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ご利用例



会社概要

社 名 プラップノード株式会社

設 立 2020年3月2日

資本金 ２億円（資本準備金含む）

代表取締役CEO 渡辺 幸光

主な株主 株式会社プラップジャパン

株式会社ショーケース

ミッション PR DXツールの開発・運営
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PRオートメーションは、企画からクリッピングまで、

あらゆる広報業務をクラウドで実現するオールインワ

ンツールです。かんたん便利な使い勝手で生産性を向

上し、業務とPR効果の「見える化」を通じて成果向上

をサポートします。

半世紀ものあいだ、PR業界をリードし続けるプラップ

グループのPRノウハウと、マーケティングSaaS開発

のリーディングカンパニー、ショーケースの技術力を

あわせて制作した国内初のPRオートメーションツール

です。
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PRにぴったりの

データドリブンを

PRオートメーションは、感性やプレイヤーの経験で運

営されてきた広報活動を、データドリブンでかんたん

に成果のわかるKPIベースの活動に変えます。

客観的な数字による管理は、属人性からの解放と成功

の再現性確保、成果の正しい評価につながり、広報・

PRの可能性を大きく拡げます。
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省力化 見える化

超速リスト管理

アプローチ/取材履歴管理

かんたん情報発信・拡散 効果の見える化

プロセスの見える化

記者情報の集約

作成・メンテ・抽出がワンタッチ完了のDB搭載

リレーション蓄積と管理・共有を簡単サポート

24転載、最大3000通のメール配信、FAX配信実装 クリップとSNSインパクトからPR効果を定量測定

既読率・リンククリック数など掲載までをデータ化

専用の「記者カード」に情報を集約して一覧化
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省力化

見える化

対応シーン
の

対応シーン
の
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効果的にリリース配信したいScene 1

自由に選べる配信チャンネル

WEB配信・メール配信・FAX配信から自由にチャネルを選べます。広報戦略に合わ

せて、各チャネルごとにタイトルや本文を変更できる柔軟な入力フォームです。

過去リリースの複製、定型文の事前登録や引用もかんたんに行えます。

a

24メディアへの掲載保証
読売・朝日・毎日・産経の全国紙ニュースサイ

トや北海道新聞・河北新報といったブロック紙、

有名ポータルサイトなど、24媒体に必ず転載さ

れます。1.3万フォロワーがいる公式Twitterに

も掲載し拡散支援します。

b

アップロードできる画像データは１枚10M X 10枚と業界最大級。一度に配信でき

るメールは最大3,000通と、関係者への同報にも使える配信量です。

c 10M画像、最大3,000通配信
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実績のある全配信リストから一発指定
過去に配信したリリースの全リストを整理してDBに格納。ワンタッチで呼び出し

て利用できます。複数選択すれば、リスト同士を重複排除して合体（マージ）する

優れものです。

a

b

記者をかんたんにグルーピング
記者の興味関心やリレーション深度、発表会への出席状況やアプローチ優先順位

をタグにすれば、リリースごとに最適な配信リスト構築がかんたんにできます。

タグを選択する
と紐づいた記者
が出現

リスト作りを効率化したい

インポートできる記者データは10,000件。利用できるリリース代表窓口は1,500件

以上あり、業界最大級のメディアデータベースです。

c

最大級のメディアデータベース

SceneScene ２

省力化のメリット ②
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問合せ管理を効率化したいSceneScene ３

省力化のメリット ③

問合せアシスト
依頼内容に応じて適切なメモ項目がレコメンド出現します。広報初心者からベテラ

ンまで、高品質なメディア対応をサポート。

a

b

関連リリース・記者とのデータ結合
問合せを受けた記者をインポート記者DBに紐付けたり、配信したりリリースと紐

付けて、かんたんにデータを結合。効率的に情報を整理します。

メディアからの問合せを「取材カード」で一元管理できます。散逸しやすい情報

を一つのフォームで効率的に蓄積・共有します。

c

取材カードで対応履歴を一元管理

資料ストレージ
問合せ案件の資料をまとめてアップロードしておくことができます（最大10M）。

番組企画書やQ＆A、提供した画像素材など、散逸なしで効率管理を実現。

d



Scene ４
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クリッピングを効率化したい

Meltwaterで動くデジタルクリッピング

PRオートメーションでは、リリースごとにセットされたキーワードに基づいてク

リッピングが稼働します。どの情報発信がどの掲載かが自動で紐づくため、再集計の

必要がありません。

a

b

TVクリッピング
ニホンモニター社の特別APIを利用し、リリースごとのキーワードで全国キー局の番

組をモニタリングします。

（オプション料金｜TVモニタリング費用 30,000円/月、映像購入費用 6,000円/1本）

c

新聞・雑誌のクリッピング
国内有数のクリッピングベンダーを通じて、新聞・雑誌のクリッピングを実施できま

す。全てのクリップを一気通貫で実現できる、便利なクリッピング機能です。

省力化のメリット ④



Scene ５
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PRプロセスを見える化したい
見える化のメリット ①

リリース配信効果の見える化
冬月のリリース配信の結果を既読・掲載・行動

量・バズなどから簡単に見える化します。

a

b 取材対応の見える化
メディアからの問い合わせ対応を一覧化して掲出。

動いている取材対応が一目でわかります。

露出件数、重要媒体での露出件数、バズ数の三

つの重要指標を前月比較とともに掲出。

c

重要指標を持続モニタリング

メンバーの現在を見える化
PRメンバーの現在の案件や対応を見える化して情

報共有を一気に促進。プロセスと透明化します

d

a

b

c

d



Scene ６
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PR効果を見える化したい

メディアの興味・掲載・社会への
インパクトを一つのグラフで把握

メディアの興味を表す既読数と、実際に露出した掲載数、記事が社会に与えた

インパクトであるBuzz数を一つのフローで把握できるSankyグラフをリリース

ごとに提供します。客観的な比較を通じて、PRの成功・失敗・インサイトを捉

えることができます。

a b 広告換算・推計リーチ

重要指標としての広告換算額・推計リーチも自動算出します。それぞれの媒

体資料や外部APIから取得できる数値を利用して、PRオートメーション独自

の効果指標をクリップごとに付与します。

見える化のメリット ②
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メディアとの関係を見える化したい

定量データでわかる記者の興味・関心

配信したリリースの既読数や関連リンクのクリック数をグラフ表示。下部の連動した

リストには、実際に誰が既読したのか、リンククリックしたかが表示されます。経験

や感性だけではない、効率的なアプローチを支援します。

a

b ワンクリックでアプローチ歴を管理
既読リストから、ワンクリックでアプローチ歴を記入できます。ログインメンバーに

は内容が共有され、リレーション深度がわかります。電話や面会報告などの行動量も

かんたんに把握。

クリックして
履歴を入力

見える化のメリット ③

Scene ７
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対応履歴を見える化したい

問合せ対応のパイプライン

問合せ管理機能である取材カードは、対応ステータスご

とのパイプラインに設置できます。現状どの取材が、誰

の担当で、どこまで動いているのか、ひと目で把握でき

ます。

a

b ワンタッチでステータス変更
取材カードはドラッグ＆ドロップでかんたんにステータ

ス変更できます。案件状況を直感的に整理できる優れた

UIを実現しました。

見える化のメリット ④

Scene ８



Scene ９
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記者情報を集約したい

一覧性の高い「記者カード」

エクセルなどのオフィスソフトでは更新性や一覧性に課題のある、記者情報の集約を

「記者カード」で実現しています。記者とのリレーション歴や既読リリースも掲載。

記者の重要情報を一度のクリックで網羅的に把握できます。アプローチ時や問い合わ

せ対応時に相手の記者像の解像度を上げることができます。

a

b 「記者カード」に掲載される情報
記者カードに掲載できる情報は以下の通りです。

• 氏名

• 所属媒体、部署

• メールアドレス

• 電話/FAX番号

• 記者の興味をタグで管理

• 記者の重要度を星で管理

• 過去のリリース既読数

• リリース既読割合

• どのリリースを読んだのか

• 過去に執筆した記事

• 現在のアプローチステータス

見える化のメリット ⑤
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・SNS反響の高かったWEB記事をワンタッチ検索

・Twitter、Facebookそれぞれの反響をチェック

・約3,000の記念日データをキーワード＆日付から検索

・Google Trendと連携したキーワード検索量

・表現力ゆたかな配信ページ

・全国４大紙メディアを含めた24媒体へ自動転載

・最大3,000通配信できるメール同報

・10M ✖️ 1０ファイルの巨大画像ストレージ

・WEB/メール/FAXのマルチ配信 ・最大10,000件のインポートデータプール

・記者・メディアのかんたんタグ設置＆タグ検索

・1,500件のメディア窓口データ

・過去リストのワンタッチ複製＆マージ（合体）

・記者ごとの既読率・掲載率・興味範囲を統合管理

・リアルタイムの既読情報

・ホット／コールドメディアの★仕分け

・配信歴・既読歴・関連リンク押下メディアの見える化

・未読メディアへのかんたん再送

・アプローチ歴入力とアプローチステージの見える化 ・meltwaterの最新エンジン利用

・広告換算とSNS反響データを自動掲出

・リリースごとのクリッピングワード設定とクリップ取得

・TV自動クリッピングの取得と統合（オプション）

・手動クリップとの統合機能

・カテゴリごとに配信・既読・掲載・アプローチ・

SNS反響を見える化

・プロジェクトごとのレポーティングで容易な統合管理

・ワンタッチ比較機能でかんたんに重要インサイトを導出

・広告換算・推定PV数などのレガシー指標も完備

・デザインリッチでみやすいグラフィング

・取材カードによる対応管理

・パイプラインでの取材カード管理
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PRの専門家による的確な

PRオートメーションをご利用のお客様には、
PRプロフェッショナルの経歴をもつ専門家が
カスタマーサクセスを担当します。
PRのプロがお客様の課題を丁寧にヒアリング
した上で、今より一歩、二歩進んだ広報戦略
立案をサポートします。

導入
支援 運用

支援

ユーザー
会

電子マ
ニュアル

カスタマーサクセス
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• DBサーバ 非公開ゾーンに設置

• DBサーバへのアクセスアカウントは限定

操作ログを保管(SQL)

• SSL対応（さくらインターネットGroup）

• DBパスワードを暗号化

• 第3者機関により脆弱性診断を定期的に実施し、

必要に応じて対応

• 24時間365日有人監視体制を実施
• ISO27001取得済み

以下の情報を個人情報として取り扱います。

• コミュニケーション活動を遂行するにあたり、お客様、媒体社、協力会社等お取引

先からお預かりする、個人を特定することが可能な情報

• 当社が自主的に行う、調査活動、研究活動を通して得られた、個人を特定すること

が可能な情報

• 当社従業員、関連会社従業員等、労務管理等を行うにあたって得られた、個人を特

定することが可能な情報

• 当社が行うその他の事業活動によって得られた、個人を特定することが可能な情報
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従業員数100名以上の企業向け 従業員数10名以上の
企業向け

従業員10名以下の
スタートアップ企業向け

23.8万円/月
(年間契約時）

価格税込

アカウント数 20 5 1

プロジェクト
フォルダ数

無制限 ５ 1

主な機能の違い

メール配信数 3,000件
/１リリース

1,000件
/１リリース

100件
/１リリース

WEBクリッピング

件数上限
3,000件
/１ヶ月

1,000件
/１ヶ月

300件
/１ヶ月

11万円/月
（年間契約時）

最低契約期間 6ヶ月 6ヶ月 1年

リリース配信数 無制限 無制限 無制限

3.3万円/月

（12.7万円/月）（27.5万円/月）

©︎2021 PRAPnode.Inc
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FAX実費 １枚/24円

TVモニタリング費※ 月額基本料 33,000円

6,600円/本映像購入費

デジタルモニタリング費 プラン上限を超えた場合1Clip＝10円
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新聞・雑誌モニタリング費

内外切抜通信社ご利用の場合

基本料金19,800円
＋クリッピング料 (新聞99円 週刊誌・業界紙・英字紙264円 月刊誌429円 /件)

＜オプション＞
・見出し入力 ＋￥165/件
・広告換算（見出し入力含む） ＋￥550/件

株式会社デスクワンご利用の場合
プラン① クリッピング：16,500円（10件含む）※11件目以降 ＋1,650円/件
プラン② クリッピング＋広告換算：20,900円（10件含む）※11件目以降 ＋2,090円/件

＜オプション＞
・週1回郵送（追加料金なし）
・バイク便 山手線内（33,000円/月）
・バイク便 山手線周囲1km以内（44,000円/月）
・毎日郵送（8,800円/月）



STEP1
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STEP2 STEP3

・オプション利用があった場合は実費を請求いたします
・FAXの利用はできません

お問合せ先：sales@pr-automation.jp

・・

ご利用登録：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/g_riyo.php

ご利用登録ページから

企業情報・トライアル

申し込みをご登録。

トライアル開始希望日を

ご連絡ください。

1～2営業日でID・パス

ワードを発行いたします。

ID・パスワードをもとに

トライアル環境にログイン。
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お問合せ先：sales@pr-automation.jp


