
8. メディア掲載
ニュースリリース①②配信/
新聞/雑誌/業界誌/WEB/TV
【参照】愛知県・福岡県のメディアPR事例

※ラジオについては5章メディアタイアップをご参照ください
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【ご参照】ニュースリリース配信による記事掲載分析

同じネタ元（リリース）から記事化が広がり、キュレーションメディアなどへの⼆次掲載に
繋がった。2015年12⽉1⽇配信のリリースは過去最⾼の100メディアへの掲載となった。

2016年度はニュースリリース4本

2017年度はニュースリリース2本

⼀般消費者が⽇々の情報収集⼿段としてネットニュースの⽐率が⾼くなる昨今、
「ニュースリリース配信⇒WEB媒体（ネットニュース）への掲載」、という流れは広報PR
活動の主軸の⼀つであるが、フラワーバレンタインも7回⽬となると、メディアにとって
新鮮なネタに乏しく、本年度は特に⽬新しい取り組みもなかったことからリリース配信
そのものの回数も2回と半減、⾃ずと露出数も減る結果となった。⼀⽅、この解析では
わからないTV、ラジオなどの露出は形を変えながらも維持、またSNSでの情報拡散も進ん
でいるため、総合的に⾒れば⼀般消費者への情報発信⼒は衰えていないものと推察する。

2016年12⽉1⽇配信
アンケートパブリシティ 2017年2⽉2⽇配信

＋コラボ各社
発信の
リリース
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FV
2017

FV
2016

FV
2015

新ビジュアル・
公式サイトオープン
お披露⽬

新ビジュアル・
公式サイトオープン
お披露⽬

花贈り意識調査

花贈り意識調査

花贈り意識調査

J-WAVEスタート

東京都タイアップ
「フラワーバレン
タインカフェ」など
⼤型イベントあり

直前全国イベント
リスト紹介

直前全国イベント
リスト紹介

直前全国イベント
リスト紹介

J-WAVE2年⽬

6,793,631円

8,945,938円

28,294,639円

※TV露出含まず
（FV2017はドラマなど

今までにない露出あり）広告換算費

【ご参照】ニュースリリース配信による記事掲載分析
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【メディア掲載】ニュースリリース①
2016年12⽉1⽇配信アンケートパブリシティ（@PRESS）
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【メディア掲載】ニュースリリース①
2016年12⽉1⽇配信アンケートパブリシティ（@PRESS）

本調査結果の詳細・全データは
報告書「別冊」をご参照ください。

【メディア掲載】ニュースリリース①
2016年12⽉1⽇配信アンケートパブリシティ（@PRESS）



【メディア掲載】ニュースリリース②
2017年2⽉2⽇配信直前リリース（@PRESS）
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【メディア掲載】ニュースリリース②
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【メディア掲載】ニュースリリース②
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【メディア掲載】ニュースリリース②
2017年2⽉2⽇配信直前リリース（@PRESS）
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【メディア掲載】コラボ先や協議会会員企業のニュースリリース

2016年12⽉7⽇
渋⾕ヒカリエ配信の
ニュースリリース
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【メディア掲載】コラボ先や協議会会員企業のニュースリリース

2017年1⽉18⽇
六本⽊ヒルズ配信の
ニュースリリース
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【メディア掲載】コラボ先や協議会会員企業のニュースリリース

2017年2⽉1⽇
リンクバル社配信の
ニュースリリース

2017年2⽉7⽇
サカタのタネ社配信の
ニュースリリース
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【メディア掲載】ニュースリリース①結果（新聞・雑誌・WEB）

掲載日 媒体名 記事タイトル 広告換算値

2016/12/13 調査のチカラ 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告 ¥70,865
2016/12/02 excite.ニュース 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥15,610
2016/12/03 J-sta.com 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥1,861
2016/12/03 起業SNS 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥2,229
2016/12/03 ビズハック！ 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥1,844
2016/12/02 goo ビジネス EX 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の 花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥7,175
2016/12/02 えんウチ 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の 花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥1,724
2016/12/02 朝日新聞デジタル＆m 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の 花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥18,358
2016/12/02 YOMIURI ONLINE 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の 花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥21,004
2016/12/02 @nifty ビジネス 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥11,852
2016/12/02 @Press 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高まっている！？
2016/12/02 bizocean※ 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥3,400
2016/12/02 BlogPeople 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥1,954
2016/12/02 Infoseek ニュース 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥11,852
2016/12/02 MarkeZine 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥8,781
2016/12/02 N+NewsRelease 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥2,162
2016/12/02 rentaloffice.bz※ 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥1,951
2016/12/02 SankeiBiz 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥13,436
2016/12/02 SANSPO.COM 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥14,638
2016/12/02 SEOTOOLS 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥4,162
2016/12/02 zakzak 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥9,450
2016/12/02 クイックオーダー※ 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥2,162
2016/12/02 リセマム 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥2,891
2016/12/02 ロイター.co.jp 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥18,528
2016/12/02 伝説の営業マン 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥2,229
2016/12/02 財経新聞 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥4,124
2016/12/02 Bizloopサーチ 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥3,102
2016/12/02 とれまがニュース 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥2,804
2016/12/02 Mapionニュース 第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男女1,000人の花贈り意識調査報告　男性の花購入頻度が高ま ¥11,217

第4回＜花と恋愛の相関図＞全国男⼥1,000⼈の
花贈り意識調査報告 男性の花購⼊頻度が⾼まっている︕︖

ニュースリリース①

■新聞・業界誌

■WEB媒体

掲載日 メディア名

2016/12/20 岩手日日（一関）

2016/12/13 日本農業新聞

2017/1/16 グリーン情報
2017/1/16 DIME

4

※WEBのみ 17

2016年12⽉13⽇
⽇本農業新聞

【メディア掲載】ニュースリリース①結果（新聞・雑誌・WEB）
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2016年12⽉20⽇
岩⼿⽇⽇新聞

【メディア掲載】ニュースリリース①結果（新聞・雑誌・WEB）
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⼩学館『DIME』2017年1⽉16⽇発刊号

【メディア掲載】ニュースリリース①結果（新聞・雑誌・WEB）
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【メディア掲載】ニュースリリース①結果（新聞・雑誌・WEB）

2016年12⽉2⽇
Infoseek楽天ニュース、
ロイター、
朝⽇新聞デジタル他
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【メディア掲載】ニュースリリース②結果（新聞・雑誌）

男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡⼤
福岡市の⾼島市⻑が「フラワーバレンタイン福岡アンバサダー」に就任

ニュースリリース②

■新聞・雑誌・業界誌 2017年2⽉2⽇ 読売新聞（福岡版）

2017年2⽉4⽇
⻄⽇本新聞

※愛知県、福岡県は独⾃のメディア
アプローチ有、ｐ226〜230ご参照

掲載日 メディア名

2017/02/02 読売新聞(福岡)

2017/02/02 読売新聞(福岡版)

2017/02/03 日本農業新聞（愛知）

2017/02/04 西日本新聞(福岡)

2017/02/05 毎日新聞（全国版）

2017/02/05 日本農業新聞（東海版）

2017/02/9 日本農業新聞

2017/02/9 中日新聞（尾張版）

2017/02/10 読売新聞(福岡版)

2017/02/10 中日新聞（愛知版）

2017/02/11 日本農業新聞

2017/2/14 読売新聞（社会面）

2017/2/14 日本農業新聞

2017/3/14 日本農業新聞

2017/3/15 花卉園芸新聞

2017/2/13 WWD

2017/2/15 BUSINESS TIME LINE TOKYO

2017/5/1 農業いばらき
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2017年2⽉5⽇
毎⽇新聞（全国版）

2017年2⽉5⽇
⽇本農業新聞（東海版）

2017年2⽉3⽇
⽇本農業新聞（愛知版）

2017年2⽉9⽇
中⽇新聞（尾張版）

【メディア掲載】ニュースリリース②結果（新聞・雑誌）
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2017年2⽉9⽇
⽇本農業新聞

【メディア掲載】ニュースリリース②結果（新聞・雑誌）

2017年2⽉10⽇
中⽇新聞（愛知版）

2017年2⽉11⽇
⽇本農業新聞
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【メディア掲載】ニュースリリース②結果（新聞・雑誌）

2017年2⽉14⽇
⽇本農業新聞

2017年2⽉14⽇
読売新聞（社会⾯）

2017年2⽉10⽇
読売新聞
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2017年3⽉15⽇ 花卉園芸新聞（⼀⾯）

【メディア掲載】ニュースリリース②結果（新聞・雑誌）
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2017年3⽉15⽇ 花卉園芸新聞

【メディア掲載】ニュースリリース②結果（新聞・雑誌）
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【ご参照】
2017年3⽉14⽇
⽇本農業新聞

※事後関連記事

【メディア掲載】ニュースリリース②結果（新聞・雑誌）
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【メディア掲載】ニュースリリース②結果（新聞・雑誌）

2017年2⽉13⽇（⽉）発刊号
『WWD』（ファッション専⾨紙）

フラワーバレンタインアンバサダー・⼲場⽒取材記事
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【メディア掲載】ニュースリリース②結果（新聞・雑誌）

ビジネスフリーペーパー
『BUSINESS LINE TOKYO』
2017年2⽉15⽇発刊号

「WEEKEND FLOWER」異業種コラボで
お世話になっている「レシピブログ」運営・
アイランド（株）粟飯原社⻑の連載コラム

【ご参照】
アイランド（株）にて毎年バレンタイン時期に
開催されるチャリティイベントにて「フラワー
バレンタイン」をご紹介いただく
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【メディア掲載】ニュースリリース②結果（新聞・雑誌）

業界団体会報誌
『農業いばらき』
2017年5⽉1⽇発刊号

⽂中に茨城県つくば市の
イベント企画・実施の様⼦をご紹介

31

【メディア掲載】ニュースリリース②結果（WEB）

■WEB媒体
掲載日 媒体名 記事タイトル 広告換算値

2017/02/11 ガジェット通信 世界一のチョコケーキ、蔵前チョコバー…【バレンタインデーニュースBEST5】 ¥147,088
2017/02/08 山陽新聞 バレンタインは女性に花贈ろう　岡山市役所でＰＲパネル展： 地域の話題： 岡山エリア： 山陽新 ¥10,825
2017/02/08 産経ニュース バレンタインは花で愛を　滋賀県花き園芸協会呼びかけ ¥272,832
2017/02/08 Yahoo! ニュース バレンタインは花で愛を　滋賀県花き園芸協会呼びかけ （産経新聞） ¥346,683
2017/02/08 産経ニュース 花束でいいからほしい…　花業者がバレンタインＰＲ　滋賀（1/2ページ） ¥272,832
2017/02/08 東日新聞 ２人の愛バラなど生花で彩る ¥10,584
2017/02/07 Tabetainjya 99本のバラの花束と写真！広島市植物公園でバレンタインフェスティバル ¥12,515
2017/02/07 JPubb サカタのタネは2017年「フラワーバレンタイン」を応援しています。 ¥12,147
2017/02/07 マチパブ サカタのタネは2017年「フラワーバレンタイン」を応援しています。 ¥6,896
2017/02/07 常陽新聞 バレンタインに花束を　イーアスつくばでPRイベント ¥7,051
2017/02/07 goo ニュース バレンタインは99本のバラと写真を撮ろう(広島ニュース 食べタインジャー) ¥140,032
2017/02/07 dメニュー バレンタインは99本のバラと写真を撮ろう（広島ニュース 食べタインジャー）広島市植物公園が初 ¥31,889
2017/02/07 大分経済新聞 パークプレイス大分でフラワーバレンタイン企画　市内飲食店とコラボも ¥23,747
2017/02/07 Yahoo! ニュース パークプレイス大分でフラワーバレンタイン企画　市内飲食店とコラボも　／大分 （みんなの経済 ¥347,937
2017/02/06 47NEWS バレンタインは花を 県花商組合連が欧米の習慣紹介 ¥204,860
2017/02/06 goo ニュース バレンタインは花を 県花商組合連が欧米の習慣紹介(中日新聞プラス) ¥143,051
2017/02/06 47NEWS 四日市　バレンタインは花で　県花商組合連合会がＰＲ ¥204,860
2017/02/06 goo ニュース 四日市　バレンタインは花で　県花商組合連合会がＰＲ(伊勢新聞) ¥140,032
2017/02/06 dメニュー 四日市　バレンタインは花で　県花商組合連合会がＰＲ（伊勢新聞）【四日市】十四日のバレンタ ¥31,889
2017/02/04 47NEWS １４日は男性から女性に花を…　フラワーバレンタイン定着へＰＲ　関連イベント続々 ¥204,860
2017/02/04 西日本新聞WEB １４日は男性から女性に花を…　フラワーバレンタイン定着へＰＲ　関連イベント続々 [福岡県] ¥165,928
2017/02/03 J-WAVE J-WAVE×フラワーバレンタイン　花の写真をSNSにアップすると…？ ¥126,092
2017/02/03 ガジェット通信 J-WAVE×フラワーバレンタイン　花の写真をSNSにアップすると…？ ¥147,088
2017/02/03 antenna J-WAVE×フラワーバレンタイン　花の写真をSNSにアップすると？ ¥44,721
2017/02/03 Oggi.TV 恋人へ、友人へ、家族へ…ありがとうの気持ちを伝えよう！ 六本木ヒルズにてバレンタインイベン ¥10,801
2017/02/03 livedoor １４日は男性から女性に花を…　フラワーバレンタイン定着へＰＲ　関連イベント続々 [福岡県] ¥231,472
2017/02/02 antenna 女子からだけじゃない！“フラワーバレンタイン”で目指せスマート男子 ¥44,721
2017/02/02 ORICON NEWS 女子からだけじゃない！“フラワーバレンタイン”で目指せスマート男子 ¥140,032
2017/02/02 緑のgoo 女子からだけじゃない！“フラワーバレンタイン”で目指せスマート男子 ¥204,860
2017/02/03 起業SNS 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥2,229
2017/02/03 ビズハック！ 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥1,844
2017/02/02 JPubb Ohana Osaka フラワーバレンタイン2017大阪を開催します！ ¥12,147
2017/02/02 @nifty ニュース 女子からだけじゃない！“フラワーバレンタイン”で目指せスマート男子 ¥140,032
2017/02/02 Antenna 女子からだけじゃない！“フラワーバレンタイン”で目指せスマート男子 ¥44,721
2017/02/02 GREE 女子からだけじゃない！“フラワーバレンタイン”で目指せスマート男子 ¥111,766
2017/02/02 GREE 女子からだけじゃない！“フラワーバレンタイン”で目指せスマート男子 ¥55,769
2017/02/02 Infoseek ニュース 女子からだけじゃない！“フラワーバレンタイン”で目指せスマート男子 ¥132,980
2017/02/02 livedoor 女子からだけじゃない！“フラワーバレンタイン”で目指せスマート男子 ¥231,483
2017/02/02 mixiニュース 女子からだけじゃない！“フラワーバレンタイン”で目指せスマート男子 ¥110,720
2017/02/02 So-netニュース 女子からだけじゃない！“フラワーバレンタイン”で目指せスマート男子 ¥153,104
2017/02/02 Walkerplus 女子からだけじゃない！“フラワーバレンタイン”で目指せスマート男子 ¥233,993
2017/02/02 グノシー 女子からだけじゃない！“フラワーバレンタイン”で目指せスマート男子 ¥185,619
2017/02/02 ニコニコニュース 女子からだけじゃない！“フラワーバレンタイン”で目指せスマート男子 ¥253,080
2017/02/02 ニコニコニュース 女子からだけじゃない！“フラワーバレンタイン”で目指せスマート男子 ¥253,080
2017/02/02 読めるモ 女子からだけじゃない！“フラワーバレンタイン”で目指せスマート男子 ¥44,721
2017/02/02 T-SITE 女子からだけじゃない！“フラワーバレンタイン”で目指せスマート男子 [T-SITE] ¥54,219
2017/02/02 Yahoo! ニュース 女子からだけじゃない！“フラワーバレンタイン”で目指せスマート男子 （東京ウォーカー） ¥290,011
2017/02/02 アメーバニュース 女子からだけじゃない！フラワーバレンタインで目指せスマート男子 ¥303,454

リリースを
元に記事化
されたものが
広報価値が
⾼い媒体に
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2017/02/02 goo ビジネス EX 男性の花贈りを応援する 「フラワーバレンタイン」全国で拡大　 福岡市の高島市長が 「フラワー ¥7,175
2017/02/02 えんウチ 男性の花贈りを応援する 「フラワーバレンタイン」全国で拡大　 福岡市の高島市長が 「フラワー ¥1,724
2017/02/02 朝日新聞デジタル＆m 男性の花贈りを応援する 「フラワーバレンタイン」全国で拡大　 福岡市の高島市長が 「フラワー ¥18,358
2017/02/02 YOMIURI ONLINE 男性の花贈りを応援する 「フラワーバレンタイン」全国で拡大　 福岡市の高島市長が 「フラワー ¥21,004
2017/02/02 @nifty ビジネス 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥11,852
2017/02/02 @Press 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバレンタイン福岡アン
2017/02/02 BIGLOBEニュース 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥14,910
2017/02/02 bizocean※ 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥3,400
2017/02/02 Infoseek ニュース 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥11,852
2017/02/02 N+NewsRelease 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥2,162
2017/02/02 rentaloffice.bz※ 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥1,907
2017/02/02 SankeiBiz 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥13,436
2017/02/02 SANSPO.COM 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥14,638
2017/02/02 SEOTOOLS 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥4,162
2017/02/02 zakzak 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥9,450
2017/02/02 クイックオーダー※ 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥2,162
2017/02/02 伝説の営業マン 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥10,584
2017/02/02 徳島新聞Web 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥3,474
2017/02/02 財経新聞 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥4,124
2017/02/02 excite.ニュース 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥15,610
2017/02/02 MarkeZine 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥8,781
2017/02/02 EC★ALL STARS 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥12,334
2017/02/02 Bizloopサーチ 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥3,102
2017/02/02 StartHome 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥6,811
2017/02/02 とれまがニュース 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥2,804
2017/02/02 LIVE HOUSE.COM 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥1,936
2017/02/02 Mapionニュース 男性の花贈りを応援する「フラワーバレンタイン」全国で拡大　福岡市の高島市長が「フラワーバ ¥11,217

【メディア掲載】ニュースリリース②結果（WEB）

18～

※WEBのみ

※地⽅紙収集しきれず

33

1つの元記事が⼤⼿WEBニュースに
取り上げられ拡散＝良記事の価値⾼い

【メディア掲載】ニュースリリース②結果（WEB）

価値が高い良記事の事例

「ニュースウォーカー」の記事が大手ニュースメディアやキュレーションメディアに拡散
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全国各地のイベント情報
などもYahoo!はじめ
⼤⼿ニュースメディアに
数多く取り上げられた

【メディア掲載】ニュースリリース②結果（WEB）
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【メディア掲載】ニュースリリース②結果（WEB）

【ご参照】掲載リスト外の記事より 「NAVERまとめ」にフラワーバレンタイン特集︕
（株）パーク・コーポレーション（⻘⼭フラワーマーケット）様広報部制作
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【メディア掲載】ニュースリリース②結果（WEB）
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https://www.imn.jp/post/108057196678?page=1

伊勢丹メンズ館公式サイトには、
バレンタイン本番前の2/10に
イベントレポートがアップされ、
6万⼈いいね︕を誇るメンズ館
Facebookでも共有。

↓イベントレポート ↓イベントの事前告知

伊勢丹メンズ館公式サイト

【メディア掲載】異業種コラボ企業の公式サイト事例
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←↑⼈気コーナー・⼲場編集⻑ブログ
に度々フラワーバレンタインが
取り上げられ、ブログアクセス数
が急増するなど、イベント後の
波及も⼤きかった

フラワーバレンタインアンバ
サダーをつとめていただく
ファッションディレクターの
⼲場義雅⽒が編集⻑を務める
講談社×⽇本経済新聞社の
働く40代に向けWEBマガジン

トークショー内でも
話題にのぼった
バラの本数による
意味の話も紹介

WEBマガジン『FORZA STYLE』

【メディア掲載】異業種コラボ企業の公式サイト事例

2/13発刊の『WWD』
にも⼲場⽒取材記事

東京ではメディア取材
を期待しづらいため
商業施設からや著名⼈
からの情報発信が重要︕

http://forzastyle.com/articles/‐/50836
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サントリーフラワーズ公式サイト

【メディア掲載】異業種コラボ企業の公式サイト事例
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【ご参照】農林⽔産⼤⾂記者会⾒

2017年2⽉10⽇（⾦）10︓10〜10︓35
⼭本農林⽔産⼤⾂記者会⾒

農⽔サイト、YouTubeなどで閲覧可
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【ご参照】サブカルチャー界にもフラワーバレンタイン

前述のアニメ「王室教師ハイネ」のリアルイベントの記事からも「フラワーバレンタイン」

【ご参照】 掲載リスト外の記事より

ネットの四コマ漫画にも・・・
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【メディア掲載】TV

2017年1⽉24⽇ 23︓00〜放映
BSジャパン『真夜中の百貨店〜シークレットルームにようこそ』

伊勢丹新宿店が舞台のスポンサー番組。伊勢丹新宿店様とのコラボイベントお取り組みの流れ
で今回のストーリーが実現︕
「第42話 運命の⼈とバレンタイン」では⾚いバラが物語の伏線に。
冒頭でしっかりと「バレンタインには男性から⼥性にバラを贈る習慣」について紹介される。
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2017年2⽉6⽇ 7:39〜放映
NHK『おはよう⽇本』「けさの知りたい」コーナー 全国ネットでのご紹介

【メディア掲載】TV

その他、和歌⼭県有⽥川スィートピー、
富⼭の幼稚園児の花贈りやラッピング電⾞
の模様がNHK全国ニュースで取り上げられ
る。NHKはじめ地⽅局での取り上げは今年
も多かった模様。

名古屋のイベントに絡めて、番組プロデューサーからアプローチ。協議会からはイベントの
紹介や画像提供など協⼒。

2017年2⽉7⽇ 18︓40頃〜放映
NHK（和歌⼭局）

2017年2⽉10⽇
NHK（富⼭局）
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2017年2⽉10⽇（⾦）
テレビ東京 『ゆうがたサテライト』〜「愛」と「感謝」を込めてフラワーバレンタイン〜

6分間もの特集︕
フラワーバレンタイン
発祥の地・ロンドンからの
中継まで︕︕↓→

【メディア掲載】TV

後半はバレンタイン時期に最盛期を迎えるラナン
キュラス（⻑野フラワースピリット上條さん）紹介
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2017年2⽉9⽇（⽊）22︓00〜放映
フジテレビ⽔曜ドラマ『嫌われる勇気』

事件のストーリー、キーワードに「フラワーバレンタイン」
こちらも何の仕込みもご縁もなく、突然の「フラワーバレンタイン」採⽤。
番組の公式Twitter、公式Instagramなどにも繰り返し「#フラワーバレンタイン」と出して
くださり、このドラマの影響もかなり⼤きかったのではないか。

予告編︓2/2〜2/9まで1週間、かなりの頻度でオンエア
↓↓このビジュアルでいきなり「フラワーバレンタイン︕」というセリフからスタート︕

本放送︓「フラワーバレンタイン」という⾔葉が随時登場、男性の花贈りでエンディング。

【メディア掲載】TV
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2017年2⽉11⽇（⼟）6:39〜放映
フジテレビ『めざましどようび』

前⽇の2⽉10⽇に⾏われた、フジテレビ⽇曜ドラマ『⼤貧乏』番組ファンミーティング＝
フラワーバレンタインタイアップイベントの模様が翌朝放送された。
⼈気若⼿俳優やジャニーズタレントの出演、イベントを通して「フラワーバレンタイン」に
ついて⼤きく紹介︕

【メディア掲載】TV
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【メディア掲載】TV

毎年恒例のフラワーバレンタインご紹介

2017年2⽉13⽇（⽉）
フジテレビ
情報番組『めざましテレビ』
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【メディア掲載】広報PR活動内容と次年度に向けた課題

2017年の広報PR活動は、テレビを中⼼に、ラジオ、WEB、新聞、雑誌などのメディアを
対象に個別にアプローチを⾏った。

「フラワーバレンタイン」が７年⽬になり、⼀般の認知は拡⼤しているように思われたが、
今期のプロモーションには⽬新しさという部分ではやや⽋ける部分があり、メディアの
反応がこれまでで最も薄いという感触だった。なお、活動の成果ともいえる結果が出た、
アンケート調査リリース（2016年11⽉）は、昨年同様、数値的根拠を元にアプローチを
⾏い、各メディアから活動への認知＆理解を得ることができた。

近年、テレビの情報番組の構成の傾向として、タイアップやスポンサー意向を重んじる
番組が増えている中、報道番組においてはこれまで通り、消費トレンドや経済、⽣活の
ヒントなどへの関⼼が中⼼となっているので、来年度はさらに、“花贈り”の現象をいかに
具体的に提⽰できるか、がカギとなるだろう。

※以下、主なアプローチ先
【テレビ】
●NHK「あさイチ」「ひるまえほっと」「⾸都圏ネットワーク」
●⽇テレ「Oha4」「ZIP︕」「スッキリ」「every」
●テレビ朝⽇「グッドモーニング」「モーニングショー」「スーパーJチャンネル」
●TBS「Nスタ」「ビビット」「あさチャン」
●フジテレビ「めざましテレビ」「ノンストップ」「とくダネ」「みんなのニュース」
●テレビ東京「なないろ⽇和」「ゆうがたサテライト」「ワールドビジネスサテライト」

各社とも、アンケート結果には興味を⽰したものの、“世の中ゴト”として取り上げる具体
的な「現象」「数値」「⼈」「画」が、弱いということから取材クルーを出すまでに⾄ら
なかった。昨年同様、花贈りがトレンドという画を取材するには、状況が具体的にわかる
様⼦を具体的に提⽰してほしいという声が依然多数だった。

また、2⽉14⽇の読売新聞社会⾯に掲載された
記事をもとに、新聞紙⾯紹介のテレビ番組への
アプローチを⾏った。
対象番組︓テレビ朝⽇「グッドモーニング」、

TBS「ひるおび」ほか

■活動内容︓メディアアプローチ、取材誘致活動
■配信リリース︓2本配信（アンケート調査、直前）

2/14読売新聞 社会⾯

PRプランナー
前⽥亮⼦⽒より
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【ご参照】愛知県のメディアプロモーションの事例

2017年1⽉30⽇
愛知県記者発表資料 ※愛知クラブ（東京）・都道府県記者クラブ同時発表
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【ご参照】愛知県のメディアプロモーションの事例

※愛知県報告書より抜粋
実際の新聞記事は第8章に掲載

227

【ご参照】福岡県のメディアプロモーションの事例

例年、全国でもダントツのメディア露出がある福岡県のメディアプロモーション事例を
ご紹介。福岡花市場の古藤⽒が計画実⾏、地元ラジオ局を中⼼に2017年度も素晴らしい
実績となった。以下、福岡県の報告書より抜粋。

福岡FVにおける新たな話題作り、
メディア誘致のための仕掛け︕
＝福岡市・⾼島市⻑
フラワーバレンタインアンバサダー

に就任（1/27就任式）
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【ご参照】福岡県のメディアプロモーションの事例
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【ご参照】福岡県のメディアプロモーションの事例

※実際の新聞記事はｐ●〜●に掲載
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