
＜サービスのご案内＞

“定額制” プレスリリース配信サービス

届けるニュースが
新たなビジネスを創出する

2021年11月(改訂)

ビジネスを進化させる



✔ メディアと企業への一斉配信は、”最大450件”

✔ プレスリリース配信料

”月々8,800円”からご利用可能
※6カ月単位契約で初月は無料

✔ メディア配信先 ”約1.5万件”
（国内メディア：約10,000件／海外メディア：約5,500件）

✔ 国内企業配信先 ”約12万社”
（業種カテゴリ：約90種）

特 長
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特 長

メディアだけでなく、企業にもダイレクトにリリースを配信

メディア(300件まで)と企業(150社まで)を当サービスが保有する

配信先リストから選出し、1回に”最大450件”のリリースを配信
することができます。また、企業に直接リリースを配信することで
今まで接触のなかった業種、業態への訴求機会をつくります。

少ない負担でリリース配信が可能

月額8,800円から利用可能な価格設定です。
原稿の制作代行を込みとしたオプション付き
プランもご用意しているほか、全てのプランで
5,000以上の英語圏のメディアへ配信が可能
です。日英翻訳サービスもラインアップしています。
プレスリリースを初めて配信する企業も、人的
リソースが足りずプレスリリースの配信が難し
かった企業も、少ない負担で配信を始めること
が可能です。

リリースの反応を可視化できる解析機能

PV数やユニークユーザ数の計測だけでなく、自社リリースへアクセスした企業情報やリリースごとの比較分析など、
リリース解析に新たな視点を与えます。 ※海外への配信に対するアクセス解析は行っておりません。
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リンククリック
企業一覧

業種別
アクセス数

メール開封率・
クリック率

企業アクセス
一覧

PRESS CUBEの掲載
ページにアクセスした
企業がリアルタイムに
把握できます。

配信したプレスリリースに
どこの企業がいつ反応し
たかが分かります。

PRESS CUBE掲載
ページに訪れる企業の
業種の把握が可能です。

メディアへのプレスリリース
が読まれているのか否か
を即座に確認できます。

リリース
比較分析機能

リリース
アクセス数

配信したプレスリリースの
アクセス数、セッション数、
来訪企業数で比較が
可能。

PRESS CUBEの掲載
ページのアクセス数、
セッション数、離脱率
など分析します。



月3回配信

ライト
¥8,800

無制限配信

スタンダード
¥15,950

原稿代行

安心
¥27,500

英語翻訳

チャレンジ
¥49,500

従量制

お試し会員
¥16,500

英語翻訳

チャレンジ
¥49,500

英語翻訳
アクセス解析

※海外への配信に対するアクセス解析

は行っておりません

1回のみ × × ×

3回まで ○ ○ △

3回まで ○ × ○

3回まで ○ ○ △

月配信数

3回まで × × ○

無制限 × × ○

原稿代行
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料金プラン

●上記価格には消費税が含まれております。

●最低利用期間は6ヶ月となります。（※新規加入者のお客様は初月無料）

●「お試し会員」は1回の配信のみの契約です。

定額制で安心・納得のプランをご用意

プレスリリース配信がはじめての企業様から、週1回以上配信されている企業様まで。
追加配信、原稿代行、英語翻訳(日→英) のオプションメニューもお選びいただけます。

オプション（各種プランに追加できます）

●追加配信／1件 ￥5,500

●原稿代行／1件 ￥7,700

●英語翻訳／1件 ￥15,400

※FAXによる配信

⇒ PDF 1ページ ￥18 × 配信件数

【例】FAX配信オプション料金

PDFデータ枚数 2P

FAX配信件数 2件

----------------------------------------

オプション利用金額 合計： ￥72

PDF1枚につき￥18換算

その他

●休止

１ヵ月単位で休止ができる。通年3ヵ月まで休止可能

●継続割10%OFF

12ヵ月継続時、13ヵ月目から契約プラン料金を割り引き
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TV

新聞

雑誌

WEB

ラジオ

地上波／BSデジタル放送／CS放送／
ケーブル放送
（送信先保有数：約200件）

全国紙／地方紙／タウン情報紙／スポーツ・
夕刊／商工業・経済紙／政治・地方自治／
趣味・レジャー紙／教育・学生／宗教／
専門紙／外国語紙
（送信先保有数：約1,200件）

IT・PC／ネットサービス／ゲーム・玩具／
エンタテインメント／出版・アート・カルチャー／
マスコミ／スポーツ／ファッション／料理・グルメ
／インテリア・雑貨／住宅・建築／暮らし／
ホテル・レジャー／自動車・バイク／交通・
運輸・輸送／教育・資格・人材／医療・
医薬・福祉／ビジネス・コンサルティング／
広告・マーケティング／経済・社会／金融／
外国語雑誌／外国発行誌／その他
（送信先保有数：約6,500件）

個人向けIT／ネットサービス／デジタル
製品・家電／企業向けIT／流通／
エンタテインメント／出版・アート・カルチャー
／ゲーム・玩具／スポーツ／自動車・
バイク／インテリア・雑貨／ファッション／
食品・飲料／料理・グルメ／美容・健康／
医療・医薬・福祉／暮らし／ホテル・
レジャー／住宅・建築／教育・資格・人材
／金融／広告・マーケティング／ビジネス・
コンサルティング／交通・運輸・輸送／農
林水産／エネルギー・素材・繊維／自然・
環境／経済・社会／その他
（送信先保有数 約2,500件）

FM／AM／短波／その他
（送信先保有数：約280件）

配信先

① 国内メディア：約10,000件

情報取得に欠かせないWebメディアから、TV・雑誌・ラジオなど国内主要メディアへのプレスリリース配信が可能です。

※オプション機能：FAXによる国内メディアへの配信（PDF 1ページ＠￥18×件数）
FAXでのみリリースを受付ける国内メディアにも配信可能です。
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配信先

② 海外メディア：約5,500件

アメリカ、カナダ、アジア諸国、オーストラリア、アフリカなど、英語圏のメディアに配信が可能です。
日英翻訳のオプションサービスを活用いただく事で、これまで高額だった海外配信にも挑戦いただけます。
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配信先

③ 企業：約12万社

保有する企業データベース約120,000社の中（90以上の業種カテゴリ）から最大150社を任意に選択して
リリースを配信できます。

76. プラスチック製品

77. ゴム製品

78. 一般機械

79. 電気・電子機器

80. 自動車・輸送機器

81. 精密機械

82. 鉄・金属

83. その他製造業

84. 電気

85. ガス

86. 水道

87. 農林水産

88. 鉱業

89. 官公庁

90. 組合・団体・協会

91. NPO

92. その他

1. 百貨店・スーパー

2. コンビニ

3. 食料品・酒屋

4. ファッション・洋服

5. 医薬品・化粧品

6. 自動車・自転車

7. 電器

8. 家具・インテリア

9. ガソリンスタンド・燃料

10. 日用雑貨

11. 建築・鉱物・金属

12. 機械器具

13. 総合卸売・商社・貿易

14. 通信販売

15. その他小売・卸売

16. 食堂・レストラン

17. 居酒屋・バー

18. 喫茶店

19. ファーストフード

20. 持ち帰り・デリバリー

21. 旅館・ホテル

22. 旅行・レジャー

23. 床屋・美容院

24. エステ・リラクゼーション

25. ペット

26. リース・レンタル

27. ビル管理・オフィスサポート

28. その他サービス

29. 情報通信・インターネット

30. ソフトウェア・SI

31. デザイン・製作

32. 広告・販促

33. 放送・出版・マスコミ

34. 経営コンサルティング

35. 会計、税務、法務、労務

36. 人材

37. 病院

38. 医院・診療所

39. 歯医者

40. 動物病院

41. 介護・福祉

42. 不動産売買

43. 不動産賃貸

44. 不動産開発

45. 銀行

46. 貸金業、クレジット

47. 金融商品取引

48. 保険

49. その他金融

50. 幼稚園・保育園

51. 小学校・中学校・高校

52. 大学

53. 専門学校

54. 予備校

55. 進学塾・学習塾

56. 外国語会話

57. パソコンスクール

58. 幼児教室

59. その他教室・スクール

60. 総合（建設・建築）

61. 専門（建設・建築）

62. 設備（建設・建築）

63. 運輸

64. 倉庫

65. 運輸付帯サービス

66. 食料品

67. 飲料・たばこ・飼料

68. 繊維工業

69. 衣服・繊維

70. パルプ・紙

71. 印刷

72. 油脂加工・洗剤・塗料

73. 化粧品

74. 医薬品

75. その他の化学工業
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ご利用の流れ

最短1営業日で申し込み完了、初月は無料。

お申し込み後、サポートセンターからサービス開始お手続きのご案内をメールにていたします。

● 毎月1日から末日までの6ヶ月単位の契約となります

● お試し会員は1回の配信のみの契約です

● 登録完了後もオプションの追加お申し込みは可能です

● 登録には審査がございます



お問い合わせ

ニュース掲載サイト

連絡先 PRESS CUBE サポートセンター（担当：高岡）
MAIL：presscube_support@j2complex.co.jp

サポート対応時間：平日 10:00～18:00
土日祝日など、休業日およびその前日にお問い合わせをいただいた場合、
またお問い合わせの内容によりましては、回答にお時間を要する場合がございます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
PRESS CUBE 運営会社
J2 COMPLEX INC. ／ 株式会社ジェイツ・コンプレックス
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル18F 
TEL：03-5501-0020 HP：http://www.j2complex.co.jp/

https://www.presscube.jp/
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https://www.presscube.jp/inquiry/create

https://www.presscube.jp/
https://www.presscube.jp/inquiry/create

