
プレイブ株式会社

危機管理広報サービスの概要
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１年間の企業・団体の謝罪会見数

推定：180回以上→約2日に1回どこかでトップがお辞儀！
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危機管理に失敗すると

会社全体の危機認識ミスからの対応遅れ・情報

開示の失敗

→ 疑惑報道拡散

社会の公器＝悪徳企業

商品・サービス＝疑惑の事業運営

→社会全体にネガティブ・イメー浸透

構築した信頼性

コーポレート・ブランド崩壊

制裁・処分・責任追及
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危機管理コンサルティングサービス全体メニュー

リスク測定と対応戦略提案
情報収集・報道分析・報道

予測

危機の進展を予測し、意思

決定の選択肢（デシジョン

ツリー）を提示

ポジションペーパーの作成

公表方法のアドバイス（タ

イミング、場所、手法）

ステートメント・プレスリ

リース・レター作成・監修

想定される質問の提案と回

答話法（ＦＡＱ）のアドバ

イス

顧客、取引先への対応、ア

ナウンスメントのコンサル

ティング・実務支援

マスコミ対応コンサルティ

ング・実務支援

管轄官庁をはじめとする当

局への対応・報告のコンサ

ルティング・実務支援

社内へのアナウンスメント

のコンサルティング・実務

支援

社内説明会の開催支援アド

バイス

メディアトレーニング

スポークスパーソン・トッ

プトレーニング

緊急記者会見のコンサル

ティング・実務支援
危機管理体制構築支援 危機管理マニュアル作成
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コンサルタント 略歴

村 清貴 （危機管理トップコンサルタント/メディアトレーナー）

プレイブ株式会社 顧問

◼ 1988年に慶応義塾大学を卒業。1992年に国内大手PR会社の共同ピーアール株式会社（JASDAQ上
場）へ入社。2012年国内大手PR会社の株式会社プラップジャパン（JASDAQ上場）へ執行役員として
入社、2017年11月同社取締役就任、2019年11月末退任後に同社エグゼクティブ・アドバイザーに就
任。約30年に渡り広報/IRのコンサルタント経験を持つ。

◼ 企業広報全般、 TOP広報コンサルティング、 危機管理コンサルティングを主業務として、重大な適時
開示案件の広報戦略や危機管理広報業務に従事。上場・未上場を問わず300社を超える企業広報の危
機管理コンサルティング・リスクマネジメント経験を有す。

◼ PR会社の外部コンサルタントにとどまらず、事業会社の委託を受けて企業内に出向し、広報責任職と
しての業務執行歴も持つ。特に、平成最大の企業事件といわれるライブドア事件において、07年～12
年末まで約6年間ライブドア（LDH）の広報・IRマネージャーに就任。また世界最大の玩具メーカー
マテル社の08年～10年までの大規模リコール事件時、同社リスク広報担当者に就任。また2014年よ
り、大手通信教育会社ベネッセホールディングスの広報本部長に就任し、大規模個人情報漏洩事件の
対応指揮を行い、更に2015年 日本マクドナルドの社長謝罪会見をプロデュースし異物混入事件のダ
メージコントロールを成功させた。

◼ 企業向けメディアトレーニング・広報トレーニング・セミナー講師として１,０００件以上の経験を保
持

◼ 2015年 慶応義塾大学 メディア・コミュニケーション研究所 非常勤講師に就任

◼ 2020年 12月 プレイブ株式会社 顧問に就任
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危機管理対応実績の内容例
※クライシスが実際に起きてしまった場合の危機管理コンサルタントは遂行に要 した時間分のタイムフィーでサポートとなります。

・
・製品データ・検査データ偽装
・大規模損失による経営破綻
・食品への異物混入により健康被害発生
・賞味期限・消費期限の偽装に伴う自主回収
・個人情報流出
・論文データ偽装

大型不祥事

・役員のリベート授受による背任・横領
・役員の痴漢事件による逮捕
・社員の商標法違反事件による逮捕
・社員がストーカー行為で逮捕

不正行為・事件

・金商法違反による法人への責任追及
・談合に対する課徴金などの行政処分
・特定商法取引違反による業務停止命令
・所得隠し/申告漏れによる税務・修正申告
・第三種郵便の不正利用問題

法令違反

・有価証券報告書の虚偽記載に関する株式損害賠請求訴訟
・社員の過労自殺および労災申請拒否に伴う訴訟関連
・役員の解任および、解任に対する役員からの提訴問題
・第三者割当増資による企業買収と株主からの無効提訴問題

訴訟関連

・民事再生・会社更生法申請に伴うメディア・消費者・債権者対応
・監査意見不表明回避に関連したレピュテーションリスク対応
・子会社の売却に伴うリーク報道対応
・公開買付による企業買収とそのレピュテーションリスク対応
・社長交代に伴うリスク対応

重大事項関連

豊富な実務経験
と暗黙知
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ご契約の形態と料金体系

◼ （Ａ） 危機管理顧問契約

軽度のトラブルや相談案件が発生した場合の簡易アドバイスと万が一のクライシス発生時には、

トップコンサルタントの即時対応と優先保証をお約束させて頂くための顧問契約です。

月額基本フィー￥100,000×12ヶ月 ＜年間基本契約額＞120万円

◼ （B） クライシス対応コンサルティング

クライシスが実際に起きてしまった時に、経験豊富な危機管理コンサルタントが的確なアドバイ

スを実施し、意思決定や情報収集など、リアルタイム対応のコンサルティングを実施し、企業・

組織をお守りします。その業務に要した時間分に応じたタイムフィーのみを御請求します。

業務遂行に要した時間 × ＜タイムチャージ＞1時間＠３万円～５万円

［消費税別］

危機が起こる前の組織内における軽度トラブルへのアドバイスや情報共有などの顧問対応と、
実際に危機が起きてしまった場合の実務リスク広報支援サービスがセットになっています。

（＊）会議参加のために要した時間、電
話およびメールによる相談に応じた時間、
文書チェックおよび事案に必要な情報収
集、分析に要した時間等。



トレーニングと危機管理マニュアル

単発オプションサービス
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なぜ、多くの企業は危機管理対応に失敗するのか？

◼ ノウハウの欠如（経験不足）

➔ 普通、不祥事を起すことは稀

◼ クライシスコミュニケーションの失敗

➔ 危機管理時のメディアリテラシー、メディア対応ノウハウがない

パニック時の情報処理能力
（情報摂取力、理解力、判断力、決断力）は

平常時の20％に低下

メディアの価値基準を知った上で、
事前体制構築・トレーニング・対応能力が問われる
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各種トレーニングプログラム

◆メディア･トレーニング
インタビューシミュレーション /記者会見シミュレーション

◆アナリスト説明会トレーニング

◆株主総会トレーニング

◆プレゼンテーショントレーニング

◆危機管理メディアトレーニング

◆危機管理対応チーム向け リスクハンドリングトレーニング

◆広報スキルアップ実務講座

◆経営トップイメージコンサルティング

PROGRAM
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豊富なコンテンツメニュー

★【何故多くの企業は危機管理に失敗するのか？】

★「新たな企業リスク ～SNS炎上の他社失敗事例に学ぶ危機管理～」

★「M&A時の企業広報～情報戦の裏側と駆け引きについて」

★「労働争議時のリスクコミュニケーション」

★「刑事事件時のリスクコミュニケーション ～横領からインサイダーまで～」

★「夜討ち朝駆けに見る、日経対応成功術」

★「行政処分と当局対応の成功術」

★「究極の危機管理 謝罪会見に学ぶサバイバル広報」

★「製薬会社におけるクライシス実例と特徴～薬事プロモーションからデータ不正まで」

★「IR実務講座～広報が知るべき適時開示原則とIR」

★「広報スキルアップ実務講座」

・メディアとは １００年に一度の情報革命

・メディアと広報の関係 広報担当者のスキルと取材対応のＮＧ集

・ニュースの価値 リリースだけでは記事にならないわけ

・戦略ＰＲて何だ？事例で見る仕掛け

・タレント活用術 イベントからキャスティング事情

・危機管理広報の実務講座

CONTENTS
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危機管理セミナー
「何故多くの企業は危機管理に失敗するのか？」

「危機管理の基本」「危機管理の目的」を示しながら、メディアの視点でなぜ報道が

過熱していくのかについて図解を示しながら論理的に説明。その上で他社の危機管理

失敗の事例を豊富な映像集を通して解説します。

また、危機管理対応の成功5原則を、分かりやすく提示する事で社内の危機管理意識の

啓発に導きます。

Time Activity

60’

危機管理とは 基本と目的
広報対応自体が致命的ダメージに向うターニングポイントであるということを認識していただく。

メディアの視点と追及ポイント
記者の特性に関する説明。マスコミ側の論理を説明した上で、報道が過熱していく過程と背景を説明する。

他社事例に学ぶ危機管理の失敗ポイント
実際に報道された記者会見の映像を再生し、危機が拡大していったターニングポイントとなった要素を示します。

リスク時のメディア対応の成功例
成功例を基に、メディア対応の勘所を明快に提示します。

20’
危機管理成功の5原則
社内対応における予防とダメージ今ロールの極意を5原則として管理職向けにレッスンします。

10’
質疑応答
参加者が日頃から危機管理について疑問に思っている点についての質問を受け付けます。

［プログラム案： 90分間/1回］
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経営幹部向け危機管理トレーニング

緊急事態発生時に組織の代表者としてマスコミ対応の矢面に立つ場面をシミュレーション

することにより、クライシスコミュニケーションスキルを総点検するためのプログラム。

本番さながらの緊迫感に溢れた模擬記者会見により、実践的なマスコミ対応能力を身につける

ことを主眼に置く。また疑似体験に留まらず、検討したステートメントや想定質問への返答の

批評、撮影した模擬記者会見の映像のレビューを行う。

［プログラム案： 半日（５時間程度）/1回］

Time Activity Note

80’

■ はじめに
過去のクライシス対応経験について

【ヒアリング】

■ Crisisの発端 / Crisisの本質 / Crisis発生時のマスコミ対応のポイント
社会部記者対応の勘所、記者会見の勘所

■ Crisis発生時のDo & Don’t / ミニケーススタディ（他社の事例から学ぶ）

他社の記者会見の問題点ビデオ映像から検証

【レクチャー】
緊急事態発生時における社会部記者の対応に
関する講義。

10’ 休憩

30’ ■ クライシス設定のシナリオ説明 / 模擬記者会見（取材）の準備・検討

30’ ■ シミュレーション① 模擬記者会見
【模擬記者会見】
説明5分+質疑応答25分程度

50’ ■ プレイバック / クリティーク 撮影した映像（ビデオ）再生し検証と講評。

10’ 休憩

30’ ■ シミュレーション② 模擬記者会見
【模擬記者会見】
説明5分+質疑応答25分程度

50’ ■ プレイバック / クリティーク・ラップアップセッション 撮影した映像（ビデオ）再生し検証と講評。
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メディアトレーニングの主な実績

◼ 大手自動車メーカーA社 コンプライアンス違反（虚偽申請）発覚時のメディアトレーニング

◼ 防衛省 幹部向けリスク対応トレーニング

◼ メガバンクトップ就任時のメディアイトレーニング

◼ 大手ＩＴ企業A社 不祥事・法令違反・Ｍ＆Ａ案件の危機管理広報メディアトレーニング

◼ 国内大手金融A社 法令違反容疑時のメディアトレーニング

◼ 情報通信Ａ社 リストラ発表時の広報トレーニング

◼ 大手サービス企業A社 トップ就任時のメディアトレーニング

◼ 大手通販企業A社 トップ及び幹部のメディアトレーニング

◼ 大手重工業メーカーのリスク対応トレーニング

◼ 大手通信教育Ａ社 行政処分時の社内外コミュニケーショントレーニング

◼ 外資系食品メーカーA社 リコール発生時のメディアトレーニング

◼ 消費財メーカー リコール発生時のメディアトレーニング

◼ 外食チェーンA社 景品表示法違反発覚時のメディアトレーニング

◼ 国内大手製薬企業の経営体制変更リスク対応トレーニング全般

◼ 外資系製薬会社A社 法令違反発覚時のメディアトレーニング

その他多数
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危機管理マニュアル策定

事件、不祥事などの危機発生時における、想定されるマスコミを中心とする第三者か

らのさまざまな問い合わせへの対応をマニュアル化し、自社へのダメージを最小限に

とどめるのに加え、こうむったダメージからの回復までを念頭においた広報活動を支

える危機管理マニュアルを作成する。

［進行案］ ◼ 社内ヒアリング・リスクアセスメント・基本方針の決定（～1ヶ月）

− 現状の危機管理体制・マニュアル、広報体制の確認

− リスクアセスメント（想定リスクの確認、今後のリスクの抽出についての方針決定）

− ヒアリングに基づいた基本方針/コンテンツ案の策定

◼ 危機対応マニュアル作成（～2ヶ月）

◼第一章 リスクマネジメント体制

◼1. リスクマネジメントの基本理念と行動規範

◼2. リスクマネジメント組織

◼3.リスク発生時の基本対応フロー

◼4.緊急時連絡体制

◼5.リスク情報管理と基本チェック項目

◼第二章 想定リスク分類

◼1.リスクを適切に評価するための確認事項

◼2.レベル別 想定リスク一覧

◼3.主要ケーススタディ

◼第三章 リスク時の広報対応

◼1.広報対応のフロー

◼2.メディア対応の原則

◼3.緊急時のメディア発表のポイント

◼4.取材対応の注意点

◼5.緊急記者会見のポイント

◼6.緊急時の社内広報

◼7.社員の刑事事件時のメディア対応について

◼8.広報担当者チェックリスト

◼第四章 資料集

◼1.各種報告書用フォーマット

◼2.FAQフォーマット

◼3.社内通達文書フォーマット

◼4.関係者 個別緊急電話帖

［構成案］

(sample)
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コミュニケーションサービス 料金一覧

◼ 危機管理セミナー ￥300,000～

− 1.5時間の講義［御社指定場所にて］

− 上記費用に講師費、スタッフ人件費、機材費、資料制作費、リサーチ等を含む

※ 東京23区以外の御社指定場所にて出張実施する場合、講師の旅費交通費を別途ご請求

◼ 危機管理メディアトレーニング ￥800,000～

− 講義および2回の模擬記者会見

− 上記費用に講師費、スタッフ人件費、機材費、資料制作費、リサーチ等を含む

※ 地方出張実施する場合、①機材運搬設営費 ②スタッフ出張費（1日＠１０万円）の追加費用をご請求

※ トレーニーは1回につき1～2名を想定

◼ 危機管理マニュアル策定支援 ￥700,000～

※ 印刷・製本が必要な場合は別途印刷費・編集デザイン費をご請求

［消費税別］

オプション


