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PR Wireサービスは会員制で運用されています。PR Wireサービス利用規約にご同意いただき、 

下記「プラン」「サービス」および「コース」をご指定の上、お申込み下さい。 

弊社審査を経て、会員登録後、ご利用開始となります。 

※本料金表は変更する場合があります。ご利用の際は弊社までお問い合わせください。（2014年4月1日現在） 

（括弧内は税込み金額） 

レギュラープラン 
ご利用回数別の年額プランです。 
「基本サービス」「サト限定サービス」のどちらか一方、もしくは両方を選択し、 
 配信・掲載回数に応じて「コース」を決めてください。 

□ 基本サービス（国内メデゖゕ配信＋提携サト転載） 

  1回のご利用で3サーキットまでご指定いただけます。 
□ サイト限定サービス（提携サト転載のみ） 

年間契約回数 年間サービス料 超過単価 年間契約回数 年間サービス料 超過単価 

◎5回コース 
（〜5回） 

￥186,000 
（￥200,880） 

@38,000 
（￥41,040） 

◎5回コース 
（〜5回） 

￥96,000 
（￥103,680） 

@19,000 
（￥20,520） 

◎10回コース 
（〜10回） 

￥360,000 
（￥388,800） 

@38,000 
（￥41,040） 

◎10回コース 
（〜10回） 

￥189,000 
（￥204,120） 

@18,500 
（￥19,980） 

◎12回コース 
（〜12回） 

￥426,000 
（￥460,080） 

@37,500 
（￥40,500） 

◎12回コース 
（〜12回） 

￥222,000 
（￥239,760） 

@18,500 
（￥19,980） 

◎20回コース 
（〜20回） 

￥660,000 
（￥712,800） 

@37,000 
（￥39,960） 

◎20回コース 
（〜20回） 

￥360,000 
（￥388,800） 

@18,000 
（￥19,440） 

◎30回コース 
（〜30回） 

￥909,000 
（￥981,720） 

@36,000 
（￥38,880） 

◎30回コース 
（〜30回） 

￥510,000 
（￥550,800） 

@17,000 
（￥18,360） 

 31回以上の料金についてはお問い合わせください。 
 国内メデゖゕ配信のサーキットの詳細は裏面をご参照ください。 
 「基本サービス」のみ選択されている場合の「サト限定サービス」料金は、￥20,000/回（￥21,600）が適用されます。 
 「サト限定サービス」のみ選択されている場合の「基本サービス」料金は、￥38,000〜/ｻｰｷｯﾄ（￥41,040〜）が適用され

ます。 

□ 海外配信サービス （別紙参照） 

オプションサービス 

□ オリジナルリスト配信 
Email配信料（1ゕドレス） 無料 

FAX配信料（A4版 1頁/1配信先） ￥20（￥21） 

スポットプランでオリジナルリスト配信のみをご利用の場合 
  ご利用1回毎に基本料金￥40,000（￥43,200）とオリジナルリスト利用料￥38,000（￥41,040）を申し受けます。 
レギュラープランでオリジナルリスト配信のみをご利用の場合 
 ◎基本サービスご契約の場合、契約回数内の1回としてカウントします。契約回数を超過している場合はご利用1回ごとに 
 「超過単価」を適用いたします。 
 ◎サイト限定サービスのみご契約の場合は、オリジナルリスト利用料￥38,000（￥41,040）を申し受けます。 

□ クリッピング・ミニパック 
 （主要紙・ニュースサトクリッピング/1週間） 

￥35,000/回（￥37,800） 

スポットプラン 
ご利用1回ごとの従量プランです。 

サービス名称 基本料金 サービス料金 ご利用料金 

□ 基本サービス 
 （国内メデゖゕ配信＋提携サト転載） 

￥40,000/回 

（￥43,200） 

￥38,000～/ｻｰｷｯﾄ 

（￥41,040～） 

￥78,000～/回 

（￥84,240〜） 

□ サイト限定サービス 
 （提携サト転載のみ） 

￥20,000/回

（￥21,600） 

￥60,000/回 

(￥64,800） 

□ 海外配信サービス （別紙参照） 

基本サービスの国内メデゖゕ配信で、1回につき複数サーキットをご指定の場合、2サーキット目以降は半額になります。 
基本サービスの国内メデゖゕ配信サーキットの詳細は裏面をご参照ください。  

基本料金 サービス料金 ご利用料金 = ＋ 

基本料金 0円 ボリュームディスカウント ＋ 



テーマ別  地域別 

サーキット名  配信先数  サーキット名  配信先数  サーキット名  配信先数  

政治 699 全地方メデゖゕ（経済） 570 近畿（経済） 279 

経営・経済 935 全地方メデゖゕ（社会） 510 近畿（社会） 245 

社会 828 全地方メデゖゕ（スポーツ） 427 近畿（スポーツ） 224 

生活・家庭 956 全地方メデゖゕ（生活・文化） 605 近畿（生活・文化） 284 

スポーツ 712 北海道・東北（経済） 296 関西中小企業  192 

ウンタースポーツ 517 北海道・東北（社会） 274 中国・四国（経済） 259 

文化・芸能 1021 北海道・東北（スポーツ） 254 中国・四国（社会） 227 

プレゼント 695 北海道・東北（生活・文化） 277 中国・四国（スポーツ） 218 

訃報 437 関東・甲信越（経済） 369 中国・四国（生活・文化） 247 

科学技術 568 関東・甲信越（社会） 347 九州・沖縄（経済） 265 

環境・CSR  696 関東・甲信越（スポーツ） 312 九州・沖縄（社会） 237 

健康 822 関東・甲信越（生活・文化） 400 九州・沖縄（スポーツ） 228 

首都圏情報 584 中部・北陸（経済） 270 九州・沖縄（生活・文化） 263 

近畿圏情報 321 中部・北陸（社会） 242 

危機管理 291 中部・北陸（スポーツ） 225 

特派員（＊） 544 中部・北陸（生活・文化） 256 

PR Wire 
配信サーキット･ 

提携サイト一覧 

株式会社 共同通信PRワヤー 

〒105-7208 東京都港区東新橋1-7-1 汐留メデゖゕタワー 
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※配信先は変更になる場合があります。詳しくは弊社までお問い合わせください。（2014年4月1日現在） 

＊特派員サーキットは英文でのリリース
配信となります。他のサーキットとの
併用はできません。 

配信サーキット 全85サーキット 

提携サイト 全41サイト 
自動転載サイト 自動転載サイト 

全リリース掲載 テーマ限定掲載 

株式会社共同通信社 47NEWS KYODO i NEWS Gaudio＋PCオーデゖオfan 

株式会社共同通信デジタル Asahi Shimbun Digital ＆ M BizBuz 徳島新聞Web 医療・健康 

SankeiBiz 河北Bizナビ デーリー東北新聞社 サードコネクション 

下野新聞SOON 紀伊民報AGARA 奈良新聞 

四国新聞社 SHIKOKU NEWS 徳島新聞Web MIYANICHI e PRESS リリースデータ提供サイト 

みやビズ livedoor NEWS exciteニュース Googleニュース 

Infoseek楽天ニュース gooビジネスEX J-CASTモノウォッチ フレッシュゕニュース 

japan.internet.com CNET ZDNET All About まとめコンテンツ 

RBB TODAY Response FIDELI DowJones Factiva 

ぽたるニュース SEOTOOLSニュース VNR.ch Smart Sensor 

ダエットクラブ Socialife Impress Watch Headline 

産業別 

サーキット名  配信先数  サーキット名  配信先数  サーキット名  配信先数  

農林・水産 586 化粧品・美容 774 スポーツ用品（全般） 488 

エネルギー 560 家庭用品 727 スポーツ用品（野球） 328 

鉄鋼・金属 388 繊維・フゔッション 755 スポーツ用品（テニス） 328 

重工業 373 家電 734 スポーツ用品（ゴルフ） 362 

運輸・交通 597 映像・音響 728 スポーツ用品（ウンタースポーツ） 345 

建設 492 精密機械（写真） 506 スポーツ用品（ゕウトドゕ） 384 

住宅・不動産 590 情報・通信 825 スポーツ用品（マリンスポーツ） 345 

化学 408 オフゖス用品 476 スポーツ用品（つり） 339 

窯業 344 商業・流通 698 

機械 419 金融・保険 485 

自動車 650 教育  639 

紙・パルプ 382 エンタテンメント産業  925 

食品・飲料 845 ゲーム・娯楽 713 

ゕルコール飲料 671 観光・レジャー 1051 

医療・医薬 789 出版・印刷 1019 

福祉・介護 706 メデゖゕ産業 973 

「サーキット」とは、配信先をグルーピングしたもので、共同通信PRワヤーの判断による 
 分類ではなく、メデゖゕ側からの配信希望に基づいて作成されています。   


