
Peatixターゲティングアドのご提案 



イベント数推移 イベント動員数推移 

　イベントプラットフォーム Peatix(ﾋﾟｰﾃｨｯｸｽ)とは 

Peatixは、誰でも簡単にイベント主催、チケット販売・集客が行える 
イベント管理サービス・モバイルアプリです。 

2011年5月にサービス開始。約4年で流通総額30億円を突破しました。 

イベント動員数 
延べ140万人 
（2015年7月実績） 

開催イベント数 
65,000以上 
（2015年7月実績） 

月間約10万人 
の動員 

2013年グッドデザイン賞受賞 

月間4,000イベント
が公開 

イベントジャンル 
月間のサイト訪問者数：約100万人
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周囲の人を巻き込む、アクションを起こすイベント主催者、参加者が多く集まる 
PeatixユーザーはSNSなどでの情報発信・拡散が期待できるユーザーが多い。 

Peatixへの流入元 他社チケット販社との 
ソーシャルメディア経由流入率比較 

圧倒的に高い 
ソーシャルメディア経由での流入率 

サイト流入元の30%強が 
ソーシャルメディア経由

( Peatixのアクセスデータより) 

　情報拡散力が強いPeatixユーザー 



年齢構成 

25歳 ‒ 44歳が70%超 
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男女比率 

( Peatixのアクセスデータより) 
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テレビなどのマスコミュニケーションでは届かない、20代～30代が最も多く 
イベントを主催したり、興味のあるイベントに参加する、 

積極的に情報を取得するために“行動する”アクティブなユーザーにアプローチ出来ます。 

　積極的に行動を起こすPeatixユーザー 
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本当に興味のある人にだけ届けるターゲティングアド 

①19のメインカテゴリー＆350以上の 
詳細カテゴリーからターゲットを選定 

アプローチするカテゴリーを選定し、カテゴリーに紐づくターゲット層に 
一斉にデジタルコンテンツ・クーポン広告を配信することが可能です。 

※上記以外にも350以上の詳細カテゴリー 
(タグ)からターゲットを選定可能 

② デジタルコンテンツを一斉配信 

　ターゲティングアドとは 



Peatixアプリ 
イベント終了時に、ターゲット層のPeatix
アプリ向けにデジタルコンテンツを配信す
ることができます。 

カテゴリー選定 
御社のターゲットとなるカテゴリーを 
19のメインカテゴリー及び350以上の 
タグから選定します。 

ターゲットカテゴリーを選定 イベント終了後 
デジタルコンテンツを配信 

イベント終了後 
開封を促す 

リマインドメールを配信 

リマインドメール 
イベント終了後、開封を促すリマインド
メールを送ることで、開封率を高めます 

　ターゲティングアド：概要 
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積極的な人に 精緻な 
ターゲティング 

興味が湧く 
タイミングで 

2 3 1 

本当に興味のある人にだけ配信するPeatixターゲティングアド 

　ターゲティングアド：特徴 



　特徴①：精緻なターゲティング 

Peatixの専任担当がPeatixで公開されている全てのイベント内容を精査し 
イベントを19のカテゴリーに分類、350以上の詳細カテゴリー（タグ）を付与しています 

カテゴリ イベント（イベントタグ）例 
音楽 オーケストラ,クラシック,クラブ,EDM,インディーズ, ロック,アイドル

映画/演劇/古典芸能 映画祭,ダンス, ミュージカル,能／歌舞伎,落語,お笑い,ドキュメンタリー

食/グルメ 料理,スローフード, ビール,ワイン,日本酒,カフェ,エコツーリズム,栄養,食育,和食

趣味/カルチャー 鉄道,ショッピング,街歩き,アロマ,手芸,DIY,絵画,移住,観光,旅行,LGBT

地域貢献/地域振興 社会貢献,地域活性,NPO,まちづくり,チャリティ,復興,コミュニティデザイン

デザイン/アート クリエイター,デザイナー,3Dプリンタ,電子工作,リノベーション,インテリア,ものづくり,写真

スポーツ/アウトドア サッカー, ランニング,ウォーキング,自転車,アウトドア,キャンプ,フィットネス,ヨガ

パーティ/フェス クルージング,ラグジュアリー,フェス,朝活

ウェブ/テクノロジー ブロガー,IOT,テクノロジー,プログラミング,エンジニア,アプリ,アイデアソン,ハッカソン 

サイエンス/医療 サイエンス,宇宙,医療,医療,理学療法,福祉／介護,看護,セラピー,健康

起業/ベンチャー 起業,スタートアップ,事業開発,商品開発,事業開発,副業,グロースハック,コワーキング

経営/マネジメント 経営,コンサルティング,MBA, 金融,投資,不動産,マネジメント,マーケティング,ブランディング,教育

スキル/自己啓発 留学,外国語,イノベーション,リーダーシップ,コーチング,プレゼンテーション,瞑想,禅

働き方/就活 就活,転職,インターンシップ,キャリアカウンセリング,ワークライフバランス,フリーランス, 学生

美容/ファッション ネイル,コスメ,メイク,ヒーリング,デトックス,ダイエット,アンチエイジング,アクセサリー

文芸/文学/思想 読書会,小説,海外文学,エッセイ,ビジネス書,ジャーナリズム,広告,メディア,ライター,編集者

ファミリー/キッズ ファミリー,キッズ,子育て,マタニティ,子育て,イクメン,ウェディング 

アニメ/漫画/ゲーム アニメ,声優,コスプレ,漫画,コスプレ,オンラインゲーム,クイズ	  

街コン 恋愛,アニメコン,動物園コン,謎解きコン,動物園コン	   ※一例 



Peatixでは以下のようなイベントが常時4,000以上公開されています。 

スキルアップに熱心な 
ビジネスマン 意欲の高いエンジニア 

・プレゼンテーションセミナー 
・新規事業ワークショップ 
・トークイベント 

・ハッカソン 
・PHP勉強会 
・採用イベント 

・音楽フェス 
・クラブ 
・ライブ 

・料理教室 
・ヨガ 
・美容セミナー 

毎週イベントで 
最新の音楽に触れる人 健康志向の強い女性 

ご参考： Peatixで開催されているイベントカテゴリーの一部 
親子：マタニティ、育児、産後ケア、復職 
音楽：クラブ、テクノ、DJレッスン、アーティストライブ、アイドル 
スポーツ：サッカー、マラソン、ダンス、自転車 
エンターテイメント：演劇、映画、落語、漫画、ダンス、ファッション 
ビジネス：起業、ミートアップ、キャリア、金融、マナー、採用 
開発：ハッカソン、プログラミング勉強会 

美容：ヨガ、朝活、栄養学、スムージー、ストレッチ 
出会い：街コン、 パーティ 
学び：語学、 料理教室 
Food：グルメ、日本酒、ワイン 
学生：就職活動、ビジネスコンテスト 
趣味：ハンドメイド、出版イベント、旅行 

　特徴①：精緻なターゲティング 



　特徴②：積極的な人に 

※閲覧履歴や行動履歴など過去の情報を元に配信するのではなく、 
未来の確実な行動(イベント参加)に対して広告を配信します。 

イベントに参加するのはお金も労力もかかります。ターゲティングアドでは 
「自分の興味あるイベントを見つけ、お金を払い、会場に足を運ぶ」 
情報収集や購買、アクションに積極的な人にだけ 
アプローチします 



ライブイベント キャリアイベント 日本酒イベント 

いい音楽を 
もっと知りたい 

転職の準備を 
はじめたい 

家で美味しい 
お酒を飲みたい 

音楽アプリダウンロード 転職サイトに登録 おちょこを購入 

ランニングイベント 

スポーツドリンク 
サプリメントを 

体調管理 
・改善をしたい 

イベント直後が何かしたくなる最高のタイミング 

　特徴③：興味が湧くタイミングで 



コンテンツは参加者のPeatixアプリ内に配信。 
イベント終了時、参加者の興味関心が最も高まっているときに配信するので、 

高アクション率を獲得することができる！ 

関心が最も高まるイベント終了時に配信します。 

クーポン 
配信 

アプリ 
特典配信 

精緻なターゲティングにより 
興味がある人だけに、 
関心が高まるイベント直後に 
広告を配信することが可能。 
ユーザーのおよそ40％以上
が閲覧します。 

配信された広告はいつでも 
アプリ内から閲覧可能。 
ターゲットへの広告を 
半永久的に残すことができます。 

　特徴③：興味が湧くタイミングで 



出稿規定： 
デジタルコンテンツ 
ECサイトディスカウントコード配布、 
webサービス特典クーポンなどの用途でご利用いただけます。 
html形式で、文言・画像・動画、アプリダウンロード（特典）への誘導など 
自由にレイアウトすることができます。 

Peatixターゲティングアド 

料金 配信単価：100円 
ご提案価格：500,000円～ 

配信人数 5,000人～ 

ターゲット選定 次ページ：カテゴリー一覧から選定 

配信期間 1～2ヶ月間 
※ターゲット選定によって異なります 

入稿規定 

サイズ 別途デジタルコンテンツ作成素材を送付 

入稿形式 Html形式 
※レイアウトのカスタマイズ可能 

入稿期日 掲載1週間前 

デジタルコンテンツ例 デジタルコンテンツテンプレート 

※ターゲット選定 
最低１つのカテゴリーを選定いただきます 
その他350以上のタグも選定可能です 
※価格は税別表記です 

　ターゲティングアド：価格・入稿素材 



　タグ一覧 



　ターゲティングアド：効果測定 

配信デジタルコンテンツ・クーポンごとに 
下記指標をご報告いたします。 

・配信カテゴリー 
・配信人数 
・デジタルコンテンツの閲覧者数 
・デジタルコンテンツの閲覧率 



　プロモーションプログラム利用企業例 


