
主要メディアから専⾨誌まで幅広く 登録メディア数 ２,６００ 以上

プロスタッフがプレスリリース内容とメディア側の受信要望に応じて最適な配信先を選定いたします。
•STATUS Pressの配信先はすべてメディアからの了承を得ています。
•登録されているメディア情報は定期的に更新しておりますので、常に最新のメディアリストです。
•弊社メディアリストに登録の無いメディアへも配信可能です。詳細は事務局までお問い合わせください。

■WEB
カテゴリ

毎⽇jp asahi.com

YOMIURI ON-LINE MSN産経ニュース

NIKKEINET nikkeibp.jp

Fuji Sankei Business i. Bloomberg

⽇経ヴェリタス MoneyZine

StockWeather 證券新報

IBTimes シブヤ経済新聞

アメーバニュース ベンチャープレス

IT Pro Tech-On

＠IT イプロス

⽇経メディカル オンライン マイライフ⼿帳＠ニュース

HealthBizWatch ⽇刊ヘルスビジネスサポーター

Impress Watch ITmedia

CNET Japan ASCII.jp

KEN-Platz JDN

R.E.port インテリアビジネスニュース

Response. NumberWeb

GAME watch ファミ通.com

ewoman えるこみ

Hanako All About

＠cosme ＠woman

NISSEN MEDIA(⽇本繊維新聞) verita

ZAKZAK SANSPO.COM

ウォーカープラス モノ・オンライン

じゃらんnet るるぶ.com

AB・ROAD トラベルビジョン

ケイコとマナブ.net 学びの場.com

教育家庭新聞 ベビカムプラス

エンターテイメント

レジャー・旅⾏

保育・教育

アート・建築・デザイン

スポーツ・趣味

ライフスタイル

ファッション・美容

ビジネス-その他

技術・テクノロジー

医療・福祉

コンピュータ・インターネット

媒体名

社会・政治

ビジネス-経営情報

ビジネス-⾦融

主な登録メディア(順不同・敬称略)
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主な登録メディア(順不同・敬称略)

■雑誌
カテゴリ

週刊朝⽇ Yomiuri Weekly

経済界 AERA

週刊ダイヤモンド PRESIDENT

週刊東洋経済 Forbes⽇本版

⽇経マネー money Japan

ダイヤモンドZai ファイナンシャルジャパン

商業界 アントレ

宣伝会議 ブレーン

ECO VISION ⽇経エレクトロニクス

環境ビジネス Semiconductor International

⽇経メディカル ⽇経ヘルス

医薬ジャーナル 週刊⽇本医事新報

週刊アスキー ⽇経パソコン

⽇経SYSTEMS ⽇経コンピュータ

⽇経アーキテクチュア ⽇経デザイン

ELLE DECO ad flash

週刊ファミ通 Number

GOO BIKE BE-PAL

ChouChou Hanako

オレンジページ いぬのきもち

CanCam JJ

MEN'S NON-NO MEN'S CLUB

TokyoWalker 週刊SPA!

⽇経トレンディ DIME

じゃらん たびえーる

ぴあ OZ magazine

ケイコとマナブ ひよこクラブ

保育の友 type

ファッション・美容

エンターテイメント

レジャー・旅⾏

保育・教育

コンピュータ・インターネット

アート・建築・デザイン

スポーツ・趣味

ライフスタイル

媒体名

社会・政治

ビジネス-経営情報

ビジネス-⾦融

ビジネス-その他

技術・テクノロジー

医療・福祉



主な登録メディア(順不同・敬称略)

■新聞
カテゴリ

⽇本経済新聞 Fuji Sankei Business i.

⽇経産業新聞 全国商⼯新聞

ニッキン 株式新聞

株式市場新聞 ⽇経ヴェリタス

⽇経MJ 物流Weekl¾

週刊アドバタイムズ ⽇流eコマース

⽇刊⼯業新聞 電気新聞

化学⼯業⽇報 環境新聞

医療タイムス Medical Tribune

薬事⽇報 JapanMedicine

⽇本情報産業新聞 電波新聞

電経新聞 東京IT新聞

⽇刊建設⼯業新聞 建設通信新聞

インテリアビジネスニュース ホームリビング

サンケイスポーツ ⽇刊スポーツ

デイリースポーツ ⽇刊⾃動⾞新聞

住宅新報 読売ファミリー

⾷品産業新聞 ⾷料醸界新聞

繊研新聞 ⽇本繊維新聞

週刊粧業 ⽣活産業新聞

⼣刊フジ ⽇刊ゲンダイ

スポーツニッポン ⽇刊スポーツ

週刊観光経済新聞 旬刊旅⾏新聞

トラベルジャーナル 週刊ウイングトラベル

⽇本教育新聞 教育新聞

教材新聞 全私学新聞

レジャー・旅⾏

保育・教育

スポーツ・趣味

ライフスタイル

ファッション・美容

エンターテイメント

技術・テクノロジー

医療・福祉

コンピュータ・インターネット

アート・建築・デザイン

媒体名

ビジネス-経営情報

ビジネス-⾦融

ビジネス-その他


