
simple life association プレスリリース配信先 _ 20181206
メディアID メディア種類 メディア名 部署名 会社名 配信 メディアURL
RM000001 ＴＶ番組 全国朝日放送（テレビ朝日） 制作局 株式会社テレビ朝日 FAX http://www.tv-asahi.co.jp/

RM000002 ＴＶ番組 テレビ東京 制作局 株式会社テレビ東京 FAX http://www.tv-tokyo.co.jp/
RM001582 ＴＶ番組 テレビ東京 ワールドビジネスサテライト 株式会社テレビ東京 FAX、メール http://www.tv-tokyo.co.jp/
RM000003 ＴＶ番組 フジテレビジョン 報道局 株式会社フジテレビジョン FAX http://www.fujitv.co.jp/

RM000004 ＴＶ番組 TBS 報道局 経済部 株式会社TBSテレビ FAX http://www.tbs.co.jp/
RM013799 ＴＶ番組 TBS 取材センター 株式会社TBSテレビ メール http://www.tbs.co.jp/

RM000005 ＴＶ番組 日本テレビ放送網 報道局 日本テレビ放送網株式会社 FAX http://www.ntv.co.jp/
RM000018 ＴＶ番組 岩手めんこいテレビ 制作局 株式会社岩手めんこいテレビ FAX、メール http://www.menkoi-tv.co.jp/top.html

RM015738 ＴＶ番組 青森テレビ 報道制作局 株式会社青森テレビ FAX、メール http://www.atv.jp/
RM000028 ＴＶ番組 秋田テレビ 報道部 秋田テレビ株式会社 FAX、メール http://www.akt.co.jp/
RM000031 ＴＶ番組 東北放送 報道部 東北放送株式会社 FAX、メール http://www.tbc-sendai.co.jp/

RM000058 ＴＶ番組 群馬テレビ 制作局 群馬テレビ株式会社 メール http://www.gtv.co.jp/
RM000136 ＴＶ番組 BS-TBS 制作局 株式会社BS-TBS FAX http://www.bs-tbs.co.jp/

RM002724 ＴＶ番組 帯広シティケーブル コンテンツ部 株式会社 帯広シティーケーブル メール http://www.octv.jp/
RM002725 ＴＶ番組 釧路ケーブルテレビ 制作局 釧路ケーブルテレビ株式会社 メール http://www.kctvnet.jp/index.html

RM000174 雑誌 婦人公論 編集部 株式会社中央公論新社 FAX、メール http://www.chuko.co.jp/fujinkoron/
RM000197 雑誌 ホリデーオート 編集部 株式会社モーターマガジン社 メール http://motormagazine.co.jp/
RM000217 雑誌 LE VOLANT（ル・ボラン） 編集部 株式会社学研プラス FAX http://www.levolant.jp/

RM000218 雑誌 CARandDRIVER（カー・アンド・ドライバー） 編集部 株式会社カー・アンド・ドライバー FAX http://www.car-and-driver.jp/
RM000220 雑誌 Pen（ペン） 編集部 株式会社CCCメディアハウス FAX、メール http://www.pen-online.jp/

RM000225 雑誌 CARトップ ご担当者 株式会社交通タイムス社 FAX https://www.webcartop.jp/
RM000231 雑誌 JJ（ジェイジェイ） 編集部 株式会社光文社 FAX、メール http://jj-jj.net/
RM000233 雑誌 LEE（リー） 編集部 株式会社集英社 FAX http://www.s-woman.net/lee/

RM000236 雑誌 レタスクラブ 編集部 株式会社KADOKAWA 角川マガジンズBC メール http://www.lettuceclub.net/
RM000245 雑誌 SPUR（シュプール） 編集部 株式会社集英社 メール http://hpplus.jp/spur/

RM000250 雑誌 with（ウィズ） 編集部 株式会社講談社 FAX、メール http://with.woman.excite.co.jp/
RM000252 雑誌 VOCE（ヴォーチェ） 編集部 株式会社講談社 FAX、メール http://i-voce.jp/

RM000253 雑誌 ViVi（ヴィヴィ） 編集部 株式会社講談社 メール http://vivi.tv/
RM000255 雑誌 VERY（ヴェリィ） 編集部 株式会社光文社 FAX http://veryweb.jp/
RM000256 雑誌 STORY（ストーリィ） 編集部 株式会社光文社 FAX http://www.kobunsha.com/shelf/magazine/current?seriesid=102004

RM000257 雑誌 Oggi（オッジ）／Oggi TV 編集部 株式会社小学館 FAX http://oggi.tv/bestofoggi/index.html
RM000264 雑誌 MORE（モア） 編集部 株式会社集英社 FAX http://www.s-woman.net/more/

RM000268 雑誌 OZmagazine（オズマガジン） 編集部 スターツ出版株式会社 FAX http://www.ozmall.co.jp/ozmagazine/
RM000275 雑誌 non-no（ノンノ） 編集部 株式会社集英社 FAX http://hpplus.jp/nonno/

RM000276 雑誌 ar（アール） 編集部 株式会社主婦と生活社 FAX http://ar-mag.jp/
RM000277 雑誌 Domani／Web Domani（ドマーニ） 編集部 株式会社小学館 FAX http://domani.shogakukan.co.jp/
RM000287 雑誌 ELLE JAPON（エルジャポン） 編集部 株式会社ハースト婦人画報社 メール http://www.elle.co.jp/

RM000357 雑誌 芸術新潮 編集部 株式会社新潮社 メール http://www.shinchosha.co.jp/geishin/
RM000365 雑誌 人間会議 編集部 事業構想大学院大学出版部 メール https://www.sendenkaigi.com/books/back-number-ningenkaigi/

RM000393 雑誌 HiVi(ハイヴィ) 編集部 株式会社ステレオサウンド メール http://store.stereosound.co.jp/user_data/bookcategorylist.php?category_id=11
RM000433 雑誌 月刊自家用車 編集部 株式会社内外出版社 メール http://www.naigai-p.co.jp/jikayosha/

RM000434 雑誌 GAR GRAPHIC（カーグラフィック） 編集部 株式会社カーグラフィック FAX http://www.cargraphic.co.jp/
RM000441 雑誌 ダ・ヴィンチ 編集部 株式会社KADOKAWA　メディアファクトリーBC FAX、メール http://ddnavi.com/davinci/
RM000476 雑誌 美術手帖 編集部 株式会社美術出版社 メール http://www.bijutsu.press/books/magazine/bt/

RM000485 雑誌 DIGITAL CAMERA MAGAZINE（デジタルカメラマガジン） 編集部 株式会社インプレス メール http://ganref.jp/dcm/
RM000507 雑誌 日経ホームビルダー 編集部 株式会社日経BP FAX、メール http://tech.nikkeibp.co.jp/media/HB/

RM000511 雑誌 月刊商店建築 編集部 株式会社商店建築社 メール http://www.shotenkenchiku.com/Monthly/index.html
RM000513 雑誌 日経アーキテクチュア 編集部 株式会社日経BP メール http://tech.nikkeibp.co.jp/media/NA/
RM001180 雑誌 カー・マガジン 編集部 株式会社ネコ・パブリッシング メール http://www.car-mag.jp/

RM001222 雑誌 DAYTONA（デイトナ） 編集部 株式会社ネコ・パブリッシング FAX、メール http://www.daytona-mag.com/
RM001247 雑誌 ハウジングトリビューン 編集部 株式会社 創樹社 メール http://www.sohjusha.co.jp/

RM001631 雑誌 Quick Japan（クイック・ジャパン） 編集部 株式会社太田出版 FAX、メール http://www.ohtabooks.com/quickjapan/
RM001677 雑誌 新美術新聞 編集部 株式会社美術年鑑社 メール http://www.art-annual.jp/news-paper/

RM001717 雑誌 Yogini（ヨギーニ） 編集部 株式会社Ｌｏｔｕｓ８ メール http://www.yogini.jp/
RM001735 雑誌 からだにいいこと 編集部 株式会社祥伝社 メール http://www.karakoto.net/index.php
RM001868 雑誌 ELLE DECOR（エル・デコ） 編集部 株式会社ハースト婦人画報社 メール http://www.elle.co.jp/decor

RM001919 雑誌 UOMO（ウオモ） 編集部 株式会社集英社 FAX http://www.webuomo.jp/
RM002154 雑誌 ecocolo（エココロ） 編集部 株式会社エスプレ メール http://www.ecocolo.com/

RM002165 雑誌 spoon.(スプーン) 編集部 株式会社プレビジョン メール http://www.spoon01.com/
RM002168 雑誌 天然生活 編集部 株式会社地球丸 FAX http://www.chikyumaru.co.jp/tennen/

RM002188 雑誌 &Premium（アンド プレミアム） 編集部 株式会社マガジンハウス メール http://magazineworld.jp/premium/
RM002223 雑誌 TURNS（ターンズ） 編集部 株式会社第一プログレス FAX http://www.turns.jp/
RM002227 雑誌 Veggy(ベジィ) 編集部 キラジェンヌ株式会社 メール http://www.veggy.jp/

RM002229 雑誌 住む。 編集部 株式会社泰文館 メール http://www.sumu.jp/
RM002236 雑誌 田舎暮らしの本 編集部 株式会社宝島社 メール http://tkj.jp/inaka/

RM002239 雑誌 ソトコト 編集部 株式会社木楽舎 FAX http://www.sotokoto.net/jp/
RM002269 雑誌 家の光 編集総務部 社団法人家の光協会 FAX http://www.ienohikari.net/

RM002292 雑誌 素敵なフラ・スタイル 編集部 イカロス出版株式会社 メール http://hulastyle.jp/
RM002344 雑誌 Safari（サファリ） 編集部 株式会社日之出出版 メール http://hinode.co.jp/
RM002347 雑誌 GQ JAPAN（ジーキュウジャパン） 編集部 コンデナスト・ジャパン メール http://gqjapan.jp/magazine

RM002370 雑誌 Lightning（ライトニング） 編集部 株式会社エイ出版社 メール https://www.ei-publishing.co.jp/magazines/regular/lightning/
RM002578 雑誌 NYLON JAPAN（ナイロンジャパン） 編集部 カエルム株式会社 FAX、メール http://nylon.jp/

RM002686 雑誌 日経コンストラクション 編集部 株式会社日経BP FAX、メール http://tech.nikkeibp.co.jp/media/NCR/
RM003189 雑誌 I’m home 編集部 株式会社商店建築社 メール http://www.imhome-style.com/
RM003324 雑誌 デジタルカメラマガジン 編集部 株式会社インプレス FAX、メール http://ganref.jp/navi

RM003325 雑誌 写ガール 編集部 株式会社エイ出版社 メール https://www.ei-publishing.co.jp/magazines/regular/sha-girl/
RM003415 雑誌 ENGINE 編集部 株式会社新潮社 メール http://engine-online.jp/

RM003417 雑誌 CAR　and　DRIVER 編集部 株式会社シティ・パブリケーション メール http://www.car-and-driver.jp/
RM003419 雑誌 driver 編集部 株式会社八重洲出版 メール http://www.yaesu-net.co.jp/driver/

RM003430 雑誌 ザ・マイカー ザ・マイカー編集部 株式会社ぶんか社 FAX http://www.bunkasha.co.jp/search/g2133.html
RM003441 雑誌 CAMP　CAR　MAGAZIN 編集部 株式会社芸文社 メール http://www.campcar-mag.com/
RM003543 雑誌 ベストカー 編集部 株式会社講談社 メール https://bestcarweb.jp/backnumber/2854

RM003548 雑誌 GENROQ 編集部 株式会社三栄書房 メール http://www.sun-a.com/magazine/back_number.php?mpid=125
RM003601 雑誌 LET’S　GO　4WD 編集部 株式会社ぶんか社 メール https://www.bunkasha.co.jp/search/g2136.html

RM004158 雑誌 BIRDER 編集部 株式会社文一総合出版 メール https://www.bun-ichi.co.jp/magazine/tabid/89/Default.aspx
RM004290 雑誌 Japanist 編集部 ジャパニスト株式会社 メール http://www.compass-point.jp/

RM004336 雑誌 エクステリア＆ガーデン 編集部 株式会社ブティック社 メール http://www.exterior.co.jp/
RM004400 雑誌 美じょん新報 編集部 株式会社ビジョン企画出版社 メール http://www.vision-pp.co.jp/publishing/shinpou/
RM004466 雑誌 BICYCLE CITY 編集部 株式会社ライジング出版 メール http://www.rising-publish.co.jp/

RM004524 雑誌 GA JAPAN 編集部 株式会社エーディーエー・エディタ・トーキョー メール http://www.ga-ada.co.jp/japanese/ga_japan/index.html
RM004525 雑誌 GA HOUSES 編集部 株式会社エーディーエー・エディタトーキョー メール http://www.ga-ada.co.jp/japanese/ga_houses/index.html

RM004536 雑誌 建築知識 編集部 株式会社エクスナレッジ FAX、メール http://www.xknowledge.co.jp/_kenchi/kenchi_index
RM004542 雑誌 NHKためしてガッテン 編集部 株式会社主婦と生活社 FAX http://www.shufu.co.jp/magazine/gatten/
RM004553 雑誌 写真ライフ 編集部 株式会社日本写真企画 メール https://www.photo-con.com/category/books/life/

RM004554 雑誌 建材情報 編集部 カロス出版株式会社 メール http://www.kallos.co.jp/kenzai.html
RM004574 雑誌 新建築住宅特集 編集部 株式会社新建築社 メール http://www.japan-architect.co.jp/jp/new/book.php?book=JT

RM004591 雑誌 建材フォーラム 編集部 株式会社工文社 メール http://www.ko-bunsha.com/
RM004592 雑誌 月刊建築仕上技術 建設フォーラム編集部 株式会社工文社 メール http://www.ko-bunsha.com/

RM004617 雑誌 建設機械 建設機械編集部 日本工業出版株式会社 メール http://www.nikko-pb.co.jp/products/list.php?category_id=18
RM004618 雑誌 環境浄化技術 環境浄化技術編集部 日本工業出版株式会社 メール http://www.nikko-pb.co.jp/products/list.php?category_id=15
RM004646 雑誌 nid 編集部 株式会社エフジー武蔵 メール http://www.nidnet.jp/

RM004698 雑誌 ドゥーパ！ 編集部 株式会社学研プラス FAX http://www.dopa.jp/
RM004722 雑誌 モダンリビング 編集部 株式会社ハースト婦人画報社 メール https://www.hearst.co.jp/brands/modernliving

RM004738 雑誌 陶遊 編集部 株式会社新企画 メール
RM004834 雑誌 建築東京 編集部 社団法人東京建築士会 メール http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/

RM004837 雑誌 建築ジャーナル　東日本版 編集部 企業組合連合建築ジャーナル メール http://www.kj-web.or.jp/

 1

http://www.tv-asahi.co.jp/
http://www.tv-tokyo.co.jp/
http://www.tv-tokyo.co.jp/
http://www.fujitv.co.jp/
http://www.tbs.co.jp/
http://www.tbs.co.jp/
http://www.ntv.co.jp/
http://www.menkoi-tv.co.jp/top.html
http://www.atv.jp/
http://www.akt.co.jp/
http://www.tbc-sendai.co.jp/
http://www.gtv.co.jp/
http://www.bs-tbs.co.jp/
http://www.octv.jp/
http://www.kctvnet.jp/index.html
http://www.chuko.co.jp/fujinkoron/
http://motormagazine.co.jp/
http://www.levolant.jp/
http://www.car-and-driver.jp/
http://www.pen-online.jp/
https://www.webcartop.jp/
http://jj-jj.net/
http://www.s-woman.net/lee/
http://www.lettuceclub.net/
http://hpplus.jp/spur/
http://with.woman.excite.co.jp/
http://i-voce.jp/
http://vivi.tv/
http://veryweb.jp/
http://www.kobunsha.com/shelf/magazine/current?seriesid=102004
http://oggi.tv/bestofoggi/index.html
http://www.s-woman.net/more/
http://www.ozmall.co.jp/ozmagazine/
http://hpplus.jp/nonno/
http://ar-mag.jp/
http://domani.shogakukan.co.jp/
http://www.elle.co.jp/
http://www.shinchosha.co.jp/geishin/
https://www.sendenkaigi.com/books/back-number-ningenkaigi/
http://store.stereosound.co.jp/user_data/bookcategorylist.php?category_id=11
http://www.naigai-p.co.jp/jikayosha/
http://www.cargraphic.co.jp/
http://ddnavi.com/davinci/
http://www.bijutsu.press/books/magazine/bt/
http://ganref.jp/dcm/
http://tech.nikkeibp.co.jp/media/HB/
http://www.shotenkenchiku.com/Monthly/index.html
http://tech.nikkeibp.co.jp/media/NA/
http://www.car-mag.jp/
http://www.daytona-mag.com/
http://www.sohjusha.co.jp/
http://www.ohtabooks.com/quickjapan/
http://www.art-annual.jp/news-paper/
http://www.yogini.jp/
http://www.karakoto.net/index.php
http://www.elle.co.jp/decor
http://www.webuomo.jp/
http://www.ecocolo.com/
http://www.spoon01.com/
http://www.chikyumaru.co.jp/tennen/
http://magazineworld.jp/premium/
http://www.turns.jp/
http://www.veggy.jp/
http://www.sumu.jp/
http://tkj.jp/inaka/
http://www.sotokoto.net/jp/
http://www.ienohikari.net/
http://hulastyle.jp/
http://hinode.co.jp/
http://gqjapan.jp/magazine
https://www.ei-publishing.co.jp/magazines/regular/lightning/
http://nylon.jp/
http://tech.nikkeibp.co.jp/media/NCR/
http://www.imhome-style.com/
http://ganref.jp/navi
https://www.ei-publishing.co.jp/magazines/regular/sha-girl/
http://engine-online.jp/
http://www.car-and-driver.jp/
http://www.yaesu-net.co.jp/driver/
http://www.bunkasha.co.jp/search/g2133.html
http://www.campcar-mag.com/
https://bestcarweb.jp/backnumber/2854
http://www.sun-a.com/magazine/back_number.php?mpid=125
https://www.bunkasha.co.jp/search/g2136.html
https://www.bun-ichi.co.jp/magazine/tabid/89/Default.aspx
http://www.compass-point.jp/
http://www.exterior.co.jp/
http://www.vision-pp.co.jp/publishing/shinpou/
http://www.rising-publish.co.jp/
http://www.ga-ada.co.jp/japanese/ga_japan/index.html
http://www.ga-ada.co.jp/japanese/ga_houses/index.html
http://www.xknowledge.co.jp/_kenchi/kenchi_index
http://www.shufu.co.jp/magazine/gatten/
https://www.photo-con.com/category/books/life/
http://www.kallos.co.jp/kenzai.html
http://www.japan-architect.co.jp/jp/new/book.php?book=JT
http://www.ko-bunsha.com/
http://www.ko-bunsha.com/
http://www.nikko-pb.co.jp/products/list.php?category_id=18
http://www.nikko-pb.co.jp/products/list.php?category_id=15
http://www.nidnet.jp/
http://www.dopa.jp/
https://www.hearst.co.jp/brands/modernliving
http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/
http://www.kj-web.or.jp/


RM004950 雑誌 モダン・インテリア 編集部 株式会社クラスティーナインターファニチャー メール http://www.crastina.co.jp/press/publication.html

RM005135 雑誌 iemadoα 編集部 日本建築出版社 メール http://www.jbupub.com/
RM005211 雑誌 ヨガジャーナル 日本版 編集部 株式会社セブン&アイ出版 メール http://www.7andi-pub.co.jp/magazine/yoga/index.html

RM005238 雑誌 くらしと 編集部 株式会社大京アステージ メール http://www.daikyo-astage.co.jp/kura/backnumber.html
RM016372 雑誌 EARTH JOURNAL（アースジャーナル） 編集部 株式会社アクセスインターナショナル メール https://earthjournal.jp/
RM000590 新聞 毎日新聞 社会部 株式会社毎日新聞社 メール http://www.mainichi.co.jp/index.html

RM002259 新聞 毎日新聞 生活報道部 株式会社毎日新聞社 メール http://www.mainichi.co.jp/index.html
RM002261 新聞 日本経済新聞 生活情報部 株式会社日本経済新聞社 FAX http://www.nikkei.com/

RM000593 新聞 日本経済新聞 社会部 株式会社日本経済新聞社 FAX、メール http://www.nikkei.com/
RM000598 新聞 産経新聞 社会部 株式会社産業経済新聞社 FAX http://www.sankei.com/
RM000597 新聞 産経新聞 文化部 株式会社産業経済新聞社 FAX、メール http://www.sankei.com/

RM000600 新聞 読売新聞 社会部 株式会社読売新聞社 FAX、メール http://www.yomiuri.co.jp/
RM002263 新聞 読売新聞 生活情報部 株式会社読売新聞社 メール http://www.yomiuri.co.jp/

RM002257 新聞 朝日新聞 文化くらし報道部 株式会社朝日新聞社 FAX http://www.asahi.com/
RM000603 新聞 朝日新聞 社会部 株式会社朝日新聞社 FAX http://www.asahi.com/

RM000616 新聞 千葉日報 編集局 株式会社千葉日報社 FAX、メール http://www.chibanippo.co.jp/
RM000646 新聞 東京新聞 東京支社 社会部 株式会社中日新聞社 FAX、メール http://www.tokyo-np.co.jp/
RM000647 新聞 東京新聞 東京支社 経済部 株式会社中日新聞社 メール http://www.tokyo-np.co.jp/

RM000659 新聞 東奥日報 編集局 株式会社東奥日報社 FAX、メール http://www.toonippo.co.jp/
RM000672 新聞 岩手日報 編集局 株式会社岩手日報社 メール http://www.iwate-np.co.jp/

RM000675 新聞 岩手日日 東京支社　編集局 株式会社岩手日日新聞社 メール http://www.iwanichi.co.jp/
RM000705 新聞 室蘭民報 編集局 株式会社室蘭民報社 FAX、メール http://www.muromin.co.jp/

RM000741 新聞 北海道新聞 報道センター 株式会社北海道新聞社 FAX、メール http://www.hokkaido-np.co.jp/
RM000740 新聞 北海道新聞 経済部 株式会社北海道新聞社 FAX、メール http://www.hokkaido-np.co.jp/
RM001161 新聞 足立よみうり新聞 編集局 株式会社足立読売 メール http://www.ayomi.co.jp/

RM001205 新聞 自治日報 編集局 株式会社自治日報社 メール http://www.jichinippo.co.jp/
RM001218 新聞 全東京新聞 編集局 株式会社全東京新聞社 メール http://www.now-e.co.jp/19media/post-43.html

RM001228 新聞 留萌新聞 編集局 株式会社留萌新聞社 メール http://rumoinw.web.fc2.com/
RM001237 新聞 西多摩新聞 編集局 株式会社西多摩新聞社 メール http://www.nishitama-shinbun.co.jp/
RM001243 新聞 ニューファミリー 編集局 株式会社ニューファミリー新聞社 メール http://www.new-family.co.jp/

RM001317 新聞 江ノ電沿線新聞 編集局 有限会社江ノ電沿線新聞社 FAX、メール http://www.cityfujisawa.ne.jp/~eesn/
RM001321 新聞 高島平新聞 編集局 株式会社高島平新聞社 メール http://www.takashimadaira.co.jp/

RM001325 新聞 石巻かほく メディア猫の目 編集局 株式会社三陸河北新報社 メール http://ishinomaki.kahoku.co.jp/
RM001342 新聞 十勝毎日新聞 編集局 株式会社十勝毎日新聞社 メール http://www.tokachi.co.jp/

RM001351 新聞 湘南よみうり 編集局 株式会社湘南よみうり新聞社 メール http://www.shonan-yomiuri.co.jp/
RM001410 新聞 八ヶ岳ジャーナル 編集局 株式会社ピー・エス・ワイ メール http://www.webtoday.jp/
RM001426 新聞 北海道医療新聞 編集局 株式会社北海道医療新聞社 メール http://www.medim.co.jp/

RM001428 新聞 北鹿新聞 編集局 株式会社北鹿新聞社 メール http://www.hokuroku.co.jp/
RM002017 新聞 日高報知新聞 編集局 株式会社日高報知新聞社 FAX、メール http://www.hokkaido-nl.jp/list.cgi?id=6

RM002019 新聞 プレス空知 編集局 株式会社空知新聞社 FAX、メール http://www.websorachi.com/
RM001427 新聞 北海民友新聞 編集局 株式会社北海民友新聞社 メール http://www.minyu.ne.jp/www/

RM002021 新聞 北海民友新聞 編集局 株式会社北海民友新聞社 FAX、メール http://www.minyu.ne.jp/www/
RM002044 新聞 NEWS TOKYO 編集局 都政新聞株式会社 FAX、メール http://www.newstokyo.jp/index.php?id=24
RM002050 新聞 神静民報 編集局 株式会社神静民報社 FAX、メール http://www.sinsei-minpo.com/

RM002055 新聞 日刊両毛新聞 編集局 株式会社両毛新聞社 メール
RM004024 新聞 市民新聞 編集部 市民新報社 メール http://www.shimin.co.jp/top.html

RM004034 新聞 横浜タウン新聞 編集部 株式会社タウン新聞社 メール http://www.town-np.jp/
RM000934 インターネットサイトRBB TODAY 編集部 株式会社イード FAX、メール http://www.rbbtoday.com/

RM000945 インターネットサイトAll About（オールアバウト） 編集部 株式会社オールアバウト FAX、メール http://allabout.co.jp/
RM000968 インターネットサイトverita（ヴェリタ） 編集部 officetw メール http://new.veritacafe.com/
RM000973 インターネットサイトwomenjapan.com（ウーマンジャパンドットコム） 編集部 ウーマン・ジャパン株式会社 FAX、メール http://www.womenjapan.com/

RM001223 インターネットサイトnikkei TRENDYnet（日経トレンディネット） 編集部 株式会社日経BP メール http://trendy.nikkeibp.co.jp/
RM001893 インターネットサイトOZ mall（オズモール） 編集部 スターツ出版株式会社 FAX、メール http://www.ozmall.co.jp/

RM002364 インターネットサイトhoneyee.com（ハニカム） 編集部 株式会社ハニカム メール http://www.honeyee.com/
RM002635 インターネットサイトGIZMODO JAPAN（ギズモードジャパン） 編集部 株式会社メディアジーン FAX、メール http://www.gizmodo.jp/

RM002676 インターネットサイトGLESTY.COM（グレスティドットコム） 編集部 有限会社グレスティ メール http://glesty.com/
RM002718 インターネットサイトマイライフニュース 編集部 ヒューマン・データ・ラボラトリ株式会社 FAX、メール http://www.mylifenews.net/

RM002760 インターネットサイト旅色 編集部 株式会社ブランジスタ メール http://tabiiro.jp/
RM002769 インターネットサイト食@新製品 編集部 株式会社日本食糧新聞社 メール http://foodsnews.com/
RM002796 インターネットサイトトラベルビジョン 編集部 トラベルビジョン株式会社 メール http://www.travelvision.jp/

RM002953 インターネットサイトJ:COM 編集部 株式会社 ジュピターテレコム メール http://www.jcom.co.jp/
RM002993 インターネットサイトkankokeizai.com 編集部 株式会社観光経済新聞社 メール http://www.kankokeizai.com/

RM003297 インターネットサイトecocolo.com 編集部 株式会社エスプレ メール http://ecocolo.com/
RM003370 インターネットサイトいこーよ 編集部 アクトインディ株式会社 メール http://iko-yo.net/

RM003408 インターネットサイトOmosan STREET 編集部 株式会社 W RAINBOW メール http://www.omosan-st.com/
RM003597 インターネットサイトHITSPAPER 編集部 株式会社HITSME! メール http://antenna7.com/
RM003598 インターネットサイトCINRA.NET 編集部 株式会社 CINRA メール http://www.cinra.net/

RM003599 インターネットサイトSTUDIO VOICE 編集部 株式会社INFASウェーブ メール http://studiovoice.jp/
RM003600 インターネットサイトUSED Living 編集部 USED Living メール http://www.used-living.com/

RM003605 インターネットサイトBusinessItem通信 編集部 株式会社リファイド メール http://www.business-item.com/
RM003606 インターネットサイトスマホ&モバイルクーポン最新情報 モバイルクーポン最新情報編集部株式会社デトネイター メール http://www.ktai-coupon.com/

RM003784 インターネットサイトWalkerplus Walkerplus編集部 株式会社KADOKAWA メール http://www.walkerplus.com/
RM003823 インターネットサイト住宅新報Web 編集部 株式会社住宅新報 メール https://www.jutaku-s.com/
RM003849 インターネットサイト家の時間 編集部 株式会社PRエージェンシー メール http://www.ienojikan.com/

RM003861 インターネットサイトgreenz.jp 編集部 株式会社ビオピオ メール http://greenz.jp/
RM004859 インターネットサイトhumhug.net 編集部 株式会社ガイアプロモーション メール http://www.humhug.net/

RM005000 インターネットサイトRESEACH NEWS 編集部 株式会社デトネイター メール http://www.research-news.jp/
RM005002 インターネットサイトイベニュー 編集部 ニュースメディアネットワーク株式会社 メール http://www.evenew.net/
RM005020 インターネットサイト防災グッズマガジン 編集部 株式会社リファイド メール http://www.disaster-goods.com/

RM005021 インターネットサイト大人の社会見学 編集部 株式会社リファイド メール http://www.shakai-kengaku.com/
RM005026 インターネットサイト遊びに行こうぜ！ 編集部 株式会社リファイド メール http://www.asobiniikoze.com/

RM005050 インターネットサイトねとらぼ ねとらぼ編集部 アイティメディア株式会社 メール http://nlab.itmedia.co.jp/
RM005051 インターネットサイトらばQ 編集部 サイトピース株式会社 メール http://labaq.com/

RM005152 インターネットサイトGow! Magazine 編集部 株式会社マッシュルーム メール http://magazine.gow.asia/
RM005219 インターネットサイトgeared 編集部 株式会社スプー メール http://geared.jp/
RM005242 インターネットサイトザ・ウエディング ブライダルコンテンツ部 株式会社ハースト婦人画報社 メール http://www.the-wedding.jp/

RM005263 インターネットサイトスゴレン 編集部 スゴレン株式会社 メール http://www.sugoren.com/
RM013671 インターネットサイトオトメスゴレン 編集部 スゴレン株式会社 メール http://girl.sugoren.com/

RM013677 インターネットサイトSTRAIGHT PRESS（ストレートプレス） 編集部 株式会社マッシュメディア メール http://straightpress.jp/
RM013683 インターネットサイト美容最新ニュース 編集部 株式会社エスタイル メール http://www.beauty-news.jp/

RM013686 インターネットサイトレンタル&シェアニュース 編集部 株式会社リファイド メール http://www.rental-share.com/
RM013803 インターネットサイトTABIZINE（タビジン） 編集部 株式会社カーツメディアワークス メール http://tabizine.jp/
RM013958 インターネットサイトmobileASCII 編集部 株式会社KADOKAWA メール http://mobileascii.jp/

RM013965 インターネットサイトアンドロック 編集部 株式会社Arc メール http://androck.jp
RM013966 インターネットサイトgoo Simseller（シムセラー） 編集部 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 メール https://sim2.goo.ne.jp/article

RM013967 インターネットサイトmeet i [ミートアイ] 編集部 ミートアイ メール http://i.meet-i.com/
RM013968 インターネットサイトTouch Lab （タッチ ラボ） 編集部 Touch Lab （タッチ ラボ） メール http://touchlab.jp/
RM013974 インターネットサイト女子部JAPAN(・v・) 編集部 株式会社都恋堂 メール https://www.iphonejoshibu.com/

RM014147 インターネットサイト女子部JAPAN(・v・) 編集部 株式会社都恋堂 FAX、メール https://www.iphonejoshibu.com/
RM013975 インターネットサイトタブロイド 編集部 株式会社メディアジーン メール http://www.tabroid.jp/

RM013980 インターネットサイト萌えドロイド 運営部 プロセスデザイン株式会社 メール http://www.moedroid.jp/
RM013982 インターネットサイトファミ通App 編集部 株式会社KADOKAWA メール http://app.famitsu.com/

RM013984 インターネットサイト秒刊SUNDAY（ビョウカンサンデー） 編集部 有限会社玉屋 メール http://www.yukawanet.com/
RM013985 インターネットサイトTechWave（テックウェーブ） 編集部 TechWave メール http://techwave.jp/
RM013988 インターネットサイトmacaroni 編集部 株式会社トラストリッジ メール http://macaro-ni.jp/

RM014145 インターネットサイト朝日新聞デジタル＆ 編集部 株式会社朝日新聞社 メール http://www.asahi.com/and_w/
RM014149 インターネットサイトAppBank 編集部 AppBank株式会社 メール http://www.appbank.net/

RM014153 インターネットサイトANGIE（アンジー） 編集部 株式会社エスタイル メール http://angie-life.jp/
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RM014157 インターネットサイト女子旅press（女子旅プレス） 編集部 株式会社ネットネイティブ メール http://travel.mdpr.jp/

RM014160 インターネットサイトBLOUIN ARTINFO 編集部 Louise Blouin Media　Inc. メール http://jp.blouinartinfo.com/
RM014161 インターネットサイトiemo 編集部 iemo株式会社 メール http://iemo.jp/

RM014163 インターネットサイトISUTA（イスタ） 編集部 株式会社マッシュメディア メール http://isuta.jp/
RM014164 インターネットサイトIt Mama（イットママ） 編集部 INCLUSIVE株式会社 メール http://itmama.jp/
RM014165 インターネットサイトIMA ONLINE 編集部 株式会社アマナ メール http://imaonline.jp/

RM014167 インターネットサイトインテリア情報サイト インテリア情報サイト運営事業部有限会社アトリエケイアンドワイ メール http://www.interior-joho.com/
RM014172 インターネットサイトexcite ism（エキサイトイズム） 編集部 エキサイト株式会社 メール http://ism.excite.co.jp/

RM014175 インターネットサイトLIFE ＆ BEAUTY REPORT 編集部 あゆみ株式会社 メール http://lbr-japan.com/
RM014178 インターネットサイトovo（オーヴォ） 情報企画本部 企画部 株式会社共同通信社 メール http://ovo.kyodo.co.jp/
RM014184 インターネットサイトTraicy（トライシー） 編集部 メディアエージェンシー有限責任事業組合 メール http://www.traicy.com/

RM014194 インターネットサイト旅キッズ 編集部 株式会社ポートレイトブックス メール http://www.tabikids.jp/
RM014195 インターネットサイトたびねす by Travel.jp 編集部 株式会社ベンチャーリパブリック メール http://guide.travel.co.jp/

RM014196 インターネットサイトTABROOM（タブルーム） 編集部 株式会社リクルートライフスタイル メール http://tabroom.jp/
RM014204 インターネットサイトMATCHA（マッチャ） 編集部 株式会社MATCHA メール https://matcha-jp.com/jp/

RM014205 インターネットサイトWoman Money（ウーマンマネー） 編集部 INCLUSIVE株式会社 メール http://mmmedia.jp/
RM014207 インターネットサイトVOCE（ヴォーチェ） 編集部 株式会社講談社 メール http://i-voce.jp/

RM014210 インターネットサイトethica（エシカ） 編集部 株式会社トランスメディア メール http://www.ethica.jp/
RM014215 インターネットサイトえんウチ 編集部 インターネットコム株式会社 メール http://enuchi.jp/
RM014220 インターネットサイト暮らし上手 編集部 株式会社エイ出版社 メール http://www.kurashijouzu.jp/

RM014221 インターネットサイト暮らしニスタ 編集部 株式会社 主婦の友社 メール http://kurashinista.jp/
RM014225 インターネットサイトCozreマガジン（コズレマガジン） 編集部 株式会社コズレ メール http://feature.cozre.jp/

RM014228 インターネットサイトSAKIDORI（サキドリ） SAKIDORI運営事務局 株式会社WILBY メール http://sakidori.co/
RM014229 インターネットサイトTHE SHONAN MAG（湘南マグ） 編集部 株式会社Goius メール http://shonan-magazine.jp/
RM014231 インターネットサイトSIXPENCE（シックスペンス） 編集部 ワヴデザイン株式会社 メール http://www.sixpence.cc/

RM014232 インターネットサイトCBCNET 編集部 株式会社グランドベース メール http://www.cbc-net.com/
RM014238 インターネットサイトタイムアウト東京 編集部 タイムアウト東京株式会社 FAX、メール http://www.timeout.jp/ja/tokyo

RM014244 インターネットサイトママスタセレクト 編集部 株式会社 インタースペース FAX、メール http://select.mamastar.jp/
RM014248 インターネットサイトデイリーポータルZ 編集部 イッツ・コミュニケーションズ株式会社 メール http://portal.nifty.com/

RM014249 インターネットサイトスゴモリ 編集部 有限会社デザインコンプレックス メール http://www.su-gomori.com/
RM014253 インターネットサイトRETRIP（リトリップ） 編集部 株式会社 trippiece メール https://retrip.jp/
RM014254 インターネットサイトMERY（メリー） 編集部 株式会社MERY メール http://mery.jp/

RM014258 インターネットサイトFind Travel 編集部 株式会社Find Travel メール http://find-travel.jp/
RM014263 インターネットサイトTHE LIST 編集部 株式会社ベンチャーリパブリック メール http://thelist101.com/jp/

RM014270 インターネットサイト旅MUSE（タビミューズ） 編集部 バリーズ株式会社 メール http://tabi-muse.com/
RM014280 インターネットサイトby-S（バイエス） 編集部 株式会社サイバーエージェント メール http://by-s.me/

RM014281 インターネットサイトTRILL（トリル） 編集部 TRILL株式会社 メール http://trilltrill.jp/
RM014284 インターネットサイトcuret （キュレット） 編集部 フリュー株式会社 メール http://curet.jp/
RM014285 インターネットサイト箱庭（haconiwa） 編集部 RIDE MEDIA&DESIGN株式会社 メール http://www.haconiwa-mag.com/

RM014288 インターネットサイトカワコレメディア 編集部 株式会社リボルバー メール http://media.kawa-colle.jp/
RM014293 インターネットサイトネタとぴ 編集部 株式会社インプレス メール https://netatopi.jp/

RM014299 インターネットサイトさばなび 編集部 FirePlace株式会社 メール http://www.saba-navi.com/
RM014300 インターネットサイトonyourmark 編集部 株式会社アルティコ メール http://mag.onyourmark.jp/
RM014503 インターネットサイトアロハストリート・ドットコム 編集部 Wincubic.com，Inc メール http://www.aloha-street.com/

RM014519 インターネットサイトTRAVEL JOURNAL GATEWAY（トラベルジャーナルゲートウェイ）編集部 株式会社トラベルジャーナル メール http://www.tjnet.co.jp/
RM014521 インターネットサイトSPICE（スパイス） 編集部 株式会社イープラス メール https://spice.eplus.jp/

RM014530 インターネットサイト日経DUAL（デュアル） 日経DUAL編集部 株式会社日経BP メール http://dual.nikkei.co.jp/
RM014559 インターネットサイトroomie（ルーミー） roomie編集部 株式会社メディアジーン メール http://www.roomie.jp/

RM014566 インターネットサイトAFPBB News 編集部 株式会社クリエイティヴ･リンク メール http://www.afpbb.com/
RM014569 インターネットサイト日本農業新聞 編集部 株式会社 日本農業新聞 FAX http://www.agrinews.co.jp/
RM014572 インターネットサイトウレぴあ総研 編集部 ぴあ株式会社 メール http://ure.pia.co.jp/

RM014573 インターネットサイトS-MAX（エスマックス） 編集部 株式会社ケーマックス・ラボ メール http://s-max.jp/
RM014576 インターネットサイトengadget（エンガジェット） 編集部 Oath Japan株式会社 メール http://japanese.engadget.com/

RM014589 インターネットサイト女性自身 コンテンツ事業局 株式会社光文社 メール http://jisin.jp/
RM014591 インターネットサイトTABI LABO（タビラボ） 編集部 株式会社TABI LABO メール http://tabi-labo.com/

RM014593 インターネットサイト日刊大衆 編集部 株式会社C&M メール http://taishu.jp/
RM014594 インターネットサイトDaily News Online（デイリーニュースオンライン） 編集部 メディアシンク株式会社 メール http://dailynewsonline.jp/
RM014597 インターネットサイトTRIPPING!（トリッピング） 編集部 株式会社iD メール http://tripping.jp/

RM014600 インターネットサイトPRESIDENT Online(プレジデントオンライン） 編集部 株式会社プレジデント社 FAX http://president.jp/
RM014602 インターネットサイトFUTURUS（フトゥールス） 編集部 INCLUSIVE株式会社 メール http://nge.jp/

RM014717 インターネットサイトAging Style（エイジングスタイル） 編集部 株式会社ジェイ・キャスト メール http://www.agingstyle.com/
RM014720 インターネットサイト女子SPA！ 編集部 株式会社扶桑社 メール https://joshi-spa.jp/

RM014721 インターネットサイトHANJO HANJO（ハンジョーハンジョー） 編集部 株式会社イード メール http://hanjohanjo.jp/
RM014722 インターネットサイトDRESS（ドレス） 編集部 株式会社コミュニタス メール http://p-dress.jp/
RM014726 インターネットサイトGOTRIP! 編集部 タビィコム株式会社 メール http://gotrip.jp/

RM014910 インターネットサイトことりっぷWEB 編集部 株式会社旺文社 メール http://co-trip.jp/
RM015118 インターネットサイト&GP 編集部 株式会社徳間書店 メール https://www.goodspress.jp/

RM015120 インターネットサイト9ポスト（ナインポスト） 編集部 9ポスト メール http://9post.jp/
RM015121 インターネットサイトasoview!NEWS（アソビューニュース） 編集部 アソビュー株式会社 メール https://asoview-news.com/
RM015127 インターネットサイトCAMP HACK（キャンプハック） 編集部 株式会社スペースキー メール http://camphack.nap-camp.com/

RM015128 インターネットサイトBoostMagazine（ブーストマガジン） 編集部 BoostMagazine メール https://www.boost-web.com/
RM015139 インターネットサイトEDIST.+one（エディスト） 編集部 株式会社enish メール https://closet.edist.jp/edist-plus-one/

RM015141 インターネットサイトFERIC（フェリック） 編集部 株式会社Bestnavi.jp company メール http://www.feric.ne.jp/
RM015570 インターネットサイトasoview!TRIP 編集部 アソビュー株式会社 メール https://asoview-trip.com/#bmb=1

RM015579 インターネットサイト山旅々 編集部 山旅々 メール http://yamatabitabi.com/
RM016158 インターネットサイトGO OUT WEB（ゴーアウトWEB） 編集部 株式会社三栄書房 メール http://web.goout.jp/
RM016166 インターネットサイトqufour（クフール） 編集部 株式会社インプレスホールディングス メール https://qufour.jp/

RM016172 インターネットサイト価格.comマガジン 編集部 株式会社カカクコム メール https://kakakumag.com/
RM016173 インターネットサイトルトロン 編集部 株式会社オープンエイト メール https://letronc-m.com/

RM016181 インターネットサイトcataso（カタソ） 編集部 平安伸銅工業株式会社 メール http://cataso.jp/
RM016197 インターネットサイトGENIC WEB 編集部 ミツバチワークス株式会社 メール http://atgirl.com/

RM016511 インターネットサイトみんなの暮らし日記ONLINE 編集部 株式会社翔泳社 メール https://minna-no-kurashi.jp/
RM016773 インターネットサイトデート日和 編集部 株式会社クロスオーバー メール http://www.datebiyori.jp/
RM001187 通信社 共同通信 社会部 一般社団法人共同通信社 FAX、メール http://www.kyodo.co.jp/

RM001186 通信社 共同通信 経済部 一般社団法人共同通信社 FAX、メール http://www.kyodo.co.jp/
RM013417 通信社 時事通信フォト 編集部 株式会社　時事通信フォト メール https://www.jijiphoto.jp/dpscripts/DpSearch.dll?DpSearchInitial
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