農業・水産業・林業関連
リリース対象

―

24 新聞・総合ニュース ○ 産経ニュース 株式会社産経デジタル
http://www.sankei.com
/economy/newslist/pre
ssrelease-n.html

全リリース対象
（※新聞社基準）

・30代、40代ビジネスパーソンが主要ターゲット
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25 新聞・総合ニュース
読売新聞オンラ
イン

株式会社読売新聞社 https://yab.yomiuri.co.
jp/adv/feature/release/

全リリース対象
(※読売新聞社による企業審査
あり)

・世帯年収700万以上が約44%
・事務・研究職、管理職合わせて43%

26 新聞・総合ニュース
朝日新聞デジタルマ
ガジン

株式会社朝日新聞社 https://www.asahi.com
/and/pressrelease/

全リリース対象
（※新聞社基準）

・20代の方から60代以上まで幅広く利用
・1000万以上の世帯は17.3％

27 新聞・総合ニュース 毎日新聞 株式会社毎日新聞社 https://mainichi.jp/ch1
70228780i/

上場企業リリース対象
（※新聞社基準、掲載本数の上
限あり）

―

28 新聞・総合ニュース
時事ドットコ
ム

株式会社時事通信社 http://www.jiji.com/jc/
prt

全リリース対象
（※新聞社基準）

・35～49歳が42.1％、50歳以上が30.2％
・男性(76％)、女性(24％)

29 新聞・総合ニュース
AFPBB News
（AFP通信WEB
版）

株式会社クリエイティ
ヴ・リンク

http://www.afpbb.com
/category/pressrelease/

配信されたリリースのうち1日
数件を掲載

・40代以上のビジネス層が約半数
・世帯年収800万以上が約3割

30 新聞・総合ニュース 日経テレコン 株式会社日本経済新聞社
http://telecom.nikkei.c
o.jp/

全リリース対象
（※新聞社基準）

―

31 新聞・総合ニュース ○ Iza（イザ） 株式会社産経デジタル
http://www.iza.ne.jp/ki
ji/pressrelease/newslist
/pressrelease-n.html

全リリース対象
（※新聞社基準）

―

32 新聞・総合ニュース dot. 株式会社朝日新聞出版 http://dot.asahi.com/b
usiness/pressrelease/

話題性が高いと判定されるプレ
スリリース対象

・男性45％：女性55％
・PCユーザーはビジネスパーソン、スマホユーザーは半数が女
性

33 新聞・総合ニュース
Google
ニュース

Google, Inc. http://news.google.co.j
p/

検索にマッチするリリースのみ
を選定的に表示するため、稀に
掲載されないこともあります

・30、40代の利用が多い
・男性の利用が半数以上

34 新聞・総合ニュース excite エキサイト株式会社 http://www.excite.co.j
p/News/release/

全リリース対象
・他ポータルサイトと比較して女性ユーザーの比率が高く51％
・会社員が約半数、宣伝クリエイティブ職の比率が高く、その内約2割

35 新聞・総合ニュース Infoseek 楽天株式会社 http://news.infoseek.co
.jp/g/press-release

全リリース対象 女性30，40代が多数利用

36 新聞・総合ニュース BIGLOBE ビッグローブ株式会社 http://news.biglobe.ne.
jp/economy/release/

全リリース対象 〇 ・男性54％：女性46％
・30代以上が8割

37 新聞・総合ニュース Fresheye
株式会社スカラコミュ
ニケーションズ

https://news.fresheye.c
om/prtimes/

全リリース対象 〇 ・男性60％：女性40％
・３５歳～４０代がメインユーザー

38 新聞・総合ニュース
Mapion
ニュース

株式会社ONE
COMPATH

http://www.mapion.co.
jp/news/release/

全リリース対象 〇 ・男性52.1% 女性47.9%
・30、40代の利用が81.7％

39 新聞・総合ニュース 〇 NewsCafe 株式会社イード http://newscafe.ne.jp/ 全リリース対象 〇 ・最新情報に敏感な20、30代女性が多い
・男性：37％　女性：63％

40 新聞・総合ニュース
ジョルダンニュー
ス！

ジョルダン株式会社
http://news.jorudan.co
.jp/docs/news/list.cgi?li
stcd=N

全リリース対象 〇 ―

41 新聞・総合ニュース とれまが
株式会社サイトスコー
プ

http://news.toremaga.
com/company/8/

全リリース対象 〇 ・個人投資家や金融・マネージャンルに興味を持つ利用者が多い

42 新聞・総合ニュース ○ 日刊工業新聞   電子
版

株式会社 日刊工業新聞
社

https://www.nikkan.co.
jp/releases/

電子機器、家電、工業製品、
カー用品関連リリース対象

〇 ・40代以上が全体の約2/3
・製造業の割合が約75％

43 新聞・総合ニュース Voicy 株式会社Voicy https://voicy.jp/
パーソナリティが番組で読み上
げるデータベースの中にPR
TIMESのプレスリリースも収蔵

・音声コンテンツ配信サービス
・「Voicy」のパーソナリティが番組で読み上げるデータベース
の中にPR TIMESのプレスリリースも収蔵

44 新聞・総合ニュース
ニコニコ
ニュース

株式会社ドワンゴ http://news.nicovideo.j
p/media/274

全リリース対象 〇 ―

45 新聞・総合ニュース ○
FNN.jp
プライムオンラ
イン

株式会社フジテレビ
ジョン

https://www.fnn.jp/fea
tures/PRT

調査レポート関連リリース対象 〇 ―

46 新聞・総合ニュース ○ SmartNews
スマートニュース株式
会社

https://www.smartnew
s.com/

独自の基準でプレスリリースを
抽出

〇 アクティブユーザー　月間1,400万
20～50代の働く世代が約8割

47 新聞・総合ニュース All About
株式会社オールアバウ
ト

https://corp.allabout.co
.jp/corporate/press/

全リリース対象
（※キャンペーン関連を除く）

・専門家が情報を発信する日本最大級の総合情報メディア
・情報感度が高く、好奇心旺盛なオトナがターゲット

48 新聞・総合ニュース 〇 GREE News Glossom株式会社

https://jp.news.gree.ne
t/news/genre/13?from
_ggpnews=top_categor
y_news_13#

ビジネス・エンタメ・暮らしな
どに関わるリリース
（流通、医療などを除く）

・30～40代が中心
・エンタメ系記事を中心に 月間2000万PV

49 新聞・総合ニュース 〇
日刊建設工業
新聞

株式会社日刊建設工業
新聞社

https://www.decn.co.j
p/prtimes

建築、建設、土木関連リリース
対象

―（※紙媒体は読者の７割が建設産業関連の経営者・管理職）
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50 新聞・総合ニュース 〇
TBS・JNN NEWS
DIG Powered by
JNN

TBS・JNN NEWS DIG
合同会社

https://newsdig.tbs.co
.jp/list/prtimes

一部カテゴリを除いたプレスリ
リースが対象（※新聞社基準）

ー

51 マーケティング ○ ferret 株式会社ベーシック
https://ferret-
plus.com/press_release
s

Webマーケティング関連リリー
ス対象

・会員登録数28万人超
・20代後半から30代前半のユーザー層が4割
・男性6割、女性4割

52 マーケティング ○ PR EDGE 株式会社PR TIMES https://predge.jp/searc
h/post?post_type=pr

プロモーション動画対象 ―

53 マーケティング ○
Web担当者
Forum

株式会社インプレス https://webtan.impress
.co.jp/r/prtimes

Webマーケティング関連リリー
ス対象

〇 ・Web部門、Webマーケティング部門、広告・マーケティン
グ・PR部門の読者が多数

54 マーケティング ○
ネットショッ
プ担当者
フォーラム

株式会社インプレス https://netshop.impres
s.co.jp/r/prtimes

EC、通販関連プレスリリース対
象

〇 ・サービス導入権限に影響のある読者が多数

55 IT・ガジェット CNET Japan
朝日インタラクティブ
株式会社

http://japan.cnet.com/
release/

IT関連リリース対象
・情報を収集する・導入案を検討する人が多い
・年齢層が35～50歳に集中
・85％が仕事のために閲覧

56 IT・ガジェット RBB TODAY 株式会社イード
https://www.rbbtoday.
com/release/prtimes2-
today/

IT関連リリース対象
デジタル関連リリース対象

〇
・40歳以上が58％を占める
・エンタープライズ関連の決済権にかかわる人は23％
・無線LAN使用のユーザーが7割

57 IT・ガジェット ZDNet Japan
朝日インタラクティブ
株式会社

http://japan.zdnet.com
/release/

IT関連リリース対象
・役職者割合が高く約60％を占める
・年齢層は40歳以上が61％
・72％が導入時の決裁に関わる

58 IT・ガジェット
japan.internet.c
om

インターネットコム株
式会社

http://internetcom.jp/r
elease/

IT関連リリース対象 〇
・IT技術関連職が約30％を占める
・役職者割合が高く約50％を占める
・75％が製品・サービス導入関与者

59 IT・ガジェット
OSDN
Magazine

http://osdn.jp/magazin
e/pr/

IT関連リリース対象 〇 ・男性94.70%、女性3.78%

60 IT・ガジェット
SEOTOOLS
ニュース

ブラストホールディン
グス株式会社

http://www.seotools.jp
/news/

全リリース対象 ―

61 IT・ガジェット ○ TECHABLE 株式会社PR TIMES http://techable.jp/archi
ves/category/release/

IT関連・スタートアップ関連リ
リース対象

―

62 IT・ガジェット 〇 Ledge.ai 株式会社レッジ https://ledge.ai/prtime
s/

AI・人工知能関連リリース対象 ―

63 IT・ガジェット 〇 PANORA 株式会社パノラプロ https://panora.tokyo/ta
g/prtimes/

VR／AR／MR、VTuber関連の
プレスリリース

〇 ―

64 IT・ガジェット ○ ASCII.jp
株式会社角川アスキー
総合研究所

https://ascii.jp/newsrel
ease/

PC、スマホ、デジタル家電、ガ
ジェット関連プレスリリース対
象

65 IT・ガジェット ○
ASCII
STARTUP

株式会社角川アスキー
総合研究所

https://ascii.jp/cate/49
4/

スタートアップ関連プレスリ
リース対象

66 IT・ガジェット ○ ロボスタ
ロボットスタート株式
会社

ロボット、AI関連プレスリリー
スを
報道素材として転送

・ロボットや人工知能に関する事業を行なっているビジネスマン
や研究者
・ロボットの導入を任されている担当者

67 IT・ガジェット 〇 DX.WITH
西日本新聞メディアラ
ボ・AIソリューション
ズ

https://dx-with.jp/
AI・デジタルトランスフォー
メーション関連のプレスリリー
ス対象

DXにこれから取り組む経営層・マーケター層を中心ターゲット
に置いた、ビジネスマン向けのDX情報サイト

68 IT・ガジェット PHILE WEB 株式会社音元出版 https://www.phileweb.
com/prtimes/

ガジェット、AV/オーディオ機
器関連のプレスリリース対象

・国内最大のAV/オーディオ/モバイル情報サイト

69 スポーツ・車 ○
Number
Web

株式会社角川アスキー総合研究所
http://number.bunshu
n.jp/ud/pressrelease

スポーツ関連、男性向けリリー
ス対象

〇 ・男性が9.5割
・有識者80％以上、ビジネスマン70％以上

70 スポーツ・車 RESPONSE 株式会社イード http://response.jp/rele
ase/prtimes/

自動車関連リリース対象 〇 ・20代後半～40代まで幅広く利用
・男性：98％　女性：2％

71 スポーツ・車 ○ funDOrful ぴあ株式会社 http://ure.pia.co.jp/cat
egory/prtimes-sports

健康・スポーツ関連リリース対
象

〇 ・女性約8割

72 スポーツ・車
eSports
World

テックウインド株式会
社

eスポーツ・ゲーミングPC関連
リリースを報道素材として転送

〇 ―

73 スポーツ・車 〇 ラブすぽ 株式会社日本文芸社 https://love-
spo.com/sports-release

スポーツ関連リリース対象
・20～40代の男性を中心にスポーツチームファンに認知度
・PVは月間で600万PVを突破

74 スポーツ・車
ベストカー
Web

株式会社　講談社ビー
シー

https://bestcarweb.jp/t
ags/prtimes%E3%83%
97%E3%83%AC%E3%
82%B9%E3%83%AA%
E3%83%AA%E3%83%

自動車、バイク関連リリース対
象

―（※雑誌は読者の約６割が30～40代）

・平均年齢 38.1歳、男女比率 男性 87％ 女性 13％
・ＩＴ関連の企業・業種に関わる読者が多数
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75 トレンド・エンタメ ○
ORICON
NEWS

株式会社oricon ME http://www.oricon.co.j
p/pressrelease/

ライフスタイル・エンタメ関連
リリース対象

―

76 トレンド・エンタメ ○ withnews 株式会社朝日新聞社 http://withnews.jp/pre
ssrelease

話題性が高いと判定されるプレ
スリリース対象

・男性6割、女性4割
・35～44歳がメインユーザー

77 トレンド・エンタメ ○ BEST TIMES
株式会社ベストセラー
ズ

http://best-
times.jp/ud/pressreleas
e_besttimes

ライフスタイル関連リリース対
象

―

78 トレンド・エンタメ シネマカフェ 株式会社イード
http://www.cinemacafe
.net/release/prtimes-
news/

映画関連リリース対象 〇 ・男性29％、女性71％

79 トレンド・エンタメ 〇 BARKS
ジャパンミュージック
ネットワーク株式会社

http://www.barks.jp/pr
/

音楽関連リリース対象 〇 ・10代、20代若者中心で音楽に関心の高い層

80 トレンド・エンタメ iNSIDE 株式会社イード
http://www.inside-
games.jp/release/prtim
es/

ゲーム・ホビー関連リリース対
象

〇 ・男性93％、女性7％
・20、30代の使用が65％

81 トレンド・エンタメ
アニメ！アニ
メ！

株式会社イード http://animeanime.jp/r
elease/prtimes/

アニメ関連リリース対象 〇 ―

82 トレンド・エンタメ Game*Spark 株式会社イード http://www.gamespark
.jp/release/prtimes/

ゲーム・アニメ関連リリース対
象

〇 ・男性97％女性3％
・10代後半から30代前半までの男性ユーザーが9割以上を占める

83 トレンド・エンタメ ○
おたくま経済
新聞

シー・エス・ティー・
エンターテインメント
株式会社

https://otakei.otakuma.
net/prtimes

全リリース対象 〇 ・10代後半～20代中盤
・男性57％、女性43％

84 トレンド・エンタメ
music.jp
ニュース

株式会社エムティーア
イ

http://music-
book.jp/news

音楽関連リリースを報道素材と
して転送

〇 ―

85 トレンド・エンタメ ○ ウレぴあ総研 ぴあ株式会社 http://ure.pia.co.jp/cat
egory/prtimes-trend

トレンド・ライフスタイル関連
リリース対象
リリースを編集部の管理画面に
も表示

〇 ・女性7割：男性3割

86 トレンド・エンタメ ○
Medery.
Character's

ぴあ株式会社
https://ure.pia.co.jp/lis
t/media?c=character_j
apan

アニメ・ゲーム関連リリース対
象

〇 ・男性6割：女性4割

87 トレンド・エンタメ ヘイグ ヘイグ株式会社 https://h1g.jp/news/pr
_times/

ゲーム関連リリース対象 〇 ―

88 トレンド・エンタメ ○
フジテレ
ビュー!!

株式会社フジテレビ
ジョン

https://www.fujitv-
view.jp/?s=PR+TIMES

芸能、ファッションやビュー
ティー、こだわりグルメ、おで
かけ関連リリース対象

〇 ―

89 トレンド・エンタメ ○
ダ・ヴィンチ
ニュース

株式会社KADOKAWA https://ddnavi.com/pu
blisher-release/

出版社リリース対象 〇 ・男性5割：女性5割
・25歳～44歳までの社会人が6割

90 トレンド・エンタメ 〇
ファミ
通.com

株式会社KADOKAWA
Game Linkage

https://www.famitsu.c
om/search/?category=
prtimes

ゲーム・漫画・アニメなどのエ
ンタメ関連リリース対象

・ゲーム業界の最新ニュースや動向、ゲーム派生の漫画・アニ
メ・フィギュアまで幅広い情報を掲載
・20～40代男性を中心に、月間約3000万PVを達成

91 トレンド・エンタメ 〇 Up-Station
式会社ClaN
Entertainment

https://upstation-
ntv.com/archive-topic

Vtuber関連のリリース対象 ―

92 トレンド・エンタメ 〇
文化通信デジ
タル

株式会社文化通信社

https://www.bunkanew
s.jp/article/prtimes_pos
ts/category/press_relea
se/

雑誌・本・出版物のリリース対
象

―

93 ファッション・美容 ○ CREA WEB 株式会社文藝春秋 http://crea.bunshun.jp
/ud/pressrelease

女性向けリリース対象 〇
・30代女性中心
・子どものいない既婚者が7割
・働く女性が中心

94 ファッション・美容 ○
美ST
ONLINE

株式会社光文社
http://be-
story.jp/ud/pressreleas
e

美容関連リリース対象 ・30代～40代女性中心

95 ファッション・美容 ○ eltha 株式会社oricon ME http://beauty.oricon.co
.jp/pressrelease/

女性向けリリース対象 ―

96 ファッション・美容 ○
Men’s
Beauty

株式会社小学館 http://beauty-men.jp/ 男性向け美容関連リリース対象 〇 ―

97 ファッション・美容 ○ JJnet 株式会社光文社 http://jj-
jj.net/partner/prtimes/

女性向けリリース対象
・20代女性中心
・20~30代が80%超

98 ファッション・美容 ○ Mart Community
Blog

株式会社光文社
http://mc.mart-
magazine.com/pressrel
ease

女性向けの料理グルメ・インテ
リア・ファッション関連リリー
ス対象

料理グルメ・インテリア・ファッション等の情報を中心に掲載

99 ファッション・美容 ○
CLASSY.
ONLINE

株式会社光文社
http://classy-
online.jp/partner/prtim
es/

女性向けリリース対象 20代後半～30代のユーザーが6割超
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100 ファッション・美容 ○ STORY 株式会社光文社 https://storyweb.jp/prti
mes/

女性向けリリース対象 メインターゲットは40代

101 ファッション・美容 ○ Ray WEB 株式会社Donuts https://ray-
web.jp/prtimes/

女性向けリリース対象
・紙媒体は女子大生や社会人1,2年目のOL読者が多く購読
・Webでは女性ユーザーの半数以上が34歳以下

102 ファッション・美容 ○
mamagirl
WEB

株式会社Donuts https://mamagirl.jp/pr
times

女性向けリリース対象 ・30代の主婦や子育て中の女性を中心に活用

103 ファッション・美容 ARINE グリー株式会社 https://arine.jp/
美容関連リリースのうち、編集
部で選定

―

104 ファッション・美容
LAURIER
PRESS

エキサイト株式会社 https://laurier.press/ 女性向けリリース対象
・ユーザーの約90％が18~24歳の女性
・都市部に暮らす女子が、週3回以上利用

105 ファッション・美容 ○
FASHION
HEADLINE

株式会社ファッション
ヘッドライン

https://www.fashion-
headline.com/tag/PR%
20TIMES 

女性向けファッション、ライフ
スタイル系リリースのうち、編
集部で選定

〇 ―

106 グルメ・ライフ・カルチャー ○ antenna*
株式会社グライダーア
ソシエイツ

ライフスタイル関連リリース対
象

〇 情報感度の高いアクティブな30代都市部在住者 男性・女性

107 グルメ・ライフ・カルチャー ○ DIME 株式会社小学館 http://dime.jp/compan
y_news/

全リリース対象 〇 20代～40代男性

108 グルメ・ライフ・カルチャー えん食べ
インターネットコム株
式会社

http://entabe.jp/releas
e/corp/media_id:1

食品関連リリース対象 〇 ―

109 グルメ・ライフ・カルチャー えんウチ
インターネットコム株
式会社

http://enuchi.jp/press-
release

住居と関わるライフスタイル関
連リリース対象

〇 ・ユーザーの約75%が18～34歳
・女性が6割

110 グルメ・ライフ・カルチャー ○ TRAICY
メディア・エージェン
シー有限責任事業組合

http://www.traicy.com
/

トラベル・交通関連のリリース
対象

・男性6割、女性4割
・35～44歳が約4割

111 グルメ・ライフ・カルチャー ○
サンゼロミ
ニッツ

株式会社イード http://30min.jp/prtime
s/

食品関連、おでかけ関連、一部
コスメ関連リリース対象

〇 ・20代後半～40代前半までの女性

112 グルメ・ライフ・カルチャー リセマム 株式会社イード http://resemom.jp/rele
ase/prtimes/

子ども・教育・保護者のリリー
ス対象

〇 ・母親世代

113 グルメ・ライフ・カルチャー 大学times 株式会社さんぽう http://times.sanpou-
s.net/search/

大学関連情報のリリース対象 ―

114 グルメ・ライフ・カルチャー 〇
STRAIGHT
PRESS

株式会社PR TIMES http://straightpress.jp/
company_news

全リリース対象 ―

115 グルメ・ライフ・カルチャー ○ 暮らしニスタ
株式会社 主婦の友社
株式会社ウィルゲート

http://kurashinista.jp/
主婦層の日常生活に関連するプ
レスリリース

―

116 グルメ・ライフ・カルチャー ○
RETRIP
［リトリッ
プ］

株式会社trippiece
おでかけ系リリースを報道素材
として転送

―

117 グルメ・ライフ・カルチャー ○ マチイロ 株式会社ホープ 自治体・官公庁のリリース対象 〇 ―

118 グルメ・ライフ・カルチャー ○ PETomorrow 株式会社小学館 http://petomorrow.jp/
ペット・動物に関連するプレス
リリース

〇 ―

119 グルメ・ライフ・カルチャー

Medical
Tribuneウェ
ブ

株式会社メディカルト
リビューン

https://medical-
tribune.co.jp/life/

ライフスタイル関連リリース対
象

―

120 グルメ・ライフ・カルチャー ○ ハピママ* ぴあ株式会社 http://ure.pia.co.jp/cat
egory/prtimes-mama

ママ・ファミリー向けリリース
対象

〇 ・女性85％
・30代が約5割

121 グルメ・ライフ・カルチャー ○ うまいめし ぴあ株式会社 http://ure.pia.co.jp/cat
egory/prtimes-gourmet

グルメ関連リリース対象 〇 ・女性70％

122 グルメ・ライフ・カルチャー
フーズチャネ
ル

株式会社インフォマー
ト

https://www.foods-
ch.com/news/

外食・食品業界向けリリース対
象

〇 ―

123 グルメ・ライフ・カルチャー aumo アウモ株式会社 https://aumo.jp/users/
1a20078078/articles

おでかけ系リリースのうち、編
集部で選定

・月間ユーザー数200万人
・ユーザーの7割が女性
・20台～30代がメイン

124 グルメ・ライフ・カルチャー ○ isuta 株式会社PR TIMES
http://isuta.jp/category
/iphone/pr_application
_release

女性向けリリース対象 ―
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125 グルメ・ライフ・カルチャー ○ 花形文化通信 株式会社ワークルーム https://hanabun.press/
prtimes/

女性向けリリース対象 〇
もとはフリーペーパーだったが、100刊をもって終了。その後、
Webメディアとして復活した。世の中の面白いと思うものの発信
やインタビューを行っている。

126 グルメ・ライフ・カルチャー ○
時事メディカ
ル

株式会社時事通信社 https://medical.jiji.com
/prtimes/

医療・健康に関するプレスリ
リース

―

127 グルメ・ライフ・カルチャー ○ LIMIA リミア株式会社 https://limia.jp/user/pr
-times/

住まい・暮らしに関する企業リ
リースのうち、編集部で選定
（※掲載本数の上限あり）

―

128 グルメ・ライフ・カルチャー SAKETIMES 株式会社Clear
日本酒関連リリースを報道素材
として転送

〇 ・国内最大級の日本酒専門WEBメディア
・月間100万PV以上の閲覧数

129 グルメ・ライフ・カルチャー
ウォーカープ
ラス

株式会社KADOKAWA https://www.walkerplu
s.com/

日本全国の店舗・施設情報、イ
ベント情報のリリース対象

・月間約1,000本以上のニュース記事を配信
・若い年代の家族を中心に、イベントやおでかけに関心の高い好
奇心旺盛なユーザーから、幅広い支持を得ている。

130 グルメ・ライフ・カルチャー KIDSNA
株式会社ネクストビー
ト

生活・教育・カルチャーなどの
リリースから編集部が選定

・育児・教育、生活情報を中心にニュース記事を配信

131 海外・インバウンド ファクティバ ダウ・ジョーンズ
https://www.dowjones.
com/professional/jp/fac
tiva/

全リリース対象 〇
・世界200ヶ国、33,000以上の情報ソースを28言語に翻訳
・複合的に絞り込む検索機能により、簡単かつ迅速にニュース検
索が可能

132 地域 〇 山陰中央新報
株式会社 山陰中央新報
社

https://www.sanin-
chuo.co.jp/www/genre
/1600064009565/inde
x.html

山陰地方関連のリリース対象
・島根・鳥取両県で18万部を発行する地域に根ざした山陰最大
の新聞

133 地域 ○
西日本新聞
WEB

株式会社西日本新聞社
https://www.nishinippo
n.co.jp/nnp/news_relea
se/

九州企業のプレスリリース対象 〇
・北部九州エリアを中心に、福岡ニュースに興味を持つ大都市圏
ユーザーも多く訪問
・30-50代男性に人気が高い

134 地域 千葉日報 株式会社千葉日報社 https://www.chibanipp
o.co.jp/prtimes

千葉県関連のリリース対象 ・千葉県唯一の県紙

135 地域 〇 福島民報社 株式会社福島民報社 https://www.minpo.jp/
prtimes

福島県関連のリリース対象
・福島県ナンバーワンの発行部数、6つの地域版で県内全域をカ
バー

136 地域 〇 Web東奥 株式会社東奥日報社
https://www.toonippo.
co.jp/category/news-
prtimes-aomori

青森県、北海道、岩手県、秋田
県関連のリリース対象

―

137 地域 みんゆうNet 福島民友新聞株式会社
https://www.minyu-
net.com/release/prtime
s/

福島県、宮城県、山形県、新潟
県、茨城県、栃木県関連のリ
リース対象

―

138 地域
山形ニュース
オンライン

株式会社山形新聞社 https://www.yamagata
-np.jp/prtimes/

山形県、宮城県、福島県、秋田
県、新潟県関連のリリース対象

―

139 地域 〇 アットエス 株式会社静岡新聞社 https://www.at-
s.com/feed/pr_times/

静岡県関連のプレスリリース
対象

―

140 地域
秋田魁新報デジ
タル

株式会社秋田魁新報社
https://www.sakigake.j
p/news/list/scd/50000
5001/

秋田県、岩手県、青森県関連の
プレスリリース対象

―

141 地域
#gunma 上毛
新聞

株式会社上毛新聞社
https://www.jomo-
news.co.jp/category/pr
-times

群馬県関連のプレスリリース
対象

―

142 地域 〇 山陽新聞デジタ
ル

株式会社山陽新聞社
https://www.sanyonew
s.jp/PR_TIMES/prtimes
_chushik

中国・四国地方9県関連のプレ
スリリース対象

―

143 地域
信濃毎日新聞デジタ
ル

信濃毎日新聞株式会社 https://www.shinmai.c
o.jp/news/list/144/146

長野県関連のプレスリリース対
象

―

144 地域
愛媛新聞
ONLINE

株式会社愛媛新聞社

https://www.ehime-
np.co.jp/online/informa
tion/press_release_list/
ehime/

四国4県関連のプレスリリース
対象

―

145 地域 RKBオンライン RKB毎日放送株式会社 https://rkb.jp/series/pr
-times/

福岡関連のプレスリリース対象 ー

146 地域
茨城新聞クロスア
イ

株式会社茨城新聞社
https://ibarakinews.jp/
hp/list.php?elem=prt&e
lem=prt

茨城、埼玉、栃木、千葉、福
島、群馬各県と東京都関連のプ
レスリリース対象

ー

147 地域 岐阜新聞Web 株式会社岐阜新聞社 https://www.gifu-
np.co.jp/list/pr-times

岐阜、愛知、三重各県関連のプ
レスリリース対象

ー

148 地域 〇 中日新聞Web 株式会社中日新聞社 https://dg.chunichi.co.j
p/prtimes/chunichi/

愛知、岐阜、三重各県関連のプ
レスリリース対象

ー

149 地域 〇 中日新聞しずおか
Web

株式会社中日新聞社 https://dg.chunichi.co.j
p/prtimes/tokai/

静岡県関連のプレスリリース
対象

ー
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150 地域 〇 北陸中日新聞Web 株式会社中日新聞社 https://dg.chunichi.co.j
p/prtimes/hokuriku/

石川、富山両県関連のプレスリ
リース対象

ー

151 地域 〇 日刊県民福井Web 株式会社中日新聞社
https://dg.chunichi.co.j
p/prtimes/kenmin_fuku
i/

福井県関連のプレスリリース対
象

ー

152 地域 さんにちEye
株式会社山梨日日新聞
社

https://www.sannichi.c
o.jp/prtimes/yamanash
i

山梨、神奈川、静岡、長野、埼
玉各県と東京都関連のプレスリ
リース対象

ー

153 地域 中国新聞デジタル 株式会社中国新聞社
https://www.chugoku-
np.co.jp/list/genre/PR_
TIMES

広島、岡山、山口、島根、鳥
取、兵庫、福岡、愛媛、香川各
県関連のプレスリリース対象

ー

154 地域 京都新聞 株式会社京都新聞社 https://www.kyoto-
np.co.jp/ud/prtimes

京都府と滋賀県関連のプレスリ
リース対象

ー

155 地域 下野新聞SOON 株式会社下野新聞社
https://www.shimotsuk
e.co.jp/category/pr-
times

栃木県関連のプレスリリース対
象

ー

156 地域 〇 さんたつ by 散歩
の達人

株式会社交通新聞社 https://san-
tatsu.jp/pressrelease/

関東地方関連のリリース対象 ・創刊20年を超える街歩き雑誌のパイオニア

157 札幌経済新聞
https://sapporo.keizai.b
iz/release/archives/1/

北海道関連のリリース対象

158 弘前経済新聞
https://hirosaki.keizai.b
iz/release/archives/1/

青森県関連のリリース対象

159 盛岡経済新聞
https://morioka.keizai.
biz/release/archives/1/

岩手県関連のリリース対象

160 仙台経済新聞
https://sendai.keizai.bi
z/release/archives/1/

宮城県関連のリリース対象

161 秋田経済新聞
https://akita.keizai.biz/
release/archives/1/

秋田県関連のリリース対象

162 山形経済新聞
https://yamagata.keizai
.biz/release/archives/1/

山形県関連のリリース対象

163 水戸経済新聞
https://mito.keizai.biz/r
elease/archives/1/

茨城県関連のリリース対象

164 足利経済新聞
https://ashikaga.keizai.
biz/release/archives/1/

栃木県関連のリリース対象

165 高崎前橋経済新聞
https://takasaki.keizai.
biz/release/archives/1/

群馬県関連のリリース対象

166 大宮経済新聞
https://omiya.keizai.biz
/release/archives/1/

埼玉県関連のリリース対象

167 浦和経済新聞
https://urawa.keizai.biz
/release/archives/1/

埼玉県関連のリリース対象

168 船橋経済新聞
https://funabashi.keizai
.biz/release/archives/1/

千葉県関連のリリース対象

169 千葉経済新聞
https://chiba.keizai.biz/
release/archives/1/

千葉県関連のリリース対象

170 川崎経済新聞
https://kawasaki.keizai.
biz/release/archives/1/

神奈川県関連のリリース対象

171 港北経済新聞
https://kohoku.keizai.bi
z/release/archives/1/

神奈川県関連のリリース対象

172 ヨコハマ経済新聞
https://www.hamakei.c
om/release/archives/1/

神奈川県関連のリリース対象

173 逗子葉山経済新聞
https://zushi-
hayama.keizai.biz/relea

神奈川県関連のリリース対象

174 アキバ経済新聞
https://akiba.keizai.biz/
release/archives/1/

東京都関連のリリース対象

175 日本橋経済新聞
https://nihombashi.keiz
ai.biz/release/archives/

東京都関連のリリース対象

176 銀座経済新聞
https://ginza.keizai.biz/
release/archives/1/

東京都関連のリリース対象

177 品川経済新聞
https://shinagawa.keiz
ai.biz/release/archives/

東京都関連のリリース対象

178 東京ベイ経済新聞
https://tokyobay.keizai.
biz/release/archives/1/

東京都関連のリリース対象

179 六本木経済新聞
https://roppongi.keizai.
biz/release/archives/1/

東京都関連のリリース対象

180 赤坂経済新聞
https://akasaka.keizai.b
iz/release/archives/1/

東京都関連のリリース対象

181 市ケ谷経済新聞
https://ichigaya.keizai.
biz/release/archives/1/

東京都関連のリリース対象

182 池袋経済新聞
https://ikebukuro.keizai
.biz/release/archives/1/

東京都関連のリリース対象

183 練馬経済新聞
https://nerima.keizai.bi
z/release/archives/1/

東京都関連のリリース対象

184 新宿経済新聞
https://shinjuku.keizai.
biz/release/archives/1/

東京都関連のリリース対象

185 中野経済新聞
https://nakano.keizai.bi
z/release/archives/1/

東京都関連のリリース対象

186 高円寺経済新聞
https://koenji.keizai.biz
/release/archives/1/

東京都関連のリリース対象

187 シブヤ経済新聞
https://www.shibukei.c
om/release/archives/1/

東京都関連のリリース対象

188 下北沢経済新聞
https://shimokita.keizai
.biz/release/archives/1/

東京都関連のリリース対象

189 自由が丘経済新聞
https://jiyugaoka.keizai
.biz/release/archives/1/

東京都関連のリリース対象

190 吉祥寺経済新聞
https://kichijoji.keizai.b
iz/release/archives/1/

東京都関連のリリース対象

191 調布経済新聞
https://chofu.keizai.biz
/release/archives/1/

東京都関連のリリース対象

192 立川経済新聞
https://tachikawa.keiza
i.biz/release/archives/1

東京都関連のリリース対象

193 八王子経済新聞
https://hachioji.keizai.b
iz/release/archives/1/

東京都関連のリリース対象

194 富山経済新聞
https://toyama.keizai.b
iz/release/archives/1/

富山県関連のリリース対象

195 金沢経済新聞
https://kanazawa.keizai
.biz/release/archives/1/

石川県関連のリリース対象

196 福井経済新聞
https://fukui.keizai.biz/
release/archives/1/

福井県関連のリリース対象

地域 ○ みんなの経済新聞
ネットワーク

〇 ―
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197 松本経済新聞
https://matsumoto.keiz
ai.biz/release/archives/

長野県関連のリリース対象

198 富士山経済新聞
https://mtfuji.keizai.biz
/release/archives/1/

静岡・山梨県関連のリリース対
象

199 浜松経済新聞
https://hamamatsu.kei
zai.biz/release/archives

静岡県関連のリリース対象

200 サカエ経済新聞
https://sakae.keizai.biz
/release/archives/1/

愛知県関連のリリース対象

201 名駅経済新聞
https://meieki.keizai.bi
z/release/archives/1/

愛知県関連のリリース対象

202 伊勢志摩経済新聞
https://iseshima.keizai.
biz/release/archives/1/

三重県関連のリリース対象

203 びわ湖大津経済新聞
https://biwako-
otsu.keizai.biz/release/

滋賀県関連のリリース対象

204 烏丸経済新聞
https://karasuma.keizai
.biz/release/archives/1/

京都府関連のリリース対象

205 和歌山経済新聞
https://wakayama.keiz
ai.biz/release/archives/

和歌山県関連のリリース対象

206 大阪ベイ経済新聞
https://osakabay.keizai
.biz/release/archives/1/

大阪府関連のリリース対象

207 東大阪経済新聞
https://higashiosaka.ke
izai.biz/release/archives

大阪府関連のリリース対象

208 あべの経済新聞
https://abeno.keizai.biz
/release/archives/1/

大阪府関連のリリース対象

209 なんば経済新聞
https://namba.keizai.bi
z/release/archives/1/

大阪府関連のリリース対象

210 船場経済新聞
https://semba.keizai.bi
z/release/archives/1/

大阪府関連のリリース対象

211 梅田経済新聞
https://umeda.keizai.bi
z/release/archives/1/

大阪府関連のリリース対象

212 尼崎経済新聞
https://amagasaki.keiz
ai.biz/release/archives/

兵庫県関連のリリース対象

213 神戸経済新聞
https://kobe.keizai.biz/
release/archives/1/

兵庫県関連のリリース対象

214 加古川経済新聞
https://kakogawa.keiza
i.biz/release/archives/1

兵庫県関連のリリース対象

215 岡山経済新聞
https://okayama.keizai.
biz/release/archives/1/

岡山県関連のリリース対象

216 広島経済新聞
https://hiroshima.keizai
.biz/release/archives/1/

広島県関連のリリース対象

217 山口宇部経済新聞
https://yamaguchi.keiz
ai.biz/release/archives/

山口県関連のリリース対象

218 松山経済新聞
https://matsuyama.kei
zai.biz/release/archives

愛媛県関連のリリース対象

219 小倉経済新聞
https://kokura.keizai.bi
z/release/archives/1/

愛媛県関連のリリース対象

220 天神経済新聞
https://tenjin.keizai.biz
/release/archives/1/

福岡県関連のリリース対象

221 博多経済新聞
https://hakata.keizai.bi
z/release/archives/1/

福岡県関連のリリース対象

222 佐賀経済新聞
https://saga.keizai.biz/r
elease/archives/1/

佐賀県関連のリリース対象

223 長崎経済新聞
https://nagasaki.keizai.
biz/release/archives/1/

長崎県関連のリリース対象

224 大分経済新聞
https://oita.keizai.biz/r
elease/archives/1/

大分県関連のリリース対象

225 ひなた宮崎経済新聞
https://miyazaki.keizai.
biz/release/archives/1/

宮崎県関連のリリース対象

226 鹿児島経済新聞
https://kagoshima.keiz
ai.biz/release/archives/

鹿児島県関連のリリース対象

227 石垣経済新聞
https://ishigaki.keizai.bi
z/release/archives/1/

沖縄県関連のリリース対象

―地域 ○ みんなの経済新聞
ネットワーク

○
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