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元大手芸能プロダクション広報

×
元大手芸能プロダクションマネージャー

MSCは大手芸能プロダクション出身の業界人が中心のPRチームであり、
メディアや各プロダクションとのリレーションに長けています。

業界の内情に精通しているからこそ、より効果的なPR提案やキャスティングが可能です。

長年のタレントマネージメント経験を生かしたメニューの強み

全方面に対して、現場・担当者ベースでダイレクトに
アプローチができる強力なパイプを保持。

PR力

あらゆるシーンで、誰もが知るタレント・モデルから
文化人・インフルエンサーまで、幅広くキャスティン
グが可能。

キャスティング力
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“ダイレクトアプローチ”
通常のPR会社でも、大部分は外注でのコントロールとなり、調整やコストも割高になりがちですが
当社では、芸能プロダクションにもメディアにもダイレクトでアプローチできる関係者がいるため、

企画内容およびコストの柔軟なコントロール、俊敏なレスポンスが可能になります

PRメニュー キャスティングメニュー

マネージメント経験が基礎にあり、事務所側の意向と
メディア側の意向を理解しているからこそできる、事
務所とのスムーズな意思疎通、メディア側が求めてい
る的確なタレント案を出すことが可能です。

当社プロモーターは各テレビ局の入構証をもっており、
いつでも番組プロデューサー、芸能デスクへの直接ア
プローチができ、Webメディア、出版社、各媒体の編
集長及び担当者ともダイレクトにコンタクトを取り直
接アプローチする事ができます。

手堅いプレスコンタクトを実現 予算に応じたタレント案、ブッキング

WERPR TVPR イベントPR イベントキャスティング 広告キャスティング

①打ち合わせ ターゲットと予算ヒアリング
②タレント案出し
③芸能プロダクションアプローチ
④ブッキング
⑤アテンド

①打ち合わせ
②リリース制作・配信 ※事前にメディア側にヒアリングも可能

③プロモートリスト作成（テレビ中心に雑誌・新聞・WEBなど）

④メディア直接交渉 ※他社競合イベントリサーチ可能

⑤イベント運営
⑥露出報告書制作
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3つのPRパッケージ

①WEB-PR ②TV-PR ③イベントPR

訴求したい動画を拡散させたり
再生数を増やすためのPR企画。
オンラインメディアやバイラル
メディアを中心にアプローチし
ます。

CM・WEB動画や新規商品・
サービスをフックに、情報番組
を中心としたテレビオンエアを
狙うためのPR企画

芸能・スポーツを切り口とした
PRイベントを開催し、TVメ
ディアを中心としたALL媒体で
の露出を狙うためのPR企画

ご予算 80万円 ご予算 30万円(着手金）
＋成果報酬（1番組100万円／
最大金額については応相談）

ご予算 200万円
(内容により応相談）
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①WEB-PR ②TV-PR

訴求したい動画を拡散させたり再生数を増やすため
のPR企画。オンラインメディアやバイラルメディ
アを中心にアプローチします。

CM・WEB動画や新規商品・サービスをフックに、
情報番組を中心としたテレビオンエアを狙うための
PR企画

パッケージ内容

メディアリスト作成

プレスリリース制作

リリース配信

クリッピング（報告書制作）

メディアリスト作成

プレスリリース制作

投げ込み素材とともに番組担当者へアプローチ

クリッピング（報告書制作）

・拡散元となる動画の企画・制作・キャスティングなどは別途費
用となります。
・報告書における広告換算値の算出は別途費用となります。

・投げ込み素材が無い場合の動画の企画・制作・キャスティング
などは別途費用となります。
・報告書における広告換算値の算出は別途費用となります。

打ち合わせ・メディアプランニング

パッケージ内容

打ち合わせ・メディアプランニング
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③イベントPR

芸能・スポーツを切り口としたPRイベントを開催
し、TVメディアを中心としたALL媒体での露出を
狙うためのPR企画

パッケージ内容

イベント実施内容調整

メディアリスト作成

プレスリリース制作

リリース配信（テレビ中心にALL媒体可能）

メディア担当者アプローチ

・イベント制作に係る会場レンタル、制作、キャスティ
ング・演出費用・人件費は別途となります。

・報告書における広告換算値の算出は別途費用と
なります。

＜イベント企画内容例＞

・記者会見 ・テープカット
・ファッションショー ・レセプション など

④その他

3つの基本パッケージをベースに組み合わせやカス
タマイズも可能です。用途によりご相談ください。
その他、右記のPRメニューについては別途ご相談
ください。

●年間PRプロモート…年間（中長期）でのプランニングをサポートします。
●ロイヤリティPR…年間PRにおいてのみ、ロイヤリティ契約での新商品の開
発・付帯するPR・タレントのキャスティングなどご提案（応相談）
●インフルエンサーマーケティング…SNSやバイラルメディアを活用し、人為的
に口コミを発生させます。

クリッピング（報告書制作）

打ち合わせ・メディアプランニング

当日メディア対応
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“ワンストップPR”
通常のPR会社ですと、部分的に外注でのコントロールとなり、調整やコストも割高になってしまいますが

当社では、リリース作成・配信からキャスティング・イベント制作・運営までワンストップで
おまかせいただくことが可能です。企画およびコストの柔軟なコントロールや、俊敏なレスポンスが可能になります。

①プランニング

●商品・サービス内容ヒアリ
ングとプランニング
●企画・メディアプランニン
グ

②キャスティング・制作 ③メディアアプローチ ④報告・分析

●イベント制作
（レセプション・記者会見など）

●動画制作（CM・WEB動画など）

●インフルエンサーマーケティ
ング
●キャスティング（下記は一例）

●プロモートリスト作成
（テレビ中心に雑誌・新聞・WEBなど）

●リリース制作・配信
●メディア交渉
●イベント運営

●クリッピング・報告書制作
●広告換算
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元サッカーブラジル代表 ロナウジーニョ 『金剛筋プロテイン』
イメージキャラクター就任記念イベントに登壇！

概要 強靭なカラダづくりをサポートするサプリメント『金剛筋プロテイン』のイメージキャラクターに、元サッカーブラジル代
表のロナウジーニョ氏を起用。金剛筋プロテインは、「Make you high performer.（ハイパフォーマーを目指す、すべて
の者たちへ。）」をコンセプトに、世界トップクラスの一流アスリートに向けて開発したプロテインです。世界で闘ってき
たトップアスリートであり、数々の伝説をつくってきたロナウジーニョ氏は、金剛筋プロテインの世界観にピッタリと合い、
幅広い層に対して力強く訴求もできる唯一無二の存在であると確信し、今回の起用にいたった。

掲載結果 WEB掲載数：約255記事
TV放映数：1番組 (合計放映時間：1分8秒)
(放映番組：CX「THE NEWS α」)

新聞・雑誌掲載数：4件(日刊スポーツ、スポーツニッポン、スポーツ報知 など)

掲載数：約255記事

http://news.livedoor.com/category/vender/196/


掲載数：約106記事
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エイプリルフールにサプライズ！渋谷にhydeとYOSHIKI現る⁉︎
プチプラオールインワンゲル「TiMO」発売記念イベントに登壇

概要 20代から34歳向けの1つ7役のオールインワンゲル、「Timo ビューティースキン モイストゲル」の商品開発には、メイク
のカリスマ“ざわちん”を中心に、青木隆治・高城亜樹ら人気番組メンバーが開発に全面協力した。商品の発売記念イベント
には、エイプリルフールにちなんで、L’Arc~en~CielのHYDEのモノマネをした“青木隆治”が生歌披露し、X JAPANの
Yoshikiのモノマネをした“ざわちん“による春メイク講座、MCには元AKB48の高城亜樹が登壇し、休日の渋谷をサプライズ
で盛り上げた。

掲載結果 WEB掲載数：約106記事
個別取材：1件 (①テックインサイト／Facebookでの動画再生は1.6万回超)
新聞掲載数：3件



掲載数：約112記事
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コロッケの次女：滝川光が「FAT2018」で舞台初主演！
滝川光「好きなコロッケはカニクリームコロッケ」

概要 5月22日から5月27日、池袋シアターグリーン・BIG TREETHEATERにて、女優の滝川光主演舞台「FAT 2018」を開催。
滝川光は、ものまね・舞台俳優のコロッケの次女であり、現在音楽大学の声優アニメソングコースに在学中の学生であり、
今回の舞台が本格女優デビューとなる。今回の舞台開催に際して記者発表には滝川光の他、出演者の屋良夏美(21)、清水理
央(非公表)、小澤彩乃(24)が出席し、マスコミ向けに舞台のワンシーンを披露した。滝川はこの舞台では現在76キロある
という、その体格を生かした激しいキレのあるダンスを披露している。また、舞台稽古の苦労話や、父コロッケから教わっ
た心構えを話し、「いつか父と一緒の舞台に」と将来の展望も語った。

掲載結果 WEB掲載数：約112記事
TV放映数：5番組／内1番組密着 (合計放映時間：約13分)
(放映番組：NTV「NEWS ZERO」、CX「めざましテレビ」・「ノンストップ！」※密着、TBS「はやちゃん！」、EX「グッド！モーニング」)

新聞・雑誌掲載数：5件(日刊スポーツ、スポーツニッポン、デイリースポーツ、スポーツ報知、東京中日スポーツ)



掲載数：約225記事

MSCのPR実績 (※WEBの配信・呼び込みのみ)
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厚生労働省「世界禁煙デー記念イベント2018」開催
受動喫煙対策推進キャラクター・岡田結実登壇「気遣いが出来る男性って素敵」

概要 厚生労働省は、世界保健機関(WHO)が定める5月31日の「世界禁煙デー」を記念し、“望まない受動喫煙のない社会“を目指
す啓発イベント「世界禁煙デー記念イベント2018」を開催しました。本イベントは、望まない受動喫煙をなくしていく為
に、受動喫煙に関する正しい知識の普及啓発を目的に行われました。イベントには「受動喫煙対策推進キャラクター」に就
任したタレントの岡田結実が「学ラン姿」で登場。WEB上にて「男装姿がイケメン」と話題の岡田結実の“男装姿”に触れ
たトークが展開されたほか、受動喫煙に関する授業も実施されました。

掲載結果 WEB掲載数：約225記事
TV放映数：7番組 (合計放映時間：約8分)
(放映番組：CX「FNNプライムニュースα」、TX「ゆうがたサテライト」、EX「スーパーJチャンネル」/Abema NEWS)

新聞・雑誌掲載数：6件(読売新聞、日刊スポーツ、サンケイスポーツ、スポーツ報知 など)

http://news.livedoor.com/category/vender/196/


掲載数：約333記事
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田中道子、理想のドライブデート「夜の羽田」美脚を露わにしたワンピースで颯爽と登場
北澤豪が西野ジャパンに激励のメッセージ「あまりにも動けない選手がいたら、俺がやるぞ！」

シトロエンC3 CAFÉ EDITION発表セレプションパーティー

概要 プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社は、シトロエンの限定車、「C3 CAFÉ EDITION」の発表を記念して、1日限りのカフェ「LE CAFÉ 
CITROËN C3」レセプションパーティーを開催した。限定100名のご招待客にカフェの雰囲気の中、本格コーヒーや良質な音楽・アートを提供
したプレミアムなパーティー。当日は、NHK大河「西郷どん」に出演し注目を集めている田中道子をはじめ、北澤豪、ユージ、鹿沼憂妃、中川
知香やその他大勢のセレブリティが出席した。今回はイベント内容と出席者の面々からエンタメとスポーツの2方面でメディアにアプローチした
結果、通常のエンタメWEB媒体をはじめファッション誌などオシャレに敏感な媒体で取り上げられたほか、北澤豪の激励メッセージからサッ
カー媒体での掲載もあった。

掲載結果 WEB掲載数：約333記事
新聞・雑誌掲載数：2件(スポーツニッポン、日刊スポーツ)
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株式会社MSC 会社概要

株式会社MSC
address：〒106-0047 東京都港区南麻布4-2-34 天現寺スクエア5F

TEL：03-3446-3390 FAX：03-3446-3565 

担当者：小杉、本間、川岸、吉川

＜事業内容＞
PR企画制作・運営

各種イベント企画制作・運営
広告代理業務

販促におけるPR企画制作・運営
タレントのマネージメント及びファンクラブの運営業務

録画メディアの音源、映像等企画制作
販売及び著作権を含む音楽出版管理

テレビ等放送番組の企画制作


