
バルス株式会社 2020年9月

 ファンのポータルサイト構築
「SPWN Portal」サービス概要

ワンストップで有料配信・会場チケット・物販・ファンクラブが可能
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SPWN Portalの特徴 

1 

2   ユーザー参加型ライブなど配信ならではのライブ制作が可能  
 （ フルCG有料イベント制作の2019年実績日本最多 ） 

音楽著作権（JASRAC, NexTone）、資金決済法、デジタル著作権管

理に対応 
JASRAC 許諾番号 9024175002Y45037、NexTone 許諾番号 ID000006010  

3 

ワンストップでチケット・配信・物販・ファンクラブ・AR等のオリジナ

ルポータルサイトを構築 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オンライン・オフラインで必要な機能をワンストップで提供できるファンの自社ポータルサイトを作成 

メンバーシップ

EC・会場物販予約

動画視聴サービス会場・配信チケット

ARコンテンツ販売 ギフティング(投げ銭)

user

オンラインライブでECと併用、 

将来の不安に備え、会場と配信 

チケット兼用チケットの発行 

などが可能



4

SPWN Portalによるチャンネル一元化のメリット 

1 

2   顧客・収益管理ツールの導入による運営の見える化 

自社ユーザーのデータベースを構築し宣伝やイベント企画、物販

等で活用 

3 

販売チャネルの一元化による購買促進 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販売チャンネルの一元化による購買促進 

配信も様々な方法で収益化が可能 

グッズ付きチケットの販売  グループのメンバーごとの配信  事前収録のオンデマンドライブ 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販売チャンネルの一元化による購買促進：オンライン、オフラインの統合 

会場チケットやグッズも販売 

リアル会場と配信チケットを同時に販売、 
チケット・グッズ引き換えもデジタルチケットで完結 

グッズの販売も可能 

(右から) 

 

東京・名古屋・大阪・配信 

のチケットを同時に販売 

 

座席指定可能なチケット 

 

グッズの事前販売の引換券 
ライブ限定Tシャツを販売 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顧客・収益管理ツールの導入による運営の見える化 

ファンの利用・購買情報を分析可能 

新規・既存ファンの比率  利用金額に対するファン人数 

サンプル：ライブの参加回数  サンプル：新規・既存ごとのグッズ購買単価 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自社ユーザーのデータベースを構築し宣伝やイベント企画、物販等で活用 

利用顧客のデータベースを運用に活用 

DB

ファンの所在地の分布を

元にイベントの実施エリア

を決定

ファンの年齢や性別を

商品開発に活用

利用顧客向けにイベントの

告知をメール
(ファンクラブ未入会者にも可能 )

ファンの情報が正確にわ

かることで広告案件の獲

得に活用
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ユーザー参加型ライブの制作 

自社内のCGライブ制作チーム＋ネットワークエンジニアチームにより様々な演出が可能 

無観客ライブでも観客のエモーションを可視化し、配信ならではのファンと

アーティストのインタラクティブライブを制作 

スマホをタップすると星が流れる  コメントに応じてキャラクターが出現 

2018年8月：MonsterZ MATEライブ  

 （タワーレコード渋谷 B1F CUTUP STUDIO）  

2019年10月：PatLive  

（配信限定ライブ）  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ファンクラブ限定イベントの実施方法 

既存ファンクラブ向けの限定イベントも実施可能 

難易度 方法 詳細

低 バウチャーコードを販売
ファンクラブ限定サイトでの 1回のみ利用可能なバウチャーコー
ドを販売し、そのコードを弊社システムに入力し視聴

中 メールアドレス、名前、ファンクラブ ID等で照合
購入時にファンクラブ会員化確認できる情報を入力してもらい
予約販売することで、認証が取れないユーザーへの販売を防
止可能

高 ファンクラブとシステム連携
ファンクラブにログインしていないと、チケットの購入や視聴が
できないようにする方法
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イベント中に投票や物販が可能 

イベント中に投票ができる機能  イベント中でも2タップで購入可能 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投票画面イメージ 

コメント画面と投票画面をタブで切り替え、試聴しながら投票が可能 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「SPWN Portal」手数料 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手数料一覧（まとめ） 

項目  料率 

 有料配信 

 配信チケット  
8%（ユーザー手数料：220円）  

15%（ユーザー手数料：0円）  

 グッズ付きチケット   +10％（グッズ相当額に対して）  

 グッズ   通販・ 会場引き渡し   7% 

 会場チケット   5%（ユーザー手数料：220円）  

※ JASRAC、NexToneへの料金は別途発生いたします。グッズ販売時の返品交換等の際は別途手数料が発生致します。
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有料配信利用料金（基本料金） 

項目 詳細
(%は税抜に対して適用)

ユーザー手数料：なし ユーザー手数料：220円有り

料金
（売上100万円未満）

料金
（売上100万円以上）

料金
（売上100万円未満）

料金
（売上100万円以上）

 配信手数料  配信システムの利用料（チケット代が1,000円
 以下の場合は1チケット300円の手数料）

20％ 15％ 11.2% 8%

 決済手数料  決済システム利用料（コンビニ、キャリア決済
 は220円のユーザー手数料が発生）

 顧客管理システム利用
 料（オプション）

 自社ページ作成・データーベースの構築・運用
 （実施無しも選択可能） 10% 8% 10% 8%

 ギフト（投げ銭）  リアルタイム配信中の演出 ギフトの30%

 オリジナルギフト演出
 作成  オリジナルデザインで作成可能 上記＋10％（オリジナルギフト分のみ適用）

 音楽著作権処理費用  2020年12月31日までの料率 JASRAC 2.1%
NexTone 最大3.5%

 グッズ付きチケット  通常チケットとグッズ付きチケットの差額が対
 象 売上の10%
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有料配信利用料金（オプション料金） 

項目 詳細 料金（税抜）

 無料配信  無料配信1人あたりの金額（関係者6名以上からの金額も該当） 300円

 月額課金  月額でのサブスクリプションコンテンツ 月会費の30%〜

 複数回線同時配信  同じイベントで2回線以上の配信 2万円（1回線/1時間あたり）

 ユーザー参加システム費用  イベント中のアンケート機能、コメントに連動した演出などの作成 ご相談ください

 配信スタッフ  イベント当日に配信スタッフを派遣して配信を行います。 20万円〜

 演出映像等の作成費用  背景等での演出映像の作成 10万円〜

 映像書き出し費用  mp4データでの配信データの書き出し 10,000円（1配信あたり）

 デジタル著作権管理対応  チケット1枚あたりの金額 40円

 ジオフィルタリング  視聴可能地域の制限（※ チャンネル単位の初期設定は無料） 配信単位では10,000円（税抜）

 購入方法のオプション設定  チケット購入者のみのオプション特典の同時購入、ファンクラブ用等 
 の隠しページ設定、乱数パスコード発行・パスコードのみでの購入等 10,000円〜

 副音声  主音声と別にコメントや翻訳などを配信可能 3万円（1配信あたり）
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チケット・グッズ手数料 

項目 詳細 料金

リ
ア
ル
会
場
チ
ケ
ッ
ト

販売手数料（主催者） チケット1枚あたりに発生（顧客管理システムとの連携含む） 5%

振込手数料（主催者） 振り込み1回あたりに発生 500円（税抜）

サービス手数料（ユーザー手数料） チケット1枚あたりに発生 220円（税込み）

決済手数料（ユーザー手数料） コンビニ・キャリア決済での1取引あたりに発生 220円（税込み）

グ
ッ
ズ

EC販売手数料（主催者） 販売額に対して発生（顧客管理システムとの連携含む）
7％

会場物販事前販売手数料（主催者） 販売額に対して発生（顧客管理システムとの連携含む）

倉庫サービス利用料 物流サービス（保管・梱包・発送）の代行費用 別紙

倉庫サービス込みEC販売手数料 物量、種類等をお聞かせください ご相談下さい

決済手数料（ユーザー手数料） コンビニ・キャリア決済での1取引あたりに発生 220円（税込み）

ファンクラブ 月会費型でのコンテンツ提供 月会費の15%〜
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倉庫サービス利用料 

SS
A4サイズ

厚さ2.3cm
重さ1kg以内

60
60サイズ

重さ2kg以内

80
80サイズ

重さ5kg以内

100
100サイズ

重さ10kg以内

120
120サイズ

重さ10kg以内

140
140サイズ

重さ15kg以内

 入庫料 18円

 保管料 0.2円 1円 2.5円 4円 6円 10円

 国内配送料 370円 700円 800円 900円 980円 1,220円

 沖縄配送料 0円
上記国内配送料 +

600円 1,100円 1,600円 2,100円 2,600円

 離島配送料 0円 上記国内配送料＋500円

 追加ピック料金 14円 26円 30円 36円 36円 42円

 ※追加ピックとは、１回の配送につき、２個以上のアイテムを同梱する際にかかるピッキング料金となります。（２個目から追加カウントされます）

・料金はすべて税別です。送料をユーザーから弊社のシステムを利用し収納する場合決済手数料3.2%が発生いたします。

・国内配送料には、ポスト便または宅配便の送料、ピッキング作業費、梱包資材費、配送ラベル貼付け費、同梱明細書費、梱包作業費が含まれます。

・住所不備、再配送、返品、不良品交換等お客様との個別のやり取りを弊社で代行する場合は1件あたり事務手数料400円（税別）をいただきます。

・配送料の単位「1個口」とは、1度に1箇所にお届けする、1まとめの荷物のことを指します。

（1箇所に複数の商品を送る場合、個口が複数にわかれる場合がございます。その場合の配送料は、個口ごとの配送料の合計になります。）
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問い合わせ先
バルス株式会社
hello@balus.co
担当：林、藤原

mailto:hello@balus.co



