
 

 

報道関係者各位 

2014 年 7 月 9 日 

 

株式会社 PR TIMES 

キュレーション×PRの進化系メニュー 
キュレーションマガジン Antenna[アンテナ]と「PR TIMES」が 

プレスリリースの“記事”掲載＋リンク誘導のメニューを販売開始 
7～9 月のキャンペーン期間中は特別価格 3 万円 

 

＜要約＞ 

 キュレーションマガジン Antenna[アンテナ]に、プレスリリースを元にした編集記事を広告主指定のリンク誘導

付きで掲載できる PR メニュー 

 300 万人超が利用する Antenna と、業界シェア No.1 のプレスリリース配信サービスが提携 

 有料プランの販売窓口は PR TIMES、定価 5 万円（税別）/件 （7～9 月は特別価格 3 万円（税別）/件） 

 テストマーケティングでもクリック率 8 割超えなど良好な実績 

 PR TIMES 利用企業は、追加費用無しでも Antenna 内にコンテンツ掲載される機会あり  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜概要＞ 

PR 事業を手がける株式会社ベクトル（所在地：東京都港区 代表取締役：西江肇司、東証マザーズ上場：

証券コード 6058）の子会社 株式会社 PR TIMES（代表取締役：山口拓己、以下 PR TIMES）は、株式会社グ

ライダーアソシエイツ（代表取締役社長 CEO：杉本哲哉、以下グライダーアソシエイツ）と提携し、キュレーションマガ

ジン Antenna[アンテナ] （URL：http://antenna.jp/）において、プレスリリースを元にした編集記事を広告主指定の

リンク誘導付きで掲載する PR メニューを共同開発し、2014年 7月 2日（水）より PR TIMESが販売開始すること

をお知らせいたします。 

■ 300 万超のユーザー、約 75%が主にスマートフォンから利用するキュレーションマガジン Antenna［アンテナ］ 

http://antenna.jp/ 

■ 業界シェア No.1（※1）、国内上場企業の 19.65%（※2）が利用するプレスリリース配信サービス「PR TIMES」 

http://prtimes.jp/ 

（※1）…プレスリリース月間配信本数比較による（当社調べ）、（※2）…2014年 6 月末時点 

http://antenna.jp/
http://antenna.jp/
http://prtimes.jp/


 

 

＜提携の背景＞ 

幅広いジャンルの質の高い記事を、より多くの人に届けたい Antenna[アンテナ]と、生活者向けの特にスマートフ

ォンユーザーに見てもらえるプレスリリースコンテンツの表示形式を探求していた PR TIMES は、お互いのサービス特

長を活かしながら更なるシナジー効果を生み出せるものと考え、提携を決意いたしました。 

300万超のユーザーを抱えるスマホ時代のキュレーションメディア Antenna[アンテナ]と、業界シェア No.1（※1）で優

良な企業情報が集まるプレスリリース配信サービス「PR TIMES」は、こうしてコンテンツの提携掲載と共同開発メニ

ューの販売に至ることとなりました。 

 

＜サービス内容＞ 

PR TIMES が運営するプレスリリース配信サービス「PR TIMES」は、キュレーションマガジン Antenna[アンテナ]に

「PR TIMES」掲載プレスリリースの中から Antenna[アンテナ]の世界観に合致する情報を配信。Antenna[アンテナ]

では、スマートフォン閲覧に適した見出しと画像で「新商品・新サービス」ジャンル内に掲載されます。 

 

さらに、「My Antenna 掲載有料プラン」にお申し込みいただいたお客様は、より Antenna[アンテナ]ユーザーの目

に触れやすい「My Antenna」に掲載されるのに加え、コンテンツ提供元として企業名もしくはサービス名等を表示さ

せることができます。また、「さらに見る」からのリンク先を広告主サイトに指定することが可能です。（「新商品・新サ

ービス」掲載時にはコンテンツ提供元は「PR TIMES」と表示され、リンク先は PR TIMES掲載プレスリリース詳細ペ

ージという構成ですが、有料プランでは指定可能となります。） 

 

＜料金＞ 

「My Antenna掲載有料プラン」の販売窓口は PR TIMES となり、定価 5万円（税別）／件で販売いたしますが、

7～9 月のキャンペーン期間中は特別価格 3 万円（税別）／件にて承ります。是非この機会にお試しいただき、効

果を実感いただきたいと思っております。PR TIMES では、これからもプレスリリースの情報価値を更に高める活動を

行ってまいります。 

 

【Antenna×PR TIMES「My Antenna 掲載有料プラン」】 

販売窓口： PR TIMES （TEL：03-5572-6076  Email：ask@prtimes.co.jp） 

定価： 5 万円（税別）／件 （7～9 月のキャンペーン期間中は特別価格 3 万円（税別）／件） 

申込方法： PR TIMES へお問合せください。 

 
【会社概要】 

■株式会社 PR TIMES 概要 

会社名  ： 株式会社 PR TIMES 

所在地  ： 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 13F 

設立  ： 2005 年 12 月 

代表取締役 ： 山口 拓己 

事業内容 ： ・ プレスリリース配信サービス「PR TIMES」（http://prtimes.jp/）の運営 

 ・ ブログマーケティングサービス「ブログタイムズ」（http://blogtimes.jp/）の運営 

 ・ WEB クリッピングサービス（http://webclipping.jp/）の提供 

 ・ モバイルメディア特化型 PR サービス「モバイル PR」の提供 

 ・ Web上でニュースを生み出す Web PR の企画・実行 

 ・ 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」（https://conecc.jp/）の運営 

URL ： http://prtimes.co.jp/ 

 

■株式会社ベクトル 概要 

会社名  ： 株式会社ベクトル 

所在地  ： 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 18F 

設立  ： 1993 年 3 月 30 日 

代表取締役 ： 西江 肇司 

資本金  ： 536,352 万円（2014年 2 月末現在） 

事業内容  ： マーケティング分野における戦略的 PR、口コミに関するコミュニケーションマーケティ 

                    ング事業、映像制作業務・その他これらに付加する一切の事業 

URL  ： http://www.vectorinc.co.jp/ 

 

mailto:ask@prtimes.co.jp
http://prtimes.jp/
http://blogtimes.jp/
http://webclipping.jp/
https://conecc.jp/
http://prtimes.co.jp/
http://www.vectorinc.co.jp/


 

 

■ 株式会社グライダーアソシエイツ 概要 

社名 ：株式会社グライダーアソシエイツ 

所在地 ：東京都港区赤坂 8-7-15 アンフィニ 003 

設立 ：2012 年 2 月 6 日 

代表取締役 ：杉本 哲哉 

事業内容 ：キュレーションマガジン[Antenna]の企画、運営 

 広告・プロモーション事業、EC事業、各種インターネットメディアの企画、開発 

URL ：http://www.glider-associates.com/ 

 

 
【お問い合わせ先】   

株式会社 PR TIMES  担当： 木本 美紅  TEL：03-5572-6076  Email：ask@prtimes.co.jp 

 

※本リリースをお送りさせていただいている皆さまの個人情報は、株式会社ベクトルの個人情報保護方針に基づいて、厳重に

管理させていただいております。今後、弊社からのニュースリリースの配信を希望されない方は、恐れ入りますが 

privacy@vectorinc.co.jp までご連絡をお願い致します。 

http://prtimes.co.jp/

