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DB内のメールアドレスにメールを配信したい	
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１.準備	

EXPRESS2でメールを配信するにあたり、あらかじめ差出人メールアドレスとして使用するメールアド
レスのドメインを「送信ドメイン登録」から登録しておきましょう。	 

※意図しない「なりすましメール」の送信を防止するために、必ず登録しておく必要があります。	

① 「送信ドメイン管理」の画面を開きます。	

② 送信ドメイン登録状況が表示されます。	
新規でドメインを登録または使用するドメインを追加する場合は「新規登録」
ボタンを押します。	

１-１．送信ドメイン登録	
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③ 差出人メールアドレスとして使用するメールアドレスのドメインを入力します。	
	
	
	
④ ③で入力したドメインが確認用メールアドレスのドメイン部分に表示されます。	
送信ドメイン登録では、アカウント管理者が管理する送信ドメインであることを、
登録予定ドメインのメールアドレスにメールを配信することで確認しています。	
確認メールを受信するメールアドレスのローカルパート（@より前の部分）を入力
します。	
	
	
	
	
	
⑤ 「確認メールを送信する」のボタンを押します。	
指定したメールアドレス宛てに、[Spiral]送信ドメイン管理　登録確認という件名
で確認メールが送信されます。内容を確認し、問題がなければメール文中にあ
るURLをクリックします。クリックすることで、送信ドメイン登録が完了します。	

⑥ 「送信ドメイン管理」の送信ドメイン登
録状況の一覧に、いま登録したドメイン
が表示されています。	
ステータスが「使用可」となっていれば、
差出人メールアドレスのドメインとして使
用することができます。	
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① DB参照 
　　　配信対象となるデータベースを選択します。	
	

② 配信リスト設定 
　　　作成済みのデータベースの中から、配信対象となるリストの抽出を行います。	

　　　※データベース中の全データに対して配信を行う場合は設定する必要はありません。	
	
③ メールヘッダー情報設定 

　　　メールのヘッダー情報（[Subject:]・[To:]・[From:]など）を設定します。	
	

④メール文面設定	
　　　配信するメールの形式（テキストメール・HTMLメール・マルチパートメール・ケータイメール（絵文字対応）・デコメール）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	
　　　を選択し、文面を設定します。	

　　　※メール本文は 大64キロバイト（約32,000文字）まで保存することができます。	
	
⑤配信日時設定	

　　　予約日時で、時間指定またはマニュアル配信（即時スプール）を選択します。 
　　　スタンバイで[STOP]を選択したまま、配信予約を行い、テスト配信、本番配信へと移っていきます。	
	

⑥テスト配信	
　	
⑦本番配信	

１-２．概要	

EXPRESS2の機能を使用すると、メールマガジンのような一括配信ができます。 
「誰に」、「何を」、「いつ」送るのか、EXPRESS2では大きくその３点を設定します。	

【備考】 
EXPRESS2では設定後、配信状況の確認や配信ログのダウンロード、配信エラーの
データベースへの手動反映などを行うことができます。	

「

誰

」
	

「

何

」
	

「
」
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②「DB選択」で配信する対象のデータが入ったDBを選択してください。	

２-１.「誰に」送るのか対象を設定	

どのDBのどのような条件に合致する方へメールを配信するのか設定をおこないます。	

① 「EXPRESS 2」の画面を開きます。	

③「メール形式」で送信するメールの形式を選択します。 
※デコメールの詳細については別途マニュアルをご参照ください。	

２.設定	
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④セグメント配信をする場合、「データベースの抽出ルール」で
抽出ルールを選択します。（全員に送る場合は、選択の必要
はありません） 
 
 
 
⑤「ドメイン抽出」でPC向けか、モバイル向けかを選択してくだ
さい。※「モバイルドメインのみ」 （携帯のみに配信する）を選
ぶ場合は、配信対象の各キャリアにチェックを入れてください。 
 
⑥「オプトアウトフィールド」で配信解除フラグ用の項目名を選
択してください。（オプトアウト機能を利用している場合のみに
なります） 
 
⑦「配信エラーフィールド」で配信エラーフラグ用の項目名を選
択してください。 
 
 
 
⑧「配信エラーログ」の自動反映にチェックを入れます。 
※恒久的なエラー（別紙「配信エラーについて」参照）が何回
以上で配信対象から除外するかを指定する事もできます。	

続けて、どのDBのどのような条件に合致する方へメールを配信するのか設定をおこないます。	
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２-２.文面の設定	

配信する内容（件名や文面等）の設定を行います。	

⑪「宛先メールアドレス」 
宛先となるメールアドレスを格納したフィールドを指定します。 
 
⑫「差出人（From）」 
「差出人設定」で事前に登録した設定を利用する場合、プルダウンか
ら該当の項目を選択し[↓適用]ボタンを押してください。 
 
 
⑬「差出人名」「差出人メールアドレス」 
配信するメールの差出人に表示させたい名称及び、差出人メールア
ドレス（Fromアドレス）のローカルパート（＝@より前の部分）を入力し
てください。 
なお、ドメイン（＝@より後の部分）は、あらかじめ「送信ドメイン管理」
（3ページ～参照）から登録しておいてください。登録していないドメイ
ンのメールアドレスは差出人メールアドレスとして指定することができ
ません。 
 
例：差出人名 ： 株式会社　パイプドビッツ 
　　 差出人メールアドレス ： support@pi-pe.co.jp 
 
⑭「S/MIME署名」「DKIM署名」 
電子署名つきの差出人メールアドレスを設定すると、選択できます。
全てのあて先に対して署名付で送信するのか一部だけか選択しま
す。 
※使用する場合は、事前に「差出人設定 」で差出人に電子署名を登
録しておく必要があります（別紙参照）。 
また、「DKIM署名」を使用する場合、差出人メールアドレスを設定す
ると自動的に設定がされます（第三者署名）。 
お客様ご自身が設定したDKIM署名（＝自己署名）を設定する場合、
あらかじめ「DKIM署名ドメイン管理」で設定しておく必要があります。 
 
⑮「返信先メールアドレス」 
返信先を差出人メールアドレス以外に設ける場合は、そのアドレスを
入力します。	

⑨ 「封筒名(識別名)」を入力します。	
いつ送ったどんなメールなのかなど、管理者が識別できるような情報を入力しま
す。なお、入力した内容はメールを受信したお客様には一切表示されません。	

⑩「サブジェクト（件名）」 
メールの件名を入力してください。	

※「差出人差替え設定」または「返信先差替え設定」を使用する場合はチェック
を入れて、差し替わるデータが格納されているフィールドをそれぞれ指定します。	
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⑯「文面」欄の白いボックス内に、メールの本文をコピー＆ペーストで貼り付
けてください。	
	
⑰お客様のお名前などをメール文面内に差し込めます。 [差替えキーワード]
ボタンをクリックするのと別ウィンドウが開きます。「ユーザー定義」欄より、差
込みたいキーワードの%～～%をクリックします。文面に反映されます。 
 
⑱右上にある[入力文字チェック]ボタンをクリックして機種依存文字や使用文
字数の確認をします。 
 
※「クリックカウント一括設定」に関しては別紙を参照してください。	
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２-３.配信予約設定	

コンテンツのセットが終わったら、仮予約（スタンバイがSTOP状態）を行います。	

③[配信予約]ボタンをクリックすると画面下部に「配信設定一覧」が表示されます。 
「封筒名」をクリックし、出てくるポップアップ内の[テスト・サンプリング配信設定を開く]ボタンをクリック
します。 
 
「テスト配信」を行い、内容が正しいかチェックしてください。 
 
確認事項：「件名」、「Fromアドレス」、「差出人名」、「本文」、「本文中のURLのリンク」、など	

①[試算]ボタンを押して、算
出された「配信可能件数」が、
自分が意図していた件数に
なっているか確認してくださ
い。	

②「スタンバイ」を「STOP」にして、[配信予約]
ボタンを押してください。 
※画面下部の配信登録一覧に、予約した設
定が表示されます。この時、ステータスが「設
定中」になっていることを確認してください。
「設定中」の状態では、実際に予約時間がき
ても配信されません。この状態でテスト配信を
行います。 
※時間指定で予約する場合は、指定した時
間まで10分を切ると予約できません。 

	

※配信設定一覧[多機能タイプ]表示	
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２-４.テスト配信	

本番配信前に配信テストを行います。	

「テスト配信」では、任意のアドレスを1つ指定して配信を行います。	
※配信されたメール内の、差替えキーワード・配信停止URLなどは差し変わりません。（差し替えキーワード
は、「置換文字列の規定値」が表示されますが、文字列が設定されていない場合は空白となります）	

④今回は「サンプリング配信」を選択して、実際にDBに登録されているアドレスを抽出しテスト配信を行います。	
※配信されたメール内の、差し替えキーワード・配信停止URLは実際に差し変わって表示されます。	
	
⑤[配信]をクリックすると、下記のウィンドウが開きます。	

⑥「DBテーブルからサンプリングを行いたいメールアドレス一
覧」に、サンプリング配信を行いたいアドレスを入力します。	
※サンプリング配信では、既にDBに登録されているアドレスを
入力しないと抽出されませんのでご注意ください。	

テスト配信には、「テスト配信」と「サンプリング配信」の2種類があります。	

⑦[サンプリング]をクリックして、DBからメールアドレスの抽出を行って
ください。	
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⑧「サンプリング結果一覧」に、DBから抽出されたメールアドレスが表
示されます。結果一覧の中から、テスト配信したいアドレスにチェックを
入れてください。	
※DBに該当するメールアドレスが存在しない場合、下記のようなウィ
ンドウが表示されます。[戻る]をクリックし、再度アドレスを設定します。	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
⑨[配信]ボタンをクリックして、テスト配信を行ってください。 
下記ウィンドウが表示されればテスト配信は成功です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑩実際に配信したメール数を確認するために、テスト配信が終了した
ら、[配信数クリア]ボタンをクリックして、配信数をゼロに戻してから本
番配信を行ってください。	
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各種ログをダウンロードすることができます。	
	
　　ｒ：配信ログ	
　　e：エラーログ	
　　c：クリックログ	
　　o：オプトアウトログ	
　　w：HTML開封チェックログ	
　　readme_deliver_log.txt：配信ログ内容説明	

ログの保持期間は 終更新日から90日
間になります	
クリックカウントのログなど蓄積しておき、

分析する等を行う場合は、ダウンロードし
保存しておいてください。	

２-５.本番配信の予約をする	

テスト配信が終わったら、届いた文面を確認後配信予約をおこないます。	

⑪スタンバイを「OK」にし、[変更]ボタンを押してください。時間を指定して配信する場合は「時間指定」、今すぐに送る場合は「マニュアル（即時スプール）」を
選択します。但し、「時間指定」の場合は配信予約時間の10分前までに配信予約を終えてください。	

これで、配信予約が完了し、ステータスが「配信待機中」となります。 
「マニュアル（即時スプール）」の場合は「即時スプール」画面に遷移した後、[スプール]ボタンをクリックします。	

	
※配信時には、	
　　１．配信の準備が始まりました	
　　２．配信が始まりました	
　　３．配信が終了しました	
	
という３通のメールが、ご担当者宛に自動で通知されます。（通知しない設定もできます）	
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▼代表的なエラーの種類	

■恒久的なエラー	

　　５．１．１　　メールボックスがありません（入力間違いなどで生じる）	

　　５．１．２　　ドメインが存在しない（入力間違いなどで生じる）	

■一時的なエラー	

　　４．４．１　　接続に対する応答がない（一時的に相手のサーバが応答しない）	

※「DBオペレーション」でエラーの人を検索した例	

付録（１）：配信エラーについて	

配信をすると、ある程度の割合で相手に届かない不達メールが生じます。	 

受信者側のサーバが混んでいるなどの一時的なエラーの場合は、スパイラルでは24時間の
自動再送を試みます。	

スパイラルでは、RFC1893で定義されたコードに準拠して、エラーのフラグ管理をDBで行うことができます。	

エラーコードの詳細については、ユーザーガイド付録のエラーコード一覧をご参照ください。	

３：０：５.１.１	

恒久的なエラーの回数	

一時的なエラーの回数	

直近のエラーコード	

例：恒久的なエラーが3回、一時的なエラーが0回起きていて、
も 近のエラーは、「メールボックスが存在しない」というエ

ラーが返って来た。	
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データベースの項目を元に配信対象者を絞り込む場合はデータベースの抽出ルールを作成します。	

付録（２）：データベースの抽出ルールの設定方法	

① フィールドの抽出ルール編集 
　　　データベースの項目単位で、どんな方を抽出するのかを設定します。	
	

② データベースの抽出ルール設定 
　　　フィールドの抽出ルールを組み合わせて、データベースの中からどのような条件に合致するデータを抽出するのかを　　　	

　　　設定します。	
	
③ 配信リスト設定	

　　　配信リスト設定でデータベースの抽出ルールを設定します。	

「性別」フィールドから女性をとりだす 
フィールドの抽出ルール	

「生年月日」フィールドから20代をとりだす	
フィールドの抽出ルール	

【データベースの抽出ルールのイメージ図】	

20代の女性に絞り込む 
データベースの抽出ルール	

かつ	

手順	
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次に、データベースの項目を元に配信対象者を絞り込む場合はデータベースの抽出ルールを作成
します。	

▼例として「20代の女性を抽出する」ルールの設定を行ないます。	
	
①「配信」グループの「EXPRESS2」の設定を開きます。	
	
②配信リスト設定の「データベースの抽出ルール」項目の[編集]
ボタンをクリックして新規ウィンドウを開きます。	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
③開いたウィンドウ内の「フィールド毎の抽出ルール設定」にあ
る	
[編集]をクリックしてさらに新規ウィンドウを開きます。	
　（例の「20代」の「女性」を抽出する場合は、性別のフィールドで
「女性」を抽出・生年月日のフィールドで「20代」を抽出します） 
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④「抽出ルール名」に任意の名前を入力します。	
※抽出ルールの内容が分かるものをつけることをお勧めします。	
	
	
	
	
	
⑤「性別で抽出」にチェックを入れて、抽出したい性を選択します。 
	
	
	
	
⑥「を抽出する」を選択します。	
※「以外を抽出する」を選択すると上記で選択した性別以外が抽出さ
れます。	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
⑦[新規作成]をクリックしてルールを作成します。	
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⑩「フィールド毎の抽出ルール設定」で抽出に使用したいフィールド
（日付型フィールド）の[編集]を押します。	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑪「抽出ルール名」に任意の名前を入力します。 
※抽出ルールの内容が分かるものをつけることをお勧めします。 
	
	
⑫「年齢で抽出」にチェックを入れる。	
「 [　]歳から[　]歳まで」というテキストボックスに任意の年齢を入力	
※20代を抽出したい場合は、「20歳から29歳まで」	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
⑬「を抽出する」を選択し、[新規作成]をクリックします。	
※「以外を抽出する」を選択すると上記で選択した年齢以外が抽出さ
れます。	
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①「抽出ルール名」を入力します。	
※ここで入力するのはデータベースの抽出ルール名です。	
	
	
	
	
	
	
	
システムIDの範囲を指定して抽出したい場合（1から100までなど）や、 
抽出結果のレコード数を指定したい場合はチェックを入れて任意の数を
設定してください。 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
②使用する「抽出ルール名」をプルダウンから選択して組み合わせます。	
 
※[試算]を使用すると、設定した抽出ルールを適用した際に何人のお客
様に配信されるかを確認することができます。	

③[新規作成]をクリックしてデータベースの抽出ルールを作成します。	
画面下部の「あなたが作成したデータベースの抽出ルール一覧」に設定した名前が表示されていることを確認の上、 「EXPRESS2」に戻って設定した抽出ルールを
選択してください。	
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クリックカウントタグをここで設定し、DBにクリックカウントフィールドとして追加することで、
カウントの格納が可能となります。	

①「DB」の「クリックカウント設定」を選択します。	
	
	
	
②「URLタイトル」に設定名称を入力してください。	
	
③「ジャンプ先URL」に飛ばしたい先のURLを指
定してください。	
	
④「カウント開始日」・「カウント終了日」でクリッ
クカウントの捕捉期間を設定します。	
	

⑤ 「URL期限設定」で、「無期限に設定をする」
場合はチェックを入れます。 」 

 
※ここで設定したクリックカウントの情報が、メー
ル文面作成時に、【差替えキーワード表示】の
一覧に表示されます。 
一覧の中から、該当するタグ（%url/
http:cnt:****%）を選択し、文書中に貼り付けれ
ば、その箇所が一人一人置き換わりクリックの
捕捉が可能となります。	
	
	
	

※詳しくは、別紙「クリックカウント操作手順概
要」・「クリックカウント一括設定操作手順概要」
を参照してください。 
	

付録（３）：クリックカウント設定	
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付録（４）：クリックカウント　URL有効期間設定	

▼URL期間設定ボタンクリック後の画面	

①「URL有効期間設定」をクリックします。	

クリックカウントのURLにアクセスできる有効期間を設定できます。有効期間を設定することで、意図しない時期のクリックを抑止できます。	
	
※P.20にて「無期限に設定する」にチェックを入れた場合は、以下の設定を行う必要はありません。	

②クリックカウントURLの有効期間を設定します。	
ここで設定した有効期間内のみクリックカウントURLにアクセス
することができます。	
	

③設定内容を確認後、[設定]ボタンをクリックします。	
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（土日祝祭日、年末年始休業を除く）	

ユーザーズデスクについて　　http://www.smp.ne.jp/usersdesk/	

ユーザーズデスク受付時間  　10:00～18:00	

スパイラルにログインし、操作画面最上部の 
[ ユーザーズデスク ] ボタンをクリックしてください。 
ポップアップで「ユーザーズデスクご連絡フォーム」が開きます。	

ご質問がございましたら	 スパイラル　ユーザーズデスク	 よりお気軽にお呼び出しください。	

専門スタッフより、すぐに折り返しご連絡差し上げます。	


