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①最初に広報PR
ニュース配信して
②メディアに載る



信頼認知

共感 仲間



広報PRファースト
で日本企業の

アジア進出は変わる



自己紹介 ～和島祐生(わじまゆうき)～

プロバイダのポータル運営・アパレルSPAシステム統合、大手
教育CRM基盤設計(人生で一番がんばってた)

オーストラリアへワーキングホリデイ 旅人・モラトリアム期間

越境医療事業でシンガポール、マレーシアで病院開拓営業
＆ベトナムでマーケット創出を担当

独立一社目(模索期間)

ベトナム人パートナーとベトナム法人で起業

ニュース/プレス配信サービスVIETNAM PRESSの運営

DAISEI VEHO WORKS 代表

まったく脈絡のないキャリアを経て2014年10月にベトナムに渡越。

その後2015年4月にVJPARTNERを起業。現在はDAISEI VEHO WORKSの代表

2010-: 

2013-: 

2014-:

2015-: 

2016-:



ニュース/プレスリリース配信サービス
概要紹介



AMPさんにもとりあげてもらったり





ベトナム国営放送VTVでのテレビ放送



時事通信社でのプレス掲載





本日のお話の前に、そもそも。。。
海外進出を検討中の企業様！

海外進出の時に当然必要な情報やサービスと言えば、



←わかる
←わかる

←わかる

←なんで



進出前企業

ベトナム
事業を成功させる

広報で そもそも広報とは？
いつやるか？どんな領域？

どんな手法？
なぜ必要？目的は？

戦略
情報伝搬
活用方法



①最初に広報PR
ニュース配信して
②メディアに載る



進出前企業

ベトナム
事業を成功させる

広報で ・そもそも広報とは？



ていうかそもそも広報ってなに。。。？

広報って
なんやね
ん

広告と何
がちがう
の？

画像：ライフハッカー





狙うのが広告

取りに来てもらうのが広報

カオス



広報と広告のちがい
これだけ覚えて！キーワード 広報と広告の違い



広報の例：明倫国際さん

Goo blog



さまざまなステークホルダーに見に来てもらうのが広報
もはやだれが見に来てるかわからないけど、情報公開して見に来てもらうのが広報



広報と広告のちがい
これだけ覚えて！キーワード 広報と広告の違い



広報と広告のちがい
これだけ覚えて！キーワード 広報と広告の違い



狙うのが広告

取りに来てもらうのが広報

カオス



進出前企業

ベトナム
事業を成功させる

広報で ・広報はとりに来てもらう
・いつやる？領域は？



製品のライフサイクル

広報/PR
広告

製品開発期 導入期 成熟期 衰退期成長期



どんな時に広報する？➡製品開発前からずっと

・投資
・新店舗設立
・海外進出
・業務提携
・新株発行

IR
Investor Relations

PR
Public Relations

経理財務部
経営企画
独立部門

広報

➡
・商品販売
・サービス開始
・CSR
・営業時間変更
・イベント





進出前企業

ベトナム
事業を成功させる

広報で ・広報はとりに来てもらう
・なにかした時
・どんな方法がある？



マーケティングコミュニケーション の4領域
広告

(Advertisement)
広報PR

(Public Relations)

セールスプロモーション
(Sales Promotion)

人的販売
(Personal Selling)

新聞広告
雑誌広告
テレビ広告
ネット広告
屋外広告
交通広告
POP広告

記者会見
セミナー・イベント

ニュース/プレスリリース
プレスツアー
ニュースレター
編集タイアップ
スポンサーシップ

SNS/ブログ/オウンドメディア

クーポン
懸賞

サンプリング
店舗ディスプレイ
販売ツール
カタログ
割引

ポイントシステム
フェア・展示会

販売プレゼンテーション
インセンティブ
営業
研修

販売会議
教育プログラム
マニュアル



プレスリリースとは、報道機関
に向けた、情報の提供・告
知・発表のこと。「news 

release ニュースリリース」「報
道発表」とも。英語で「press 

プレス」は「新聞」または「新
聞社」で、「release リリース」
は「発表」「公開」「放出」等
を意味する。



PWCのウェブサイトから
プレスリリースを自社サイトで行ったり







進出前企業

ベトナム
事業を成功させる

広報で ・広報はとりに来てもらう
・なにかした時
・ニュースリリース配信
・広報なぜ必要？目的
・認知/信頼(下地)が必要



信頼認知

共感 仲間



マーケティングを最も短い言葉で定義す
ると、「ニーズに応えて利益をあげること」
となる。

・広報PRの役割
・広報PRの目的

フィリップ・コトラー



広報PRの役割

・新製品発売の 支援

・成熟商品の リポジショニング

・製品カテゴリーに関する 関心の構築

・特定の標的 集団への影響

・社会問題に直面した 製品の弁護

・自社製品に好意的に反映する 企業イメージの構築



広報PRの目的

①メディアを通じてニュースを発信することによる

認知の構築

②メディアという第三者による客観情報としての

信頼性の獲得

③製品発売前の

ディーラー、セールスへの刺激

④広告・DMと比較した場合の

プロモーションコストの引き下げ



広告の前に広報 いままではいきなり 広告

消費者の購買行動プロセス

世論合意形成

議題設定機能



東芝
静穏家電 「Qaie」

夜家事という新しい
ライフスタイルのために。夜家事したいですよね？

大塚製薬
食物繊維飲料 ファイブミニ

食物繊維が日本人は足りてないん
じゃない？便秘解消でキレイに！

広告を受け入れてもらう下地が大切

世論合意形成

議題設定機能



信頼認知

共感 仲間



例えば





なぜ広報/ニュースリリースをするのか？

なにもなし メディア掲載実績がある

・信頼ない
・実績ない
・引き合いない
・認知度なし
・人材訴求なし

・メディアに認められた掲載実績がある
・引き合いの可能性
・認知の拡大
・人材への訴求力
・信頼感の担保がされる



総務省世界情報通信事情より
http://www.soumu.go.jp/g-
ict/country/vietnam/detail.html#internet

http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/vietnam/detail.html#internet




ピコ太郎はなぜ売れたのか？



信頼認知

共感 仲間



進出前/スタートアップになぜプレスが必要か？

1、事前の旗立てで、「協力できます！」という企業が来る
2、社内でサービスのイメージ共有ができる
3、事前にニーズの検証ができる
4、無駄なリソースを使うことを防げる



転ばぬ先の杖



進出前企業

ベトナム
事業を成功させる

広報で ・広報はとりに来てもらう
・なにかした時
・例:ニュースリリース配信

・認知・信頼・共感・
仲間を得るため
・失敗防止＆協力/ニーズ

・戦略



①広報PRファースト

②情報連鎖＆2次利用



ニュースが掲載/拡散されやすくなるために

OO株式会社ベトナムでドラえもん
の新商品販売イベントを実施

➡
世界初のジャイアンマン OO副主席を招
待し販売イベントをハノイで実施



ニュースにするための特性

1、新規性
2、タイミング(相対価値)
3、地域性
4、著名性
5、影響度
6、異常性(非日常性)
7、地理的近接性

8、メディア報道の独占性
9、逆説対立
10、季節性
11、話題性
12、社会性
13、最上級/希少
14、画像
15、体制批判をしない



広報
・拡散前提、しやすい
・メディア掲載による信頼性
・2次利用しやすい 広告

・企業の著作物
・2次利用
・伝搬力



さまざまな掲載実績の活用方法





従業員満足度UP
採用効率UP
営業効率UP





①最初に広報PR
ニュース配信して
②メディアに載る



信頼認知

共感 仲間



①広報PRファースト

②情報連鎖＆2次利用



←わかった！

広報PRをまず行うことで



タイトル URL

物流のダイセーエブリー二十四、ベトナム初のプレスリリース配信サービス会社に出資
https://www.viet-jo.com/news/nikkei/171122182928.html

ベトナムで初のプレスリリース配信サービスは、日本企業のアジア進出の形を変えるか
https://amp.review/2017/11/22/vietnam-press-release/

VTV4 駅伝動画
https://www.youtube.com/watch?v=FyE_CuvuWHk&feature=youtu.be&t=19m40s

ベトナム日本商工会主催の駅伝大会「日in越EKIDEN 2017」ハノイにて開催！駅伝発祥から100年、
タスキで繋ぐ日越友好の絆

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000009.000027774&g=prt

Sports For Tomorrow 日in越 EKIDEN 2017
http://www.sport4tomorrow.jp/jp/20180129-1/

JETROが日本の日用品・生活雑貨とベトナムバイヤーとのマッチングイベント開催
https://medium.com/vietnam-
press/jetro%E3%81%8C%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%97%A5%E7%94%A8%E5%93%81-
%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%81%A8%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3
%83%90%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81%E3%83
%B3%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E9%96%8B%E5%82%AC-133fcd9fab5f

内装のイマムラ、ハノイに現地法人を設立
https://www.viet-jo.com/news/nikkei/171124224844.html

メルカリ小泉氏「PRをおろそかにする会社は絶対に勝てない」ヤッホー代表と語る広報戦略の価値
http://logmi.jp/214120

広報ファーストの近大どこまで進化し続けるのか
https://mag.sendenkaigi.com/kouhou/201712/kindai-maguro/011926.php

ベトナムメディアに自社の記事を載せてもらう３つのメリット
http://blog.asilla.jp/entry/vietnam-press-2017

AIプログラミング学習サービスAidemy マイクロソフトとコラボレーション
http://tarisaa.hatenablog.com/entry/2018/02/07/124454

スタートアップは「月に4本」プレスリリースを打つべき3つの理由
http://tarisaa.hatenablog.com/entry/2018/02/07/124454

DMMが一転、シェア自転車参入をやめた理由
http://toyokeizai.net/articles/-/202328

経済発展に伴うゴルファー増加をうけ東京海上ベトナムが日系初のベトナム人向けゴルファー保険を発売
https://medium.com/vietnam-
press/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%99%BA%E5%B1%95%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E3%82%B4%E3%83%
AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E5%A2%97%E5%8A%A0%E3%82%92%E3%81%86%E3%81%91%E6%9D%B1%
E4%BA%AC%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%81%8C%E6%97%A5%E7%
B3%BB%E5%88%9D%E3%81%AE%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E4%BA%BA%E5%90%91%E3%81%
91%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%82%92%E7%99%BA%
E5%A3%B2-366ae1b8a586

我が国の情報通信市場の実態と情報流通量の計量 に関する調査
http://www.soumu.go.jp/main_content/000124276.pdf

総務省世界情報通信事情
http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/vietnam/detail.html#internet

Product Life Cycle -Marketing Insider－
https://marketing-insider.eu/marketing-explained/part-iii-designing-a-customer-driven-marketing-strategy-and-mix/product-life-
cycle-stages/

【「AIDMAの法則」から「AISASの法則」へ】
http://www.sugoitenjikai.com/single-
post/2016/02/15/%E3%80%90%E3%80%8CAIDMA%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%8
2%89%E3%80%8CAISAS%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87%E3%80%8D%E3%81%B8%E3%80%91

https://amp.review/2017/11/22/vietnam-press-release/
https://www.youtube.com/watch?v=FyE_CuvuWHk&feature=youtu.be&t=19m40s
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000009.000027774&g=prt
http://www.sport4tomorrow.jp/jp/20180129-1/
https://www.viet-jo.com/news/nikkei/171124224844.html
http://logmi.jp/214120
https://mag.sendenkaigi.com/kouhou/201712/kindai-maguro/011926.php
http://blog.asilla.jp/entry/vietnam-press-2017
http://tarisaa.hatenablog.com/entry/2018/02/07/124454
http://tarisaa.hatenablog.com/entry/2018/02/07/124454
http://toyokeizai.net/articles/-/202328
http://www.soumu.go.jp/main_content/000124276.pdf
http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/vietnam/detail.html#internet
https://marketing-insider.eu/marketing-explained/part-iii-designing-a-customer-driven-marketing-strategy-and-mix/product-life-cycle-stages/
http://www.sugoitenjikai.com/single-post/2016/02/15/%E3%80%90%E3%80%8CAIDMA%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%8CAISAS%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87%E3%80%8D%E3%81%B8%E3%80%91

