記者のみなさまへ

「ぱちんこ広報室」 Pachinko public relations office
遊技業界CSRニュース配信システムのご案内
・パチンコホール経営企業様、遊技業界関連企業様のプレスリリースを配信
・業界の社会的認知向上のために
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はじめに
「ぱちんこ広報室」

Pachinko public relations office

は

ホール経営企業の企業価値を広報するCSRニュース配信システムです

社会に認めてもら
いたいが
同業者にアピール
しても意味ないし

というホール
経営企業の声

ゲンダイエージェンシー

ぱちんこ広報室

業界メディア各誌

・業界誌

・ファン向け雑誌

等

http://p-koho.jp/
・リリース作成

・リリース配信
・広報支援

・ホール経営企業のリリースを、遊技業界の情報掲載OKのメディア記者のみなさまにメール配信します
・ホール経営企業のみなさまに、営業広告ではない「企業広報」と、広報の体制構築を含む支援を行います

ホール経営企業のCSR活動に興味をお持ちの記者の方で

またホール経営企業には、プレスリリース作成サービス

あればどなたでも、プレスリリース配信希望の登録をして

に加え、広報活動に必要な様々な支援もご提供し、広報の

いただけます。

持つ可能性を実感していただければと思います。

「ぱちんこ広報室」はプレスリリース配信をベースに、

最終的には、一般メディアにも広報していけるスキルを

メディア記者のみなさまと企業の関係性をより一層広げる

持ったホール経営企業が増え、社会全体の業界への理解が

お手伝いができればと考えています。

深まるようになれば、とも考えています。

2

サービス概要
ホール経営企業はじめ業界関連企業のご依頼を受け、プレスリリースを作成し、登
録記者にメール配信します。配信されたプレスリリースは「ぱちんこ広報室サイ
ト」でもご覧いただけます。
その他 ぱちんこ広報室が
ホール経営企業
提供可能な追加
遊技業界関連企業
サービス・メニュー
業界団体のCSR活動
リリース作成依頼

問い合わせ
追加取材など

ゲンダイエージェンシー

登録無料

ぱちんこ広報室

アドレス登録記者の
みなさまへリリース配信

メディア記者のみなさま

アドレス登録

パチ7と連動

リリースアップ

・業界CSRニュースサイト
構築と運営
・広報活動全般の支援
・プレスリリース作成
・企業のCSRコンテンツ制
作と運営
・記者会見、記者発表会、
会社見学会、イベント等の
企画、運営
等
・HPの制作

ぱちんこ広報室
サイト

http://p-koho.jp/

ホール経営企業の自社HPにリンク

SNS配信
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サービス概要2

リリース配信お申し込み方法、その他ご注意

■登録手順
・リリース配信は「ぱちんこ広報室」
http://p-koho.jp

からお申し込みいただけます。

・配信方法にはメール配信とFAX配信のいずれかを
お選びいただけます

「ぱちんこ広報室」が配信するリリースについて
・遊技業界関連企業/団体から依頼いただいたプレスリリースを、
「ぱちんこ広報室」が配信代行しています
・遊技業界関連企業/団体の正式なプレスリリースのみを扱い、CSR
関連記事や取材の素材として不適切な営業色の強い情報は掲載いたし
ません
・プレスリリースに記載されている内容、画像は、記事に自由にお使
いいただけます
・記者のみなさまのご登録は無料です
・配信されたプレスリリースはウェブサイト「ぱちんこ広報室」でも
ご覧いただけます
※お願い

1.
2.
3.

トップページの｢記者登録申し込み｣をクリック
｢記者登録申し込みフォーム｣に必要事項を記入
申し込みフォーム末尾の｢送信｣をクリックしていただき、
申し込みは完了です
4. 登録内容を確認後、完了のご連絡を差し上げます

・記事を掲載いただけた場合は、お手数ですが掲載誌を弊社へお送り
いただけますようお願いします
＞＞＞送付先＞＞＞〒163-0029
東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティビル29F
ゲンダイエージェンシー株式会社

「ぱちんこ広報室」 http://p-koho. jp でもご覧いただけます。

経営企画部

宛
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ぱちんこ広報室 メディア用利用規約
第１条（本規約）
ゲンダイエージェンシー株式会社（以下、「当社」といいます。）
は、当社が運営するプレスリリース配信代行等の広報支援
サービス「ぱちんこ広報室」（以下「本サービス」といいます。）
における、プレスリリースの受け取りサービスに登録した法人
（各種団体等を含むものとし、以下「会員」といいます。）に対
する規約（以下「本規約」という。）を以下の通り定めます。
２ 会員は、本規約にすべて同意するものとします。
３ 本サービスにおいて、当社が各サービスにおいて個別に
定める規約、利用案内および注意事項等（以下「利用規約等」
という。）がある場合、当該利用規約等は、本規約の一部を構
成するものとし、本規約と利用規約等が抵触する場合は、利
用規約等の定めが優先して適用されるものとします。
４ 当社は、会員に対し事前の通知なく、必要に応じて本規約
を変更できるものとし、本規約を変更した場合、本サービスに
関する一切の事項は変更後の規約によるものとします。
第２条（本サービスの内容）
本サービスの利用を希望する者は、当社指定の書式または
応募フォームに従って本サービスの利用を申し込むものとし、
かかる申し込みを当社が承認した時点をもって本サービスの
会員となるものとします。
２ 前項による会員登録完了後、会員は本サービスからプレ
スリリースの配信を受けることができます。なお、受信方法は
原則として電子メールとします。
３ 本サービスの利用は無料とします。
４ 当社は、会員に対し事前の通知なく、本サービス内容の変
更ができるものとします。また、会員に対して相当の周知期間
をもって通知の上、本サービスの全部または一部を終了する
ことができるものとします。
第３条（会員資格）
会員は、その方法を問わず、第三者に本サービスを利用させ
ること、もしくは会員の資格を貸与、譲渡または売買等をする
ことはできないものとします。
２ 会社は、会員登録の申し込みをした法人（以下「会員登録
希望者」といいます。）もしくは会員が次の各号に該当する場
合、会員登録の拒否もしくは会員資格の停止または抹消をで
きるものとします。なお、かかる行為を行った場合、当社はそ
の理由等について開示する義務を負いません。
（１）本規約または利用規約等に違反した場合。
（２）登録申請内容または会員情報に虚偽がある場合。
（３）振出しもしくは裏書した手形または小切手が不渡りとなっ
たとき、銀行取引停止処分を受けたとき、その他支払不能、
支払停止もしくはこれに準ずる信用悪化状態に陥り、または
そのおそれが認められる場合。
（４）差押、仮差押、仮処分の申立を受け、または強制競売、
租税滞納処分その他公権力の処分を受けた場合。
（５）破産、民事再生または会社更生手続開始の申立、その他
これに準ずる手続きを自らなしまたはこれを受けた場合。
（６）ねずみ講またはマルチ商法等の行為をしている、もしくは
その疑いがある場合。

（７）風俗、アダルトまたは出会い系等それらに類する活動をし
ている、もしくはその疑いがある場合。
（８）当社からの連絡に対し、１ヶ月以上応答がない場合。
（９）その他事由の如何を問わず当社が会員登録を受理する
こともしくは会員を継続することが不適当であると判断する場
合。
３ 前項により会員登録の拒否もしくは会員資格の停止また
は抹消されたことにより、会員登録希望者または会員に生じ
た損害について、当社は一切の責を負わないものとします。
第６条（登録情報の変更および退会）
会員は、次の各号に該当する場合、遅滞なく当社に対して
その変更内容を通知するものとします。なお、通知を怠ったこ
とにより会員に生じた損害（プレスリリースの誤配や受け取れ
ないことを含む）について、当社は一切の責を負わないものと
します。
（１）会員の名称（商号）、住所、本店所在地、代表者等、登記
上の重要事項に変更があったとき。
（２）担当者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等に変更
があったとき。
（３）担当者が変更となったとき。
２ 会員は、当社が別途定める手続きに則り、いつでも本サー
ビスより退会することができるものとします。
第７条（反社会的勢力の排除）
会員は、次の各号に定める事項を保証します。
（１）暴力団等の反社会的勢力との間に、直接・間接を問わず、
資本・資金上の関係がないこと。
（２）暴力団等の反社会的勢力に対して、資金または便宜の
提供を行っていないこと。
（３）暴力団等の反社会的勢力を不当に利用していると認めら
れる関係を有しないこと。
（４）暴力団等の反社会的勢力を役員に選任しておらず、また、
従業員として雇用していないこと。
（５）暴力団等の反社会的勢力が、直接・間接を問わず、経営
に関与していないこと。
２ 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当す
る行為を行わないことを確約します。
（１）暴力的な要求行為
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為
（３）取引に関して、脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行
為
（４）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、相手方
の信用を毀損しまたは業務を妨害する行為
（５）その他前各号に準ずる行為
３ 当社は、会員が第１項の保証に反すると合理的に認めら
れる場合または前項の確約に反する行為を行った場合には、
会員登録を抹消の上、損害賠償等の措置をとることができる
ものとします。

行為またはそのおそれがある行為を行ってはならないものと
します。
（１）本サービスを不正の目的をもって利用すること。
（２）第三者になりすまして本サービスを利用すること。
（３）当社または第三者の商標権、著作権、意匠権、特許権な
どの知的財産権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵
害すること。
（４）当社、本サービスまたは第三者の名誉もしくは信用を毀
損すること。
（５）本サービスで得た情報を第三者に譲渡すること。
（６）本サービスで得た情報を法令または条例に違反するもし
くは公序良俗に反する行為に用いること。
（７）本サービスの運営を妨害すること。
（８）本規約に違反する行為。
（９）その他当社が不適切と判断する行為。
２ 会員が前項各号に該当する行為を行い、または本規約に
違反することにより、当社または第三者が何らかの損害を
被った場合、会員はその一切の損害を賠償するものとします。
第９条（会員情報）
当社は、会員が届け出た個人情報、および本サービスの利用
情報（以下、「会員情報」という。）を、別途定める「プライバ
シーポリシー」に準拠して厳重な体制のもとで管理・保管し、
本サービス運営のためにのみ利用するものとします。ただし、
次の各号に該当する場合、当社は、会員情報を目的外利用
または開示することができるものとします。
（１）会員の承諾が得られた場合。
（２）法令等により開示が求められた場合
（３）本サービス以外で当社が提供するサービスの案内を、電
子メール等により会員へ送付する場合。
（４）その他正当な事由がある場合。
２ 会員情報に誤りがあったことにより会員に損害が生じた場
合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第10条（本サービスの中止、停止）
当社は、会員に対し事前の通知することにより、本サービスの
一部もしくは全部を中止または停止させることができるものと
し、当該中止または停止により会員が被ったいかなる損害に
ついて、当社は一切の責任を負わないものとします。
第11条（準拠法）
本規約は、日本法に基づき解釈されるものとします。
第12条 専属管轄裁判所
本サービスについての紛争については、東京簡易裁判所また
は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

2015年8月24日制定

第８条（禁止行為）
会員は、本サービスの利用にあたって、次の各号に該当する
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