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リリース送付先 
メディアリスト 

株式会社ガーオン 
〒141-0021 東京都品川区上大崎4-3-14-6F 
TEL：03-6417-4482 FAX：03-6417-4483 URL：http://gaaaon.jp/ 



媒体名 送付アドレス URL

マイナビニュース news-pr@mynavi.jp http://news.mynavi.jp/

J-CASTニュース jin@j-cast.com http://www.j-cast.com/

日刊工業新聞 newsrls@nikkan.co.jp http://www.nikkan.co.jp/

フジサンケイビジネスアイ release@sankei.co.jp http://www.sankeibiz.jp/

サーチナ pr0904@searchina.ne.jp http://searchina.ne.jp/

ロケットニュース press@rocketnews24.com  http://rocketnews24.com/

ウレぴあ総研（要送付先メディア名） ure+press@pia.co.jp http://ure.pia.co.jp/

RBB TODAY release@rbbtoday.com http://www.rbbtoday.com/

はてなニュース news@hatena.ne.jp  http://hatenanews.com/

IBTimes press@ibtimes.co.jp http://jp.ibtimes.com/

日経プレスリリース rel_quest@nikkei.co.jp http://release.nikkei.co.jp/

ウォーカープラス newsrelease@walkerplus.com http://www.walkerplus.com/

ガジェット通信 https://www.razil.jp/getnews/mail/ http://getnews.jp/

財経新聞 press@zaikei.co.jp http://www.zaikei.co.jp/

Pouch press@youpouch.com http://youpouch.com/

ねとらぼ g-release@ml.itmedia.co.jp http://nlab.itmedia.co.jp/

greenz.jp pressrelease@greenz.jp http://greenz.jp/

Gigazine http://gigazine.net/news/contact3/ http://gigazine.net/

Itmedia release@ml.itmedia.co.jp http://www.itmedia.co.jp/

＠IT ait_release@ml.itmedia.co.jp http://www.atmarkit.co.jp/

Business Media 誠 makotopress@ml.itmedia.co.jp http://bizmakoto.jp/

EE Times Japan eetimes@ml.itmedia.co.jp http://eetimes.jp/

EDN Japan ednjapan@ml.itmedia.co.jp http://ednjapan.com/

MONOist em_release@ml.itmedia.co.jp http://monoist.atmarkit.co.jp/

スマートジャパン sj-editorial@ml.itmedia.co.jp http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/

Web担当者Forum release@impressbm.co.jp http://www.impressbm.co.jp/

INTERNET Watch internet-watch-info@impress.co.jp http://internet.watch.impress.co.jp

PC Watch pc-watch-info@impress.co.jp http://pc.watch.impress.co.jp/

エンタープライズジン magazine@shoeisha.co.jp http://enterprisezine.jp/

東京IT新聞 release@impressbm.co.jp http://itnp.net/

TechCrunch tips@techcrunch.jp http://jp.techcrunch.com/

BCN info@bcn.co.jp http://bcnranking.jp/

インターネットコム release@internetcom.jp http://internetcom.jp/

ASCII.jp https://ssl.asciimw.jp/info/inquiry/form08.php http://ascii.jp/

【2014/9/16更新】

各メールアドレスはWEBサイトで一般公開されていた情報をまとめたものです。

リリースを送付される際は送付内容と送付先を確認の上、企業様の責任の上でご送付ください。
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http://www.prnavi.jp/
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媒体名 送付アドレス URL

【2014/9/16更新】

各メールアドレスはWEBサイトで一般公開されていた情報をまとめたものです。

リリースを送付される際は送付内容と送付先を確認の上、企業様の責任の上でご送付ください。http://www.prnavi.jp/

えん食べ press@entabe.jp http://entabe.jp/

Touch Lab nakimo@gmail.com http://ipodtouchlab.com/

WomanApps Magazune info@estyle-inc.jp http://www.womanapps.net/

Appmax appmax@livedoor.com http://appmax.jp/

octoba octoba.net@gmail.com http://octoba.net/

APPLE LINKAGE press@applelinkage.com http://www.applelinkage.com/

これがiphoneクオリティ！ iphonequality@gmail.com http://www.iphone-quality.com/

apptoi toshi@apptoi.com http://www.apptoiphone.com/

スゴモリ info@su-gomori.com http://www.su-gomori.com/

モバイルアスキー https://ssl.asciimw.jp/info/inquiry/form08.php http://mobileascii.jp/

iPhone女史（アプリ、壁紙） app@iphone-girl.jp http://www.iphone-girl.jp/

iPhone女史（ケース） case@iphone-girl.jp http://www.iphone-girl.jp/

iPhone女史（充電器、周辺機器） accessory@iphone-girl.jp http://www.iphone-girl.jp/

ミートロイド meetroid-info@meet-labo.com http://www.meetroid.com/

istation http://iphones.cx/developer http://iphones.cx/

AppleFan！ applefan@airajp.com http://www.applefan2.com/

ナタリー release@natasha.co.jp

音楽関連

iPhone/Androidアプリ

食
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◆会社概要◆ 
社名 株式会社ガーオン 
住所 東京都品川区上大崎4-3-14-6F 
事業内容 広報、PR業務代行及びコンサルティング 
 PRナビの運営 
URL http://prnavi.jp/ 
 http://gaaaon.jp 

【広報・PRサポートに関してのお問合せ】 
株式会社ガーオン 

TEL：03-6417-4482 
FAX：03-6417-4483 
MAIL：info@gaaaon.jp 

ガーオンでは企業様の知名度アップ、売上アップ、ブランディングを目的とした、 
広報・PR支援サービスをご提供しております。 

 
プレスリリースの作成から配信までを 

パッケージ化した廉価型サービスもご用意しております。 
 
 

多くのメディアへのリリース配信を含め 
効果的な広報・PR活動をしたいなら 

 

下記まで、お気軽にお問い合わせください。 
 

PRブログもご覧ください 
http://kohopr.hatenablog.jp/ 

 

最後に 
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