
鳥取県は「星取県」になりました　発表会　露出一覧 2017/6/5

【露出】合計285件（テレビ8件　新聞19件　WEB258件）

【広告換算額】合計276,869,699円

TV

NO. 日付 媒体名 媒体社名 タイトル 放送尺 広告換算額

鳥取県知事が愛称「星取県」をPR

鳥取県知事が「星取県」をPR

2 5/31 ＺＩＰ！ 日本ﾃﾚﾋﾞ ＜ＳＨＯＷＢＩＺ２４＞篠原ともえ県知事と“３５億” 44秒 ¥6,409,333

＜知ってスッキリ！！情報クリップ＞鳥取県が“星取県”に改名？なぜ？

＜知ってスッキリ！！情報クリップ＞鳥取県改め「星取県」全国一の星空をアピール

4 5/31 はやドキ！ ＴＢＳ 篠原ともえ鳥取県は星空県「イエエエイ！」 1分6秒 ¥4,070,000

5 5/31 ひるおび！ ＴＢＳ 鳥取県が「星取県」に！“日本一美しい星空”を全国に発信 10秒 ¥3,623,333

6 5/31 めざましテレビ フジテレビ ＜ＯＨ！めざめエンタＮＯＷ＞永野「空前絶後の～」ミスキャスト！？ 1分9秒 ¥9,269,000

7 5/31 Nスタ ＴＢＳ ＜Ｎコレ＞オープニング 20秒 ¥2,920,000

8 6/4 シューイチ ＴＢＳ ＜ＳＨＯＷＢＩＺ 週間シューネタフラッシュ＞鳥取県は「星取県」になりました記者発表会 33秒 ¥11,693,000

TV計 ¥90,027,999

新聞 [

NO. 日付 媒体名 媒体社名 タイトル 記事量 広告換算額

1 5/31 デイリースポーツ（東京） デイリースポーツ新聞社 篠原ともえ 2.5cm ¥27,500

2 5/31 デイリースポーツ（大阪） デイリースポーツ新聞社 篠原ともえ 2.5cm ¥37,500

3 5/31 サンケイスポーツ（東京） 産業経済新聞社 篠原ともえ 5.5ｃｍ ¥121,000

4 5/31 サンケイスポーツ（大阪） 産業経済新聞社 篠原ともえ 5.5ｃｍ ¥93,500

5 5/31 中日スポーツ 中日新聞社 星の見やすさ鳥取１番　篠原ともえに星取県大使任命 32.0cm（C) ¥766,400

6 5/31 東京中日スポーツ 中日新聞東京本社 星の見やすさ鳥取１番　篠原ともえに星取県大使任命 32.0cm（C) ¥484,400

7 5/31 日刊スポーツ（東京） 日刊スポーツ新聞社 「星取県」をPR　篠原ともえ 11.7ｃｍ（C) ¥869,100

8 5/31 日刊スポーツ（大阪） 日刊スポーツ新聞社 「星取県」をPR　篠原ともえ 11.7ｃｍ ¥175,500

9 5/31 日刊スポーツ（福岡） 日刊スポーツ新聞社 「星取県」をPR　篠原ともえ 11.7ｃｍ ¥70,200

10 5/31 日刊スポーツ（那覇） 沖縄タイムス社 「星取県」をPR　篠原ともえ 11.7ｃｍ ¥105,300

11 5/31 道新スポーツ 北海道新聞社 篠原ともえ 5.5ｃｍ ¥23,100

12 5/31 西日本スポーツ 西日本新聞社 篠原ともえ 2.5cm ¥9,250

13 5/31 山梨日日新聞 山梨日日新聞社 「鳥取県は星取県」　平井知事 軽妙な掛け合い 37.5cm（C) ¥497,500

14 5/31 大阪日日新聞 新日本海新聞社 知事ダジャレに長野白旗 鳥取改め「星取県」PRで 48cm ¥240,000

15 5/31 中国新聞 中国新聞社 ☆鳥取は星取県です☆ 大使に天文ファン篠原さん 50cm ¥455,000

16 5/31 山陰中央新報 山陰中央新報社 「星取県」スター大使 篠原ともえさん任命 きれいに見える環境PR 78.5cm（C) ¥553,150

17 5/31 山陰中央新報 山陰中央新報社 知事室 2cm ¥11,800

18 5/31 日本海新聞 新日本海新聞社 来県「星とり」ます　都内でPR スター大使に篠原さん 60cm（C) ¥620,000

19 5/31 日本海新聞 新日本海新聞社 知事日誌 1.5cm ¥10,500

新聞計 ¥5,170,700

ＷＥＢ

NO. 日付 媒体名 媒体社名 タイトル ＵＲＬ 広告換算額

1 5/30 日刊スポーツ 日刊スポーツ新聞社 篠原ともえ「星取県」スター大使に「鳥取の魅力を」 https://www.nikkansports.com/entertainment/news/1832054.html ¥500,000

2 5/30 gooニュース NTTレゾナント 篠原ともえ「星取県」スター大使に「鳥取の魅力を」 https://news.goo.ne.jp/article/nikkangeinou/entertainment/f-et-tp0-170530-0027 ¥500,000

3 5/30 ORICON NEWS オリコン 篠原ともえ「星取県」スター大使に「鳥取の魅力を」 http://www.oricon.co.jp/article/207783/ ¥1,000,000

4 5/30 Scoopnest Scoopnest 篠原ともえ「星取県」スター大使に「鳥取の魅力を」 http://www.scoopnest.com/ja/user/nikkan_entame/869393622155833345 -

5 5/30 朝日新聞DIGITAL 朝日新聞社 篠原ともえ「星取県」スター大使に「鳥取の魅力を」 http://www.asahi.com/and_M/interest/entertainment/Cfettp01705300027.html ¥2,500,000

6 5/30 livedoor NEWS LINE 篠原ともえ「星取県」スター大使に「鳥取の魅力を」 http://news.livedoor.com/article/detail/13132145/ ¥1,500,000

7 5/30 So-netニュース ソニーネットワークコミュニケーションズ 篠原ともえ「星取県」スター大使に「鳥取の魅力を」 http://news.so-net.ne.jp/article/detail/1399219/ ¥1,000,000

8 5/30 YAHOO!JAPANニュース ヤフー 篠原ともえ「星取県」スター大使に「鳥取の魅力を」 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170530-01832054-nksports-ent ¥6,000,000

15秒＋1分12秒（CMまたぎ） ¥3,189,999

55秒+2分54秒（CMまたぎ） ¥48,853,3333 5/31 スッキリ！！ 日本ﾃﾚﾋﾞ

TOKYO MX NEWS 東京メトロポリタンテレビジョン5/30.1



9 5/30 BIGLOBEニュース ビッグローブ 篠原ともえ「星取県」スター大使に「鳥取の魅力を」 https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/0530/nsp_170530_0020879746.html ¥1,500,000

10 5/30 dmenu ニュース NTTドコモ 篠原ともえ「星取県」スター大使に「鳥取の魅力を」
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/nikkangeinou/entertainment/f-et-tp0-170530-
0027

¥50,000

11 5/30 mixi ニュース ミクシィ 篠原ともえ「星取県」スター大使に「鳥取の魅力を」 http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=4596363&media_id=8 ¥400,000

12 5/30 グノシー Gunosy 篠原ともえ「星取県」スター大使に「鳥取の魅力を」 https://gunosy.com/articles/RNDXu ¥500,000

13 5/30 Daily Sports online デイリースポーツ 篠原ともえ、鳥取県知事と永野を従えＷｉｔｈ　Ｂ即席結成　鳥取県をＰＲ https://www.daily.co.jp/gossip/2017/05/30/0010237844.shtml ¥200,000

14 5/30 dmenu ニュース NTTドコモ 篠原ともえ、鳥取県知事と永野を従えＷｉｔｈ　Ｂ即席結成　鳥取県をＰＲ
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/dailychushisportsgeinou/entertainment/dailychush
isportsgeinou-20170530044

¥50,000

15 5/26 グノシー Gunosy 篠原ともえ、鳥取県知事と永野を従えＷｉｔｈ　Ｂ即席結成　鳥取県をＰＲ https://gunosy.com/articles/acWi2 ¥500,000

16 5/30 gooニュース NTTレゾナント 篠原ともえ、鳥取県知事と永野を従えＷｉｔｈ　Ｂ即席結成　鳥取県をＰＲ https://news.goo.ne.jp/article/dailysports/entertainment/20170530042.html ¥500,000

17 5/30 YAHOO!JAPANニュース ヤフー 篠原ともえ、鳥取県知事と永野を従えＷｉｔｈ　Ｂ即席結成　鳥取県をＰＲ https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170530-00000042-dal-ent ¥6,000,000

18 5/26 GIGA PARK Faith Wonderworks 篠原ともえ、鳥取県知事と永野を従えＷｉｔｈ　Ｂ即席結成　鳥取県をＰＲ http://www.giga.co.jp/jsp/artist/news_gp.jsp?index=dailysports&key=20170530010&aid= ¥100,000

19 5/26 livedoor NEWS LINE 篠原ともえ、鳥取県知事と永野を従えＷｉｔｈ　Ｂ即席結成　鳥取県をＰＲ http://news.livedoor.com/article/detail/13132103/ ¥1,500,000

20 5/30 共同通信 共同通信社 お笑いの永野が平井知事に白旗 https://this.kiji.is/242200932934370811 ¥600,000

21 5/30 NEWSPECT NEWSPECT お笑いの永野が平井知事に白旗 http://newspect.jp/detail/87545 -

22 5/30 さんにちEye 山梨日日新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗 http://www.sannichi.co.jp/article/2017/05/30/80095349 ¥150,000

23 5/30 47NEWS 全国新聞ネット お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.47news.jp/news/2017/05/post_20170530172208.html ¥600,000

24 5/30 47NEWS（写真ニュース） 全国新聞ネット お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.47news.jp/photo/1631187.php ¥600,000

25 5/30 どうしんウェブ 北海道新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://dd.hokkaido-np.co.jp/entertainment/culture/culture/1-0405206-s.html ¥300,000

26 5/30 デーリー東北 デーリー東北新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.daily-tohoku.co.jp/news/2017053001001879.html ¥70,000

27 5/30 東奥日報 東奥日報社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで
http://www.toonippo.co.jp/news_kyd/news/article.asp?newsid=2017053001001878&genre
=5

¥200,000

28 5/30 河北新報 河北新報社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.kahoku.co.jp/naigainews/201705/2017053001001879.html ¥180,000

29 5/30 岩手日報 岩手日報社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで
http://www01e.iwate-np.co.jp/newspack/cgi-
bin/newspack_c.cgi?c_culture_l+CO2017053001001879_1

¥540,000

30 5/30 秋田魁新報 秋田魁新報社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.sakigake.jp/news/photo/20170530CO0101/1/?nv=ent ¥150,000

31 5/30 山形新聞 山形新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで
https://www.yamagata-
np.jp/news_core/index_pr.php?kate=Culture_Entertainment&no=2017053001001879

¥50,000

32 5/30 福島民報 福島民報社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://sv01.minpo.jp/globalnews/detail/2017053001001879 ¥80,000

33 5/30 福島民友 福島民友新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.minyu-net.com/newspack/KD2017053001001879.php ¥160,000

34 5/30 下野新聞SOON 下野新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで
http://www.shimotsuke.co.jp/news/domestic/culture/news/20170530/01001878/articlei
mage

¥110,000

35 5/30 上毛新聞ニュース 上毛新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.jomo-news.co.jp/ns/2017053001001879/news_zenkoku.html ¥100,000

36 5/30 東京新聞 中日新聞東京本社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017053001001879.html ¥600,000

37 5/30 カナロコ 神奈川新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.kanaloco.jp/article/254505 ¥250,000

38 5/30 ＠S 静岡新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.at-s.com/news/article/culture/national/364906.html ¥100,000

39 5/30 信毎web 信濃毎日新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.shinmai.co.jp/news/world/article.php?date=20170530&id=2017053001001879 ¥37,000

40 5/30 中日新聞 中日新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.chunichi.co.jp/s/article/2017053001001879.html ¥600,000

41 5/30 中日新聞プラス 中日新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで
http://chuplus.jp/news/article/detail.php?comment_id=462189&comment_sub_id=0&categ
ory_id=27

¥600,000

42 5/30 岐阜新聞Web 岐阜新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.gifu-np.co.jp/news/zenkoku/culture/CO20170530010018791719381A.shtml ¥150,000

43 5/30 日本海新聞 新日本海新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://ns.nnn.co.jp/knews/170530/20170530140.html ¥10,000

44 5/30 大阪日日新聞 大阪日日新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで https://www.nnn.co.jp/dainichi/knews/170530/20170530094.html ¥30,000

45 5/30 神戸新聞NEXT 神戸新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで https://www.kobe-np.co.jp/news/zenkoku/compact/201705/0010238578.shtml ¥420,000

46 5/30 京都新聞 京都新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.kyoto-np.co.jp/country/article/20170530000107 ¥150,000

47 5/30 中国新聞アルファ 中国新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで
https://www.chugoku-
np.co.jp/news/article/article.php?comment_id=346075&comment_sub_id=0&category_id=53
0

¥120,000

48 5/30 福井新聞 福井新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/199987 ¥80,000

49 5/30 山陰中央新報 山陰中央新報社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://211.12.233.11/newspack/modules/news/article.php?storyid=1458017014 ¥157,000

50 5/30 山陽新聞digital 山陽新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.sanyonews.jp/sp/article/539304/1/?rct=global ¥150,000

51 5/30 SHIKOKUNEWS 四国新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで
https://shikoku-
np.co.jp/national/culture_entertainment/photo.aspx?id=20170530000462&no=1

¥200,000

52 5/30 愛媛新聞ONLINE 愛媛新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで https://www.ehime-np.co.jp/article/ky201705301319400010 ¥180,000

53 5/30 徳島新聞WEb 徳島新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.topics.or.jp/worldNews/worldCulture/2017/05/2017053001001879.html ¥220,000

54 5/30 佐賀新聞 佐賀新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.saga-s.co.jp/news/national/10207/433764 ¥150,000



55 5/30 大分合同新聞 大分合同新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで https://www.oita-press.co.jp/1002000000/2017/05/30/NP2017053001001878 ¥100,000

56 5/30 長崎新聞 長崎新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.nagasaki-np.co.jp/f24/CO20170530/cu2017053001001879.shtml ¥60,000

57 5/30 くまにちコム 熊本新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで https://kumanichi.com/news/kyodo/culture/201705/20170530003.xhtml ¥150,000

58 5/30 宮崎日日新聞 宮崎日日新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで https://the-miyanichi.co.jp/news/Culture/2017053001001879.php ¥200,000

59 5/30 西日本新聞 西日本新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで https://www.nishinippon.co.jp/nlp/showbiz_news/article/332090/ ¥300,000

60 5/30 琉球新報 琉球新報 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://ryukyushimpo.jp/kyodo/entry-505253.html ¥480,000

61 5/30 BIGLOBEニュース ビッグローブ お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで https://news.biglobe.ne.jp/domestic/0530/kyo_170530_1075105888.html ¥1,500,000

62 5/30 E START GMOインサイト お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://start.jword.jp/topics/link/1042306/animan -

63 5/30 JapanNews JapanNews お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで
http://japan.shafaqna.com/JP/JP/hashtag/お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め
「星取県」ＰＲで

-

64 5/30 NewsPicks ユーザベース お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで https://newspicks.com/news/2275587?ref=index -

65 5/30 ORICON NEWS オリコン お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.oricon.co.jp/article/208009/ ¥1,000,000

66 5/30 Daily Sports online デイリースポーツ お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで https://www.daily.co.jp/society/culture/2017/05/30/0010238573.shtml ¥200,000

67 5/30 茨城新聞 茨城新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで
http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=CO2017053001001879.1.N.20170530T17
1937.xml&elem=z

¥150,000

68 5/30 高知新聞 高知新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで https://www.kochinews.co.jp/article/102335/ ¥180,000

69 5/30 新潟日報モア 新潟日報社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.niigata-nippo.co.jp/world/lifestyle/20170530326871.html ¥250,000

70 5/30 千葉日報 千葉日報社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.chibanippo.co.jp/newspack/20170530/411940 ¥30,000

71 5/30 中日スポーツ 中日新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://www.chunichi.co.jp/s/chuspo/article/2017053001001879.html ¥600,000

72 5/30 北日本新聞 北日本新聞社 お笑いの永野が平井知事に白旗　鳥取改め「星取県」ＰＲで http://webun.jp/item/7372036 ¥210,000

73 5/30 産経フォト 産経デジタル タレントも顔負けの平井知事　鳥取改め「星取県」ＰＲ http://www.sankei.com/photo/daily/news/170530/dly1705300021-n1.html ¥630,000

74 5/30 日本海新聞 新日本海新聞社 タレント篠原さんを「星取県スター大使」任命 https://www.nnn.co.jp/today/170530/20170530160.html ¥10,000

75 5/30 産経WEST 産経デジタル
お笑いタレントの永野に鳥取県の平井知事が助け船「うちもお金がない…」　「星取県」ＰＲ
で

http://www.sankei.com/west/news/170530/wst1705300060-n1.html ¥630,000

76 5/30 はてなブックマーク はてな 
お笑いタレントの永野に鳥取県の平井知事が助け船「うちもお金がない…」　「星取県」ＰＲ
で

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.sankei.com/west/news/170530/wst1705300060-
n1.html

¥300,000

77 5/30 日本海新聞 新日本海新聞社 星取県、特製パフェでＰＲ　とっとり・おかやま新橋館 https://www.nnn.co.jp/news/170530/20170530046.html ¥10,000

78 5/30 47NEWS 全国新聞ネット 星取県、特製パフェでＰＲ　とっとり・おかやま新橋館 http://www.47news.jp/localnews/tottori/2017/05/post_20170530113441.html ¥600,000

79 5/30 47NEWS（写真ニュース） 全国新聞ネット 星取県、特製パフェでＰＲ　とっとり・おかやま新橋館 http://www.47news.jp/photo/1630928.php ¥600,000

80 5/30 MANTAN WEB MANTAN 篠原ともえ：“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール https://this.kiji.is/242216083017483767 ¥200,000

81 5/30 毎日キレイ MANTAN 篠原ともえ：“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール https://mainichikirei.jp/article/20170530dog00m100001000c.html ¥100,000

82 5/30 マイナビニュース マイナビ 篠原ともえ：“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール http://news.mynavi.jp/news/2017/05/30/297/ ¥1,100,000

83 5/30 ネタりか ヤフー 篠原ともえ：“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール https://netallica.yahoo.co.jp/news/20170530-51935643-mantana ¥1,500,000

84 5/30 MY J:COM ジュピターテレコム 篠原ともえ：“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール http://news.myjcom.jp/entertainment/story/20170530dyo00m200012000c.html ¥100,000

85 5/30 E START GMOインサイト ［篠原ともえ］“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール http://start.jword.jp/topics/link/1042150/entame -

86 5/30 2NN 2NN ［篠原ともえ］“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール https://newsnavi.2ch.net/mnewsplus/1496141531/ -

87 5/30 YAHOO!JAPAN BEAUTY ヤフー ［篠原ともえ］“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール https://beauty.yahoo.co.jp/enta/articles/711146 ¥1,500,000

88 5/30 毎日新聞 毎日新聞社 ［篠原ともえ］“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール https://mainichi.jp/articles/20170530/dyo/00m/200/012000c ¥2,130,000

89 5/30 ニコニコニュース ニワンゴ ［篠原ともえ］“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール http://news.nicovideo.jp/watch/nw2806241 ¥800,000

90 5/30 antenna グライダーアソシエイツ ［篠原ともえ］“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール https://antenna.jp/articles/5174053 ¥160,000

91 5/31 ＭＡｉＤｉＴＶ MANTAN 篠原ともえ：“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール https://maidigitv.jp/movie/dDuEhVNoSkc.html ¥100,000

92 5/31 YAHOO!JAPANニュース ヤフー ［篠原ともえ］“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170531-00000003-mantanv-ent ¥6,000,000

93 5/31 gooニュース NTTレゾナント ［篠原ともえ］“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール https://news.goo.ne.jp/movie/entertainment/maidigitv-92588.html ¥500,000

94 5/31 exciteニュース エキサイト ［篠原ともえ］“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール http://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20170531/MaidigiTv_92588.html ¥750,000

95 5/31 TheNews ニュース・サービス・センター ［篠原ともえ］“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール http://smph.thenews.ne.jp/detail/997446/?m=top_newslist_ent ¥200,000

96 5/31 BIGLOBEニュース ビッグローブ ［篠原ともえ］“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/0531/mdg_170531_6949731020.html ¥1,500,000

97 5/31 Cubeニュース キューブ・ソフト ［篠原ともえ］“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール http://news.cube-soft.jp/archive/1400044.html ¥50,000

98 5/31 ハッカドール DeNA ［篠原ともえ］“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール https://web.hackadoll.com/n/AmEY -

99 5/31 ＠nifty ニュース ニフティ ［篠原ともえ］“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール https://news.nifty.com/article/entame/showbizd/12155-92588/ ¥400,000

100 5/31 msn動画 マイクロソフト ［篠原ともえ］“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール

https://www.msn.com/ja-
jp/video/entertainment/%e7%af%a0%e5%8e%9f%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%88%e3%80%81%
e2%80%9c%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%a4%a7%e4%bd%bf%e2%80%9d%e3%81%ab%e5%
b0%b1%e4%bb%bb-

¥1,440,000



101 6/1 YAHOO!JAPAN!映像トピックスヤフー ［篠原ともえ］“スター大使”に就任　手作りワンピ＆ヘッドドレスで“星取県”アピール https://videotopics.yahoo.co.jp/video/maidigitv/117472 ¥1,500,000

102 5/30 MANTAN WEB MANTAN ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発 https://mantan-web.jp/2017/05/30/20170530dog00m200019000c.html ¥200,000

103 5/30 msn ニュース マイクロソフト ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発

http://www.msn.com/ja-
jp/news/video/%e6%b0%b8%e9%87%8e%e3%80%81%e6%8c%81%e3%81%a1%e3%83%8d%e3%82%
bf%e3%81%86%e3%81%91%e3%81%9a%e2%80%a6-
%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%b1%a0%e5%b4%8e%e3

¥2,500,000

104 5/31 マイナビニュース マイナビ ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発 http://news.mynavi.jp/news/2017/05/30/319/ ¥1,100,000

105 5/30 YAHOO!JAPANニュース ヤフー ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170530-00000013-mantan-ent ¥6,000,000

106 5/30 毎日新聞 毎日新聞社 ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発 https://mainichi.jp/articles/20170530/dyo/00m/200/013000c?inb=fe ¥2,130,000

107 5/30 ネタりか ヤフー ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発 https://netallica.yahoo.co.jp/news/20170530-56075568-mantana ¥1,500,000

108 5/30 NEWSPECT NEWSPECT ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発 http://newspect.jp/detail/87565 -

109 5/30 MY J:COM ジュピターテレコム ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発 http://news.myjcom.jp/entertainment/story/20170530dyo00m200013000c.html ¥100,000

110 5/30 河北新報 河北新報社 ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発 http://sp.kahoku.co.jp/enta/news/20170530dog00m200019000c.html ¥180,000

111 5/30 伊豆新聞  伊豆新聞本社 ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発 http://izu-np.co.jp/enta/news/20170530dog00m200019000c.html ¥180,000

112 5/30 Scoopnest Scoopnest ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発 http://www.scoopnest.com/ja/user/mantanweb/869486937991766016 -

113 5/30 E START GMOインサイト ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発 http://start.jword.jp/topics/link/1042247/ -

114 5/30 ニコニコニュース ニワンゴ ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発 http://news.nicovideo.jp/watch/nw2806264 ¥800,000

115 5/31 ＭＡｉＤｉＴＶ MANTAN ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発 https://maidigitv.jp/movie/fytqAZb8P-E.html ¥100,000

116 5/31 2NN 2NN ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発 http://www.2nn.jp/mnewsplus/1496173267/ -

117 5/31 ハッカドール DeNA ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発 https://web.hackadoll.com/n/AmEZ -

118 5/31 娯人堂 娯人堂 ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発 http://gojindo.net/2017/05/31/537136/ -

119 5/31 世相アンテナ 世相アンテナ ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発 http://n-seso.net/2017/05/31/729457/ -

120 6/1 Cubeニュース キューブ・ソフト ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発 http://news.cube-soft.jp/archive/1405473.html ¥50,000

121 6/1 ＠nifty ニュース ニフティ ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発 https://news.nifty.com/article/entame/showbizd/12155-92639/ ¥400,000

122 6/1 BIGLOBEニュース ビッグローブ ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発

https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/0601/mdg_170601_2010924515.html

¥1,500,000

123 6/1 msn動画 マイクロソフト ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発

https://www.msn.com/ja-
jp/video/watch/%e6%b0%b8%e9%87%8e%e3%80%81%e6%8c%81%e3%81%a1%e3%83%8d%e3%82%bf%e3%81%86
%e3%81%91%e3%81%9a%e2%80%a6-
%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%b1%a0%e5%b4%8e%e3%81%ae%e3
%80%8c%e3%82%a4%e3%82%a7%e3%82%a7%e3%82%a7%e3%82%a4%ef%bc%81%e3%80%8d%e9%80%a3%e7%99

¥1,440,000

124 6/1 TheNews ニュース・サービス・センター ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発

http://smph.thenews.ne.jp/detail/997593

¥200,000

125 6/1 YAHOO!JAPAN!映像トピックスヤフー ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発

https://videotopics.yahoo.co.jp/video/maidigitv/117474

¥1,500,000

126 6/1 exciteニュース エキサイト ［永野］持ちネタうけず…　サンシャイン池崎の「イェェェイ！」連発

http://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20170601/MaidigiTv_92639.html

¥750,000

127 5/30 ORICON NEWS オリコン 永野、サンシャイン池崎のネタパクる　篠原ともえはブルゾンなりきり http://www.oricon.co.jp/news/2091552/full/ ¥1,000,000

128 5/30 オリコンミュージックストア オリコン 永野、サンシャイン池崎のネタパクる　篠原ともえはブルゾンなりきり http://music.oricon.co.jp/php/news/NewsInfo.php?news=2091552 ¥400,000

129 5/30 exciteニュース エキサイト 永野、サンシャイン池崎のネタパクる　篠原ともえはブルゾンなりきり http://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20170530/Oricon_2091552.html ¥750,000

130 5/30 Woman excite エキサイト 永野、サンシャイン池崎のネタパクる　篠原ともえはブルゾンなりきり https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_OriconStyle_2091552/ ¥650,000

131 5/30 msn ニュース マイクロソフト 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり
http://www.msn.com/ja-jp/news/entertainment/永野、サンシャイン池崎のネタパクる-篠
原ともえはブルゾンなりきり/ar-BBBFlON

¥2,500,000

132 5/30 msn動画 マイクロソフト 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり

http://www.msn.com/ja-
jp/video/watch/%e6%b0%b8%e9%87%8e%e3%80%81%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%
a3%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%b1%a0%e5%b4%8e%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%82%bf%e3%83%91%
e3%82%af%e3%82%8b-

¥1,440,000

133 5/30 毎日新聞 毎日新聞社 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://mainichi.jp/articles/20170530/orc/00m/200/033000c ¥2,130,000

134 5/30 Infoseek楽天NEWS 楽天 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり https://news.infoseek.co.jp/article/oricon_2091552/ ¥1,500,000

135 5/30 楽天WOMAN 楽天 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり https://woman.infoseek.co.jp/news/photo/oricon_2091552 ¥500,000

136 5/30 NACK5 エフエムナックファイブ 永野、サンシャイン池崎のネタパクる　篠原ともえはブルゾンなりきり http://www.nack5.co.jp/oricon_2091552.shtml ¥50,000

137 5/30 GyaO! GyaO 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり https://gyao.yahoo.co.jp/player/11083/v00002/v0000000000000000324/ ¥1,000,000

138 5/30 TBSデジストア TBS 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり https://spstore.tbs.co.jp/news/detail.php?id=2091552 ¥100,000

139 5/30 livedoor NEWS LINE 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://news.livedoor.com/article/detail/13133280/ ¥1,500,000

140 5/30 福島民友 福島民友新聞社 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://www.minyu-net.com/oricon/OR2091552.php ¥160,000

141 5/30 秋田魁新報 秋田魁新報社 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://www.sakigake.jp/news/photo/20170530OR0034/1/ ¥150,000

142 5/30 千葉日報 千葉日報社 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり https://www.chibanippo.co.jp/life/oricon/411933 ¥30,000

143 5/30 カナロコ 神奈川新聞社 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://www.kanaloco.jp/article/254498 ¥250,000

144 5/30 AGARA 紀伊民報 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://www.agara.co.jp/news/entame/?i=2091552 ¥150,000

145 5/30 山陽新聞digital 山陽新聞社 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://www.sanyonews.jp/article/539297/1/?rct=oricon ¥150,000

146 5/30 愛媛新聞ONLINE 愛媛県 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり https://www.ehime-np.co.jp/article/201705300034 ¥180,000



147 5/30 373news.com 南日本新聞社 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://373news.com/_news/oricon/kiji.php?id=2091552 ¥300,000

148 5/30 沖縄タイムスプラス 沖縄タイムス社 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/99865 ¥150,000

149 5/30 E START GMOインサイト 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://start.jword.jp/topics/link/1041991/animan -

150 5/30 日刊アメーバニュース サイバーエージェント 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://news.ameba.jp/20170530-709/ ¥1,200,000

151 5/30 YAHOO!JAPANニュース ヤフー 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170530-00010002-oricv-ent ¥6,000,000

152 5/30 YAHOO!JAPAN!映像トピックスヤフー 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり https://videotopics.yahoo.co.jp/video/oriconnews/117147 ¥1,500,000

153 5/30 gooニュース NTTレゾナント 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり https://news.goo.ne.jp/article/oricon/entertainment/oricon-2091552.html ¥500,000

154 5/30 プリ画像 ＧＭＯ 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり https://news.prcm.jp/article/108542 -

155 5/30 dmenu ニュース NTTドコモ 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://topics.smt.docomo.ne.jp/pictures/gallery/geinou/oricon-2091552 ¥50,000

156 5/30 Scoopnest Scoopnest 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://www.scoopnest.com/ja/user/oricon/869489492033388544 -

157 5/30 芸旬なび 芸旬なび 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://geishun-navi.com/entry-13564/ -

158 5/30 Panasonic Panasonic 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://club.panasonic.jp/oriconnews/detail/?id=2091552 ¥50,000

159 5/30 ＠nifty ニュース ニフティ 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり https://news.nifty.com/article/entame/showbizd/12173-oric2091552/ ¥400,000

160 5/30 ＠T COM NEWS TOKAIコミュニケーションズ 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://cont.t-com.ne.jp/entame/180154_1.html -

161 5/30 47NEWS 全国新聞ネット 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://www.47news.jp/topics/entertainment/oricon/culture/228882.html ¥600,000

162 5/30 BIGLOBEニュース ビッグローブ 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/0530/ori_170530_4837714734.html ¥1,500,000

163 5/30 Felia! 南日本新聞社 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://mall.373news.com/felia/?oricon_news=2091552-2 ¥300,000

164 5/30 mixi ニュース ミクシィ 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=4596740&media_id=54 ¥400,000

165 5/30 msnエンタメ マイクロソフト 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり

http://www.msn.com/ja-
jp/tv/watch/%e6%b0%b8%e9%87%8e%e3%80%81%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3
%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%b1%a0%e5%b4%8e%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%82%bf%e3%83%91%e3
%82%af%e3%82%8b-

¥2,500,000

166 5/30 ORICONキャリア オリコン 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://career.oricon.co.jp/news/2091552/full/ ¥1,000,000

167 5/30 TheNews ニュース・サービス・センター 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://smph.thenews.ne.jp/detail/996932 ¥200,000

168 5/30 TNCニュース TOKAIネットワーククラブ 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://news.tnc.ne.jp/entame/180154_1.html -

169 5/30 Ｗｅｂ東奥 東奥日報社 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://www.toonippo.co.jp/news_kyd/oricon/article.asp?id=2091552&category=10 ¥200,000

170 5/30 グノシー Gunosy 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり https://gunosy.com/articles/Rm97c ¥500,000

171 5/30 ニコニコニュース ニワンゴ 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://news.nicovideo.jp/watch/nw2805995 ¥800,000

172 5/30 みやビズ 宮城日日新聞社 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり https://miyabiz.com/special/oricon/detail.php?oriconid=entertainment/201705302091552 ¥1,500,000

173 5/30 宮崎日日新聞 宮崎日日新聞社 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり
http://www.the-
miyanichi.co.jp/special/oricon/index.php?oriconid=entertainment/201705302091552

¥200,000

174 5/30 上毛新聞ニュース 上毛新聞社 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://www.jomo-news.co.jp/ns/2091552/oricon.html ¥100,000

175 5/30 大分合同新聞 大分合同新聞社 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://www.oita-press.co.jp/1009000000/2017/05/30/ORI2091552 ¥100,000

176 5/30 徳島新聞WEb 徳島新聞社 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://www.topics.or.jp/entame/news/64036.html ¥220,000

177 5/30 福井新聞 福井新聞社 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/199955 ¥80,000

178 5/30 娯人堂 娯人堂 永野、サンシャイン池崎のネタパクる 篠原ともえはブルゾンなりきり http://gojindo.net/2017/05/30/537010/ -

179 5/30 FMK FMクマモト 永野、全力で池崎のネタパクる http://fmk.fm/oricon/oricon_dtl.php?id=2091552 ¥50,000

180 5/30 FM FUKUOKA エフエムフクオカ 永野、全力で池崎のネタパクる http://www.fmfukuoka.co.jp/oricon/main.php?id=2091552 ¥50,000

181 5/30 KKB　 FM鹿児島 永野、全力で池崎のネタパクる http://www.kkb.co.jp/oricon_style/oricon_style_detail.php?rep_id=2091552 ¥50,000

182 5/30 朝日新聞DIGITAL 朝日新聞社 永野、全力で池崎のネタパクる http://www.asahi.com/and_w/interest/entertainment/CORI2091552.html ¥2,500,000

183 5/30 FM愛知 エフエム愛知 永野、全力で池崎のネタパクる http://fma.co.jp/news/?newsid=2091552&c=10 ¥50,000

184 5/30 OHK岡山放送 岡山放送 永野、全力で池崎のネタパクる http://www.ohk.co.jp/entame/news.php?ID=2091552 ¥100,000

185 5/30 ZIP-FM77.8 ZIP-FM 永野、全力で池崎のネタパクる http://zip-fm.co.jp/oricon/2091552.asp ¥50,000

186 5/30 ふくしまFM ふくしまFM 永野、全力で池崎のネタパクる http://www.fmf.co.jp/pc2/oricon/?article=2091552 ¥50,000

187 5/30 宅ふぁいる便   大阪ガス行動観察研究所 永野、全力で池崎のネタパクる https://c.filesend.to/ct/rss/body.php?nid=2091552&tb=2&category=enews ¥550,000

188 5/30 メーテレ 名古屋テレビ放送 永野、全力で池崎のネタパクる http://www.nagoyatv.com/news/geinou.html?o=1&id=2091552&p=1 ¥100,000

189 5/30 日テレNEWS24 日本テレビ 永野　鳥取県知事とサンシャイン池崎！？ http://www.news24.jp/articles/2017/05/30/08362904.html ¥100,000

190 5/30 東スポWeb 東京スポーツ新聞社 永野が鳥取県知事の即興ギャグにタジタジ「見事すぎる」 http://www.tokyo-sports.co.jp/entame/entertainment/691135/ ¥200,000

191 5/30 antenna グライダーアソシエイツ 永野が鳥取県知事の即興ギャグにタジタジ「見事すぎる」 https://antenna.jp/articles/5173686 ¥160,000

192 5/30 dmenu ニュース NTTドコモ 永野が鳥取県知事の即興ギャグにタジタジ「見事すぎる」
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/tokyosports/entertainment/tokyosports-entame-
entertainment-691135

¥50,000



193 5/30 gooニュース NTTレゾナント 永野が鳥取県知事の即興ギャグにタジタジ「見事すぎる」
https://news.goo.ne.jp/article/tokyosports/entertainment/tokyosports-entame-
entertainment-691135.html

¥500,000

194 5/30 livedoor NEWS LINE 永野が鳥取県知事の即興ギャグにタジタジ「見事すぎる」 http://news.livedoor.com/article/detail/13132985/ ¥1,500,000

195 5/30 YAHOO!JAPANニュース ヤフー 永野が鳥取県知事の即興ギャグにタジタジ「見事すぎる」 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170530-00000017-tospoweb-ent ¥6,000,000

196 5/30 exciteニュース エキサイト 永野が鳥取県知事の即興ギャグにタジタジ「見事すぎる」 http://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20170530/TokyoSports_691135.html ¥750,000

197 5/31 はてなブックマーク はてな 永野が鳥取県知事の即興ギャグにタジタジ「見事すぎる」 http://b.hatena.ne.jp/entry/www.tokyo-sports.co.jp/entame/entertainment/691135/ ¥300,000

198 5/30 スポーツ報知 報知新聞社 永野、自身のギャグ受けず…サンシャイン池崎のネタ何度もパクり「イエーイッ！」 http://www.hochi.co.jp/entertainment/20170530-OHT1T50108.html ¥850,000

199 5/30 dmenu ニュース NTTドコモ 永野、自身のギャグ受けず…サンシャイン池崎のネタ何度もパクり「イエーイッ！」 http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/hochi/entertainment/20170530-134-OHT1T50108 ¥50,000

200 5/30 gooニュース NTTレゾナント 永野、自身のギャグ受けず…サンシャイン池崎のネタ何度もパクり「イエーイッ！」 https://news.goo.ne.jp/article/hochi/entertainment/20170530-134-OHT1T50108.html ¥500,000

201 5/30 infoseek楽天NEWS 楽天 永野、自身のギャグ受けず…サンシャイン池崎のネタ何度もパクり「イエーイッ！」 https://news.infoseek.co.jp/article/20170530hochi108/ ¥1,500,000

202 5/30 livedoor NEWS LINE 永野、自身のギャグ受けず…サンシャイン池崎のネタ何度もパクり「イエーイッ！」 http://news.livedoor.com/article/detail/13132741/ ¥1,500,000

203 5/30 YAHOO!JAPANニュース ヤフー 永野、自身のギャグ受けず…サンシャイン池崎のネタ何度もパクり「イエーイッ！」 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170530-00000108-sph-ent ¥6,000,000

204 5/30 楽天WOMAN 楽天 永野、自身のギャグ受けず…サンシャイン池崎のネタ何度もパクり「イエーイッ！」 https://woman.infoseek.co.jp/news/entertainment/20170530hochi108 ¥500,000

205 5/31 YAHOO!JAPAN!映像トピックスヤフー 篠原ともえ、知事に「35億」求めると
https://videotopics.yahoo.co.jp/videolist/official/news_business/pd0912f78c625a326e5b8
828c3d764df7

¥1,500,000

206 5/31 JCCテレビ テレビ大阪 鳥取県改め「星取県」全国一の星空をアピール http://jcc.jp/news/12285568/ ¥100,000

207 5/31 47NEWS 全国新聞ネット 鳥取県が「星取県」 スター大使に篠原ともえさん任命 http://www.47news.jp/localnews/tottori/2017/05/post_20170531104058.html ¥600,000

208 5/31 山陰中央新報 山陰中央新報社 鳥取県が「星取県」 スター大使に篠原ともえさん任命 https://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/article.php?storyid=565428005 ¥157,000

209 5/31 SANSPO.COM 産経デジタル 鳥取県が「星取県」 スター大使に篠原ともえさん任命 http://www.sanspo.com/geino/news/20170531/geo17053105000007-n1.html ¥250,000

210 5/31 girlswalker.com W TOKYO 永野はネタをパクリまくり http://girlswalker.com/topics/entertainment/2017/05/31/88960/ ¥450,000

211 5/31 SANSPO.COM 産経デジタル “宙ガール”篠原ともえ、鳥取県の「スター大使」に http://www.sanspo.com/geino/news/20170531/geo17053105000007-n1.html ¥250,000

212 5/31 dmenu ニュース NTTドコモ “宙ガール”篠原ともえ、鳥取県の「スター大使」に
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/sanspo/entertainment/sanspo-
geo1705310007?fm=latestnews

¥50,000

213 5/31 livedoor NEWS LINE “宙ガール”篠原ともえ、鳥取県の「スター大使」に http://news.livedoor.com/article/detail/13135458/ ¥1,500,000

214 5/31 YAHOO!JAPANニュース ヤフー “宙ガール”篠原ともえ、鳥取県の「スター大使」に https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170531-00000009-sanspo-ent ¥6,000,000

215 5/31 gooニュース NTTレゾナント “宙ガール”篠原ともえ、鳥取県の「スター大使」に https://news.goo.ne.jp/article/sanspo/entertainment/sanspo-geo1705310007.html ¥500,000

216 5/31 msnエンタメ マイクロソフト “宙ガール”篠原ともえ、鳥取県の「スター大使」に

http://www.msn.com/ja-
jp/entertainment/celebrity/%e2%80%9c%e5%ae%99%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%83%ab%e2%80
%9d%e7%af%a0%e5%8e%9f%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%88%e3%80%81%e9%b3%a5%e5%8f%96%
e7%9c%8c%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%a4%a7%e4%bd%bf%e3%

¥2,500,000

217 5/31 msn ニュース マイクロソフト “宙ガール”篠原ともえ、鳥取県の「スター大使」に

http://www.msn.com/ja-
jp/news/entertainment/%e2%80%9c%e5%ae%99%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%83%ab%e2%80%9d
%e7%af%a0%e5%8e%9f%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%88%e3%80%81%e9%b3%a5%e5%8f%96%e7%
9c%8c%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%a4%a7%e4%bd%bf%e3%80%

¥2,500,000

218 5/31 グノシー Gunosy “宙ガール”篠原ともえ、鳥取県の「スター大使」に https://gunosy.com/articles/aaWnu ¥500,000

219 5/31 JCCテレビ テレビ大阪 ＜ＳＨＯＷＢＩＺ２４＞篠原ともえ県知事と“３５億” http://jcc.jp/news/12284970/ ¥100,000

220 5/31 ＭＡｉＤｉＴＶ MANTAN 【動画】永野のネタ披露に鳥取県知事もノリノリ https://maidigitv.jp/movie/1axX76_wBJg.html ¥100,000

221 5/31 MANTAN WEB MANTAN 【動画】永野のネタ披露に鳥取県知事もノリノリ https://mantan-web.jp/movie/1axX76_wBJg.html ¥200,000

222 5/31 ネタりか ヤフー 【動画】永野のネタ披露に鳥取県知事もノリノリ https://netallica.yahoo.co.jp/news/20170531-86438776-maidigitv ¥1,500,000

223 5/31 E START GMOインサイト 【動画】永野のネタ披露に鳥取県知事もノリノリ http://start.jword.jp/topics/link/1043708/entame -

224 6/1 YAHOO!JAPAN!映像トピックスヤフー 【動画】永野のネタ披露に鳥取県知事もノリノリ https://videotopics.yahoo.co.jp/video/maidigitv/117473 ¥1,500,000

225 5/31 JCASTテレビウォッチ ジェイ･キャスト 『星取県』に改名した鳥取県　県内どこからでも天の川が見える澄んだ空 https://www.j-cast.com/tv/2017/05/31299320.html ¥650,000

226 5/31 livedoor NEWS LINE 『星取県』に改名した鳥取県　県内どこからでも天の川が見える澄んだ空 http://news.livedoor.com/article/detail/13137448/ ¥1,500,000

227 5/31 グノシー Gunosy 『星取県』に改名した鳥取県　県内どこからでも天の川が見える澄んだ空 https://gunosy.com/articles/aOFTi ¥500,000

228 5/31 日本海新聞 新日本海新聞社 来県「星(ほっし)とり」ます　スター大使に篠原さん http://www.nnn.co.jp/news/170531/20170531001.html ¥10,000

229 5/31 47NEWS 全国新聞ネット 来県「星(ほっし)とり」ます　スター大使に篠原さん http://www.47news.jp/localnews/tottori/2017/05/post_20170531112116.html ¥600,000

230 5/31 中国新聞アルファ 中国新聞社 鳥取は星取県　篠原さんが大使に
http://www.chugoku-
np.co.jp/local/news/article.php?comment_id=346318&comment_sub_id=0&category_id=110

¥120,000

231 5/31 TBS NEWS TBS 鳥取県は星空県イェェェイ！ http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3067219.html ¥100,000

232 5/31 BIGLOBEニュース ビッグローブ 鳥取県は星空県イェェェイ！ https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/0531/tbs_170531_5987182448.html ¥1,500,000

233 5/31 BSN新潟放送 新潟放送 鳥取県は星空県イェェェイ！ https://www.ohbsn.com/news/detail/jnnzenkoku20170531_3067219.php ¥100,000

234 5/31 Cubeニュース キューブ・ソフト 鳥取県は星空県イェェェイ！ http://news.cube-soft.jp/archive/1398187.html?play ¥50,000

235 5/31 MRO北陸放送 北陸放送 鳥取県は星空県イェェェイ！ http://www.mro.co.jp/news/detail.php?type=jnn&cd=3067219 ¥100,000

236 5/31 MY J:COM ジュピターテレコム 鳥取県は星空県イェェェイ！ http://news.myjcom.jp/video/story/3067219.html ¥100,000

237 5/31 RSK山陽放送 山陽放送 鳥取県は星空県イェェェイ！ https://www.rsk.co.jp/news/news_jnn.cgi?cat=6&id=3067219 ¥100,000

238 5/31 exciteニュース エキサイト 鳥取県は星空県イェェェイ！ http://www.excite.co.jp/News/society_g/20170531/Tbs_news_92550.html ¥750,000



239 5/31 マイナビニュース マイナビ 鳥取県は星空県イェェェイ！ http://news.mynavi.jp/news/2017/05/31/272/ ¥1,100,000

240 6/1 朝日新聞DIGITAL 朝日新聞社 鳥取）篠原さんをスター大使に任命　星取県ＰＲで県 http://www.asahi.com/articles/ASK5Z4WNVK5ZPUUB009.html ¥2,500,000

241 6/2 日本海スタイル 日本海スタイル事業実行委員会 「星取県」スター大使／篠原ともえさん任命／きれいに見える環境ＰＲ http://nihonkai-style.com/style/tottori/4628 -

242 6/3 日本海新聞 新日本海新聞社 「山の日」大会や「星取県」と連携　実行委 http://www.nnn.co.jp/news/170603/20170603053.html ¥10,000

243 6/3 47NEWS 全国新聞ネット 「山の日」大会や「星取県」と連携　実行委 http://www.47news.jp/localnews/tottori/2017/06/post_20170603122208.html ¥600,000

244 6/4 Jタウンネット東京都 ジェイ･キャスト 鳥取県、また県名を変える（2年半ぶり2度目） http://j-town.net/tokyo/news/localnews/244165.html?p=all ¥80,000

245 6/4 ニコニコニュース ニワンゴ 鳥取県、また県名を変える（2年半ぶり2度目） http://news.nicovideo.jp/watch/nw2814327 ¥800,000

246 6/4 ＠nifty ニュース ニフティ 鳥取県、また県名を変える（2年半ぶり2度目） https://news.nifty.com/article/item/neta/12150-244165/ ¥400,000

247 6/4 2NN 2NN 鳥取県、また県名を変える（2年半ぶり2度目） http://www.2nn.jp/femnewsplus/1496604042/ -

248 6/4 楽天WOMAN 楽天 鳥取県、また県名を変える（2年半ぶり2度目） https://woman.infoseek.co.jp/news/neta/jtownnet_244165 ¥500,000

249 6/4 mixi ニュース ミクシィ 鳥取県、また県名を変える（2年半ぶり2度目） http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=4604895&media_id=241 ¥400,000

250 6/4 ネタりか ヤフー 鳥取県、また県名を変える（2年半ぶり2度目） https://netallica.yahoo.co.jp/news/20170604-46390139-jtown ¥1,500,000

251 6/4 Infoseek楽天NEWS 楽天 鳥取県、また県名を変える（2年半ぶり2度目） https://news.infoseek.co.jp/article/jtownnet_244165/ ¥1,500,000

252 6/4 日刊アメーバニュース サイバーエージェント 鳥取県、また県名を変える（2年半ぶり2度目） http://news.ameba.jp/20170604-712/ ¥1,200,000

253 6/4 グノシー Gunosy 鳥取県、また県名を変える（2年半ぶり2度目） https://gunosy.com/articles/RM4rv ¥500,000

254 6/4 BIGLOBEニュース ビッグローブ 鳥取県、また県名を変える（2年半ぶり2度目） https://news.biglobe.ne.jp/trend/0604/jtn_170604_3615616685.html ¥1,500,000

255 6/4 gooニュース NTTレゾナント 鳥取県、また県名を変える（2年半ぶり2度目） https://news.goo.ne.jp/article/jtown/region/jtown-244165.html ¥500,000

256 6/4 livedoor NEWS LINE 鳥取県、また県名を変える（2年半ぶり2度目） http://news.livedoor.com/article/detail/13157287/ ¥1,500,000

257 6/4 dmenu ニュース NTTドコモ 鳥取県、また県名を変える（2年半ぶり2度目） http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/jtown/region/jtown-244165 ¥50,000

258 6/4 DailyNewsOnline メディアシンク 鳥取県、また県名を変える（2年半ぶり2度目） http://dailynewsonline.jp/article/1318493/ ¥400,000

WEB計 ¥181,671,000

合　計 ¥276,869,699


