
学術大会や国際大会の決済フォームの作成、参加者管理が 
ワンストップで簡単に行え、大幅なコスト削減を実現します

2023/2

クレカ対応のオンライン決済システム 

ドラッグ＆ドロップの簡単設計 

初期費用、月額費用0円 

最短1日導入



参加費徴収でよくある課題

申込受付、入金確認で忙しい or 人員を割いている 

事前申し込み率が低く、当日受付業務が忙しい 

当日ドタキャン率が高い 

当日まで参加者数や売上の事前把握が難しい
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学会やイベントの参加費徴収を銀行振込で行っていませんか？

オンライン決済導入で業務効率化



オンライン決済フォーム導入での課題

導入、開発費用が高い 

導入の手続きが煩雑(2～4週間程かかる) 

英語対応できておらず、海外の参加者から徴収が難しい 
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Payventなら受付業務の効率化とコストダウンが可能です

しかし、オンライン決済の導入には様々な課題が…



　　　　　　  なら決済フォームの作成、 
ウェブサイトへの導入がワンストップで簡単に行えます

事務費用が大幅削減
申し込みと参加費支払いが同時に行われるので、入金情報の照合は不要。 
受付業務が自動化されることで、業務短縮 & 人的ミスが無くなります。 
面倒な返金処理は管理画面からクリックするだけ！

決済フォーム導入コストの削減
Payventは導入費、月額費がありません。 
決済フォームや返信メールのカスタマイズもお客様の方で管理画面から行えますので、 
カスタマイズ費用の削減も可能です。

事前申込率アップ
クレジットカードによる即時決済と申込みで、お客様の利便性が大きく向上。 
事前申込率が増えれば、参加者数、売上の事前把握がカンタンに！ 
もちろん、イベント当日の受付業務も軽減されます。



主な機能一覧 5

機能 内容
クレジットカード決済 VISA、MasterCard、American Express 、JCB、ダイナース、Discover、 

Apple Pay、Google Payのお支払いに対応しています。

銀行振込での支払い 参加者ごとに口座番号が発行され自動で消込されます。

フォームカスタマイズ ドラッグ&ドロップだけで自由にカスタマイズできるので、 
思い描いた通りの決済フォームを作ることができます。

募集期間&定員管理 受付期間や定員制限も可能ですので、自動締め切りや、早割などにも対応可能

英語表示 表示言語の切り替えが可能です。海外からの参加者の対応が可能です。

参加者管理 参加者数やお支払い金額、各参加者の詳細情報を確認できます。  
キャンセル対応もワンクリックで可能なので、返金処理作業の手間を大幅に削減可能です。

QRコード来場管理 お申込みされた参加者のメールにQRコード画像が送られます。 
参加者の方にQRコードを提示して頂き、読み込むだけで参加処理が完了します。

メール一斉送信機能 参加者に対して一斉に送信が可能です。

ネームカード, 参加証明書発行 参加受付時の自動返信メールに「ネームプレート」と「参加証明書」のダウンロードボタンを追加可能で
す。

領収書発行 参加者への領収書を自動でメール送付することが可能です。  
領収書発行のオンオフはもちろん、手動でのPDF領収書の発行も可能。

CSVダウンロード 参加者のリストや入力情報はCSVでダウンロード可能です。 
申し込みフォームで参加者に入力した頂いた情報を、マーケティングにご利用頂けます。



サービス概要 6

シンプルかつセキュアなオンライン決済機能

• VISA、MasterCard、American Express 、
JCB、ダイナース、Discover、Apple Pay、
Google Pay、銀行振込 でのお支払いに対応 

• 会員登録せずメールアドレスと名前だけでお支払い
できるので、お申込みがよりスムーズに 

• 受付期間や定員制限も可能ですので、自動締め切り
や、早割などにも対応可能 

• 同行者と一緒のお申込みでまとめてお支払い可能 

• 通信はSSLで保護されており、カード番号は決済代
行会社に直接送信されるので当サービスは経由しま
せん

特徴とメリット



サービス概要 7

ドラッグ＆ドロップで簡単にフォームをカスタマイズ

• ドラッグ&ドロップだけで思い描いた通りの 
決済フォームを作ることができます 

• 「住所」「電話番号」などのよくある入力項目は 
プリセットとしてご用意しています 

• 必須入力欄やフォームの補足説明なども設定可能

特徴とメリット



サービス概要 8

ダッシュボードから参加者の状況がひと目で確認できます 
返金対応もワンクリックで

• 参加者数やお支払い金額、各参加者の詳細情報を
確認できます 

• 返金対応もワンクリックで可能なので、返金処理
作業の手間を大幅に削減可能 

• メール一斉送信機能で参加者へのお知らせも簡単

特徴とメリット



利用料金 9

6%
 (参加者から頂きます)

決済手数料

返金手数料

初期費用や毎月の利用料はござませんので、リスクなく始めることができます 
導入費用や運用費などの隠れた費用もございません

6%
銀行振込手数料 300円



導入代行プラン 10

5.5万円

申込みフォーム設定と運用方法の策定をサポートいたします。 
導入代行プランにお申し込みいただくと、ヒアリングしてお客さまのニーズに合わせた 
参加申込 & 決済フォームを作成いたします。

• ヒアリング 
• 参加申込 & 決済フォーム作成 
• 自動返信メール・QRコード設定 
• 書類設定(領収書, 参加証明書, ネームプレート) 
• フォームの公開について 
• 運用方法について(返金処理, 当日受付について)

導入代行プランの内容 費用



ご利用までの流れ 11

アカウント作成

1

審査
(最短1日)

3

フォーム作成

4 5

公開

登録から公開まで、最短1日で導入可能！ 
審査はオンライン上でスピーディーに完結

情報入力

2

本人確認情報、書類



セキュリティ対策 12

SSL暗号化

AWSを利用

カード情報非保持
通信データをSSL暗号化しています。 
悪意ある第三者による盗聴を防いだり、送信
される重要な情報の改ざんを防ぎます。

Payventのシステム内に、お客様のクレジッ
トカード情報を「保存」「処理」「通過」せ
ずに、直接決済会社(stripe)に送ることで、
不正利用を防ぎます。 

AWSは世界中のデータセンターでネット
ワークを介して稼働しており、 常に最新世
代ハードウェアへと定期的にアップグレード
されています。 
データセンターは東京を利用しております。

２段階認証
パスワードともう1つの要素を使ってアカウ
ントを保護可能です。 
管理画面より設定ください。



導入イベント400以上！累計利用人数10万人 13

• 第31回臨床内分泌代謝Update  
• 第40回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 
• 第126回日本小児精神神経学会 
• 第125回日本小児精神神経学会 
• CoRL2019 
• 第44回日本小児皮膚科学会学術大会 
• 第50日本慢性疼痛学会 
• 第28回 臨床細胞遺伝学セミナー 
• 日本小児循環器学会第11回教育セミナー Advanced 
Course 
• 第64回日本神経化学会大会 
• CVMW2021ー心血管代謝週間ー 
• 第35回近畿小児科学会 
• 第34回近畿小児科学会 
• アレキサンダー研究会 
• 第45回北九州歯学研究会発表会（オンデマンド参加） 
• 第27回透析バスキュラーアクセスインターベンション治
療医学会　学術集会・総会 
• 第15回日本臨床検査学教育学会学術大会 
• 日本動物実験代替法学会 第34回大会 
• 第49回日本慢性疼痛学会（Web学会） 
• 第5回日本DCD学会

数十人規模の研究会～数千人規模の大会までご利用頂いています

• 第43回日本小児遺伝学会学術集会 
• 第55回日本痛風・尿酸核酸学会総会 
• 第44回日本精神病理学会 
• 九州作業療法学会 2021 in熊本 
• 第17回中四国放射線医療技術フォーラム 
• 第26回透析バスキュラーアクセスインターベンション治
療研究会 
• 第336回九州地方会・第72回九州支部生涯教育講演
会・教育セミナー(九州) 
• 2021年GNDM　5th ONLINEセミナー「コロナに負け
ない歯科医療の本質を探る！」 
• 第40回日本精神科診断学会 
• 第24回 日本肝がん分子標的治療研究会 
• 第37回日本産婦人科感染症学会学術集会 
• 第20回日本先進糖尿病治療研究会・第18回1型糖尿病
研究会 
• 第10回内視鏡下耳科手術ハンズオンセミナーin山形
（10th EES Hands-on Seminar in Yamagata） 
• 第35回 関東臨床細胞学会学術集会 
• 日本消化器病学会第66回教育講演会 
• ADMETA Symposium 2020 
• 第205回近畿外科学会



参加申し込み&決済フォームサンプル① 学術集会 14

https://staging.payvent.net/embedded_forms/show/5ec495e3420a7b2eca70531e
下記URLで実際にご覧になれます

テスト用クレジットカード番号 : 4242424242424242 期限、CVCはどの番号でもかまいません。

https://staging.payvent.net/embedded_forms/show/5ec495e3420a7b2eca70531e


参加申し込み&決済フォームサンプル② 国際会議 15

https://staging.payvent.net/embedded_forms/show/5de9d663420a7b3ed706dc90
下記URLで実際にご覧になれます(ブラウザの言語が英語設定の場合、自動で英語に切り替わります)

テスト用クレジットカード番号 : 4242424242424242 期限、CVCはどの番号でもかまいません。

https://staging.payvent.net/embedded_forms/show/5de9d663420a7b3ed706dc90


よくあるご質問 16

Payventの利用料は？

決済費の6%を手数料です。 
申し込みがあるまでは完全無料で利用できる上に、初期費用もあり
ませんので、リスクなく導入することができます。

Q.

A.

返金はどのようにされますか？

決済費の6%を引いた金額が、当月のクレジットカード利用代金から
相殺されます。 クレジットカード会社によっては返金が翌月以降に
なる場合もございます。

Q.

A.

最低利用期間はありますか？

利用期間に一定の縛りはありません。

Q.

A.

領収書は発行できますか？

自動でメールに添付、もしくは管理画面の決済一覧より、ご利用い
ただけます。

Q.

A.

申込日から導入までどれくらいかかりますか？

通常1日～4営業日で承認されます。承認されると、決済機能が使用
可能になります。承認されるまではフォーム作成までご利用いただけ
ます。

Q.

A.

クレジットカード情報はどのように保存されますか？

クレジットカード情報はPayventは一切所持せず、全てstripeに送信
されるため、安全にお使いいただけます。その他の入力された情報は
Payventに記録されます。

Q.

A.

売上はどのように支払われますか？

管理画面より「入金」ボタンを押すと指定の口座に入金いたします。 
口座への入金手数料は300円です。

Q.

A.

クレジットカードの明細書表記名はどうなりますか？

「ＳＴ＊ＰＡＹＶＥＮＴ」と明細に表示されます。

Q.

A.

推奨するブラウザ環境は何ですか？

PCのChromeまたはSafari最新版の利用を推奨します。 
お支払い画面はスマートフォン対応済みです。

Q.

A.



今後の追加機能 17

イベントをまたいだ参加者管理(PRO版機能)
管理者が過去に行った全てのイベントの参加者を横断管理し、 
フィルタリングやメール送信などが可能になります。

支払い者側(エンドユーザー)管理画面
エンドユーザー管理画面からフォーム入力情報の変更や、主催者との連絡が可能になり事務連絡が効率化可能です。

年会費など定期的な支払いに対応(PRO版機能)



窓口 18

住所 大阪市北区豊崎1-1-21 
シャトー中尾2階(株式会社エイル内)

TEL 06-6123-7626(株式会社アーバス ペイベント担当窓口) 
新型コロナウイルス感染防止のため、テレワークで営業しております。 
お電話での対応が出来ない場合もございますので、その時はお手数ですが、 
下記メールアドレスからご連絡をお願いいたします。

E-mail contact@payvent.net

お気軽にお問い合わせください

HP https://payvent.net/ 
HPからすぐにPayventをご利用いただけます！

https://payvent.net/


・Payvent 運営 
・ウェブシステム開発 
・ウェブサイト制作

06-6123-7626 
contact@payvent.net 

会社概要 19

会社名 株式会社Urbs

住所 〒531-0072 
大阪市北区豊崎1-1-21 
シャトー中尾2階 
(株式会社エイル内) 

設立 2017年5月12日

事業内容

お問合せ

新型コロナウイルス感染防止のため、テレワークで営業
しております。 
お電話での対応が出来ない場合もございますので、その
時はお手数ですが、メールアドレスからご連絡をお願い
いたします。

mailto:contact@payvent.net

