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硬貨釣銭機

Ｓｍｏｏｖｉｅ

現金・キャッシュレス対応（通常版）

Ｓｍｏｏｖｉｅ        Ｌｉｇｈｔ

キャッシュレス専用版

◇劇場様独自の割引券（QR コード使用）にも対応しています。

◇インターネットで購入したチケットを発券する事もできます。
　 ※インターネットチケット販売システムの導入が必要になります。

◇ポイントカードが利用できます。

◇ムビチケと連携できます。

「PiTaPa」はご利用いただけません。

※オプション

※オプション

◇クレジット・電子マネーでのお支払いに対応しています。

◇通常版より、筐体サイズが 30％コンパクトです。
◇キャッシュレス決済専用なので、釣銭の準備が不要です。
◇釣銭の計算・補充が不要なので、締め作業の時間が大幅
　に短縮します。

◇現金支払とキャッシュレス決済の両方に対応しています。
◇音やランプでお知らせするので、お釣りの取り忘れを
　防げます。
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自動券売機「Ｓｍｏｏｖｉｅ」シリーズ  機能と特徴

こんなことありませんか？

こんなお悩みを一挙解決！

この機会にぜひご検討ください！！

☆With コロナに向けて経済活動が戻りつつある中、人手不足は
   規模・業界を問わず悪化の一途をたどっています。

☆急速に進んだデジタル・キャッシュレス化が今後の経営に
   大きな影響を及ぼすと言われています。

コロナ禍により「ネットショッピングできないなんて不便」「電子マネーが使えないなんて
不親切」という価値観が当たり前になりつつあるということ。対応していない企業は敬遠
されることになります。（Yahoo ニュース　2022 年 10 月 21 日記事より抜粋）

財布に入れる現金の平均額はキャッシュレス利用前と今後の理想を比べると 5,000 円
少なくなっており、徐々に持ち歩く現金の額が減ることが想定される。

（株式会社 Paidy 2022 年 10 月 4 日発表の調査結果より抜粋）

2022 年 9 月時点における正社員の人手不足企業の割合は 50.1％となり、非正社員に
ついても同様の傾向が見られ、30.4％となりコロナ禍で初めて 3 割を上回った。

（帝国データバンク 2022 年 10 月 21 日発表資料より抜粋）

キャッシュレス

専用

3月末までのお申し込みで

3,800,000
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円 3,000,000円

1,700,000円 1,350,000円

3,800,000
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Ｓ ｍｏｏｖｉｅ

Ｓ ｍｏｏｖｉｅ  Ｌｉｇｈｔ

Ｓ ｍｏｏｖｉｅ  Ｌｉｇｈｔ

円 3,000,000円

1,700,000円 1,350,000円

※レンタルをご希望の方はご相談ください

現金しか使えないん

ですか？ってよく聞か

れるようになった…

バイトの募集を出しても

応募が来ない…
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自動券売機
スムービー

コストを抑えての券売機の増設、限られた
スペースに設置するためにスムービーライト
3台を追加導入

F劇場様  8 スクリーン /1,365 席

無人での対応を見据えた券売機確保のため
にスムービーとスムービーライトを各 1台
導入。

G劇場様  2 スクリーン /344 席

コストを抑えての券売機導入、ネット販売
開始に合わせて発券端末でも活用できる
ためスムービーライトを1台導入。

H劇場様  2 スクリーン /252 席

コストを抑えて券売機を設置するために
スムービーライト 1台を導入。

I劇場様  4 スクリーン /555 席

無人での対応を見据えた券売機の確保、
ネット発券端末として活用するために
スムービーライト 2台を導入。

J劇場様  5 スクリーン /641 席

出来るだけ多くの券売機の設置とテスト導入を兼ねてスムービー 3台と
スムービーライト 1台を導入。

C劇場様  4 スクリーン / 633 席

券売機の増設、現金購入のお客様との動線の区分け、今後のキャッシュレス
利用の増加を見込んで、スムービーライト 4台を追加導入。

D劇場様  8 スクリーン / 1,155 席

スタッフ不足対策として、有人レジ横にスムービ１台とスムービー
ライト２台を導入。

E劇場様  10 スクリーン /1,418 席

今後のキャッシュレス利用増加を見込みつつ、券売機の台数を確保するためスムービライト 6 台を導入。

A劇場様  8 スクリーン / 1,505 席

コストを抑えつつ券売機の台数を確保するため、スムービー 4 台とスムービーライト 4 台を導入。

B劇場様  9 スクリーン / 1,832 席

「人手不足解消」や「デジタル・キャッシュレス化」のために、スムービーの導入が増えています！！
各劇場様のスムービー設置状況を
ご紹介いたします。

四国地方 中国地方

中国地方 関東地方 近畿地方 関東地方

九州地方

使 用 例
管理者のパソコン・スマホ・携帯のメールで、社員・スタッフに
一斉に連絡できるシステムです

2022/10/11 2022/11/18

台風や地震など災害時や事業継続計画(BCP)対策として、
安否確認・緊急召集の機能もご用意しています。

グループ分けが出来るので送信が簡単！

11月12日

アルバイト

コアシネマ

チケット

コンセ

フロア

売店

アルバイトの
コンセ担当
だけに送信

緊急時なので
最低限必要な
質問をご用意
しています

  集合の可否、
可能なら何分後

など回答
いただきます

誰が見ていないか、回答していないか

確認できるので便利です！

3月末までにお申込いただくと、急なスタッフ確保の連絡等に便利な
「連絡網システム」を無料でご利用いただけます！

11月12日

コアシネマ

社員だけに
送信

社員

準社員

パート

アルバイト

関東地方

東北地方

中部地方

管理者のパソコ
一斉に連絡できるシステムです

誰が見ていないか

確認できるので便利です！

2022/11/10  10:10 発行

12月前半のシフト希望を11月
20日までに提出して下さい。

社員・スタッフに

2022/10

回答していないか回答していないか

コアシネマ

社員

準社員

パート

アルバイト

使 用 例
スマ 携帯のメールで 社員・スタッフに

一斉に連絡できるシステムです

誰が見ていないか 回答していないか

確認できるので便利です！

10 発行

日までに提出して下さい。

2022/11/12  14:15 発行

明日13時から出勤のスタッフ
が 1名急遽欠勤することに
なりました。代わりに出勤
出来る方いませんか？

可能

13時半からなら可能です

不可能
その他

安否確認 メール例 緊急招集 メール例


