
イベント集客に強いプラットフォーム

国内最大級

840万人
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Peatixとは

イベント参加に積極的なユーザーと出会える、日本最大級のイベントプラットフォーム

登録ユーザー数

8,400,000人 350,000枚

申し込み枚数/月掲載イベント数

常時10,000件
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様々なカテゴリーのイベントを掲載。ビジネス系イベントが5割を占める。

Peatix掲載イベントの内訳

ビジネス系のイベントが5割以上を占める掲載イベントのうち約6割がオンライン

(Peatixサイト掲載中イベントのうち、オンライン／オフラインの割合。
2023年1月1日週から3月26日週までの13週平均）

カルチャー／
エンタメ系

ビジネス系

(オンラインイベントをカテゴリ別に分類。
2023年4月時点）



法人向け集客サービスの特徴

イベント情報に特化したプラットフォームならではの集客力に強み

最短3営業日後から集客可能。

期間や予算に合わせた集客プラン

を専門担当がご提案。

✓手軽なサービス利用
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イベントを自主的に探すアクテ

ィブなユーザーが多数。

より多くの集客が見込める。

✓イベント参加に
意欲的なユーザー群
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ユーザーのイベント参加履歴をも

とにターゲティング。

自社イベントに興味関心の高い

ユーザーにアプローチ可能。

✓効果的なターゲティング
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豊富な利用実績

1,300社以上の利用実績。BtoBのリード獲得施策としての活用が急増。

利用企業（一部）利用社数

1,300社以上

※2019年〜2022年の累計



集客サービス一覧
[請求書でのお支払いの場合] ※クレジットカード払いをご希望の場合、一部、価格帯が異なります。こちらのページをご参照ください

予算、期間に合わせて選べる集客プラン

おすすめ利用時期

利用金額

サービス
ラインナップ

イベント開催の1週間前付近

イベント紹介メール（単独掲載）

集客メール

イベント開催の2週間前付近

ピックアップイベント掲載
カテゴリー上位掲載

露出枠

イベント開催の1ヶ月前付近

申し込み数により変動

成果報酬サービス

成果報酬
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7万円（税抜）〜
[7.7万円（税込）〜]

ピックアップイベント：20万円（税抜）〜
[22万円（税込）〜]

カテゴリー上位掲載：選択カテゴリー次第

※7万円以上のご利用で、請求書払の対象になります

https://business.peatix.com/pricing/


• 平均開封率20％ 平均クリック率5％

例）10,000通配信→2,000名開封→100名がクリック

イベント紹介メール（単独掲載）【特徴・効果】

集客ターゲットにイベント情報をメールで配信（貴社イベントのみ掲載）
短期間で効率的な集客が可能。

過去のイベント参加履歴をもとにターゲティング

[メール内容イメージ]

効果



イベント紹介メール（単独掲載）【価格】

対象イベントのメインカテゴリー*1がビジネスカテゴリーの場合

【備考】複数掲載：同一主催者の複数イベントを1つのメールに掲載ご希望の場合、1イベントにつき+5,000円(税抜)[+5,500円(税込)]にて追加可能です

【*1メインカテゴリー】

集客対象のイベントページに付されたメインカテゴリーにて識別します

下表に記載のメインカテゴリーをビジネスカテゴリーと総称しています

・ご発注時までに、イベントページのメインカテゴリーをご決定ください。

【備考】Peatix管理画面でのお申込の場合、別価格帯がございます。

・7,000通：7万円（税抜）[7.7万円（税込）]・10,000通：10万円（税抜）[11万円（税込）]

※支払条件が異なります



イベント紹介メール（単独掲載）【価格】

対象イベントのメインカテゴリー*1がビジネスカテゴリー以外の場合

【*1メインカテゴリー】

集客対象のイベントページに付されたメインカテゴリーにて識別します

前頁表に記載のビジネスカテゴリー以外のメインカテゴリーを

ノンビジネスカテゴリーと総称しています

・ご発注時までに、イベントページのメインカテゴリーをご決定ください。

【備考】複数掲載：同一主催者の複数イベントを1つのメールに掲載ご希望の場合、1イベントにつき+5,000円(税抜)[+5,500円(税込)]にて追加可能です



・ピックアップイベント掲載：同期間内の掲載枠は
10枠までです。

・カテゴリー上位掲載：最低2日から利用可能
ですが、2週間単位でのご利用をお勧めします。

ピックアップイベント掲載・カテゴリー上位/関連イベント掲載

トップページもしくは、カテゴリー検索結果上位TOP6 にイベント情報を掲載。
長期間での継続的な集客に効果的。

より多くのユーザーの目にとまります

・ピックアップイベント掲載：200,000円/7日間（税抜）
*掲載日数追加の場合、30,000円/日（税抜）
[220,000円/7日間（税込）、追加33,000円/日（税込）]

・カテゴリー上位掲載：ASK*
*カテゴリーにより異なるため詳しくはお問い合わせください

価格

補足

ピックアップイベント掲載 カテゴリー上位掲載

[アプリ版] [Webサイト版]



成果報酬サービス

申し込みあたりに費用が発生する安心の成果報酬プラン。

専門の運用担当が
すべてのサービスを組み合わせて集客

• 申し込み人数×事前に取り決めた集客単価分
※Peatix内すべての申込みをご請求対象とします

• 予算上限：設定可能 (150,000円(税抜)〜)

• 最低保障 (ご請求金額最低値)：30,000円(税抜)
※申込件数が極端に少ない場合の、請求金額最低値です（設定費用）

※申込件数x集客単価が30,000円(税抜)以上の場合は、加算しません

価格

• イベント内容等によってお断りする場合もございます。

• 2週間以上の集客期間をいただきます。集客期間が長いほど、

効果が見込めます。

補足貴社イベント

申し込み
完了

集客運用

集客事例

2週間集客 → 1,300PV → 97申し込み
※記載は一例であり、イベント内容、開催時期等により、結果は異なります。
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サービス利用の流れ
たったの

４STEP

見積取得/利用サービス決定1
予算、期間にあわせて、適切な集客プランをご提案い

たします。

イベントページ作成
※別紙参照

２

発注/サービス利用開始３ 申し込み状況は管理画面から随時確認ができます。

請求書発行・お支払い4
サービス利用の月末締め、翌月末支払いの請求書を発

行いたします。

※ご利用サービスにより流れは異なる場合がございます

アカウント/グループを作成後、サービス利用の3営業

日前までに、イベントページを作成・公開ください。
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Appendix
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フォーム機能（無料）

申し込み時に申し込み者情報を手軽に取得。取得情報はCSVファイルでいつでもダウンロード可能。

申し込み時の設問を設定して申込者情報を取得
できます。（設問数・回答数制限なし）

またプライバシーポリシーや規約への同意取得
も可能です。Peatixではプライバシーマークを取
得しておりますので、個人情報を取得する際に
も安心してご利用いただけます。
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申し込みボタンリンク先変更サービス（有料）

申し込み先を外部リンク（自社フォーム）に変更。外部サイトで申し込み管理を行う方向け。

• 申し込み人数を弊社で計測できないため、主催者

様側で計測いただく必要がございます。

• カテゴリー上位＆関連イベント掲載およびイベン

ト紹介メール（まとめ掲載）との併用は不可で

す。

• Peatixイベントページは作成いただく必要がござ

います。

• 通常のサービス利用と流れが異なります。詳しく

はお問い合わせください。

• 15,000円（税抜）/イベントあたり[16,500円（税込）]

費用

補足

※申し込み率が4割ほど下がる可能性がございます。

主催者様の

LP/フォームに遷移
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「チケットを申し込む」
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集客Tips：録画活用

• 録画を再放送するだけなので、企画工数/コストを最小限に抑えられる。

• ライブセミナーを見逃した層を取り込むことができる。

• 過去人気があったセミナーを活用すれば、一定度の集客は見込める安心感もある。

録画活用の
メリット

録画を活用したリード獲得事例はこちらから

セミナー企画後、ライブ配信で終わらせず、録画を活用することで、より多くのリードを獲得できます



イベントページ作成（別紙A）

メールアドレスで簡単にアカウント/グループ作成が可能。

1
利用規約を確認

アカウント作成

登録メールアドレス・パスワードは

必ず控えてください

グループ作成

3

アカウント情報を
入力・設定

グループ詳細を入力

18
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3

https://peatix.com/signup
https://peatix.com/signup


イベントページ作成（別紙B）

カバー画像：イベントの顔。

目立つものを使用しましょう。

初めてでも簡単。
素材（カバー画像）さえあれば1時間ほどで作成が可能。

イベント件名：

「どんなイベントか」が

はっきりわかるタイトルに。

チケット名：わかりやすく。

「無料」「会場参加」「日付ごとに

作成」など参加者が迷わない選択肢を。

イベント詳細：具体的に。

「どんな人におすすめか」「参加

メリット」「登壇者情報」など充実

させましょう。

魅力的なイベントページ作成のコツはこちら 19

1

2

3
4

920px ×450px

Peatix Universityもご参照ください

https://bit.ly/3irI5kp
https://services.peatix.com/peatix-university


よくあるご質問

職種別、年齢別などでのターゲティングはできますか？

Peatixはユーザーの過去のイベント参加履歴のみでターゲティングしております。

職種や年齢などのデータでのターゲティングはできません。ご了承ください。

イベント紹介メールの適切な配信タイミングを教えてください。

イベント開催の1週間前がおすすめです。なお時間帯などによる効果の有意差はございません。

直近1週間は配信枠が埋まっていることも多いため、お早めにお問い合わせください。

成果報酬プランに予算上限を設定することはできますか？

可能です。予算（申込数）上限を超えた時点で集客をストップいたしますが、超過分について費用は発生いたしません。

申込者にイベントのリマインドは送られますか？

イベント開始時間の約24時間前に、参加者にリマインドメールが送られます。

詳しくはこちら（https://ptix.co/3HSqiNr）をご確認ください。

20



お問い合わせ先

内容によりお問い合わせ先は異なります。

※2営業日以内にご返信いたします。

有料集客サービスに関する
内容はこちら

その他機能や操作方法などに関する
内容はこちら

cr@peatix.com Peatixヘルプページ

https://help-organizer.peatix.com/ja-JP/support/home
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主要な無料機能一覧

フォーム機能 自由にアンケートを作成し参加者から情報を取得することができます。

チケット作成
チケット券種、枚数を自由に設定・変更することができます。無料チケ
ット、当日払いチケットも利用できます。作成したチケットは、クレ
ジットカード、コンビニ/ATMで販売ができます。

イベント分析機能
チケットの販売状況や、イベント告知ページのページビューやどこから
告知ページに来訪したかなどの分析ができます。

参加者リストダウンロード 参加者の情報をダウンロードすることができます。(CSV形式) 

参加者一覧画面
参加者の情報をリアルタイムで確認できます。チケットのキャンセル手
続きもできます。

ウィジェット機能
自社のホームページやブログなどにチケット申込の入り口を設置するこ
とができます。

グループ機能
イベント公開前から参加希望者を募ることができます。イベント開催ご
とにフォロワーにお知らせが届きます。

イベント告知ページ独自URL イベント告知ページのURLのXXXX部分を自由に設定することができま
す。XXXX.Peatix.com 

メッセージ送信機能 参加者全員か、個別の参加者へメッセージを送信できます。

割引コード
予め設定したコードを入力させることで、割引でチケットを購入しても
らうことができます。

※このほかにも多数の機能をご用意していますので、お気軽に主催者様専用フリーダイヤル 0120-777-941(10:00-18:00)へお問い合わせください。 22



事前決済機能利用の場合の手数料

事前決済を利用する場合
事前決済を利用しない場合

（チケットが無料・当日支払いなど）

販売実績に応じた決済処理費用のみ。
法人利用でも同じ料金体系です。

*販売代金払い出し時の振込手数料(210円)は主催者のご負担となります。

*コンビニ・ATM支払いを購入者が選択した場合はシステム手数料220円

が購入者負担として追加されます。

4.9％
(手数料）

99円
(チケット枚数ごと）

例)4,000円のチケットを100枚販売した場合

4,000円×100枚×4.9% + ¥99×100枚 = 決済処理費用 29,500円

申込枚数にかかわらず
すべての機能が無料
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企業情報

「出会いと体験を広げる」をミッションとして、有志のイベントから大型フェスまで様々なシーンで活用でき

る、イベント・コミュニティ管理サービスを提供。(https://peatix.com)

本社(アメリカニューヨーク州ニューヨーク)
社名 Peatix Inc.

住所 287 Park Avenue South, Suite 700, New York, NY 10010

代表 CEO 原田卓 (Taku Harada)

設立 2011年12月

日本法人東京オフィス

社名 Peatix Japan株式会社(英文表記: Peatix Japan K.K.) 

住所 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5番6号 H1O渋谷神南

303号室

代表 代表取締役岩井直文 ( Naofumi Iwai ) 

設立 2011年10月

シンガポール法人

社名 Peatix Asia Pte. Ltd.

住所 1 Paya Lebar Link, #4-01,Singapore 408533

代表 カントリーマネージャー藤田祐司(Yuji Fujita) 

マレーシア法人

社名 Peatix Malaysia Sdn.Bhd.

住所 The Co. 8, Lengkok Abdullah, Bangsar, 59000 Kuala Lumpur, 

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia 

代表 カントリーマネージャー藤田祐司(Yuji Fujita) 
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https://peatix.com/

