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電⼦マネー技術のパイオニア企業、グレートインフォメーション株式会社(本社︓東京都新宿区⻄新
宿、代表取締役会⻑︓椚 孝信、以下︓GIC)は、2022年1⽉より開始した、利⽤料負担がゼロの電⼦
チケットサービス「スマホチケット」への反響が⼤変⼤きく、GICサイトへの1⽉単⽉アクセス数が
10万⼈を超えました。多くの⽅がGICサービスに関⼼を持たれたことへ感謝の気持ちを込めまし
て、抽選で100名様に⼀⼈3,000円相当の賞品(⾷料品)をお好きな通販サイトから選んでもらい進呈
する無料スマホスタンプラリー「お宝ハンター」キャンペーンを2022年4⽉1⽇より実施いたしま
す。

無料スマホスタンプラリー「お宝ハンター」キャンペーン

無料スマホスタンプラリー「お宝ハンター」︓ https://gicz.tokyo/gmp
 

■単⽉アクセス数10万⼈達成記念「お宝ハンター」キャンペーン開催
 

電⼦チケットサービス「スマホチケット」の"利⽤料完全無料"への反響は⼤変⼤きく、サービス開始
⽉(2022年1⽉度)に当サービスサイトを含むGIC運営WEBサイトへの訪問者数は⼀気に10万⼈を超
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えるアクセスを達成することができました。GICではこの度の「10万⼈達成」に感謝の気持ちを込
めまして、抽選で100名様に⼀⼈3,000円相当の賞品を『お好きな通販サイトで選んでいただき進呈
する』無料スマホスタンプラリー「お宝ハンター」キャンペーンを2022年4⽉1⽇より実施いたしま
す。

＜お宝ハンターとは＞
「お宝ハンター」はスマホで遊べるスタンプラリー型ゲームです。誰もが匿名でエントリーできGIC
が指定するWEBページをスマホで閲覧すると、様々なキャラクターがランダムに登場。毎⽉指定さ
れた3つ以上のキャラクターを揃えるとキャンペーンへの応募資格が得られます。キャンペーン期間
終了後には抽選で100名様へ3,000円相当の賞品をプレゼントいたします。プレゼントされる賞品は
当選者がお好きな通販サイトから3,000円相当の⾷料品を⾃由にお選びいただきGICがご希望の品を
⼿配して進呈いたします。

＜キャンペーン概要＞
名称 ︓単⽉アクセス数10万⼈達成記念「お宝ハンター」キャンペーン

 
特典内容︓抽選で100名様へ3,000円相当(送料を含む)の賞品をプレゼント

 
※当選者はお好きな通販サイトから3,000円相当の⾷料品を⾃由に選択して申請

 
参加対象︓制限なし
参加費⽤︓無料
参加⽅法︓「お宝ハンター」( https://gicz.tokyo/gmp )より参加証を取得

 
愛称とメールアドレス登録のみ(住所・電話番号・年齢等⼀切不要)

 
参加期間︓2022年4⽉1⽇(⾦)〜2022年12⽉31⽇(⼟)

 
応募資格︓無料スマホスタンプラリー「お宝ハンター」でキャラクターを揃えて応募(⽉1回)
※4⽉は「武⽥信⽞」「伊達政宗」「上杉謙信」が指定サイトのどこかに現れます

 
※5⽉、6⽉と毎⽉登場するキャラクターは変化しますので、毎⽉応募可能です

 
応募回数︓参加期間中に数回のスタンプラリーを実施しますので、その都度応募いただけます
応募⽅法︓指定のキャラクターを3つ以上揃えると⾃動的にプレゼント抽選対象となります

 
抽選⽇ ︓2023年1⽉20⽇(⾦)

 当選発表︓当選者にのみ参加証取得時のメールアドレスにご連絡
利⽤条件︓当選された⽅にのみ賞品を送付するため⽒名・住所等お伺いします

■「スマホチケット」とは
2022年1⽉より開始した電⼦チケットサービス「スマホチケット」は、紙媒体の⼊場券を使⽤せず
スマホ画⾯を掲⽰することでイベント会場等へ⼊場することのできるサービスです。最⼤の特徴は、
通常の⾮接触型チケット販売システムはイベント主催者が⼀定のシステム利⽤料を負担するのに対し
て、「スマホチケット」は主催者の利⽤料が完全無料であることです。コロナ禍により様々なシーン
で⾮接触が求められ、イベントにおいても紙チケットからスマホでの⼊場パスポート化が進む中、イ
ベント主催者のコスト対策も⼤きな課題となっています。
2年に及ぶコロナ禍において電⼦商取引が拡⼤し、取引に伴う電⼦マネーの普及拡⼤により、GICで
は⼤きな収益を得たことから、リアルな商取引の⾮接触対策の普及拡⼤にも貢献する形で皆様に還元
するべく、利⽤料の完全無料化を実現しました。

⼈気ランキング

24時間 週間 ⽉間

1 ショイグ国防相はどこに︖戦争
中にトップ不在の異常事態

2 「これで海から進軍可能に」と
ロシアが豪語した軍艦、3⽇後に
「破壊」される

3 ロシアエリートがプーチン暗殺
を計画──ウクライナ情報

4 将官が次々と死亡し
暴徒と化すロシア軍

5 ロシア軍は3⽇以内
に⾷糧弾薬尽きる 
ウクライナ側が…

6 プーチンの「取り巻
き」が⾒せる反逆の
兆候...「独裁…

7 【動画】プーチン
「パーキンソン病
説」が再浮上

8 ウクライナで中国
DJI社製ドローン分
析製品が、ロシア…

9 ウクライナ「報道」
でも⽬⽴つ、ワイド
ショーでの適…

10 ロシア戦⾞を破壊し
たウクライナ軍のト
ルコ製ドロー…
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電⼦チケットサービス「スマホチケット」

「スマホチケット」︓ https://gicz.tokyo/p
 

＜商品概要＞
商品名 ︓スマホチケット

 
内容 ︓電⼦チケットサービス

 
利⽤料⾦︓⼊会⾦、維持管理費、システム使⽤料が全て無料
利⽤⽅法︓「スマホチケット」公式サイト( https://gicz.tokyo/p )から登録

 
開始⽇ ︓2022年1⽉

 
備考 ︓別途オプションで「イベントページ」の作成代⾏を1万円(税込)から承ります

 

■グレートインフォメーション株式会社について
GICは電⼦決済技術のパイオニア的存在として1988年に暗号式電⼦マネーのサービスを開始し、そ
の後プリペイドサービスに関する多数の特許技術を取得し、⼤⼿コンビニチェーンにおける電⼦マネ
ー販売事業を30年以上推進してまいりました。

 

最近ではコロナ禍による⾮接触ニーズの⾼まりもあり、電⼦マネーや電⼦決済の利⽤件数は更に増加
し続けています。また電⼦決済に関する豊富な実績から培った技術⼒を活⽤し、地域活性化イベント
での集⾦業務の効率化や電⼦会員証によるチケットレスサービスも新しい取り組みとして運⽤を開始
しております。

今後も消費者の更なる利便性向上に⼒を尽くす⼀⽅で、コロナ禍やカントリーリスクなど経営環境が
厳しくなっている企業・団体に寄り添い、プロが構築する⾼品質なHP制作を安価に提供する「ジッ
クHP」や、チケット販売⼿数料を無料にする「スマホチケット」など、様々な活動を通じて社会へ
貢献してまいります。

■会社概要
社名 ︓ グレートインフォメーション株式会社

 
代表者 ︓ 代表取締役会⻑ 椚 孝信

 
所在地 ︓ 東京都新宿区⻄新宿1-3-13 Zenken Plaza II 3階

 設⽴ ︓ 1982年9⽉10⽇
 

資本⾦ ︓ 1億円
 

URL ︓ http://www.gic-tokyo.co.jp/
 

事業内容︓ コンビニエンスストアをはじめとするプリペイドカード及び
 カードレスシステムの企画設計並びに運営／

コンビニ決済システム企画開発／

ニューストピックス

ニューストピックス⼀覧

PICTURE POWER

レンズがとらえた地球のひと・すがた・みらい

【写真特集】⼈間と野⽣のジンベイザ
メの危うい関係

ロシアVSウクライナの今後
ついに軍事侵攻に踏み切ったロシア。プーチンの
算とウクライナの未来、国際秩序の変化を占う
2022.03.02
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サーバ型前払式⽀払⼿段(電⼦マネー)の発⾏／
ホームページ管理システムの運営

詳細はこちら 
 

プレスリリース提供元︓＠Press

今、あなたにオススメ

ネット証券ランキング【2021年版】

1 ⼈気も取扱商品数も
No.1︕

2 楽天ポイントが
たまる・使える

3 最⾼レベルの
サポート

株式投資はじめるなら、きちんと選ぼう

ネット証券⽐較

MOOK

中⼩企業こそ新しいサステナブルビジネスを 現地に調和する｢⽇本型グローバル展開｣が強みに

Wiced | PR

NTTデータスマートソーシング | PR

信じ難い⽵内 結⼦の銀⾏残⾼

登録不要︕NTTデータグループが発明した家の価値を調べられるサイト

「ティップアンドトリック」 | PR

違法に北朝鮮で撮影された12枚の写真がとにかく恐ろしすぎた

相場の乱⾼下も慌てずに済む、リスクを抑えた投資について考える

中⼩企業こそ新しいサステナブルビジネスを 現地に調和する｢⽇本型グローバル展開｣が強みに

ロシアに苦しめられ続けた、知られざるウクライナ政治30年史
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