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■事業内容
チケットの販売管理システムをイベント施設やイベンター、音楽事務
所、劇団、球団等に提供するこ とを目的に設立されました。現在、
チケット流通はコンビニエンスストアに設置されたキヨスク端末を通
じて発券されることが主流となっていますが、コンビニ大手のファミ
リーマートと多方面で連携する当社サービスは、消費者へのアプロー
チ力が優位となります。

＜企業情報＞

・会社名 株式会社ＥＶＥＮＴＩＦＹ
・設立 ２０１２年４月１７日
・代表者 代表取締役社長 細野 裕一
・所在地 東京都豊島区東池袋四丁目２６番１号
・資本金 ２億２千５百万円
・就業人員 33名
・株主 株式会社ファミマ・ドット・コム

株式会社ファミリーマート

2014年7月22日 Pマーク取得済み
登録番号：第17001988(01)号

よしもと
事業

チケット
サービス

事業

EVENTIFYについて
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全国ファミリーマート
店舗にて24時間チケッ
ト引取り可能！

インターネットと
PCがあれば利用可
能な低コスト導入を
実現！

既存の会員資産
をそのまま活用可能。
新規購入者の会員化

による顧客の囲い込みが
可能です！
有料会員も対応。
煩雑な管理業務
を軽減します。

電子チケットにも対応。
専用アプリ経由で年間パ
スや様々な割引サービス
運用を集約しリピーター
化を促進！

お客様をリピーター化する会員
組織の運営管理をはじめ、
既存会員組織との連携にも対応。
OPEN IDを利用した二重登録な
しで購入出来るストレス・フ
リーな直販モデルが実現。

ネット購入→コンビニ発券で24
時間チケット販売が可能。
電子チケットの導入にも対応。
アプリとの連携でお客様の利便
性をＵＰします。

窓口/インターネット販売・各
種クーポン割引も一元管理化。
多彩なサービス･モデルや機能
をご用意した先進的なチケット
の票券管理・流通システム、
それが、Funityです。

Funityについて
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システムは低コスト！
「ＡＳＰ方式、
システム投資不要、
パソコンでＯＫ」

お手持ちのパソコンに
専用ソフトをインスト
ールするだけで利用
可能！インターネット環境があれば特別な専用端
末、専用回線、自社サーバー等のシステム投資は
不要です。

チケット発券についても｢会場発券｣、｢導入企業
様オフィス｣でチケット発券可能！
専用プリンターのご用意も可能です。

既存の票券管理システムに
搭載している機能は、
基本的に全て網羅して
います。
※一部開発中機能も含む

P.4

Funity機能のご紹介

多彩な販売方法
と発券チャンネル

インターネット/窓口
対面に加え、ファミ
リーマートに設置の
Famiポートでの販売
が可能です。
電子チケットにも対
応いたします。

先行販売
抽選販売
クローズド販売

先行販売機能に加
え、エリア/男女
別/ブラック除外
等、細かな設定が
可能。
また、有料会員に
対しての対応も可
能です。

会員管理
予約/購入履歴
管理機能

チケット購入ユーザーの
会員化により、購入履歴
の検索がお名前/電話番号
他様々な項目で検索可能。
窓口への問合せも即座
に対応が可能。
有料会員の更新と会
費徴収も対応。

興行管理
会場管理

会館自主興行の販売登録
もコピー機能搭載で簡単
作成。窓口・WEB・プレ
イガイド販売の配券登録が
一括で行えます。
会場も複数登録が可能。
他会館の委託販売も座席
指定販売が可能です。
整理番号入場も選択
できます。

ユーザー
マーケティング

年齢層、男女比、
都道府県、決済手段、
ジャンル嗜好等のデータ
蓄積により、地域に合った
興行の選択や販売促進を
バックアップ。
類似公演の購入者に対す
るメルマガ配信も可能。
※メルマガ配信は
別途お見積もり
となります。

座席指定販売
販売状況確認

座席指定販売設定は
もちろん、各座席の販
売状況をPC上で一元管
理。
ユーザーによる座席指
定購入機能も搭載致
します。

ファニティ
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u 購入者データを直接管理
Funity直販システムをご利用頂ければ、全て
のチケット購入者情報がお手元に残ります。
運用中の年間会員データとの連携や、移行も
可能です。

u 会員の来場履歴を把握できます。
会員の来場履歴・予約情報を随時検索可能。
リピート割引や会員優待イベントなど、優良
顧客向け施策の実施も簡単に。
電話でのお問合せ対応や類似イベントの案内
など、会員個々のニーズに合ったきめ細かい
サービスの提供が出来ます。

u お客様の利便性ＵＰ
ホームページへ来たお客様へそのままチケッ
トを直接販売。クレジットカードに加えコン
ビニ決済の追加でお支払も簡単に。

u 無料/有料両方の会員管理が可能。
無料会員と有料会員の一括管理により、有料
会員への割引チケットなど差別化が図れます。

会員化と直接販売

PC,
スマートフォン、

入場窓口,
電話受付

全ての販売に対応。

イベント・
企画情報の
直接提供

お 客 様 ( 会 員 )

主催者様

会員情報
利用履歴
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窓口販売、ＷＥＢ販売ほか、あらゆる販売を一元管理。
多数の割引クーポンや団体・法人予約にも柔軟に対応で
きます。

チケット販売を一元管理

チケット
アプリ

u 当日券販売・発券
u 電話予約
u 年間パス受付・発行
u 各種割引クーポン受付/発行

窓口販売

u 団体予約受付・発券
u 年間パス受付・発行
u 各種企画チケット販売

事務所受付

u 前売券/当日券受付・発券
u 年間パス受付・引換券発行
u 会員割引チケット販売
u キャンペーンチケット販売

インターネット販売

「窓口・WEB・団体」
全てを一元管理

• 多様な割引設定も、システ
ムへの券種追加登録で窓
口・WEB共通対応。

• WEB認証で会員限定割引
• 電話予約も簡単受付。
• 年間パスも事前インター

ネット受付/決済で当日ス
ムーズ発行。

• 団体予約も電話受付可能。
食事券付き、ガイドツアー
付などオプション予約機能
も充実。

• 法人向け引換券も対応可
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チケット販売を一元管理することにより、web受
付・窓口受付・オペレーター受付等全て同一在庫で、
リアルタイムで管理が行えるようになります。

在庫を一元管理することで、追券・返券の作業不要となり、販売ロスが削減されます。

一元管理メリット

同一在庫

web受付販売

電話受付販売

Famiポート直販

御社（本部・支部）
の社内販売

窓口販売
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割引・
先行系
企画

複合系
企画

シート
系企画

■ペア割りチケット
■早割りチケット
■有料会員限定割引
■地域限定割引
etc…

■限定グッズ付
■クジ付
■握手券付
■提携飲食店割引

クーポン付き

■プレミアムシート
■年間シート
■ファミリーシート
■プレイヤーシート
etc…

企画チケットの販売
プレイガイド経由では対応が難しいさまざまな独自
企画のチケット販売がスピーディーに行えます。
会員を対象とした企画販売チケットにより、従来以
上の入会促進、販売促進に活用可能です。
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ファミリーマートグループ企業のメリットを活用した
独自のプロモーションで販売をバックアップします。店頭プロモーションについて

全国約1万店舗のレジ液晶、店内放送をはじめ、パンフ設置、チケット発券のFamiポート周りでも
告知展開が可能。地域店舗との限定連動も可能です。（応相談）

P.9

店内BGM
レジ液晶画面 Famiポート周辺

[縦置(上段)イメージ]

[縦置(下段)イメージ]

カタログラック フリーペーパーラック

I

INFOMATION
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チケットよしもと

よしもと様保有の各劇場及び公演のチケット
販売のバックヤードを全て行っております。

ニコニコ超会議3 / 超パーティーⅢ

ニコニコチケット販売所を設け、直販にて入
場券販売の取扱いをさせて頂きました。

琉球放送が事業主催する公演、イベントチ
ケットの公式直版サイトでご利用頂いており
ます。

福島ユナイテッドFC

J3福島ユナイテッドFC主催試合のチケット、
FC入会のバックヤードを行っております。

SMA★TICKET

SONY MUSIC ARTISTS様公演のチケット
販売にシステムの導入をして頂きました。

EVERNOTE DAYS 2014 TOKYO

ご利用事例

RBC琉球放送

会員向けの全国複数劇場チケット予約販売から、10万人
超の大規模イベント・セミナーまで、多様なノウハウで
チケット販売をバックアップいたします。



購入フローイメージ

こちらではWEB予約を中心にご説明しておりますが、
Famiポートでの直接発券にも勿論対応しております。



御社HPからのチケット申し込みについて（御社ＨＰ）①

「Ｆｕｎｉｔｙ」の申込画面へ（次ページ）

Confidential

御社の「ＰＣ/スマートフォン/モバイル」の各チケットページの「チケット申し込み」枠か
らリンクを貼っていただくだけで、Ｆｕｎｉｔｙのチケット申し込みページへ遷移します。
※お電話での申込にも対応可能です。

ファミリーマート店舗

ファミリーマート店舗
設置の「Famiポート」
にて直接申込

そのまま現地へ

P.11

TOP画面

チケット
ページ

ＰＣ スマートフォン

「チケットのお申込みはこちら」をクリック

「チケットのお申込みはこちら」ボタンを作成



御社HPからのチケット申し込みについて(Funity）

Confidential

①会員ログイン/登録（※下記参照）
②申込可能なチケットの一覧を表示。
③チケットの詳細、券種、金額を確認。

④各チケットと枚数を選択し、購入をクリック。
⑤購入内容、金額を確認。
⑥支払い・受取方法を選択。

購入手続き

メルマガ会員
etc

非会員

・
・
・

※非会員のお客様はチケット購入に際し、「ご氏名」「電話番号」「メールアドレス」「生年月日」の登録が必要です。

お客様がチケットをお申込の際は、下記の操作のみで購入ができます。
※初回購入時はお申込み時に会員登録が必要となります。

※御社の会員となっているお客様のデータを事前に当社のシステムに登録をしておく事で、お客様は購入時の登録
作業が不要でチケットのお申込みをいただけます。

事前に様々な会員組織のお客様の情報をFunityへ事前
に登録する事で、購入時の登録は不要となります。
（KEYとなる情報からお客様情報を認証します）

登録 チケット申込

チケット申込登録不要

P.12
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Funity購入フロー

申込TOPページ

御社PC/スマホ/モバイルのサイトから遷移

チケット詳細画面（券種選択） チケット詳細画面(枚数入力）

購入内容確認支払・受取方法選択内容確認

申込プランを
選択

チケット詳細・券
種・金額を確認

各チケットの枚数
を選択

申込内容を確認

支払・受取方法
を選択

申込内容を
最終確認

P.13
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チケット

サンプル

ファミリーマート店舗で発券される「紙」チケットの台紙は、当社が他チケットサービス
でも発行している台紙を使用し、券面テンプレートは新規で作成可能です。QRコードも対
応致します。
また、当然ながら電子チケットにおいては、スマートフォン・モバイルにてQRコードの画
面表示が可能です。

チケット予約完了

紙チケット 電子チケット

スマートフォン モバイル

チケット受取

P.14
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入金・チケット受取方法

紙チケット

電子チケット

ファミリーマート
店頭受取

・ＱＲコード認証
・ブルートゥース

（walk through）
※開発中

決済方法 発券方法 受取方法 入場方法

クレジットカード

コンビニ店頭支払
・入場ゲート：もぎり
・ＱＲコード認証

紙チケット
（予済発券）

・メール
・マイページ

etc

「支払」「発券」の方法を組み合わせることにより、お客様の多様なニーズにお応えする事
が可能になります。

チケット
アプリ

P.15

入 場
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北海道　245 ファミリーマート サークルK・サンクス 合計
北海道 58 187 245

東北　1,335 ファミリーマート サークルK・サンクス 合計
青森 65 188 253
岩手 107 83 190
宮城 263 113 376
秋田 77 96 173
山形 111 51 162
福島 163 18 181

関東　5,933　 ファミリーマート サークルK・サンクス 合計
茨城 289 48 337
栃木 179 53 232
群馬 114 18 132
埼玉 636 186 822
千葉 542 135 677
東京 2,013 601 2,614
神奈川 783 336 1,119

甲信越　568 ファミリーマート サークルK・サンクス 合計
山梨 87 0 87
長野 148 138 286
新潟 92 103 195

北陸　663 ファミリーマート サークルK・サンクス 合計
富山 97 85 182
石川 98 211 309
福井 108 64 172

東海　3,330 ファミリーマート サークルK・サンクス 合計
岐阜 123 300 423
静岡 258 368 626
愛知 611 1,218 1,829
三重 173 279 452

関西　2,889 ファミリーマート サークルK・サンクス 合計
滋賀 114 53 167
京都 249 106 355
大阪 1,120 381 1,501
兵庫 424 166 590
奈良 100 49 149
和歌山 94 33 127

中国　777 ファミリーマート サークルK・サンクス 合計
鳥取 70 0 70
島根 65 0 65
岡山 130 133 263
広島 225 55 280
山口 99 0 99

四国　632 ファミリーマート サークルK・サンクス 合計
香川 116 27 143
愛媛 128 152 280
徳島 70 24 94
高知 56 59 115

九州　1,533 ファミリーマート サークルK・サンクス 合計
福岡 488 71 559
佐賀 80 0 80
長崎 162 0 162
熊本 203 0 203
大分 121 0 121
宮崎 123 0 123
鹿児島 285 0 285

沖縄　306 ファミリーマート サークルK・サンクス 合計
沖縄 306 0 306

ファミリーマート/サークルK・サンクス店舗数

【ご参考】最新店舗数(10/31現在）



Funityについてのお問い合わせ先

電話：03-5928-1032
FAX：03-5928-1036
メール：info@eventify.co.jp


