
つかいかたガイド
売りたい人編

公演情報をフォームに入力する
無料

委託申込はこちら
クリック

審査後 1営業日以内に専用の
チケット販売ページが完成！

無料

URLや QRコードを使ってダイレクトに
チケット販売ページにお客さんを誘導

お客さんはこの販売ページでそのままチケット購入が可能！

▼チケット購入フォーム

　　ABCピアノリサイタル実行委員会
　　EFGH株式会社、〇〇企画
　　〇〇新聞社後援 / 特別協賛

チケット購入はこちら｜https://www.t-showcase.com/items/123456789

チラシに

メールや SNS から

Facebook のイベントページや Twitter、メルマガやブログに
URL を載せたり、チラシや案内はがきなどにQRコードを印刷して
告知とチケット販売をセットでお知らせしましょう

入力

「行きたい！」から「チケット申込み」までをワンアクションにすることがポイント！

そのまま決済までが可能、お客様は
この中から決済方法を選んでお支払い
クレジットカード決済、コンビニ決済・Pay-easy、銀行振込、
後払い決済、キャリア決済の 5つの決済方法に対応

チケットは発券 ⇒ お客様へ発送まで
　　　　　　　  におまかせ。

ショウケース公演 /コンサートタイトル（30 文字目安）
タイトル 2行目（30 文字目安）
タイトル 3行目（30 文字目安）
タイトル 4行目（30 文字目安）

主催：ショウケースショウケースショウケース
協賛：ショウケースショウケースショウケース
後援：ショウケースショウケースショウケース

ショウケース市民会館　大ホール
2019 年 1月 1日（日）　　18：00　開場　｜　18：30　開演
全席自由　￥4,500（税込）
【当日】　￥5,000（税込）

《営利目的の転売禁止》
チケットのお問合せ先：　shoWcase（ショウケース）　075-791-3123
発券　：　shoWcase                                                                                    000-00000-000000

2019 年 1 月 1日（日）　　
18：00　開場
18：30　開演
全席自由　￥4,500（税込）

shoWcase　075-791-3123
000-00000-000000

ほったらかし

印字もすべて
まるっと丸投げ！

公演チケットのお預かりも可能です。

Q. お客様がチケット購入の際に支払う手数料は？
A.  クレジットカード決済の場合は無料です。
　 キャリア決済・コンビニ決済などは 300 円、銀行振込の場合は振込手数料が必要です。
 　その他発券手数料、システム使用料など別途必要な手数料はありません。

チケットの販売状況はメールでチェック！

なら告知サポートも充実！

火曜日・金曜日にチケット売上げ状況のメールをお届け。
チケットの販売ページでもチケット残をリアルタイムで確認できます。

完売の場合 在庫はここから

火 金

週 2 回、売上げ状況
お知らせメールを配信

大手プレイガイドでは告知サポートは有料の場合がほとんどです。

チケットの販売ページでもチェック可能！

取扱チケットの公演情報をランダムに複数回発信します。
販売ページのURL付なのでそのままダイレクトにチケット購入が可能です！

無料

無料

公演当日！盛会おめでとうございました

お客様はチケットを持って公演会場に行かれますので、
会場にてチケットチェックの上入場いただいてください。

Q. チケットを忘れたお客様が！どうすればいい？
A.  前日にチケットご購入者リストをメールにてお送りします。支払い状況・お名前・ご連絡先
　 などがリストアップされていますので、当日受付出のお客様対応にご活用ください。

Ticket!

プレイガイド最速クラス！
公演終了後 5営業日程度で売上金を
ご指定の口座にご入金します

合わせてご購入者リストをメールにてお送りします。
次回以降の公演にお役立てください！

主催者・出演者は公演準備から当日、終わってからも
しなければいけないことがたくさん。
お客様やチケット関係の煩雑な対応は、
　　　　　にまるっとおまかせください。
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