平塚信用金庫
令和 2 年 5 月
各位

平塚信用金庫と株式会社 PR TIMES が業務提携
神奈川 県央・湘南地域の企業・個人事業主の情報発信支援を強化
平塚信用金庫（本店：神奈川県平塚市、理事長：石崎明）はプレスリリース配信サービス「PR TIMES」を運営する
株式会社 PR TIMES（本社：東京都港区、代表取締役：山口拓己、東証一部：3922、以下 PR TIMES）と令和 2 年
5 月 18 日（月）に業務提携契約を締結し、取引先に対する PR 支援を開始いたしました。

■業務提携内容
①

特別プランの提供

平塚信用金庫を通じてお申込頂いた企業様・個人事業主様は 6 ヵ月間 3 配信まで「特別プラン」を無料でご利用
いただけます。

内

容

ご利用いた
だけるお客
様
取扱開始日

プレスリリース配信サービス「PR TIMES」をプラン開始日から 6 ヶ月間、3 配信ま
で無料でご利用いただけます。
※4 配信目以降、または特別プラン開始日から半年経過後の配信は、所定のご利用
料金をいただきます。
以下の①～③の条件をすべて満たされるお客さま
①法人または法人格を有する企業・団体のお客さま、もしくは当社基準を満たす個
人事業主のお客さま
②申込み時点において、プレスリリース配信サービス「PR TIMES」のご利用実績が
ないこと
③平塚信用金庫を通じてお申し込みいただくこと
令和 2 年 5 月 18 日（月）

② 共催セミナーの開催
広報・PR 未経験の企業や効果的に PR を行いたい企業に向けて PR・プレスリリース配信の実践セミナーを
平塚信用金庫と PR TIMES で共催し情報発信の支援を強化します。

■業務提携に至った背景
「PR TIMES」は、企業とメディア、そして生活者をニュースでつなぐインターネットサービスです。企業や
自治体が新商品発表・イベント開催などを知らせたい時に、担当者が自ら Web 上で広く情報発信することが
可能です。報道機関向けの発表資料（プレスリリース）をメディア記者向けに配信する機能と、「PR TIMES」
および新聞社サイトやニュースアプリ等に掲載する機能をセットで提供しています。利用企業数は 2020 年
4 月に 3 万 8000 社に到達、国内上場企業 39％に利用いただいています。「地元になくてはならない信用金庫」
として取引先の経営支援に積極的に取り組む平塚信用金庫と、神奈川県を中心とする企業の魅力的な情報を
広めたい PR TIMES の想いが一致し、今回の業務提携に至りました。PR TIMES との連携により PR 支援を
強化することで、情報流通拡大により一層寄与するものと考えています。

■「PR TIMES」（https://prtimes.jp/）について
「PR TIMES」は、企業とメディア、そして生活者をニュースでつなぐインターネットサービスです。2007 年 4 月
のサービス開始より、報道機関向けの発表資料（プレスリリース）をメディア記者向けに配信する機能と、
「PR TIMES」およびパートナーメディアに掲載する機能をセットで提供してまいりました。利用企業数は
2020 年 4 月に 3 万 8000 社に到達、国内上場企業 39％に利用いただいています。情報収集のためメディア記者
1 万 7000 人に会員登録いただいています。サイトアクセス数も伸長しており、2020 年 4 月に月間 4900 万 PV
を突破しました。配信プレスリリース本数も増加しており、2019 年 10 月には過去最高の月間 1 万 5000 本を
超えています。全国紙 WEB サイト等含むパートナーメディア 196 媒体にコンテンツを提供しています。大企業
からスタートアップ、地方自治体まで導入・継続しやすいプランと、報道発表と同時に生活者にも閲覧・シェア
してもらえるコンテンツ表現力を支持いただき、成長を続けています。

■平塚信用金庫
【会社名】

平塚信用金庫

【理事長】

石崎 明

【設 立】

1932 年 11 月

【事業内容】

神奈川県平塚市を中心に、24 店舗を有する金融機関

■株式会社 PR TIMES
【会社名】

株式会社 PR TIMES

【代表取締役】

山口 拓己

【設 立】

2005 年 12 月

【事業内容】

プレスリリース配信サービス「PR TIMES」の運営

本件のお問い合わせ先：平塚信用金庫 営業統括部 尾崎（ＴＥＬ0463-24-3031）
〒254-0043 平塚市紅谷町 11-19 E-mail：sb1286100@hiratsuka-shinkin.jp
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4900

*

PR TIMES（ピーアール タイムズ）は、IT・テクノロジーからサービス業・情報通信業から商業・製造業まで、幅広い業種の企業

（36,000社以上） が利用し“メディア記者・生活者に最もよく閲覧されている”プレスリリース配信プラットフォームです。

〈企業様の情報配信イメージ〉
プレスリリース・ニュースリリース配信で効果的なPR・抜群のマーケティング費用対効果を
可能にする新しいコンセプトのPRサービス
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Point ニュースに
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・イメージでありニュースとして取り上げられるかはメディア次第となります

2 パートナーメディアへ転載

サイトPV
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能。日本国内のメディアを網羅しています。加えて、フ

5つの 理 由

リーライターを含む会員記者17,000名超がプレスリリースを

ニュースサイトからLINE NEWSやAntennaのアプリまで。

選ばれる
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理由

月1億PV *超の

約4,900万

12,000媒体以上のメディアから、最大300媒体へは配信可

リリースを転載して、更に生活者に伝わる。産経、朝日、読売等

へ必ず伝わる。

理由

3 メディアの記者、編集者等へ配信

有力なWebメディア、アプリ合計約190媒体と提携しプレス

有力なニュースサイトに並 ぶ 、月間サイト閲覧 数
約4,900万PV *。 自社のニュースが一定以上の生活者

1

情報が届く

｜サービス内容

1 PR TIMESサイトに掲載

理由

伝えたい対象へ

メディアへ転載

3

受信。

理由

12,000 媒体超の

メディアから厳選して配信
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理由

デザイン性の高さで
メディア、生活者に訴求

5

Facebook などSNS で

広まりやすい

・記載の数値は（株）PR TIMESによる2020年5月1日時点のものです。

基 本 料 金

従量課金プラン
定額プラン

3 万円/
8 万円/

1配信
月契約

回

定額プラン

半年間契約

月

定額プラン

年間契約

7.5 万円/
7 万円/

月
月

・定額プランは何回配信しても同じ料金です。 ・
料金はすべて税抜き表示です。

ご利用条 件｜法 人 格を有する、あるいは当社 規 定の審 査 基 準を満たす企 業・団 体、個人事業主

ご登録の手順

審査

企業登録申請

約1営業日

本登録完了

管理画面 にて配信作業

・本登録には（株）PR TIMES所定の審査があり、審査の結果によりご希望に添えない場合がございます。

提携銀行様 からご紹介いただいた企業様限定（特別プラン）

3 配信まで無料

プラン開始日から半年間 、

でご利用いただけます！

・提携銀行様からのご紹介がある企業・団体様、個人事業主様
・プレスリリース配信サービス「PR TIMES」のご利用実績がない企業・団体様 、個人事業主様（ ただし、代理店経由でのお取引を除く）

＊ PV：アクセス数の単位。

・このチラシは株式会社PR TIMESにて作成したものです。

https://prtimes.jp/

詳しく裏面を御覧ください。

（2020年 5月1日現在）

特別プラン

お申込みについて

＜お申し込みから配信までのフロー＞

本特別プラン専用企業登録フォーム
https://prtimes.jp/main/registcorp/tieup/hirashin1286
特別プラン専
用の企業登録
フォームへ
アクセス

フォームへ
必要事項を
入力の上、
利用申請

平塚信用金庫
から
ご紹介確認後、
PR TIMESへ
取次

PR TIMESで
企業審査

審査終了後、
お客様へ管理画面(※1)への
ログイン専用URLを
電子メールでご案内

QRコード▶

案内メール内記載のURL
をクリックし本登録完了

管理画面より
お客様にて
配信作業

(※1)登録企業専用ページ

＜平塚信用金庫ご紹介特別プラン ご提供内容＞
・プレスリリース配信サービス「PR TIMES」を、プラン開始希望日から半年間、3配信まで無料でご提供します。

通常プラン

本特別プラン

従量課金プラン
１配信 3万円（税別）

半年間
３配信無料

FAX配信オプション込

※4配信目以降、または特別プラン開始日から半年経過後の配信は、所定のご利用料金をいただくこととなります。
※4配信いただいた後、または特別プラン開始日から半年経過後、自動で従量課金プランに切り替わります。
＜ご利用条件＞
以下の①～③すべての条件を満たされる方を対象とさせていただきます。
①法人または法人格を有する企業・団体のお客さま、もしくは当社基準を満たす個人事業主のお客さま
②申込み時点において、プレスリリース配信サービス「PR TIMES」のご利用実績がないこと
③平塚信用金庫を通じてお申し込みいただくこと
＜ご配信いただける内容＞
・ご利用企業様の「新しい情報（商品・サービス・イベント・キャンペーン等）」の配信が対象になります。
例）新店舗オープン、新商品発売、イベント開催、キャンペーン開始 など
・同一内容の再告知やコラム、メディア掲載報告等の配信はご利用いただけませんのでご了承ください。
※詳しくは配信内容のご説明ページをご覧ください。
【検索方法】PR TIMESサービスサイト（https://prtimes.jp/）よりページ最下部「プレスリリース掲載基準」を選択
＜その他の確認事項＞
・本特別プランは、平塚信用金庫様からご紹介がある企業様限定のプランです。
・本特別プランをご利用いただくにあたり、特別プラン専用の企業登録フォームによる事前のお申し込みが必要です。プラン
開始希望日の5営業日前までに平塚信用金庫のお取引店までお問合せください。
・当社のサービス内容や基本料金、本特別プランの内容は、弊社の都合により、事前の通知なく内容を変更または中止させて
いただく場合がございます。

お問い合わせは株式会社PR TIMESまで
お電話でのお問い合わせ

メールでの問い合わせ

03-6455-4567

mark@prtimes.co.jp

（平日 9:00～19:00、土日祝 10:00～17:00）
社名
設立
事業内容

株式会社PR TIMES
2005年12月26日
プレスリリース配信サービス「PR TIMES」の運営 オンライン上で話題化を図るデジタルPRの戦略立案・実施
ソーシャルメディアユーザーのためのモニターサービス「conecc」の運営
カスタマーリレーションサービス「Tayori」の運営 タスク管理ツール「Jooto」の運営 等

