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月間100億PVを誇るヤフーニュース 

 

この枠に自社情報を取り上げてもらいたい！ 

という企業様も多いのではないでしょうか。 

 

では、どうしたら取り上げてもらえるのでしょうか。 

 

ヤフーニュース自体は 

編集機能を持っているわけではありません。 

なので、リリースを送っても無意味です。 

 

ヤフーニュースは、 

ニュース提供会社からニュースを提供してもらい、 

それをポータルサイトに掲載しているのです。 

 

つまり・・・ 

 

ニュース提供会社に記事として掲載されれば、 

ほぼ自動的にヤフーニュースへ掲載されるわけです。 

 

ニュース提供会社は2015年7月末時点で 

215サイト存在します。 

次ページにまとめさせていただきました。 
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Yahoo!ニュース提供社 2015/7/31時点

サイト215媒体

ITmedia ニュース（アイティメディア） 河北新報（河北新報社） 日本農業新聞（日本農業新聞）

ITmedia ビジネスオンライン（アイティメディア） 京都新聞（京都新聞社） ビデオニュース・ドットコム（ビデオニュース・ドットコム）

J-CASTニュース（ジェイ・キャスト） 岐阜新聞Ｗｅｂ（岐阜新聞社） 弁護士ドットコム（弁護士ドットコム株式会社）

qBiz 西日本新聞経済電子版（西日本新聞社） 神戸新聞NEXT（神戸新聞社） 北海道新聞（北海道新聞社）

THE PAGE（ワードリーフ株式会社） 埼玉新聞（埼玉新聞） 毎日新聞（毎日新聞社）

withnews（朝日新聞社） 産経新聞（産経デジタル） 毎日放送（MBSニュース）

Yahoo!ニュース（ヤフー株式会社） サンケイスポーツ（産経デジタル） 夕刊フジ（産経デジタル）

朝日新聞デジタル（朝日新聞社） 時事通信（時事通信社） 読売新聞（読売新聞社）

アジアプレス・ネットワーク（アジアプレス・インターナショナル） スポーツ報知（報知新聞社） 読売新聞（ヨミウリオンライン）（読売新聞社）

＠S［アットエス］ by 静岡新聞（静岡新聞社） スポニチアネックス（スポーツニッポン新聞社） 読売新聞（ヨミドクター）（読売新聞社）

アフロ（アフロ） 税理士ドットコム（弁護士ドットコム株式会社） レスキューナウニュース（レスキューナウ）

医療介護ＣＢニュース（キャリアブレイン） 西日本新聞（西日本新聞社） レスポンス（イード）

ウェザーマップ（ウェザーマップ） 日刊スポーツ（日刊スポーツ新聞社） ログミー（ログミー株式会社）

カナロコ by 神奈川新聞（神奈川新聞社） 日経トレンディネット（日経BP社）

AFPBB News（株式会社クリエイティヴ・リンク） 朝日新聞デジタル（朝日新聞社） 日経トレンディネット（日経BP社）

ＡＦＰ＝時事（時事通信社） アジアプレス・ネットワーク（アジアプレス・インターナショナル） ハンギョレ新聞（ハンギョレ新聞社）

AP通信（AP通信） アフロ（アフロ） ビデオニュース・ドットコム（ビデオニュース・ドットコム）

CNN.co.jp（CNN） インド新聞（インド新聞） 北海道新聞（北海道新聞社）

FOCUS-ASIA.COM（FOCUS-ASIA.COM） ウォール・ストリート・ジャーナル（ダウ・ジョーンズ・ジャパン） 毎日新聞（毎日新聞社）

Global News Asia（Global Asia） サーチナ（モーニングスター株式会社） マカオ新聞（大航海時代新聞出版社）

INDO WATCHER ビジネスプレミアム（INDO WATCHER ビジネスプレミアム） 産経新聞（産経デジタル） みんなの経済新聞ネットワーク（花形商品研究所）

ITmedia ビジネスオンライン（アイティメディア） サンケイスポーツ（産経デジタル） 夕刊フジ（産経デジタル）

MEGABRASIL（MEGABRASIL） サンパウロ新聞（株式会社サンパウロ新聞社） 読売新聞（読売新聞社）

NNA（エヌ・エヌ・エー） 時事通信（時事通信社） 読売新聞（ヨミウリオンライン）（読売新聞社）

Record China（Record China） 中央社フォーカス台湾（中央社フォーカス台湾） レスキューナウニュース（レスキューナウ）

THE PAGE（ワードリーフ株式会社） 中央日報日本語版（DramaHouse & J Content Hub Co.,Ltd） 聯合ニュース（エイアイエスイー）

withnews（朝日新聞社） 朝鮮日報日本語版（朝鮮日報日本語版） ロイター（ロイター）

WoW!Korea（エイアイエスイー） 西日本新聞（西日本新聞社）

Yahoo!ニュース（ヤフー株式会社） ニッケイ新聞（株式会社クォンタム）

ＡＦＰ＝時事（時事通信社） ZUU online（株式会社ZUU） 鉄鋼新聞（鉄鋼新聞）

Aviation Wire（旭技研） 朝日新聞デジタル（朝日新聞社） トラベルボイス（トラベルボイス株式会社）

BizBuz（毎日新聞デジタル） ウォール・ストリート・ジャーナル（ダウ・ジョーンズ・ジャパン） 西日本新聞（西日本新聞社）

Bloomberg（Bloomberg） エコノミックニュース（株式会社エコノミックニュース） 日刊産業新聞（日刊産業新聞）

carview！（株式会社カービュー） オートックワン（オートックワン株式会社） 日経トレンディネット（日経BP社）

EE Times Japan（アイティメディア） オリコン（オリコン） 日本農業新聞（日本農業新聞）

Impress Watch（株式会社インプレス） 河北新報（河北新報社） 乗りものニュース（株式会社メディア・ヴァーグ）

ITmedia ビジネスオンライン（アイティメディア） 京都新聞（京都新聞社） ビデオニュース・ドットコム（ビデオニュース・ドットコム）

J-CASTニュース（ジェイ・キャスト） 岐阜新聞Ｗｅｂ（岐阜新聞社） 弁護士ドットコム（弁護士ドットコム株式会社）

MONEYzine（翔泳社） 経営者online（株式会社ZUU） 北海道新聞（北海道新聞社）

MONOist（アイティメディア） 健康産業新聞（UBMメディア株式会社） 毎日新聞（毎日新聞社）

NewsPicks（Uzabase, Inc.） 健康産業速報（UBMメディア株式会社） 毎日放送（MBSニュース）

qBiz 西日本新聞経済電子版（西日本新聞社） 神戸新聞NEXT（神戸新聞社） マネーの達人（紅橋株式会社）

SankeiBiz（産経デジタル） サーチナ（モーニングスター株式会社） 読売新聞（読売新聞社）

SENSORS（日本テレビ） 産経新聞（産経デジタル） 読売新聞（ヨミウリオンライン）（読売新聞社）

Stereo Sound ONLINE（株式会社ステレオサウンド） 時事通信（時事通信社） レスポンス（イード）

THE PAGE（ワードリーフ株式会社） 住宅新報（住宅新報社） ロイター（ロイター）

withnews（朝日新聞社） 税理士ドットコム（弁護士ドットコム株式会社） ログミー（ログミー株式会社）

Yahoo!ニュース（ヤフー株式会社） 帝国データバンク（帝国データバンク）

ＡＦＰ＝時事（時事通信社） TOKYO FM＋（株式会社エフエム東京） デイリースポーツ（神戸新聞社）

BARKS（BARKS） withnews（朝日新聞社） デビュー（オリコン）

Billboard Japan（プランテック） WoW!Korea（エイアイエスイー） 東スポWeb（東京スポーツ）

bmr.jp（ブルース・インターアクションズ） Yahoo!ニュース（ヤフー株式会社） トレンドニュース（GYAO）（株式会社GYAO）

CDジャーナル（音楽出版社） 朝日新聞デジタル（朝日新聞社） 西日本新聞（西日本新聞社）

cinemacafe.net（イード） アフロ（アフロ） 西日本スポーツ（西日本新聞社）

CINRA.NET（株式会社CINRA） インサイド（イード） 日刊ゲンダイ（日刊現代）

ELLE ONLINE（ハースト婦人画報社） 映画.com（映画.com） 日刊スポーツ（日刊スポーツ新聞社）

E-TALENTBANK（株式会社イータレントバンク） 映画ナタリー（株式会社ナターシャ） 日経トレンディネット（日経BP社）

Impress Watch（株式会社インプレス） エキサイトミュージック（エキサイト株式会社） ねとらぼ（ねとらぼ（アイティメディア））

ITmedia eBook USER（ITmedia eBook USER（アイティメディア）） オリコン（オリコン） ぴあ映画生活（ぴあ）

ITmedia LifeStyle（アイティメディア） お笑いナタリー（株式会社ナターシャ） ファミ通.com（エンターブレイン）

ITmedia Mobile（アイティメディア） 音楽ナタリー（株式会社ナターシャ） 北海道新聞（北海道新聞社）

ITmedia PC USER（アイティメディア） 河北新報（河北新報社） 毎日キレイ（毎日新聞デジタル）

ITmedia ニュース（アイティメディア） ギズモード・ジャパン（メディアジーン） 毎日新聞（毎日新聞社）

J-CASTニュース（ジェイ・キャスト） クランクイン！（ハリウッドチャンネル株式会社） まんたんウェブ（毎日新聞デジタル）

M-ON！Press（エムオンプレス）（エムオン・エンタテインメント） 神戸新聞NEXT（神戸新聞社） 夕刊フジ（産経デジタル）

Movie Walker（株式会社KADOKAWA） コミックナタリー（株式会社ナターシャ） 読売新聞（読売新聞社）

MusicVoice（株式会社アイ・シー・アイ） サーチナ（モーニングスター株式会社） 読売新聞（ヨミウリオンライン）（読売新聞社）

music.jpニュース（エムティーアイ） 産経新聞（産経デジタル） 読売新聞（ヨミドクター）（読売新聞社）

RBB TODAY（イード） サンケイスポーツ（産経デジタル） リアルライブ（株式会社フェイツ）

Record China（Record China） シネマトゥデイ（シネマトゥデイ） レスポンス（イード）

RO69（アールオーロック）（ロッキング・オン） 時事通信（時事通信社） 聯合ニュース（エイアイエスイー）

SENSORS（日本テレビ） スポーツ報知（報知新聞社） ロイター（ロイター）

Stereo Sound ONLINE（株式会社ステレオサウンド） スポニチアネックス（スポーツニッポン新聞社）

THE PAGE（ワードリーフ株式会社） チケットぴあ（ぴあ）

国内（41）

国際（43）

経済（56）

エンタメ（76）
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ＡＦＰ＝時事（時事通信社） 朝日新聞デジタル（朝日新聞社） チケットぴあ（ぴあ）

All About（株式会社オールアバウト） ＠S［アットエス］ by 静岡新聞（静岡新聞社） ちばとぴ by 千葉日報（千葉日報社）

AP通信（AP通信） アフロ（アフロ） デイリースポーツ（神戸新聞社）

BallBall（フロムワン） イーファイト（ヨシクラデザイン） 東スポWeb（東京スポーツ）

CycleStyle（イード） エコノミックニュース（株式会社エコノミックニュース） 西日本新聞（西日本新聞社）

Full-Count（株式会社Creative2） オートスポーツweb（株式会社サンズ） 西日本スポーツ（西日本新聞社）

GDO（ゴルフダイジェスト・オンライン） オートックワン（オートックワン株式会社） 日刊ゲンダイ（日刊現代）

GOAL（Perform Media Japan株式会社） カナロコ by 神奈川新聞（神奈川新聞社） 日刊スポーツ（日刊スポーツ新聞社）

ISM（インターナショナルスポーツ＆マーケティング） 河北新報（河北新報社） ニッケイ新聞（株式会社クォンタム）

MEGABRASIL（MEGABRASIL） カンパラプレス（カンパラプレス） バトル・ニュース（株式会社コラボ総研）

netkeiba.com（ネットドリーマーズ） 京都新聞（京都新聞社） ぴあ映画生活（ぴあ）

NewsPicks（Uzabase, Inc.） 岐阜新聞Ｗｅｂ（岐阜新聞社） ベースボールキング（フロムワン）

NFL JAPAN（エヌ・エフ・エル・ジャパン） ゲキサカ（株式会社講談社） 北海道新聞（北海道新聞社）

SOCCER KING（フロムワン） 神戸新聞NEXT（神戸新聞社） 毎日新聞（毎日新聞社）

tennis365.net（フュービック） ゴルフ情報ALBA.Net（ALBA） 夕刊フジ（産経デジタル）

TENNIS.JP（TENNIS.JP） サーチナ（モーニングスター株式会社） 読売新聞（読売新聞社）

THE PAGE（ワードリーフ株式会社） 埼玉新聞（埼玉新聞） 読売新聞（ヨミウリオンライン）（読売新聞社）

THE TENNIS DAILY（THE TENNIS DAILY） 産経新聞（産経デジタル） ラグビーリパブリック（ラグビーマガジン）（株式会社ベースボール・マガジン社）

theWORLD（ザ・ワールド）（FACTORIES） サンケイスポーツ（産経デジタル） リアルライブ（株式会社フェイツ）

TopNews（TopNews） 時事通信（時事通信社） レスポンス（イード）

withnews（朝日新聞社） スポーツナビ（ワイズ･スポーツ） 聯合ニュース（エイアイエスイー）

WoW!Korea（エイアイエスイー） スポーツ報知（報知新聞社） ロイター（ロイター）

Yahoo!ニュース（ヤフー株式会社） スポニチアネックス（スポーツニッポン新聞社）

ＡＦＰ＝時事（時事通信社） MONOist（アイティメディア） 神戸新聞NEXT（神戸新聞社）

BCN（BCN） RBB TODAY（イード） サーチナ（モーニングスター株式会社）

BizBuz（毎日新聞デジタル） ScanNetSecurity（イード） 産経新聞（産経デジタル）

CNET Japan（CNET Japan） SENSORS（日本テレビ） 時事通信（時事通信社）

Cyber Incident Report（スプラウト） sorae.jp（そらへ株式会社） 西日本新聞（西日本新聞社）

EDN Japan（アイティメディア） Stereo Sound ONLINE（株式会社ステレオサウンド） 日経トレンディネット（日経BP社）

EE Times Japan（アイティメディア） TechTargetジャパン（アイティメディア） ねとらぼ（ねとらぼ（アイティメディア））

Impress Watch（株式会社インプレス） THE PAGE（ワードリーフ株式会社） はてなニュース（はてな）

ITmedia eBook USER（ITmedia eBook USER（アイティメディア）） withnews（朝日新聞社） ビデオニュース・ドットコム（ビデオニュース・ドットコム）

ITmedia LifeStyle（アイティメディア） Yahoo!ニュース（ヤフー株式会社） 北海道新聞（北海道新聞社）

ITmedia Mobile（アイティメディア） 朝日新聞デジタル（朝日新聞社） 毎日新聞（毎日新聞社）

ITmedia PC USER（アイティメディア） ＠IT（アイティメディア） 読売新聞（読売新聞社）

ITmedia エンタープライズ（アイティメディア） エコノミックニュース（株式会社エコノミックニュース） 読売新聞（ヨミウリオンライン）（読売新聞社）

ITmedia デジカメプラス（ITmedia デジカメプラス（アイティメディア）） エンジニアtype（キャリアデザインセンター） 読売新聞（ヨミドクター）（読売新聞社）

ITmedia ニュース（アイティメディア） オリコン（オリコン） リアルライブ（株式会社フェイツ）

J-CASTニュース（ジェイ・キャスト） 京都新聞（京都新聞社） レスポンス（イード）

MarkeZine（翔泳社） ギズモード・ジャパン（メディアジーン） ログミー（ログミー株式会社）

ＡＦＰ＝時事（時事通信社） ZUU online（株式会社ZUU） 日経トレンディネット（日経BP社）

All About（株式会社オールアバウト） 朝日新聞デジタル（朝日新聞社） ねとらぼ（ねとらぼ（アイティメディア））

CINRA.NET（株式会社CINRA） 医療介護ＣＢニュース（キャリアブレイン） はてなニュース（はてな）

Diet＆Beauty（UBMメディア株式会社） オリコン（オリコン） ビデオニュース・ドットコム（ビデオニュース・ドットコム）

Fashionsnap.com（レコオーランド） 京都新聞（京都新聞社） 弁護士ドットコム（弁護士ドットコム株式会社）

HONZ（HONZ） 岐阜新聞Ｗｅｂ（岐阜新聞社） 北海道新聞（北海道新聞社）

Impress Watch（株式会社インプレス） 経営者online（株式会社ZUU） 毎日キレイ（毎日新聞デジタル）

ITmedia ヘルスケア（アイティメディア） 神戸新聞NEXT（神戸新聞社） 毎日新聞（毎日新聞社）

Mocosuku Woman（株式会社ＣＥリブケア） 産経新聞（産経デジタル） マネーの達人（紅橋株式会社）

nikkanCare.ism（日刊スポーツ新聞社） 山陽新聞岡山医療ガイド（山陽新聞社） 読売新聞（読売新聞社）

Relaxnews（株式会社クリエイティヴ・リンク） 時事通信（時事通信社） 読売新聞（ヨミウリオンライン）（読売新聞社）

SENSORS（日本テレビ） スポーツナビDo（ワイズ・スポーツ） 読売新聞（ヨミドクター）（読売新聞社）

STORYS.JP（STORYS.JP） 税理士ドットコム（弁護士ドットコム株式会社） ラーニングパーク（ベネッセコーポレーション）

SUUMOジャーナル（リクルート住まいカンパニー） ダイエットクラブ（イード） リアルライブ（株式会社フェイツ）

THE PAGE（ワードリーフ株式会社） トラベルボイス（トラベルボイス株式会社） リクナビ進学（リクナビ進学）

TOKYO FM＋（株式会社エフエム東京） 西日本新聞（西日本新聞社） リセマム（イード）

Yahoo!ニュース（ヤフー株式会社） 日刊ゲンダイ（日刊現代） ログミー（ログミー株式会社）

qBiz 西日本新聞経済電子版（西日本新聞社） 岐阜新聞Ｗｅｂ（岐阜新聞社） 福井新聞ＯＮＬＩＮＥ（福井新聞社）

THE PAGE（ワードリーフ株式会社） 神戸新聞NEXT（神戸新聞社） 福島民報（福島民報社）

Web東奥（株式会社東奥日報社） 埼玉新聞（埼玉新聞） 福島民友新聞（福島民友新聞社）

Webマガジン コロカル（株式会社マガジンハウス） 産経新聞（産経デジタル） 北陸新幹線で行こう！　北陸・信越観光ナビ（北陸新幹線で行こう！　北陸・信越観光ナビ）

withnews（朝日新聞社） 山陽新聞岡山医療ガイド（山陽新聞社） 北海道新聞（北海道新聞社）

Yahoo!ニュース（ヤフー株式会社） 時事通信（時事通信社） 北國新聞社（北國新聞社）

朝日新聞デジタル（朝日新聞社） ちばとぴ by 千葉日報（千葉日報社） 毎日新聞（毎日新聞社）

＠S［アットエス］ by 静岡新聞（静岡新聞社） チューリップテレビ（株式会社チューリップテレビ） 毎日放送（MBSニュース）

伊豆新聞（静岡新聞社） デーリー東北新聞社（株式会社デーリー東北新聞社） ミニ事件簿（大分合同新聞社）

愛媛新聞ONLINE（愛媛新聞社） 東北復興新聞（NPO法人HUG） 宮崎日日新聞（宮崎日日新聞社）

沖縄タイムス（沖縄タイムス社） 苫小牧民報（苫小牧民報社） みんなの経済新聞ネットワーク（花形商品研究所）

カナロコ by 神奈川新聞（神奈川新聞社） 長崎新聞（長崎新聞社） 山形新聞（やまがたニュースオンライン（山形新聞社））

河北新報（河北新報社） 西日本新聞（西日本新聞社） 山梨日日新聞（山梨日日新聞社）

河北新報オンラインコミュニティー（河北新報社） 日本農業新聞（日本農業新聞） 読売新聞（ヨミドクター）（読売新聞社）

紀伊民報（紀伊民報） 乗りものニュース（株式会社メディア・ヴァーグ） 琉球新報（琉球新報社）

北日本新聞（北日本新聞社） はてなニュース（はてな） 両丹日日新聞（両丹日日新聞社）

京都新聞（京都新聞社） ばってんがサイト（佐賀新聞社）

TBS系（JNN）（東京放送をキー局とする全国28局） 日本テレビ系（NNN）（日本テレビ放送網をキー局とする全国30局） フジテレビ系（FNN）（フジテレビジョンをキー局とする全国28局）

テレビ朝日系（ANN）（テレビ朝日をキー局とする全国26局）

ライフ（51）

地域（50）

映像（4）

スポーツ（68）

IT・科学（51）
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まとめ 

ヤフーニュースを狙うにはヤフーニュース提供会社を狙う 

ヤフーニュースには、 

提供会社からのニュースとして 

一日約3,000～4,000本の記事が 

掲載されていると言われています。 

 

その中でも、 

一度取り上げられると爆発的な売上UPにも繋がり 

サーバーもダウンしてしまうほどアクセスがあがるのが、 

ヤフーニュース トピックス 
 

 

 

 

 

 

 

 

ヤフーニューストピックスは 

どのように作られているのでしょうか。 
4 
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ヤフートピックスは、 

ニュース提供会社からヤフーニュースに配信された 

約3,000～4,000本の記事から 

ヤフー編集部が重要度の高い記事を 

一日50本程度ピックアップし、 

独自タイトルをつけて掲載しています。 

5 

ニュース提供会社 ニュース提供会社 ニュース提供会社 ニュース提供会社 

ニュースを配信 
3,000～4,000本／日 

ヤフー編集部で 
重要度の高い記事をピックアップ 
独自タイトルをつけて掲載 
約50本／日 

ヤフートピックスで取上げてもらうには、 

１．【前提】 ニュース提供会社に記事として取り上げてもらう 

２．重要度の高いニュースだとヤフー編集部に認識してもらう 

ヤフートピックス 

まとめ 

シ
ス
テ
ム
で
自
動
的
に
掲
載 

ト
ピ
ッ
ク
ス
は
人
力
で
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ 



©2015 Gaaaon Inc. All Rights Reserved. 

◆会社概要◆ 
社名 株式会社ガーオン 
住所 東京都品川区小山台1-3-14-1F 
事業内容 広報、PR業務代行及びコンサルティング 
 PR NAVi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：03-6303-4100 
FAX：03-6412-8261 
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。 
 
 

ヤフーニュースへの記事掲載を含め 
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。 

最後に 
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