
国内配信はプレスリリースの内容に応じて「カテゴリ」を選択し配信いただきます。
この「カテゴリ」には、その分野のプレスリリースの受信を希望するメディアが登録されています。
カテゴリは「テーマ」「ジャンル」「エリア」の３つに分けられており、1回の配信につき、
「テーマ」と「ジャンル」から合わせて5カテゴリ以内、「エリア」から5カテゴリ以内を
選択することができます。（合計最大10カテゴリまで）。

カテゴリの選び方
●まずはリリースの内容に合わせて「テーマ」を選びます。
●次に関係する業種や分野に該当する「ジャンル」を選びます。
●次に発信者の本社所在地の「エリア」を選びます。
●その他、特に配信先地域を指定する必要があれば、該当する「エリア」を選びます
（例えば「関東地区限定発売」などエリア限定のリリース等の場合）。

【例】IoT 関連の新しいサービスで、発信者が大阪の企業、展開エリアが全国の場合
「テーマ」から「新サービス」を、「ジャンル」から「ネットワーク・ITインフラ」を、「エリア」から「大阪府」を選択。

【例】育児関連のセミナーの開催告知で、主催者が東京の団体、開催場所が名古屋市内の場合
「テーマ」から「イベント・セミナー・展示会」、「ジャンル」から「育児・家庭教育」と「社会・時事」、「エリア」から「東京都」と「愛知県」を選択。

テーマ リリースが「どのような内容や種類のものか」を指します

No. カテゴリ名 配信先数 内容

新商品・新サービス・新技術

【001】 新商品・新製品 1,030 消費者向け・ビジネス向け新商品・新製品。商品リニューアル含む。

【002】 新サービス 1,012 消費者向け・ビジネス向け新サービス。サービスリニューアル含む。

【003】 新技術・研究開発・特許 979 新技術、研究開発、特許取得など。

【004】 新店舗・新施設 1,015 新店舗、研究所、工場などの、出店、開設、建設など。店舗・施設リニューアル含む。

イベント・キャンペーン・アンケート

【005】 イベント・セミナー・展示会 1,015 イベント、セミナー、コンテスト、展示会、コンベンションなど。

【006】 キャンペーン・プレゼント 773 キャンペーン、プレゼント、公募など。

【007】 調査・アンケート 976 調査、アンケート、レポート、白書、ホワイトペーパーなど。

企業・団体情報

【008】 経営・IR情報 919
企業、団体、官公庁、自治体、教育機関の、経営理念、経営戦略、新規事業、財務・IR、業績な
どの情報。

【009】 人事・採用・組織変更 908 人事異動、組織変更、採用・リクルート、人事・組織戦略など。

【010】 提携・M＆A・新会社・IPO 920 資本提携、業務提携、M&A、新会社、子会社、合弁会社、IPO、代理店、パートナーなど。

【011】 コーポレートガバナンス 893 企業倫理、コンプライアンス、情報セキュリティなど。

【012】 環境・CSR・社会貢献活動 725 環境、エコ、CSR、社会貢献、国際貢献、ボランティア、チャリティ、慈善活動など。

【013】 危機管理・リスクマネジメント 573 危機管理、リスクマネジメント、防犯・防災・警備、事件、事故、製品回収・リコールなど。

【014】 海外展開・国際交流 918 海外事業、海外進出、海外展開、国際情報、国際交流など。

【015】 訃報 503 訃報、お悔やみ。死亡記事掲載用の情報。

ジャンル
リリースの発信者が「どのような業種なのか」、またリリースの内容が「どのような業種や分野に関係するのか」を指します

No. カテゴリ名 配信先数 内容

生活・家庭

【016】 生活用品・生活雑貨 1,340
家庭用品・日用品・生活雑貨（衛生用品、オーラルケア、台所用品、風呂用品、トイレ用品、洗
剤・洗濯用品、掃除用品、殺虫剤・消臭剤等の家庭用化学品など）。ギフト、花など含む。

【017】 住居・インテリア・エクステリア 656 住居、ハウジング、インテリア、エクステリア。家具、収納、DIYなど含む。

【018】 料理・グルメ 945 家庭料理、美食、グルメ、ご当地グルメ、B級グルメ、食文化など。

【019】 ペット・ペット用品 978 ペット、ペット用品、ペットフード、ペット保険、動物病院など。

【020】 恋愛・ブライダル 977 恋愛、結婚、ブライダルサービスなど。

【021】 葬儀・終活・相続 965 葬儀、終活、相続、墓地、セカンドライフなど。

【022】 防災・防犯・警備 596 防災、防犯、防災・防犯グッズ、警備、警防など。

PR Wire
配信カテゴリ

一覧

株式会社 共同通信PRワイヤー

〒105-7208 東京都港区東新橋1-7-1 汐留メディアタワー

TEL：03-6252-6040 FAX：03-6252-6039

URL：https://kyodonewsprwire.jp/
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ジャンル

No. カテゴリ名 配信先数 内容

ファッション・アクセサリー

【023】 女性向けファッション・アクセサリー 798 女性向けのファッション・衣料品、アクセサリー。マタニティ含む。シューズ、バッグなど含む。

【024】 男性向けファッション・アクセサリー 772 男性向けのファッション・衣料品、アクセサリー。シューズ、バッグなど含む。

【025】 キッズ・ベビー向けファッション 778
キッズ・ベビー向けのファッション・衣料品。ティーンエイジャー向け含む。シューズ、バッグ
など含む。

【026】 その他ファッション・アクセサリー 770 その他のファッション・衣料品、アクセサリー関連情報。シューズ、バッグなど含む。

美容・健康

【027】 美容・理容・化粧品 795 美容、理容、化粧品。美容院、エステ、コスメ、スキンケア、ヘア用品など含む。

【028】 健康・ヘルスケア 895
健康、ヘルスケア。健康食品、サプリメント、健康器具、家庭医学、食育・栄養学、フィットネ
ス、ヘルスケアなど含む。医薬品を除く。

エンターテインメント・芸能

【029】 芸能・タレント 1,330 芸能、演芸、タレント、芸人、伝統芸能など。キャラクター、有名人、著名人含む。

【030】 映画・テレビ・動画・CM 1,015 映画、テレビ、動画、CMなど。映像、アニメーション含む。

【031】 音楽・演劇・興行・ライブ 1,015 音楽、演劇、興行、ライブ、コンサートなど。

観光・旅行・レジャー

【032】 観光・旅行・宿泊・レジャー 1,144
観光、旅行、レジャー関連。アウトドア、レジャー施設、テーマパーク、アミューズメントパー
ク、遊園地、ホテル・旅館ほか宿泊施設など含む。

趣味・玩具

【033】 趣味・娯楽 810
趣味、娯楽など余暇活動。写真・カメラ、家庭菜園・ガーデニング、DIY、ペット、囲碁・将棋、
華道・茶道・俳句、音楽・オーディオ、コレクションなど。

【034】 玩具・ホビー 793 玩具、おもちゃ、ホビー。クラフト、無線、模型など含む。

ゲーム

【035】 コンピュータゲーム 746
アーケードゲーム、テレビゲーム、携帯型ゲーム、PCゲーム、モバイルゲーム、ビデオゲームな
ど。

【036】 オンラインゲーム 742 ブラウザゲーム、ソーシャルゲーム、クラウドゲーム、オンゲー、ネットゲーム、ネトゲなど。

スポーツ

【037】 スポーツ全般 836
野球、サッカー、テニス、ゴルフなどの球技。陸上競技、ウィンタースポーツ、マリンスポーツ、
モータースポーツ、登山、球技、ゴルフ、武道・格闘技、釣りなど。

【038】 スポーツ用品 631 スポーツ用品全般。スポーツウェア含む。

【039】 スポーツ施設 721 野球場、サッカー場、テニスコート、ゴルフ場、競技場、体育館など。

教育・学芸

【040】 育児・家庭教育 661 育児、子育て、家庭教育関連、保育園など。

【041】 学校教育 661 幼稚園、小中高大学、大学院、各種学校・専修学校・専門学校、学習塾・予備校など。

【042】 生涯学習・習い事 662
生涯学習、社会教育、企業内教育、公開講座、通信教育、カルチャーセンター、語学学校、資格、
留学、語学、習い事など含む。

【043】 芸術・美術・文学・学問 1,076 文学、文芸、芸術、音楽、美術、デザイン、人文科学、社会科学、自然科学などの学芸。

【044】 文化施設・社会教育施設 1,057 美術館 博物館 図書館 動物園 植物園 水族館などの文化施設・社会教育施設。

政経・社会・経営

【045】 政治・行政 709 政治、外交、国会、政党、団体、中央行政、官公庁関連の情報。

【046】 経済・ビジネス 1,034
経済、ビジネス関連。マネジメント、経営実務、経営戦略、事業戦略、マクロ経済、国際経済、
通商・貿易、ものづくり、中小企業など。

【047】 社会・時事 958 社会問題、時事問題、国際社会、情報化社会、大衆化社会、高齢化社会、循環型社会など。

【048】 地方自治・地域経済・地域社会 735 地方自治、地方経済、地域社会、地方再生、町おこしなど。

【049】 法律・司法・税金・税務 686 法律、司法、税金、税務関連。知的財産権関連を含む。

金融・不動産

【050】 金融・保険・証券 510 銀行・信用金庫・組合、証券・投資、生命保険・損害保険。

【051】 住宅・不動産 617 住宅情報、賃貸情報、不動産情報など。

商業・消費

【052】 物流 732 物流、倉庫、ロジスティックスなど。

【053】 卸売業 733 卸売、問屋、総合商社、専門商社など。
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ジャンル

No. カテゴリ名 配信先数 内容

商業・消費

【054】 小売業 745 百貨店、スーパー、コンビニ、ストア、商店街、ショッピングセンターなど。

【055】 消費者動向・消費者問題 756 消費動向、消費者問題、消費者運動、消費と生活、消費者保護、商品テストなど。

広告・メディア産業・出版

【056】 広告・マーケティング・広報 910
広告・宣伝、マーケティング、販売促進・SP、広報・PR。ブランディング、マーケティングリ
サーチ、パブリシティ、インフォマーシャルなど含む。

【057】 メディア産業 1,042 新聞、通信社、雑誌、テレビ、ラジオ、オンラインメディアなど。

【058】 出版・書籍・コミック 1,105 出版、書籍、電子書籍、コミック。印刷を含む。

就職・転職・人材派遣

【059】 就職・転職・人材派遣 879 就職、転職、人材派遣。労働、雇用、人材育成、アルバイト、社員教育など含む。

農林・水産

【060】 農林・畜産・林業 613 農業、園芸、畜産、酪農、林業、木工加工など。

【061】 水産・漁業・養殖 607 水産、漁業、養殖、水産加工、冷凍関連など。

食品・飲料・飲食

【062】 食品 932 生鮮食品、加工食品、調味料、加工材料、菓子・スイーツ、食材など。

【063】 飲料 921 水、ジュース、コーヒー、紅茶、清涼飲料、炭酸飲料、乳酸飲料などソフトドリンク。

【064】 アルコール飲料 732
蒸留酒（ウィスキー、焼酎など）、醸造酒（ビール、日本酒、ワインなど）、リキュール、カク
テルなど。ノンアルコール飲料含む。

【065】 飲食店・飲食サービス 917 外食、中食、宅配、レストラン、ファストフード、居酒屋など。

運輸・交通・ライフライン

【066】 運輸・交通 654 陸運、鉄道、水運、海事、航空、空輸など。

【067】 通信・郵便 839 郵便、電信、電話、電気通信、移動体通信など。

【068】 電気・ガス・水道・下水道 581 電気、ガス、水道、下水道などの生活インフラ。

科学技術・環境保全

【069】 科学技術・工業技術 629 科学技術、テクノロジー、工学、工業技術。

【070】 公害・環境保全・リサイクル 705 公害問題、公害対策、環境保全、リサイクル。緑化・公園、自然保護、産業廃棄物など含む。

資源・エネルギー

【071】 資源・エネルギー 584 石油・石炭・天然ガスなどの資源。電力、原子力などのエネルギー。

【072】 新エネルギー・省エネルギー 582 太陽光、太陽熱、バイオマス、雪氷熱、地熱、風力などの再生可能エネルギー、代替エネルギー。

建設・土木・建築

【073】 土木・建築 522
住宅、マンション、商業施設、オフィスビル、トンネル、橋梁、ダム、工場、プラント、土木、
建築、建設、設計、空間デザイン、ゼネコン、工務店など。

【074】 建設資材・機械 515 土木・建築含めた、建設資材・建設機械。

機械・機器・自動車

【075】 産業用・業務用機械・機器 460 産業用機械・機器、業務用機械・機器。

【076】 自動車・オートバイ・自転車 678 自動車、オートバイ、自転車。用品、部品など含む。

家電・電気

【077】 家電 778
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、照明器具など家庭用電気・電子器具。情報家電、デジタル家
電、スマート家電など含む。

【078】 映像・音響機器 740 ステレオ、スピーカー、録画・録音・再生装置など、映像・音響、AV機器。

【079】 電気設備・電気工事 455 住宅・ビルなどの電力配線、情報化配線の設備、工事。

コンピュータ・エレクトロニクス

【080】 コンピュータ・パソコン 851
パソコン、サーバー、メインフレーム、スーパーコンピュータなど。プリンタ、HDD、ディスプ
レーなどの周辺機器含む。

【081】 情報通信機器 850 放送受信機、ルーター、コピー機、複合機など。

【082】 エレクトロニクス・精密機械・器具 539
電子部品、電子回路、デバイスなどのエレクトロニクス。時計、カメラ、ハイテク製品などの精
密機械・器具。
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ジャンル
No. カテゴリ名 配信先数 内容

スマートフォン・アプリ

【083】 スマートフォン・携帯電話 867 スマートフォン、タブレット、携帯電話。携帯情報端末、PDA含む。

【084】 アプリ 876 主にスマートフォン、タブレット用のアプリケーションソフト。

SI・ソフトウェア・ITインフラ

【085】 システムインテグレーション 826 システムインテグレーション（SI）、ITコンサルタントなど。

【086】 ソフトウエア・情報処理 828
OS、ミドルウェア、データベース、アプリケーションソフト、パッケージソフト、情報処理、コ
ンピューティング、AIなど。

【087】 ネットワーク・ITインフラ 831 LAN、WAN、クラウド、データセンター、IoTなど。

【088】 情報セキュリティ 832
情報セキュリティマネジメントシステム、情報セキュリティポリシー、コンピュータセキュリ
ティ、ネットワークセキュリティ、ISO/IEC JTC 1/SC 27など。

インターネット

【089】 インターネットサービス 875
ポータルサービス、WEBサービス、クラウドサービス、WEB制作・デザイン、翻訳サービス、ス
トレージサービス、ソーシャルメディア（SNS、ブログ、キュレーションメディアなど）、プロ
バイダーなど。

【090】 EC・通販 871
EC、通販、ネットショップ、オンラインバンキング、オンライントレードなど。ショッピング
モール、ショッピングカート、アフィリエイト、オークションなど含む。

製造産業

【091】 鉄鋼・金属・非鉄金属 444 鉄鋼、金属、非鉄金属。鉱業、重工業含む。

【092】 化学工業 466 化学工業。プラスチック、ゴム、窯業、ガラス含む。

【093】 紙・パルプ・包装 403 紙、パルプ、包装、紙製品など。

【094】 繊維・アパレル・皮革 764 繊維、アパレル、皮革、なめし、カバンなど。

【095】 宝飾品・時計・眼鏡・工芸品 763 貴金属、宝飾品、ジュエリー、時計、眼鏡、工芸品など。

【096】 文房具・事務用品・事務機器 512 文房具、事務用品、オフィス家具、什器備品など。

医学・医療・医薬・厚生

【097】 医学・医療・看護 793
医学、薬学、医療、看護、医療事務など。基礎医学、臨床医学、基礎薬学、医療薬学、社会医学、
東洋医学、代替医療など含む。

【098】 医療施設・医療技術・医療機器 795 病院など医療施設、医療技術、医療機器など。

【099】 医薬・市販薬 789 医薬、製薬。市販薬、一般医薬品。

【100】 福祉・介護・衛生・社会保障 713 福祉、介護、リハビリ、保健衛生、食品衛生、年金、医療保険など。
エリア 対象が全国の場合は発信者の本社所在地のみを選択する

No. カテゴリ 配信先数 No. カテゴリ 配信先数 No. カテゴリ 配信先数 No. カテゴリ 配信先数 No. カテゴリ 配信先数

【101】北海道 461 【102】道央 455 【103】道北 454 【104】道東 457 【105】道南 454

【106】東北地方 455 【107】青森県 448 【108】岩手県 455 【109】宮城県 458 【110】秋田県 448

【111】山形県 447 【112】福島県 450

【113】関東地方 929 【114】東京都 962 【115】神奈川県 951 【116】埼玉県 939 【117】千葉県 940

【118】茨城県 927 【119】群馬県 925 【120】栃木県 923

【121】中部・北陸地方 425 【122】新潟県 428 【123】富山県 426 【124】石川県 425 【125】福井県 427

【126】山梨県 425 【127】長野県 427 【128】岐阜県 431 【129】静岡県 431 【130】愛知県 434

【131】近畿地方 625 【132】三重県 609 【133】滋賀県 608 【134】京都府 618 【135】大阪府 620

【136】兵庫県 613 【137】奈良県 606 【138】和歌山県 605

【139】中国地方 438 【140】鳥取県 435 【141】島根県 436 【142】岡山県 439 【143】広島県 445

【144】山口県 438

【145】四国地方 437 【146】徳島県 431 【147】香川県 430 【148】愛媛県 432 【149】高知県 430

【150】九州・沖縄地方 451 【151】福岡県 455 【152】佐賀県 446 【153】長崎県 447 【154】熊本県 449

【155】大分県 444 【156】宮崎県 446 【157】鹿児島県 448 【158】沖縄県 450

特派員
入稿フォーム 「基本サービス 駐日特派員」専用のカテゴリです。英文リリースのみ配信いただけます。

No. カテゴリ名 配信先数 内容

【159】 特派員（英文） 305 特派員、在日海外メディア
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