


 日本人は狭く混雑した場所が好きなのかい？この言葉は、あるオーストラリア人留学生の言葉です。 

彼は、満員電車やお昼時に人気ラーメン店に並ぶサラリーマンなどを見て率直に感想を述べていました。 

 これは日常生活に限ったことではありません。現在の日本のビジネス業界はどの業界も飽和状態にあり、新しい

企業が参入しては消え生存競争が激しくなっており、起業から10年続く企業は10％未満と言われております。 

 その為、昨今のビジネスシーンではマイノリティーが重宝され飽和した業界で勝ち抜くため、他社との差別化、 

オンリーワン企業への成長が叫ばれています。しかし、大多数に受け入れられる少数意見を見つけ出すのは困難

を極めます。 

 もっと広い視野を持ってはいかがでしょうか。日本のビジネスシーンは言語的なハンデもあって自然と国内に目

が行きがちですが1億2,000万人を奪い合うのではなく、70億人にターゲットを広げてみたらどうでしょうか。 

狭く混雑した日本のビジネスシーンを飛び出し世界を相手に活躍することのも一つの解決方法になると思います。 

 1億2000万人のマジョリティーが70億人のマイノリティーかもしれません。 

  

1億2千万人はマイノリティー 



 『Ｍａｄｅ ｉｎ Ｊａｐａｎ』は海外で品質保証する言葉となっています。2017年に日本政府が発表したアメリカにおけ

る対日信頼度(18歳以上の1005名が対象)は82％と8割を超える結果となりました。 

 しかし、日本人は海外に発信することに消極的です。営業をしていると「まずは国内で足場を固めてから…」「日本

での活動もままならないのに海外にまで手が回らない」などネガティブな言葉が並びます。 

 ここで、一度考えていただきたいのが国内でブランディングする難しさです。国内の各業界には先駆者と呼ばれる

企業や人材がいます。そういった企業や人材には、ファンやインフルエンサーが存在しており、そこに割って入るの

は容易ではありません。 

 そこで、海外のニュースに取り上げられた、外国からの口コミがある、という武器を手に入れてみてはいかがでしょ

うか。商材やサービスが海外で取り上げられたということはそれだけでブランド価値の向上になります。 

 例えば、時計のGショック、トヨタのレクサスブランド、最近ではピコ太郎さんなど事例はたくさんあります。 

 つまり、海外に進出するということは海外にターゲットを広げるだけでなく国内向けのブランディングの一環でも 

あるのです。 

海外進出 

海外進出 逆輸入 知名度 商品価値 

企業ブランド向上 



海外進出に対するお客様が考える様々な障害をボイスラボが取り除きます。 

不安や障害はボイスラボにお任せ 

1.無駄を省いた業界最安値を目指した価格帯になっています。 

2.事前相談を実施。お客様に最適なサポートをお約束いたします。 

3.プレスリリースはこちらで翻訳いたしますので日本語で大丈夫です。 

４.相手があることですが、概ね1週間でプレスリリースを作成・配信依頼をします。 

5.海外メディアに取り上げられることで日本国内での話題性・認知度に貢献いたします。 

海外進出の障害 

1.費用が掛かりそう。 

2.方法が分からない。 

3.外国語が分からない。 5.国内の認知度が低い 

4.時間が掛かりそう。 



依頼者 

メディア 

メディア 

ターゲット 

ターゲット 

情報提供 

金銭の支払い 依頼内容のまま配信 

作成記事を配信 

新商品やサービスの 
開発。 

《宣伝・広告》 

《プレスリリース・広報》 

新商品・サービスの情報を 
提供。 

広告枠を金銭による買取 
自社で作成した 
宣伝広告掲載依頼 

内容を確認・精査 
メディア価値向上の為 
読者にとって有益で 
客観的な情報の配信 

依頼者の意向をそのまま配信 

 プロモーションの方法としてプレスリリースと宣伝広告があります。 

 弊社が提供しているプレスリリースと基本的な宣伝広告の違いをご覧ください。 

プレスリリースと広告 



プレスリリースと広告 

 下記は日本で有名な検索サイトの一つです。赤い丸がプレスリリースによって記事になったもので、

青い四角が宣伝広告枠になります。こちらを見ていただくとイメージが付きやすいと思います。 

プレスリリースにより
記事になったもの 

広告枠 



 こんな経験ありませんか。 

 お店に服を買いに行ったときを想像してください。店員さんに「今○○メーカーの服が流行の最先端です、 

売れています、品薄です。」と説明を受けたが購買意欲が湧きませんでした。 

 しかし、現在○○メーカーの服が大流行で品薄状態が続いているという第三者機関のニュースを目にしていた 

場合、購買意欲が湧きませんか。 

 つまり、プレスリリースとは 

利害関係の無い第三者機関を介すことにより、ターゲットに情報・商品の信憑性や価値をあげること

に繋がります。これは、主観的な宣伝・広告では得られないプレスリリースの絶対的な特徴です。 

プレスリリースのメリット 

この商品が 
素晴らしいですよ!! 

お
客
様 

開
発
者 

本当かな～。不安だな。 
自分で調べよう。 

こんな商品 
出します。 

この商品が 
素晴らしいですよ!! 

お
客
様 

メ
デ
ィ
ア 

開
発
者 

○○が言うなら間違いない。 
買ってみようかな。 



 プレスリリースの効果とメリットはご理解いただけましたでしょうか。ここでは２つのデメリットについ

てご説明いたします。 

プレスリリースのデメリット 

・掲載が確実ではない。 

 メディアは信用商売です。 

 記事は、視聴者・読者にとって有益な情報でなければなりま

せん。信用を失ってしまえばメディアとして成り立ちません。 

 結果、取り上げる情報は厳正に吟味、審査され記事になり

ます。また、信用の高いメディアには日々多くの企業からプレ

スリリースが届き競争率も高くなっております。その為、宣伝

広告と違い掲載される保証はありません。 

・掲載内容がコントロールできない。 

 プレスリリースを基に記者やライターが作成します。  

 利害関係の無い第三者機関であるが故の宿命ではあります

が、意図しないことやデメリットにフューチャーしたネガティブな

記事になってしまう可能性も持っています。 

 書いてほしいことが書いてもらえず、書かれたくないことが書

かれること可能性もあります。 

依頼者 メディア ターゲット 

情報提供 作成記事を配信 

新商品やサービスの 
開発。 

《プレスリリース・広報》 

新商品・サービスの情報を 
提供。 

内容を確認・精査 
メディア価値向上の為 
読者にとって有益で 
客観的な情報の配信 

プレスリリースが採用されるか不確定 

作成記事の為、記事の修正・訂正はできない 



デメリットの解決案 

ご安心ください。ボイスラボでは2つのデメリットをしっかり解決致します。 

ボイスラボでは、大手ニュースサイトgoogleニュースに掲載されない場合 

全額返金いたします。 

返金保証を付けることによって、掲載されず費用だけ掛かるデメリットを払拭できます。 

その為、お手軽にご利用いただけます。 

ボイスラボでは、相談が無料。お客様からいただいたプレスリリースをこちらで校

正・校閲しご要望があれば翻訳いたします。 

プレスリリースにはコツがあります。こちらで校正・校閲させていただくことで誤解やネガティブ記事にならない

よう専任スタッフが配慮いたします。 

その為、プレスリリース初心者の方でも意図しない記事のリスクを最小限に抑えます。 



海外へのプレスリリース 

海外進出のメリット プレスリリースのメリット 



ボイスラボの特徴 

配信されない場合全額返金いたします。 オールインワンの価格設定、相談料、翻訳料無料。 
インターネットで全て完結。 
無駄な工程を省いて低コストを実現。 

初心者の方でも安心してご利用いただけます。
お客様にて用意された文章をプロの翻訳家が
翻訳。 
海外版のプレスリリース記事を書き、配信。 

入稿いただいてから5～7営業日後に配信が可能。 

プレスリリース本文に写真や動画などを 
添付可能（各1点づつ、基本料金内） 
テキスト情報のみでは分かりにくい内容についても、 
マルチメディアを用いることで 
より伝わりやすくなります。 

プレスリリースはタイミングが命です。 
経験に裏打ちされた絶妙なタイミングを 
ご提案いたします。 
自社の商品やサービスが世の中で旬の時は、 
プレスリリースもよく取り上げられます。 



100のニュースポータルサイトに掲載可能。２００００の海外メディアに配信。 

Googleニュースなど一度は耳にしたことがあるサイトにあなたの情報が紹介され 

海外のプロモーションが可能になります。(ご相談により配信国は全世界に) 

掲載メディア 



下記条件に該当するプレスリリースは配信を承ることができません。 
・過去配信された案件と同一案件 
・商品の販売開始、サービスの提供開始など、開始時期から2ヶ月以上経過している 
・対象となる商品やサービスが、新たに販売開始、提供開始等になった旨が文章内で確認できない 
・アダルト、出会い系サービス、ギャンブルを含む、公序良俗に反する商品やサービスに関する案件 
・訴訟案件、企業間／個人間／企業個人間のトラブルに関する案件 
・個人や会社を特定し、差別または誹謗中傷している 
・宗教的活動またはこれらの勧誘に関する内容が含まれている 
・法に触れる可能性がある 
・第三者のプライバシーまたは秘密事項、名誉等を侵害している、または侵害する可能性がある 
・当社および当社の関係会社が提供するサービスと類似した案件 
・本文中に虚偽、または虚偽である可能性が高い内容が含まれている 
・ねずみ講、マルチ商法等の勧誘、営業、広告、宣伝活動に該当する 
・プレスリリースとしてメディアに向けて発信する内容、体裁としては不適切 
・会員の登録情報に不備、不正等がある 
・本文中に問い合わせ先の表記がない 
 
上記に含まれない場合でも、当社がプレスリリースとしての配信は不適切と判断した場合は、配信を承ることがで
きません。 

ボイスラボの注意点 

内容により配信をお受けできないプレスリリースも
存在します。 
詳しくは、無料相談にてご相談ください。 



掲載の流れ 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅵ 

Ⅶ 

事前のご相談 

原稿のご提出 

お申込み・決済 

リリース原稿の校正・校閲 

配信申請 

配信 

完了報告 

注意事項 

＊５－７営業日以内に、プレスリリースは出ますが、日時の指定はできませんのでご了承ください。 

＊全ての提携メディアへの掲載を保証するものではございません。また、掲載の対象になる場合でも、プレスリリースの内容や提携メディア側の判断、独自の基準等により 

  掲載されない場合もございます。 

＊掲載形式、URLリンクの有無、記事の保持期限、掲載の可否などに関しては、提携サイトの最新の基準に準じます。 

・プレスリリースの内容とボリューム(文字数など)の確認と見積りの提示。 

・英文原稿が無い場合は、英訳致します。 
 添付資料(画像・ＵＲＬ等)がある場合、併せてご提出。 

・お客様にてホームページより、お振込み、ご決済。 

・弊社にて提出原稿の校正・校閲。完了後、お客様に原稿のご確認。 

・確定原稿を弊社より配信依頼。 

・googleニュース、他100のニュースサイトにて配信。 

・業務完了報告書および、記載されたＷＥＢページのＵＲＬの送付。 



プランのご説明 

ここがポイント 

競合サービスではオプションとなる翻訳サービスや画像添付などもボイスラボではオールイン価格でご提供。 

競合サービスではマネのできない価格設定になっております。(配信国は、別途料金にて相談可能です) 

基本プラン(500ワードまで)      70,000円 

googleニュース、bing、他100以上のニュースポータルサイトで配信。 

※googleニュースに掲載されなかった場合、全額返金致します。 

プレスリリース 3本セット       210,000円 → 180,000円 

1つの配信につき、googleニュース、Bingなどニュースサイトより配信。 

さらに100以上のニュースポータルサイトより配信。 （いずれも500ワード以内） 

３つの内容を配信できます。 

その他10本セット、20本セットもご用意しております。 

中国向けプレスリリース        70,000円 

中国の1つ以上の大手メディアからプレスリリースを出します。sina や sohu、qq等。 

中国は独自のインターネット環境の為、別途の価格が必要となります。 



掲載事例 

音楽係様 
 

日本で音楽活動をされています。弊社にご依頼をいただき掲載されました。 
                                       (左は別途中国オプションになります。) 



その他サービスの紹介 

各種SNSで合計1000万人以上に拡散する      50,000円 
facebookグループ,ツイッター300アカウント、リンクトインで、合計1000万人以上に拡散します。 

各種SNSで合計4000万人以上に拡散する      150,000円 
facebookグループ,ツイッター300アカウント、リンクトインで、合計1000万人以上に拡散します。 

音楽関係者向けSNS拡散サービス スーパープレミアムプラン  198,000円    

音楽海外進出の決定版。拡散効果抜群。こちらにお任せいただければ問題なし。 
 
① 海外ラジオDJによる宣伝、拡散 
② 世界中の1500万コミュニティで宣伝 
③ ツイッター1000万フォロワー以上 200アカウントで呟きます① Googleニュース（英語）でプレスリリース他110のポータルサイトで 
   プレスリリースを掲載 
④ 宣伝をする映像を2つ作成します。  
⑤ 海外の掲示板1万で宣伝、リンクを埋め込みます 
⑥ 類型9億人以上のfacebookコミュニティに投稿 
⑦ 欧米FMラジオ局3000局、大学1000校にメール⑥ 呟き追加！フォロワー類型1000万人以上  
⑧ 海外の有名な10本の音楽ブログ、サイトに投稿 
⑨ spotifyのプレイリストに20登録します（総リスナー数100000人以上） 
⑩ インド向けあなたの紹介動画を20秒間作成配信 
⑪ インドのメディアにて、あなたの音楽を紹介 
⑫ Googleニュース他500サイトでプレスリリース300サイト、300マガジンサイト、300ブロガー 
⑬ 中国でプレスリリースを出します。他200以上のポータルにてプレスリリース 
⑭ 中国向けにプロモーションを行います。 
⑮ 海外の掲示板10万に宣伝文を埋め込みます。 
⑯ soundcloudで200万回再生保証  
⑰ お客様のバナー広告を作成し、配信 



最後に 

 この度は、貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。弊社ボイスラボは、まだ歩みを始

めたばかりではありますがお客様のお役に立てると確信しております。 

 今回ご紹介させていただいた海外プレスリリース代行は、まだまだ日本では知名度の低いサービス

ではありますが、大手企業や海外ではスタンダードなＰＲ方法となっております。 

 2020年東京オリンピック、2025年の大阪万博などワールドワイドなイベントが盛りだくさんの日本に

おけるインバウンドの取り込みに最適なＰＲであると考えております。 

 広告宣伝よりも格安、第三者からの情報配信による信用性の向上、海外メディアに取り上げられる

ことによる日本国内でのブランド力の強化が実現可能です。 

 また、海外メディアに取り上げられることでＥＳ(Employee Satisfaction)つまり従業員満足度の向上に

も一役買えるサービスになっております。 

 弊社では、この海外プレスリリースを中小企業、個人事業主の皆様にも広くご利用していただけるよ

う、作業負担の軽減、業界最安値の挑戦、掲載保障(Googleニュースに掲載されない場合全額返金)な

どお客様のリスクを最小限に抑えるよう努めてまいりました。 

 この機会に是非ご契約いただき、効果を実感していただければ幸いです。 

 ご多忙のこととは存じますがご検討の程、宜しくお願い申し上げます。 

https://www.voicelabo.net/ 


