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1はじめに 

 

ネット配信、レンタルショップが普及し、上映本数が減少している。映画館の数も減っ

てきている。現在の映画館の予約をするのはコンピュータ、スマホなどを使う情報社会な

っている。昔を違い大きな映画館が増えてきている今どのように機械を使って消費者に PR、

客集めをするかが重要になっている。 

ネット、レンタルショップの普及している中、映画館市場はどのような情報戦略で消費

者に PR,客集めをしているのか現在の映画館が行っている映画館の情報戦略、経費削減、キ

ャンペーンの紹介、スマートフォンなどの端末をどのように利用すればお得になる。もし

くはどのような情報戦略なら効果がでるのかという情報戦略の提案が研究目標である。 

 

 

 

 

 

 

全国映画館数（2012年）         

 

参考 http://www.garbagenews.net/archives/2034792.html 
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2現在の映画館情報戦略 

 現在行われている情報戦略をいくつかをピックアップしてまとめました。 

2-1   ワーナーマイカル×イオンシネマ 

最初に注目した映画館はワーナーマイカルとイオンシネマが合併したイオンシネマ映画

館である。 

モバイルクラブ 

特典１ 

年会費・登録費無料！どなたでもカンタン・無料で登録することができる。 

特典２ 

ケータイ・スマートフォンにイオンシネマの作品情報やイベント情報などをお届けが可能。 

特典３ 

モバイルクラブ会員限定のクーポンを配信（不定期）。 

特典４ 

モバイルクラブ会員限定のキャンペーンに参加することができる。 

 

イオンシネマWEBスクリーン 

定額制の自宅のパソコン、スマートフォンで映画を観るシステム。買うのではなく映画

を借りる形になっている。 

ポイントシステム（現在） 

ワーナーマイカルシネマズとイオンシネマが合併したためイオンのポイントクレジットカ

ードが使うことができる。 

 

イオンカードセレクトで 500円割引 

劇場窓口で一般料金のチケットを購入される際、クレジット払いいただくと 500 円割引

（弘前では 400円割引）に。同伴者の方大人 1名様まで対象。 

 

通常のイオンカードで 300円割引 

劇場窓口で一般料金のチケットを購入される際、イオンカードでクレジット払うと 
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300円割引（弘前では 200円割引）に。同伴者の方大人 1名様まで対象。 

                                       

クレジットカード加入者を増やすためのキャンペーン一例 

1.新規ご入会いただき、2013年 12月 31日（火）までにカード発行された方に 500WAON

ポイントを進呈。 

2.カード発行後、2014年 2月 10日（月）までに、下記条件を満たした方に各ポイントを進

呈。 

①WEB明細サービス登録の方に 500WAONポイントを進呈。 

②入会カードでショッピング利用、2万円以上で 1,000 WAONポイント、3万円以上で 1,500 

WAONポイント、4万円以上で 2,500WAONポイント、5万円以上で 3,500WAON ポイン

ト、6 万円以上で 4,500WAON ポイント、7 万円以上で 5,000WAON ポイントをそれぞれ

進呈。 

というポイントを利用したキャンペーンも多く実施している。 

過去にしていたポイントシステム 

・チケットラリー 開業当初から 1999年頃まで夏と冬の年 2回、チケットラリーという

サービスが行われていた。期間内に鑑賞したチケットを 3枚、所定の台紙に貼り付け応

募すると、抽選で賞品が当選するイベントであった。賞品に年間パスポートなどがあっ

たが、後に行われるポイントカードと異なり応募者全員に何らかの還元があるわけでは

ない。  

・ポイントカード（磁気カード式） 2004年頃にバッグス・バニーが描かれたスケルト

ンデザインの磁気プラスチックカードによるポイントカードを発行開始。半年以内に 6

回分有料鑑賞をすると 1回分が無料となる「シックスワンダフリー」サービスを行って

いた。Tカードへの移行により 2006年に取り止めとなった。  

・T ポイント・T カード 2005 年 11 月の多摩センター開業時からティーポイントサー

ビスに加盟し、チケット・コンセッション・シネマストアの購入代金に応じて Tポイン

トの積算がされるサービスを開始。2006 年には全館に対象を拡大し、従来のシックス

ワンダフリーが「Tポイント・シックスワンダフリー」として、Tカードの番号に紐付

けする形で回数情報が登録される様になり、館内で T カードの申込・発行も行われた。

2009年 6月 27日に Tポイントと提携解消によりサービスが終了した。  

・ポイントカード（スタンプ押印式） Tポイント提携解消に伴い 2009年 6月より運用

されているポイントサービスで、1 回鑑賞する毎に日付スタンプを押印し、5 個押印さ

れると無料鑑賞券として次回利用することができる。有効期限はカード購入日の半年後

の月末までで、参加費として 1 枚 100円必要である。チケット売場で直接購入するか、

その付近に設けられたガチャガチャ状の自動販売機に 100 円玉を投入してポイントカ

ードが納まれた厚紙を引き出す形となる。なお、無記名持参人式のため複数人で使い回

して押印させる事は可能だが、複数人同時に鑑賞する場合は人数分の押印をすることは
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出来ず、1人 1枚必要となる。 

                                        

 

2-2    ヒューマントラストシネマ 

自分のスマホに表示した「ＱＲコード」を係員の前に置かれたスマホにかざしていく。

このコードが映画チケットの代わりとなる。１秒にも満たないうちに係員のスマホがコー

ドを読み取り、来場者の入場受け付けは終了する。 

このチケットサービスはヤフーが４月から始めた「パスマーケット」だ。利用者はヤフー

ＩＤがあれば、専用サイトでチケットを購入できる。来場時にスマホに配信された電子チ

ケットを入り口で表示すれば、紙のチケットを持っていなくてもイベント会場に入ること

ができるイベントの主催者は催しの内容やチケットの種類、価格などをヤフーに登録する。

一般的に主催者がチケット販売サービスを利用するには数十万円の登録料に加え、チケッ

ト価格の 10％前後の販売手数料がかかる。しかし、ヤフーのサービスでは登録料は無料、

手数料は５％に抑えている。 

 

 

 

2-3   109シネマ 会員カード制  

初回 1000円のみで年会費などはかからない上、109基準のポイントでなりたっている。(6

ｐ＝映画一回分)ほかにも会員限定価格もかなりお得なものになっている。 

電子マネー「楽天 Edy」が搭載されている。 

6ポイントにつき 1回無料で鑑賞することができる。 

キャンペーン詳細 

スペシャルシートが毎日会員優待価格 

 劇場チケットカウンターにてカードをご提示いただくと一部劇場設置のプレミアペアシ

ート（2名 4,000円）・エグゼクティブシート（1名 2,500円）がいつでも通常料金でご利

用することができる。 

※3D作品の場合はサービスなし 

※特別興行等、一部作品につきましてスペシャルシートの価格が変動する場合がある。 

シネマポイントカードデイ（毎週火曜日） 

 毎週火曜日は、1名様 1,300円 

※3D作品の場合、＋400円  

 

ポイント会員感謝の日（毎月 19日） 

 毎月 19日は、1名様 1,000円 

※3D作品の場合、＋400円 
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2-4    アップル Siriを利用した購買方法 

 

アップルの iOSを利用した購買方法 

Siriが適切な場所の映画館と上映時間を組み合わせた選択肢を、ユーザーにいくつか掲示

する。ユーザーはその中から好きな答えを選択し、チケット購入ボタンを押す。そうする

とファンタンゴのアプリが起動されるため、ユーザーは枚数を指示し、チケットを購入す

る。 

今回の新サービスのポイントは、Siriという既存の音声機能を活用することで、ユーザー

の購買、決済に至るまでの負担を軽減している点である。例えば、ちょっとした空き時間

に映画でも観に行こうと思い立つ人は多いだろう。この新機能を使えば、映画館の検索に

時間を費やすことなく、瞬時に Siri が周辺の映画館と上映時間の情報を教えてくれる。さ

らに、携帯がチケットの役割を果たすため、並ぶことなく映画館に入ることができる。 

 現在、このサービスは、米国内の一部の映画館だけに利用が限られている。Siri が掲示す

る映画館のうち使用可能な映画館には、チケットの小さなアイコンが表示されるようにな

っている。 

               参考 http://blog.paygent.co.jp/ec/bid/271227/Apple  

2-5    一例としてアメリカが行っている戦略 

ホリデー映画鑑賞は Fandangoを使えばチケット購入もすっきりと行える。Fandango

のモバイルアプリケーションは PayPalにも対応して、また映画館によっては電子チケット

を携帯端末に取り込むこともできる。もうこれでチケットの購入や引渡しに行列する必要

もなくなる。行列と財布を取り除いた販売方法。 

  2011年のモバイル売り上げは、2010年比で 73%の増加     

               している。 



8 

 

               http://jp.techcrunch.com/2011/12/22/20111221fandango 

                                     

2-6 新宿バルト９  

パソコンや携帯電話から事前に映画チケットの予約・購入ができる オンラインチケット

購入サービスで特徴は決済方法が現金、クレジットに加えて Suica でもできるということ

だ。 

入会費・年会費無料。 

 

KINEZO-express 

混雑が予想されるイベント上映等で、 通常の先売販売(2日前)より先にチケットを購入でき

るサービス。 

 

 

http://wald9.com/kinezo_info/ より引用 
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3考察 

 ワーナーマイカルとイオンが合併するのはかなり大きい。モバイル会員、ポイントサー

ビス、クーポン情報社会の重要な O2Oはほとんどしていると思う。実際に色々な映画館を

調べてみて映画館の最大のライバルはネット配信になっているかもしれない。イオンシネ

マはWEBスクリーンという TUTAYAでもやっているシステムを取り入れているのだが、

これからの時代上映する映画、上映期間を細かく決めていくことが重要だと思えた。まだ

今回中心に調べたワーナーマイカルシネマズ×イオンシネマは合併したばかりなので今後

新たな宣伝活動、O2O を期待できる。実際にポイントはまだそこまでお得かはわからない

ところである。最初にポイントをやり始めた家電量販店に比べたら少なく感じてしまう。

しかしモバイル会員の特典、クーポンのお得度は家電量販店、ファーストフード店などを

軽く凌駕していると思う。 

 

 

                      参考    http://www.garbagenews.net/archives/2034792.html 

 

このように映画離れ言い換えればネット、レンタルショップの普及を受けているのが原因

かもしれないが先ほどの図の近年の映画館数は多少上下に変化しているが、そこまで映画

館が減っているわけでもないのでこれからさらに各映画館企業はO2Oを含めた宣伝に力を



10 

 

入れてくるだろう。 

                                       

しかしポイントサービス、モバイル会員システムは映画館市場以外でも主流になってき

ているのでよほどのポイント還元、サービス、クーポン、キャンペーンがないと厳しいと

思う。券売機などで人権費削減などに力をいれているのはわかるが人が、一定数集まった

ら上映するシステムのほうが効果がでかいかもしれない。しかしこの場合お客からみたら

あまり良い印象に残るとは思えない。時によってはこれが原因で他の映画館に行ってしま

う可能性がでてくると思う。となるとやはり上映映画を決めるなどの経費削減が一番利益

を上げることに近いかもしれない。もしくは値下げが一番の効果的に繋がっていると思う

ので全然値段が下がらない、IMAX,3D映画などを値下げすると多少は人が集まるかもしれ

ない。 

 

 

 

どうしても上映作品次第ということになってしまうので上映作品を絞り確実に集客できる

作品のみの上映にして経費削減を行うしかなくなってくるかもしれない。また現在ではア

プリを開始する映画館も増えてきている。映画館を調べる、予約するアプリは無料で多く

配信されているためほとんどの映画館が配信しているアプリは上映時間、予約にクーポン、

ポイントなどを追加することにおる顧客獲得が主の目的だと思われる。 
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4 映画関連の便利なアプリ 

各映画館が集客のため映画アプリを配信しているが現在では様々かつ便利な映画専用ア

プリが無料で配信されている。今回 8個の無料アプリを紹介させていただきます。 

1むびめも-Movie Memo- 無料 

 視聴した映画の情報・感想などを保存し、アドレス帳のように管理する事が出来ます。ま

た、保存した映画のタイトルからインターネット検索することができ、より詳細な情報を

得る事ができる。 

 

2映画情報-Movieウォーカー 無料 

 日本最大級の映画情報サイト「Movie Walker」の映画アプリ。 

 毎日配信される国内外の映画ニュースと、全国 3300スクリーンの映画館上映スケジュー

ルを、いつでも簡単に見ることができる。 

 

3 NEVER映画検索 App 無料 

 話題の映画や上映館を簡単に検索でき、予告編やレビューなどの関連情報が充実した、「見

たい映画を探す」「映画を見に行く」という点に重点を置いた、より直感的で、よりシンプ

ルなアプリ。 

 

4映画.com 無料 

 総合映画情報サイト「映画.com」に掲載される最新の映画情報を、いつでも、どこでも、

調べることができる、とっても便利な映画アプリ。 

 

5キネマ旬報 映画ポスターコレクション 無料 

 映画雑誌【キネマ旬報】がセレクトした新作映画のポスターを、iPhone/iPod touch上で

見ることができるアプリ。 

 

6 Now Playing 無料 

 現在地からの近くの映画館を探したり、その上映時間を調べたり、近日公開作品を調べた

り出来ます。 

 

7シネマトゥディ 無料 

 最新映画ニュース、劇場公開作品情報、単独インタビュー、新発売 DVD情報などが見ら

れます。 

 

8 my シアター 無料 

 最新の映画情報、TVシリーズ情報、予告編が見ることが出来る。 
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5まとめ 

 今回の調査を踏まえて有効だと思えた情報戦略もしくは今後に向けての提案を以下にま

とめました。 

5-1 ポイント制 

家電量販店では定番であるが映画の料金につき数％の還元することによりお得にみえる

のに加えて基本的にポイントサービスは会員限定なので会員が増えリピーターが増える

（他の映画館に客を取られる確率が下がる）といった効果が出る。付け加えるとポイント

を利用できるのは映画と映画館内の飲食店、パンフレット店に留めておくのがいいと思う。

某家電量販店みたいに色々な所で無理にポイントを使わせようとしたらすごく悪いイメー

ジがついてしまった例がある。 

 

5-2 映画館の宣伝 

CM もしくは雑誌などで映画自体の宣伝は時々みかけるが映画館の宣伝はめったに観る

ことはない。自分から調べなければわからない情報が多かった、もしくは記事なったとし

てもあまり大きくなないことだ。映画館自体の宣伝費にもう少し使ってもよかったと思わ

れる。 

 

5-3 ひとつの企業に特化した専用アプリ開発 

スマートフォンがここまで広がってきたので映画館のポイントもしくはモバイル会員を

アプリで管理するようにすれば最初にコストがかかるかもしれないがメール配信、顧客管

理することができるようになればそこから経費削減につながる。アメリカでは似たような

ことを行っているが日本ではまだ実用している映画館はあまりない。 
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