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第6章

メールグループ

メールグループの概要

配信を行うには、データベースに格納されたデータから配信対象を切り出す「リスト」と、メッセージを封入した「封

筒」が必要になります。したがって、事前にデータベースとメッセージを用意しておきます。

※エクスプレス２では「リスト」、「封筒」の事前準備は不要です。

メールグループでは、配信の登録に必要な「封筒」、「リスト」の定義、およびタイミングが異なる４種類の配信

登録が可能です。それぞれの配信スタイルごとに設定の方法は異なります。

(1) エクスプレス配信／エクスプレス２

配信日時を指定し、一斉に配信する機能を提供します。

エクスプレス配信では、事前に用意しておいた「リスト」と「封筒」を選択し、予約日時を指定します。

エクスプレス２では、メール文面の作成，リストの抽出から配信登録までを１画面で行うことができます。

図 6-0-1 エクスプレス配信のイメージ
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(2) シークエンス配信

データベース中の日付関連フィールドに格納された値（起算日）をもとに、その日からの経過日数を指定して自

動的に複数回配信する機能を提供します。例えば、会員が入会した翌日から全 10 回のメールマガジンを毎日（も

しくは数日おきに）１号ずつ配信することができます。

シークエンス配信では、起算日として適用可能なフィールド、「リスト」と、配信回数分の「封筒」が必要になります。

図 6-0-2 シークエンス配信のイメージ
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(3) サンキュー配信

登録ページから会員が登録したタイミングで自動的に逐次メールを配信する機能を提供します。

サンキュー配信では、「リスト」と「封筒」の他に登録ページの設定が必要です。登録ページについては第 4 章を

参照して下さい。

図 6-0-3 サンキュー配信のイメージ
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(4) タイムリー配信

データベース中の日付関連フィールドの値（起算日）をもとに、その３日前、１日後といった時差を設定して、

自動的にメールを配信する機能を提供します。シークエンス配信と異なり、年の情報を無視することが特徴です。

例えば毎年誕生日の当日に「誕生日メール」を配信するといった利用が可能です。

タイムリー配信では、起算日として適用可能なフィールド、「リスト」と「封筒」が必要になります。

図 6-0-4 タイムリー配信のイメージ
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このグループで提供されている機能には以下のものがあります。

図 6-0-5 メールグループの機能
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(1) 配信履歴表示

各配信スタイルごとに、これまでの配信件数を閲覧できます。

(2) 差出人設定

差出人の登録、及び電子署名付きメールの電子証明書を設定します。

(3) 封筒制作（既存文書指定）

作成済みのメッセージを用いて、配信内容となる封筒を定義します。

(4) 封筒制作（直接入力）

メッセージを作成し、配信内容となる封筒を定義します。

(5) リスト作成

作成済みのデータベースを用いて、配信対象となるリストを定義します。

(6) EXPRESS 配信登録

エクスプレス配信を登録します。

(7) EXPRESS ２

エクスプレス配信のクイック設定版エクスプレス２配信を登録します。

(8) 即時スプール

EXPRESS 配信，EXPRESS ２のオプション機能です。予約日時を「マニュアル」で設定した場合に即時スプールを行

います。

(9) EXPRESS レポート

クリックカウントログ、及び HTML 開封チェックの集計を行い、レポートを表示します。

(10) バックナンバー閲覧

EXPRESS 配信，EXPRESS ２のオプション機能です。過去に配信したメールのバックナンバーを閲覧します。

(11) SEQUENCE 配信登録

シークエンス配信を登録します。

(12) SEQUENCE レポート

シークエンス配信に関するクリックカウントログ、及び HTML 開封チェックの集計を行い、レポートを表示します。

(13) THANKS 配信登録

サンキュー配信を登録します。

(14) THANKS レポート

サンキュー配信に関するクリックカウントログ、及び HTML 開封チェックの集計を行い、レポートを表示します。

(15) TIMELY 配信登録

タイムリー配信を登録します。

(16) TIMELY レポート

タイムリー配信に関するクリックカウントログ、及び HTML 開封チェックの集計を行い、レポートを表示します。
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図 6-0-6 配信履歴

本システムでは、「封筒」に送りたい内容（メッセージ）を設定し、その内容を「リスト」の宛先メールアドレス

に配送します。したがって、配信登録を行うためには、「封筒」と「リスト」が最低１つずつ必要になります。配

信登録を行う前に必ず用意しておいて下さい。

また、EXPRESS2 配信設定一覧の表示が「シンプル」と「多機能」の２種類のタイプがございます。

※エクスプレス２では「リスト」、「封筒」などの事前準備は不要です。詳しくは「6-6 エクスプレス２」を参照

して下さい。

「メールグループ」を選択すると、以下のような配信履歴が表示されます。

6-1 差出人設定

メールを配信する際の差出人を設定します。完了すると配信設定時に簡単に呼び出すことができます。

「差出人設定」 の「新規登録」ボタンをクリックすると、「差出人新規登録」画面が新しいウィンドウで開きます。

「差出人名」「差出人メールアドレス」を入力し「登録」します。

1）差出人名

メールの送信元となるお名前を入力します

2）差出人メールアドレス

メールの送信元となるメールアドレス（From アドレス）を入力します

※差出人メールアドレスは認証局に申請したものを入力します。

差出人名

差出人メールアドレス

差出人新規登録

登録

図 6-1-1 差出人新規登録
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6-2 封筒制作：既存文書指定

ここでは、作成済みのメッセージを送信するための封筒を作成、編集することができます。

※エクスプレス２では、封筒はシステムが自動的に作成しますので、設定は必要ありません。

メニューの中から、「封筒制作：既存文書指定」をクリックすると、次の画面が表示されます。

図 6-2-1 封筒制作
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封筒の内容
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差出人名

差出人メールアドレス

差替えキーワード表示

あなたが作成した封筒一覧
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封筒には以下の情報を設定します。最低限必要なのは、コンテントタイプ、メッセージ、サブジェクト、差出人メー

ルアドレスの４項目です。

(1) コンテントタイプ

作成する封筒のコンテントタイプを指定します。コンテントタイプとは、配送したメッセージを受取人が読む際に、

どのように処理してもらいたいかを記述するものです。指定できるコンテントタイプは以下の５種類です。

1) テキストメール

テキスト形式のメッセージを送る場合に選択します。封筒に封入できるメッセージのコンテントタイプも

「テキストメール」です。また、封入可能なメッセージの数は１つです。

2) DoCoMo 絵文字対応メール

i モードに絵文字を送りたい場合に選択します。文字コードを Shift_JIS に変換し、Base64 でエンコードし

て配信します。封筒に封入できるメッセージのコンテントタイプは「DoCoMo 絵文字対応メール」です。

また、封入可能なメッセージの数は１つです。

3) HTML メール

HTML で記述されたメッセージを送る場合に選択します。封筒に封入可能なメッセージのコンテントタイプも

「HTML メール」です。HTML メールが閲覧できるかどうかは、受取側の環境に依存します。利用する前に読者

に確認（会員登録時など）することをお勧めします。封入可能なメッセージの数は１つです。

4) マルチパートメール

テキストと HTML のメッセージを同時に送り、どちらかのメッセージだけを見て欲しい場合に選択します。封

筒に封入可能なメッセージのコンテントタイプは「テキストメール」と「HTML メール」の両方です。どちら

のメッセージを見るかは受取側の環境に依存するのでご注意下さい。通常テキストとHTMLとを同封した場合、

HTML メールを見ることができるメーラーでは、HTML メッセージを優先的に閲覧する場合が多く、その他のメー

ラーでは、HTML が添付ファイルとして表示される場合があります。また、古くからインターネットメールを

利用している方の中には、同じ内容のメッセージを２つ送ることに拒絶反応を示す場合があります。利用す

る前に読者に確認（会員登録時など）することをお勧めします。なお、封入可能なメッセージの数は２つま

でです。

5) マルチパートメール（mixed）

テキストと HTML のメッセージを同時に送りたい場合に選択します。前述のマルチパートメールとの違いは、

受取側に両方のメッセージが表示される点です。どのように表示されるかは受取側の環境に依存します。メー

ルマガジン等の配信では、マルチパートメールをお使い下さい。

(2) メッセージ選択

1) メッセージ一覧

封筒に封入可能なメッセージが表示されます。コンテントタイプが「テキストメール」の場合は「テキストメー

ル」タイプのメッセージのみ、「HTML メール」の場合は「HTML メール」タイプのメッセージが候補として

一覧表示されます。

・メッセージの内容を確認するには、メッセージ名をダブルクリックします。

・メッセージを封筒に入れるためには、封入したいメッセージを選択して　　ボタンをクリックします。

2) limit

封入可能なメッセージ数（コンテントタイプ毎に異なります）が表示されます。

・「テキストメール」タイプ  ：１つ（「テキストメール」メッセージのみ）

・「DoCoMo 絵文字対応メール」タイプ ：１つ（「DoCoMo 絵文字対応メール」メッセージのみ）

・「HTML メール」タイプ  　　　　 ：１つ（「HTML メール」メッセージのみ）

・「マルチパートメール」タイプ  ：２つ

・「マルチパートメール (mixed)」タイプ　　  ：２つ
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3) 封筒の内容

封筒の内容には、現在封入されているメッセージが表示されます。

・メッセージを出し入れするには、上にある　　、　　ボタンをクリックします。

・メッセージの内容を確認するには、メッセージ名をダブルクリックします。

(3) ヘッダー情報設定

1) 封筒名（識別名）

この項目の設定は必須ではなく、任意で行っていただけます。

異なる対象者に対して同じサブジェクト（件名）のメールを配信したい場合、どの配信かを識別する際にご

利用下さい。

2) サブジェクト

メールのサブジェクト（件名）で、入力必須です。ここには、128 バイト（全角で 64 文字）以内の文字列を

入力できます。

3) 受取人名

メールの受取人名です。メールヘッダーの宛先欄に表示されます。ここには、64 バイト（全角で 32 文字）

以内の文字列を入力できます。入力必須ではありません。例えば、「キャンペーン応募者様」と設定した場合

は以下のようになります。

To: “キャンペーン応募者様”<xxx@yyy.zzz>

個人名など、OneToOneで差替えたい場合は、「リスト作成」機能で受取人名フィールドを指定します。この場合、

そちらの設定が優先され、「リスト作成」で指定した受取人名フィールドが NULL（値が入ってない状態）の場合、

ここで設定した受取人名が適用されます。

リスト作成の「様編集機能」使用時の注意点：

リスト作成で「様編集」を設定している場合は、封筒制作で設定した受取人名の値にも " 様 " を付与

して配信します。" お客様 様 " 等とならないようにご注意下さい。

4) 差出人名

差出人の名称で、64 バイト（全角で 32 文字）以内の文字列を入力できます。メールヘッダーの差出人欄のメー

ルアドレスの左に表示されます。入力必須ではありません。例えば、「メルマガ事務局」と設定した場合は以

下のようになります。

※差出人設定に登録された差出人は「登録済みの差出人」より選択後、[↓適用]ボタンより自動反映されます。

From: “メルマガ事務局”<aaa@bbb.ccc>

5) 差出人メールアドレス

差出人のメールアドレスで、入力必須です。受信者はここで設定されたアドレスからメールが送信されたよ

うに解釈するので、インターネット上のエチケットとして必ず実在するメールアドレスを入力して下さい。

※差出人設定に登録された差出人メールアドレスは「登録済みの差出人」より選択後、[↓適用 ]ボタンよ

り自動反映されます。

6) Reply-To

メールの返信先です。差出人メールアドレス以外に返信してもらいたい場合に設定します。必ずメールアド

レスのみを入力するようにして下さい。「差出人メールアドレス」に返信させる場合は、設定する必要はあり

ません。
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［差替えキーワード表示］ボタンについて：

［差替えキーワード］表示ボタンで使用可能キーワード一覧が表示されますので、これを参考にして、

設定されているタグをコピーして、差替えたい箇所に貼りつけてください。一覧は DB 単位で見ること

ができます。配信時には、配信対象リストの元の DB が差替え設定したフィールドを持っているかどう

かが重要です。詳しくは「4‐3‐3差替えタグの挿入」を参照してください。

(4) あなたが作成した封筒一覧

設定済みの封筒が一覧表示されます。サブジェクトをクリックすると、上の設定欄に封筒の設定内容が表示

されます。

6-2-1 封筒の新規作成

封筒は、必要な項目を設定し、[新規作成 ]ボタンをクリックすることで作成できます。封筒を作成するためには、

予めメッセージを作成しておく必要があります。設定は次の順序で行います。

(1) コンテントタイプを設定します。

(2) メッセージ一覧の中から封入したいメッセージを選択し、　　ボタンをクリックします。メッセージの内

容を確認したい場合は、メッセージ名をダブルクリックします。

(3) サブジェクト、差出人メールアドレス、およびその他の必要な項目に値を入力します。

(4) [ 新規作成 ]ボタンをクリックします。

封筒を作成すると、「あなたが作成した封筒一覧」に、サブジェクト、コンテントタイプ、更新日が表示されます。

6-2-2 封筒の変更・削除

作成済みの封筒を変更、削除するには、「あなたが作成した封筒一覧」の中から変更または削除したい封筒のサブ

ジェクトをクリックします。設定内容が表示されるので、変更したい場合は、対象箇所を変更し、[変更 ]ボタン

をクリックします。また、削除したい場合は [削除 ]ボタンをクリックします。

変更すると、現在登録されている配信予約にも変更内容が反映されます。また、削除するとこの封筒を用いてセッ

トされている配信予約も削除されますので、ご注意下さい。
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6-3 封筒製作 :直接入力

ここでは事前に「文書」「メッセージ」を用意することなく、封筒を作成、変更することができます。

1）メニューの中から「封筒製作：直接入力」をクリックすると次のような設定画面が表示されます。「封筒製作：

直接入力」メニューでは、事前に「文書」「メッセージ」を用意することなく、封筒を作成、変更することができます。

※組み換えメッセージなど、複数の短冊で構成されたメッセージを作成したい場合は、「封筒製作：既存文書指定」

をご利用ください。

※「封筒製作：既存文書指定」メニューを利用することで、従来の手順で封筒が作成することができます。

作成までの流れは以下になります。

1) メールグループのメニューから「封筒製作：直接入力」をクリックすると、次のような設定画面が表示さ

れます。

図 6-3-1 「封筒製作：直接入力」設定画面

封筒形式

選択

ケータイメール

HTML メール

テキストメール

マルチパートメール

デコメール
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2) 封筒形式を選び、「選択」ボタンをクリックすると、次のような設定画面が表示されます。

※シングルパートとは、通常 TEXT もしくは HTML のいずれか１種類のメールを送信する形式です。

※マルチパートとは、通常 TEXT と HTML の２つのメッセージを１つの封筒に封入して送信する形式です。受

信者は環境に応じていずれか１つのメッセージを閲覧します。

図 6-3-2a 設定画面２（マルチパートの場合）

メールヘッダ情報設定

メール文面設定
（テキスト形式）

メール文面設定

（HTML 形式）
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※デコメールとは、docomo 、au 、softbank に対応した携帯電話用 HTML メールを送信する形式です。

※ HTML パートと同様の TEXT パートを作成するには、「TEXT パート」を選択し、「TEXT ソース」

　　で「HTML ソースを参照してテキストを作成」をクリックすることで、設定できます。

図 6-3-2b 設定画面２（デコメールの場合）

3) 以下、「EXPRESS2 配信設定」と同様にサブジェクト、差出人メールアドレス、文面等を適宜設定し、「新規

作成」ボタンをクリックすることで封筒を作成することができます。

作成した封筒は、従来と同様に、「EXPRESS 配信登録」、「SEQUENCE 配信登録」、「THANKS 配信登録」、「TIMELY 配信登録」

の各メニューから参照することができます。

メールヘッダ情報設定

メール文面設定

配信リスト設定

配信日時設定
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図 6-4-1 リスト作成（DB 選択）

図 6-4-2 リスト作成

選択

6-4 リスト作成

ここでは、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を作成、編集することができます。リストとは、

データベースから配信対象者を切り出すためのルールで、配信の 10 分から 20 分前に行われるスプール（配信準備）

時に適用されます。スプールの開始時刻は、配信スタイルによって異なります。

※エクスプレス２では、リストはシステムが自動的に作成しますので、設定は必要ありません。

メニューの中から、「リスト作成」をクリックすると、次の画面が表示されます。

リスト名

STOP データベース

配信エラーフィ－ルド

ドメイン抽出

抽出ルール

オプトアウトフィールド

“様”編集

受取人フィールド

受取人メールアドレスフィールド

DB 情報表示

あなたが作成したリスト一覧
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設定時に最低限必要な情報は、リストの母体となる DB 名、リスト名、受取人メールアドレスフィールド、ドメイ

ン抽出 の３項目です。

(1) DB 選択

作成したいリストの母体となるデータベースです。

(2) 基本設定

1) リスト名

作成したリストの名称で、入力必須です。128 バイト（全角 64 字）以内の文字列を入力できます。

2) 受取人メールアドレスフィールド

メール受信者のメールアドレスを格納したフィールドを指定します。ここで指定できるのは、「メールアドレ

スタイプ」のフィールドのみです。必ず設定されなければなりません。

3) 受取人名フィールド

メールの受取人名を表示したい場合に設定します。入力必須ではありません。受取人名に表示したい値が格

納されたフィールドを指定します。ここで設定した受取人名は以下のように表示されます。

To: “受取人名”<xxx@yyy.zzz>

受取人名フィールドに指定できるフィールドタイプ：

　1 テキストフィールド（32bytes）

　2 テキストフィールド（64bytes）

　3 テキストフィールド（128bytes）

　4 数字・記号・アルファベット（6bytes）

　5 数字・記号・アルファベット（32bytes）

受取人名フィールドに値が格納されていない場合は、メールアドレスの前に何も挿入されません。ただし、「封

筒作成」で受取人名が設定されていると、規定値として、その文字列が挿入されます。

4) " 様 " 編集

メールヘッダーの「To: 」フィールドに敬称を付与することができます。入力必須ではありません。受取人

名フィールドを設定した場合に利用します。

表示例（「様」を設定した場合）：

To: " 山田太郎様 " <xxx@yyy.zzz>

「様編集機能」使用時の注意点：

封筒制作で設定した受取人名の値にも " 様 " を付与して配信します。" お客様 様 " 等とならないよ

うにご注意下さい。

5) ドメイン抽出

メールアドレスのドメイン情報からリストを抽出します。「制限しない（全てのドメイン）」、「モバイルドメ

インを除外」、「モバイルドメインのみ」の３つの中から選択できます。モバイルドメインのみを選択した場合、

キャリアを選択可能になります。

なお、現在登録されているモバイルドメインを別紙のリストに掲載致しますので参考にして下さい。リスト

は随時更新しておりますが、各キャリアによって自由に登録することができるため、瞬時に全てを把握する

のは困難です。リストに掲載されていないモバイルドメインをご存知の方は、是非弊社までご連絡下さい。
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6) 抽出ルール

ここでは、「DB グループ」の「データベースの抽出ルール登録」で登録したのルールを指定します。ここで

指定したルールにしたがって、データベースから配信リストを切り出すことができます。

7) オプトアウトフィールド

配信リストに対して「オプトアウト除外」の設定ができます。

8) 配信エラーフィールド

配信リストに対して「配信エラー除外」の設定ができます。

配信エラーの自動反映について：

「配信エラーログをい DB に自動反映する」にチェックをいれると当該リストを利用した配信で発生した

エラーは自動的に指定フィールドに反映されます。

恒久的なエラーの除外回数について：

恒久的なエラーを何回以上で除外するかを指定することができます。

9) STOP データベース

ここでは、「DB グループ」の「STOP データベース発行」で発行したデータベースを指定します。STOP データベー

スに含まれるメールアドレスと一致するレコードを、リストから除外することができます。

［DB 情報表示］ボタンについて：

［DB 情報表示］ボタンをクリックすると、リストに使用するデータベースの情報が表示されます。

 

6-4-1 リストの新規作成

リストは、まず母体となるデータベースを選択し、必要な項目を設定した後に、[ 新規作成 ] ボタンをクリック

することで作成できます。リストを作成するためには、予めデータベースを発行しておく必要があります。設定

は次の順序で行います。

(1) 切り出し元のデータベースを選択し、[選択 ]ボタンをクリックします。

(2) リスト名、受取人メールアドレスフィールド、ドメイン抽出、およびその他の必要な項目を設定します。

(3) リストに設定中の抽出条件を適用する場合は「試算」ボタンをクリックして配信対象数を確かめます。

別ウインドウが立ち上がり、現在設定中の条件での試算結果が表示されます。

(4) [ 新規作成 ]ボタンをクリックします。

リストを作成すると、「あなたが作成したリスト一覧」に、リスト名、DB 名、設定中の抽出条件（ルール）、ドメ

イン抽出条件、更新日が表示されます。

6-4-2 リストの変更・削除

作成済みの封筒を変更、削除するには、「あなたが作成したリスト一覧」の中から変更または削除したいリストの「リ

スト名」をクリックします。設定内容を変更したい場合は、対象箇所を変更し、[変更 ]ボタンをクリックします。

また、削除したい場合は [削除 ]ボタンをクリックします。

変更すると、現在登録されている配信予約にも変更内容が反映されます。また、削除すると、このリストを用い

てセットされていた配信予約も削除されますので、ご注意下さい。



DB名

総数

抽出条件適用結果
オプトアウト適用結果
配信エラー適用結果
StopDB適用結果

ドメイン抽出適用結果

不正アドレス数

配信可能数

図 6-4-3 試算結果の表示

6-4-3 リスト件数の試算

リストの作成、又は変更中に [ 試算 ] ボタンをクリックすると、現在設定中の条件を適用した場合の配信対象者

の数を確認することができます。試算結果に表示される項目は、以下の通りです。

(1) DB 名

切り出し元のデータベース名称です。

(2) 総数

データベースに登録されている全レコード数です。

(3) 抽出条件適用結果

現在設定中のリストで選択されている抽出ルールを適用した場合に、切り出す対象となるレコード数で

す。

(4) オプトアウト適用結果

(3) の結果に対して、「オプトアウトフィールド」に適用したレコード数です。

(5) 配信エラー適用結果

(4) の結果に対して、「配信エラーフィールド」に適用したレコード数です。

(6) StopDB 適用結果

(5) の結果に対して、「STOP データベース」を適用したレコード数です。

(7) ドメイン抽出適用結果

(6) の結果に対して、「ドメイン抽出」を適用したレコード数です。

(8) 不正アドレス数

データベースに登録されている全レコード中で、宛先メールアドレスが不正（配信不可能）なレコード

数です。

不正アドレス数の注意点 :

不正アドレス数はデータベースの全てのレコードをチェックして検出された結果です。抽出条件の設定

によっては不正アドレスが検出されても配信可能件数が減っていない場合があります。

(9) 配信可能件数

現在この設定で配信対象となるリストの件数です。



図 6-5-1 エクスプレス配信登録

6-5 EXPRESS 配信登録

ここではエクスプレス配信の予約や、配信状況の確認、テストメールの配信、配信ログのダウンロードを行います。

また、配信エラーフィールドをもつデータベースに配信エラーログの情報を反映させることができます。テスト

メールの配信、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反映方法については、後の節で紹介し

ます。

「EXPRESS 配信登録」をクリックすると、次の画面が表示されます。

リスト選択

封筒選択

予約日時

スタンバイ

試算

プレビュー

配信日時 封筒名 ステータス

配信数

エラー数

テスト配信

配信ログ

エラー反映

配信予約

URL 有効期間設定
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6-5-1 エクスプレス配信の準備

エクスプレス配信するには、対象となる配信リストと封筒が作成されていなければなりません。また、時間指定

配信を行う場合には予約日時も決めておく必要があります。

配信予約時に必要な設定項目は以下のものです。

(1) リスト選択

作成済みの配信リストを指定します。

(2) 封筒選択

作成済みの封筒を指定します。

(3) 予約日時

時間指定またはマニュアル配信（即時スプール）を指定します。

時間指定配信の場合は配信を開始したい日時を指定します。時刻は 30 分ごとに指定することができます。

※即時スプールを行う場合は不要です。

(4) スタンバイ

仮予約をしてテスト配信などを行う場合には [STOP] を、準備が完了し、本番配信を実行する場合には [OK] を指

定します。また、予約日時でマニュアルを選択し、スタンバイを OK にして「配信予約」ボタンをクリックすると「即

時スプール」へ処理が移ります。
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(5) あなたが作成した配信登録一覧

登録済みの配信予約情報の一覧が表示されます。以下の内容が表示されます。

※はリストの表示項目［詳細］をクリックすると表示されます。

1) 配信日時  ：設定されている配信予約日時です。

2) 封筒名（識別名） ：設定されている封筒名です。

3) ステータス  ：配信登録後は以下のいずれかのステータス（状態）になります。

・[設定中 ] 　　 スタンバイが STOP の為、配信スプールを開始しません。

・[配信待機中 ] 配信待機中です。予約時刻の 10 分前にスプールを開始します。

・[スプール中 ] スプール中です。

・[スプール終了 ] スプールを終了しました。配信開始まで待機しています。

・[配信件数 0]  スプールの結果、宛先が 0件でした。設定を確認して下さい。

・[配信中 ] 　　 現在配信処理中です。

・[配信終了 ] 　　 配信処理を終了しました。

4) 配信数  ：配信数が表示されます。

5) エラー数  ：配信後、エラーとなって戻ってきたメールの数が表示されます。

6) テスト配信  ：クリックしてテスト配信を行います。

7) 配信ログ  ：クリックして配信ログをダウンロードします。

8) エラー反映  ：クリックして配信エラーログに含まれるエラーコードをデータベースに反映

   します。

9) URL 有効期間設定　　　  ：クリックログインやクリックカウント等の URL に機嫌を設定できます。

※最終更新者  ：最終更新したアカウント名が表示されます。

※メール文面  ：メール文面をダウンロードします。

※削除   ：配信登録を削除します。

6-5-2 配信の予約

配信は、リスト、封筒、予約日時を指定し、配信予約をクリックすることで作成できます。

(1) 配信リストを選択します。配信件数を確認したい場合は試算します。右側の試算をクリックしてください。

(2) 封筒を選択します。封筒の内容を確認したい場合はプレビューします。右側のプレビューボタンをクリッ

クして下さい。

(3) 予約日時を設定します。時間指定の場合、予約時刻は 30 分おきに設定できます。マニュアル（即時スプー

ル）の場合は不要です。

(4) 配信スタンバイを設定します。OK か STOP を選択します。スタンバイが STOP の場合は配信スプール（予

約時刻の 10 分前に自動的に開始する）を行いません。なお、スタンバイを変更できるのは、ステータスが [設

定中 ]、[配信待機中 ]の時だけです。また、一度スプールされてしまうと、予約時刻以後に自動的に配信

致しますのでご注意ください。

(5) [ 配信予約 ]ボタンをクリックします。

配信予約すると、「あなたが作成した配信登録一覧」に表示されます。また、予約日時でマニュアルを選択し、ス

タンバイを OK にして [配信予約 ]ボタンをクリックすると即時スプールへ処理が移ります。
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6-5-4 注意事項

配信登録する際は、以下の点に注意して下さい。

(1) 登録は予約日時の 10 分前までに完了する必要があります。

時間指定配信の場合、予約日時の 10 分前になると配信スプール（準備）が始まります。一度スプールが終了する

と、設定を変更することはできません。予約時刻を過ぎると自動的に配信が開始されます。

(2) 配信日時が「○年○月○日 00 時 00 分」の設定

配信日時に「00 時 00 分」を選択し、かつ抽出ルールとして日付フィールドの「年齢で抽出」、「本日との差で抽出」

を使用している場合は、リストを抽出する（スプールする）日付と配信する日付が異なるため、注意が必要です。

スプールした日を「本日」として処理します。

(3) 配信登録の削除に注意！

配信したメールの中に挿入されるクリックカウント URL やオプトアウト URL には、URL タイトルや個人識別 ID だ

けでなく配信登録の情報も含まれています。従って、当該配信登録を削除してしまうと、配信で差込んだ URL の

リンクが切れてしまいます。配信登録を削除する場合はご注意下さい。

6-5-3 配信予約の変更・削除

登録済みの予約情報を変更、削除するには、「あなたが作成した配信登録一覧」の中から変更または削除したい登

録の「配信日時」をクリックします。上に設定内容が表示されるので、変更したい場合は、対象箇所を変更し、[変

更 ]ボタンをクリックします。また、削除したい場合は削除をクリックします。

[ 配信数クリア ]ボタンについて

テスト配信で、指定したメールアドレスにマッチしたレコードを配信対象データベースから抽出して配信する「サ

ンプリング配信」を選択すると、本番配信と同様にエラー数とログが残ります。

本番配信で正確なログを取りたい場合は、本番配信前に「配信数クリア」ボタンをクリックします。

※配信数をリセットをリセットした場合、エラー数および配信ログも全てリセットされます。
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6-6 EXPRESS ２

ここでは、エクスプレス 2の予約や、配信状況の確認、テストメールの配信、配信ログのダウンロードが行えます。

また、配信エラーフィールドをもつデータベースに配信エラーログの情報を反映させることができます。テスト

メールの配信、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反映方法については、後の節で紹介し

ます。

「EXPRESS2」をクリックすると、次の画面が表示されます。

図 6-6-1 エクスプレス２登録

試算

DB 選択

ドメイン抽出

メール形式

データベースの抽出ルール

オプトアウトフィールド
配信エラーフィールド

封筒名

差替えキーワード 文書参照

メールヘッダ情報設定

返信先メールアドレス

差出人メールアドレス

宛先メールアドレス

サブジェクト（件名）

配信設定テンプレート参照
プレビュー

入力文字チェック
半角カナ→全角カナ

クリックカウント設定

STOP データベース

文面

予約日時

スタンバイ

配信予約
リセット試算

DB 選択

メール形式

　　URL 有効期間設定
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6-6-1 エクスプレス 2の準備

エクスプレス 2では配信リスト、メールヘッダー情報、メール文面、配信予約までを１画面で行うことができます。

※「リスト」や「封筒」などの事前準備は不要です。

配信予約時に必要な設定項目は以下のものです。

(1) DB 選択

配信対象となるデータベースを選択します。

（2）メール形式

封筒型式を選択します。

1) テキストメール：通常のテキストメールを作成します。【PC, 携帯】

2) ＨＴＭＬメール :ＨＴＭＬメールを作成します。【PC】

3) マルチパートメール :テキストとＨＴＭＬの２つのメッセージを１つの封筒に封入したメールを作成しま

す。 受信者は環境に応じていずれか１つのメッセージを閲覧します。【PC】 

4) ケータイメール（絵文字対応）：携帯電話専用のメールを作成します。ただし、SoftBank 用の絵文字は、

端末により正しく表示されない場合がございます。【携帯】 

  5) デコメール：docomo,au,SoftBank に対応した携帯電話用の HTML メールを作成します。【携帯】

　　※「デコメール」は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。

(3) 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。

1) データベースの抽出ルール

「DB グループ」の「データベースの抽出ルール登録」で登録したルールを指定します。ここで指定したルー

ルにしたがって、データベースから配信リストを切り出すことができます。また、[編集 ]ボタンを押し、

新たにルールを追加することも可能です。

2) ドメイン抽出

メールアドレスのドメイン情報からリストを抽出します。「制限しない（全てのドメイン）」、「モバイルドメ

インを除外」、「モバイルドメインのみ」の３つの中から選択できます。モバイルドメインのみを選択した場合、

キャリアを選択可能になります。

なお、現在登録されているモバイルドメインを別紙のリストに掲載致しますので参考にして下さい。リスト

は随時更新しておりますが、各キャリアによって自由に登録することができるため、瞬時に全てを把握する

のは困難です。リストに掲載されていないモバイルドメインをご存知の方は、是非弊社までご連絡下さい。

3) オプトアウトフィールド

配信リストに対して「オプトアウト除外」の設定ができます。

4) 配信エラーフィールド

配信リストに対して「配信エラー除外」の設定ができます。

配信エラーの自動反映について

「配信エラーログをい DB に自動反映する」にチェックをいれると当該リストを利用した配信で発生した

エラーは自動的に指定フィールドに反映されます。

恒久的なエラーの除外回数について

恒久的なエラーを何回で除外するか指定できます。
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5) STOP データベース

STOP データベース機能を利用する場合に選択します。STOP データベースに含まれるメールアドレスと一致す

るレコードを、リストから除外することができます。

(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。

1) サブジェクト（件名） [Subject:]

メールのサブジェクト（件名）で、入力必須です。ここには 128 バイト（全角で 64 文字）以内の文字列を入

力できます。

2) 宛先メールアドレス [To:]

メールの宛先メールアドレスを格納したフィールドを指定します。ここで指定できるのは、「メールアドレス」

タイプのフィールドのみです。必ず設定されなければなりません。

3) 差出人名

差出人の名称で、64 バイト（全角で 32 文字）以内の文字列を入力できます。メールヘッダーの差出人欄のメー

ルアドレスの左に表示されます。入力必須ではありません。例えば、「メルマガ事務局」と設定した場合は以

下のようになります。

※差出人設定に登録された差出人は「登録済みの差出人」より選択後、[↓適用]ボタンより自動反映されます。

From: “メルマガ事務局”<aaa@bbb.ccc>

4) 差出人メールアドレス

差出人のメールアドレスで、入力必須です。受信者はここで設定されたアドレスからメールが送信されたよ

うに解釈するので、インターネット上のエチケットとして必ず実在するメールアドレスを入力して下さい。

※差出人設定に登録された差出人メールアドレスは「登録済みの差出人」より選択後、[↓適用 ]ボタンよ

り自動反映されます。

5) 返信先メールアドレス [Reply-To:]

メールの返信先です。差出人メールアドレス以外に返信してもらいたい場合に設定します。必ずメールアド

レスのみ入力するようにして下さい。「差出人メールアドレス」に返信させる場合は、設定する必要はありま

せん。「メールヘッダ情報詳細設定」ボタンを押すと次のウィンドウが開きます。

図 6-6-2 メールヘッダ情報詳細設定

受取人名

デフォルト[受取人名]

「様」編集

リセット

反映
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6) 受取人名

メールの受取人名を表示したい場合に設定します。必須ではありません。受取人名に表示したい値が格納さ

れたフィールドを指定します。ここで設定した受取人名は以下のように表示されます。

To: “受取人名”<xxx@yyy.zzz>

受取人名フィールドに指定できるフィールドタイプ：

　1 テキストフィールド（32bytes）

　2 テキストフィールド（64bytes）

　3 テキストフィールド（128bytes）

　4 数字・記号・アルファベット（6bytes）

　5 数字・記号・アルファベット（32bytes）

7) デフォルト受取人名

メールの受取人名です。ここで設定しておくと、メールヘッダーの宛先欄に表示されます。ここには、64 バ

イト（全角で 32 文字）以内の文字列を入力できます。前述の「受取人名」が設定されている場合にはそちら

が優先されます。また、「受取人名」フィールドの値が NULL の場合（値が入っていない場合）にはここで設

定した値が代用されます。入力必須ではありません。例えば、「キャンペーン応募者様」と設定した場合は以

下のようになります。

To: “キャンペーン応募者様”<xxx@yyy.zzz>

8) 「様」編集

メールヘッダーの [To:] フィールドに敬称を付与することができます。入力必須ではありません。受取人名

フィールドを設定した場合に利用します。

表示例（「様」を設定した場合）：

To: " 山田太郎様 " <xxx@yyy.zzz>

「様編集機能」使用時の注意点：

前述の「デフォルト受取人名」の値にも " 様 " を付与して配信します。" お客様 様 " 等とならない

ようにご注意下さい。
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9) 配信設定テンプレート参照

「テンプレート参照」ボタンをクリックすると、次のような設定画面が表示されます。

「リスト・ヘッダ」情報を入力し、「新規作成」ボタンをクリックするとテンプレートを作成することができます。

作成した「リスト・ヘッダ」情報を呼び出すには、「配信設定に反映する」ボタンをクリックします。

メールマガジンなど、頻繁に同じ設定を行いたい場合にお使い下さい。

図 6-6-3 配信設定テンプレート参照

メールヘッダ情報設定

配信設定テンプレート参照

テンプレート名

メールヘッダ情報設定

配信リスト設定

メールヘッダ情報詳細設定

新規作成
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(4) メール文面設定

1) 文面

最大 512 キロバイト（全角 [2 バイト ]で約 260,000 文字）までの文字を保存できます。 

また、文面中に作成した差替えキーワードを差し込むことで、データベースに格納されている値を反映でき

ます。詳しくは「5-3-3 差替えタグの挿入」を参照して下さい。

2)［差替えキーワード表示］ボタン

［差替えキーワード］表示ボタンで使用可能キーワード一覧が表示されますので、これを参考にして、設定さ

れているタグをコピーして、差替えたい箇所に貼りつけて下さい。一覧は DB 単位で見ることができます。配

信時には、配信対象リストの元の DB が差替え設定したフィールドを持っているかどうかが重要です。

3) ［文書参照］ボタン

登録済みの文書を選択する画面が表示されます。

「カテゴリ選択」

文書が保存されているカテゴリを選択します。

「文書選択」

反映表示させたい文書を選択します。

［反映］ボタンをクリックすると、新規で作成する文書に反映することができます。

5)「プレビュー」

メール文面を設置する際にプレビューします。

6)「入力文字チェック」

メール文面を設定する際に、機種依存文字をチェックします。

赤で表示される箇所は機種依存文字です。入力文字を編集してください。

7)「半角カナ→全角カナ」

メール文面を設定する際に半角カナを全角カナに変換します。

図 6-6-4 機種依存文字チェック

入力文字チェック

チェック結果表示
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URLタイトル設定へ

クリックカウントＵＲＬ設定

選択
ＵＲＬ一覧

(5) クリックカウント設定

ステップ１　配信設定

メール文面にクリックカウント対象としたい URL がある場合には、「クリックカウント用差替えキーワード」

に変更する必要はありません。「絶対パス」でジャンプ先の URL をそのまま記載してください。

ステップ２　クリックカウント対象 URL の選択

画面下部の「あなたが作成した配信登録一覧」から対象となる配信登録の「配信日時」欄をクリックし、設

定中の配信登録を呼び出します。

「メール文面設定」の下にある「クリックカウント設定」ボタンをクリックすると、別ウィンドウに以下の画

面が表示されます。

画面には、文面中をスキャニングした結果、クリックカウントの対象候補となる URL の一覧が表示されます。

図 6-6-5 クリックカウント設定（ＵＲＬ候補選択）

クリックカウント対象としたい URL の「選択」欄をチェックします。

チェックを確認し、画面下部の「URL タイトル設定へ」ボタンをクリックします。

※一覧の各 URL をクリックすると別ウィンドウに当該ページを表示します。確認したい場合に利用してくだ

さい。

メール文面設定

クリックカウント設定
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ステップ３　クリックカウントの設定

次のような、クリックカウントの設定画面が表示されます。

「基本設定」にて、「カウント開始日時」「カウント終了日時」を設定します。

必要に応じて、カウント期間前ジャンプ先 URL 、期間後ジャンプ先 URL 等を設定します。

図 6-6-6 クリックカウント設定（タイトル設定）

「URL タイトル設定」にて、各ジャンプ先 URL のタイトル（識別コード）を編集します。

URL タイトルは、配信するメールの文中の URL の一部に以下のように表示されます。

例） http://example.smp.ne.jp/u/No/99999/9999_9999/title.html

　※上記「title」の部分に挿入されます。

※ URL タイトルは、半角英数、ハイフン「-」、アンダースコア「_」を用いて 4文字以上、16 文字以内で記

入してください。

※すでにエントリのある URL タイトルは使用できません。別の URL タイトルを入力してください。

設定を確認後、「設定」ボタンをクリックします。

設定に問題が無ければ、クリックカウントの設定ウィンドウを閉じます。

文中の当該 URL がクリックカウント用差し替えタグに変更されていますので、ご確認下さい。

以上で設定は完了です。

基本設定

URL タイトル設定

設定

図 6-6-8 URL 有効期間設定
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ステップ４　設定の確認と変更

設定を完了すると、もう一度設定画面が表示されます。

もしくは、「Express2」の設定画面で、再度「クリックカウント設定」ボタンをクリックすると、設定画面が

表示されます。

「カウント開始日時」、「カウント終了日時」等の設定を適宜変更し、変更ボタンをクリックすれば、変更完了

です。

※一度変更した URL タイトルは変更することはできません。

※クリックカウント対象 URL を変更したい場合は、「削除」ボタンで一度設定を削除した後に、再度設定を行って

ください。

図 6-6-7 クリックカウント設定（最終確認）

基本設定

URL タイトル設定

変更

(8) URL 有効期間設定

図 6-6-8 URL 有効期間設定

クリックカウントやクリックログイン等の各種 URL に有効期間を設定できます。

クリックログイン系

差し替えキーワード

有効期間設定

クリックカウント系

差し替えキーワード

有効期間設定
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2) スタンバイ

仮予約をしてテスト配信などを行う場合には [STOP] を、実際に準備が完了し、本番配信を実行したい場合

には [OK] を指定します。また、予約日時でマニュアルを選択し、スタンバイを OK にして［配信予約］ボ

タンをクリックすると「即時スプール」へ処理が移ります。

(8) 配信設定一覧

登録済みの配信予約情報の一覧が表示されます。以下の内容が表示されます。

1) ID                   : 設定されている配信ルール ID です。

2) 封筒名（識別名）　　  ：設定されている封筒名です。

3) メール形式　　　　　 : 設定されているメールの形式です。

4) 配信日時  ：設定されている配信予約日時です。

5) ステータス  ：配信登録後は以下のいずれかのステータス（状態）になります。

・[設定中 ] 　　 スタンバイが STOP の為、配信スプールを開始しません。

・[配信待機中 ] 配信待機中です。予約時刻の 10 分前にスプールを開始します。

・[スプール中 ] スプール中です。

・[スプール終了 ] スプールを終了しました。配信開始まで待機しています。

・[配信件数 0]  スプールの結果、宛先が 0件でした。設定を確認して下さい。

・[配信中 ] 　　 現在配信処理中です。

・[配信終了 ] 　　 配信処理を終了しました。

6) 配信数  ：配信数が表示されます。

7) エラー数  ：配信後、エラーとなって戻ってきたメールの数が表示されます。

8) 最終更新日時　　　　 ：最終更新した日時が表示されます。

9) 更新者　　　　　　　 : 更新したアカウントまたは担当者 ID が表示されます。

10) 配信種別　　　　　　：配信スタイルを表示します。

(7) 配信日時設定

1) 予約日時

時間指定またはマニュアル配信（即時スプール）を指定します。

時間指定配信の場合は配信を開始したい日時を指定します。時刻は 30 分ごとに指定することができます。

※即時スプールを行う場合は不要です

2)
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6-6-2 配信の予約

配信登録は、前述の設定項目を入力し、[配信予約 ]ボタンをクリックすることで作成できます。

(1) 配信リスト設定を行います。

(2) メールヘッダー情報設定を行います。「サブジェクト（件名）」、「宛先メールアドレス」、「差出人メール

アドレス」は必ず設定して下さい。

(3) メール文面設定を行います。メール形式を選択してメールの文面を入力します。文面は最大 512 キロバ

イト（全角 [2 バイト ]で約 260,000 文字）まで保存することができます。

(4) 予約日時を設定します。時間指定の場合の予約時刻は30分おきに設定できます。マニュアル（即時スプー

ル）の場合は不要です。

(5) 配信スタンバイを設定します。OK か STOP を選択します。スタンバイが STOP の場合は配信スプール（予

約時刻の 10 分前に自動的に開始する）を行いません。なお、スタンバイを変更できるのは、ステータスが [設

定中 ]、[配信待機中 ]の時だけです。また、一度スプールされてしまうと、予約時刻以後に自動的に配信

致しますのでご注意下さい。

(6) [ 配信予約 ]ボタンをクリックします。

配信予約すると、「配信設定一覧」に表示されます。また、予約日時でマニュアルを選択し、スタンバイを OK に

して「配信予約」ボタンをクリックすると「即時スプール」へ処理が移ります。

6-6-3 配信予約の変更・削除

登録済みの予約情報を変更、削除するには、「配信設定一覧」の中から変更または削除したい登録の「ID」をクリッ

クします。上に設定内容が表示されるので、変更したい場合は、対象箇所を変更し、[ 変更 ] ボタンをクリック

します。また、削除した 場合は [削除 ]ボタンをクリックします。

「配信数クリア」ボタンについて

テスト配信で、指定したメールアドレスにマッチしたレコードを配信対象データベースから抽出して配信する「サ

ンプリング配信」を選択すると、本番配信と同様にエラー数とログが残ります。

本番配信で正確なログを取りたい場合は、本番配信前に [配信数クリア ]ボタンをクリックします。

※配信数をリセットした場合、エラー数および配信ログも全てリセットされます。

スプール済みの配信を「キャンセル」、配信中の配信を「中止」する機能について

「キャンセル」

時間指定配信を行う場合、システムは配信予約時刻の 10 分前にスプール（配信準備）を行います。このとき、ス

テータスは「スプール終了」になります。キャンセル機能を利用して、ステータスを「スプール終了」から「配信

待機中」に戻すことができます。

※ステータスが「配信中」の場合、キャンセル機能はご利用頂けません。キャンセルする直前に、ブラウザの機

能を利用してリフレッシュ（再読み込み）を実施し、最新情報を取得してください。なお、ステータスが既に「配

信中」の場合は配信中止機能をご利用下さい。

「中止」

配信がスタートしてから終了するまでの間、ステータスは「配信中」になります。中止機能を利用すると、配信

を即時に中止し、ステータスを「配信中」から「配信終了」にすることができます。

※ステータスが既に「配信終了」の場合、中止機能はご利用頂けません。中止する直前に、ブラウザの機能を利

用してリフレッシュ（再読み込み）を実施し、最新情報を取得してください。

※「キャンセル」および「中止」を実施した際に、システムがユーザー様宛てに配信通知メールを送信しますの

でご確認ください。
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※キャンセル時は、ステータスが「スプール中／スプール終了」から「配信待機中」になります。

※ステータスが、「配信中」から「配信終了」になります。

図 6-6-8 設定画面（キャンセルボタン）

図 6-6-9 設定画面（中止ボタン）

6-6-4 注意事項

配信登録する際は、以下の点に注意して下さい。

(1) 登録は予約日時の 10 分前までに完了する必要があります。

時間指定配信の場合、予約日時の 10 分前になると配信スプール（準備）が始まります。一度スプールが終了する

と、設定を変更することはできません。予約時刻を過ぎると自動的に配信が開始されます。

(2) 配信日時が「○年○月○日 00 時 00 分」の設定

配信日時に「00 時 00 分」を選択し、かつ抽出ルールとして日付フィールドの「年齢で抽出」、「本日との差で抽出」

を使用している場合は、リストを抽出する（スプールする）日付と配信する日付が異なるため、注意が必要です。

スプールした日を「本日」として処理します。

(3)  配信登録の削除に注意！

配信したメールの中に挿入されるクリックカウント URL やオプトアウト URL には、URL タイトルや個人識別 ID だ

けでなく配信登録の情報も含まれています。従って、当該配信登録を削除してしまうと、配信で差込んだ URL の

リンクが切れてしまいます。配信登録を削除する場合はご注意下さい。
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6-7 即時スプール

ここでは、エクスプレス配信またはエクスプレス 2で予約された配信登録を即時にスプールする機能を提供します。

エクスプレス配信またはエクスプレス 2で予約日時を「マニュアル」、スタンバイを「OK」で配信予約を行うか、「即

時スプール」をクリックすると、次の画面が表示されます。

6-7-1 即時スプールの注意事項

「即時スプール」とは、その名称通り [スプール ]ボタンをクリックした瞬間にスプールを開始する機能です。

時間指定とは異なり、予約時間まで待たずに配信できるというメリットがある一方で設定内容の確認を怠る

と配信事故につながる可能性があります。

以下の点に留意してオペレーションを行ってください。

登録内容の確認

1) リスト（配信対象）に誤りはないですか？

配信登録のリスト名をクリックし、配信対象者の試算を行ってリストに誤りがないことを確認して下さい。

2) メッセージ（文面）に誤りはないですか？

配信登録のサブジェクト（件名）をクリックし、封入されているメッセージのプレビューを行い、内容に誤りが

ないことを確認して下さい。

3) とにかくテスト配信

実際にテスト用メールアドレス宛て（またはテスト DB を利用）にテスト配信を行い、差替えキーワードや本文の

改行位置、URL が記入されている場合にはリンクが正しいかなどを確認して下さい。

図 6-7-1 即時スプール

配信ルール ID リスト名 封筒名 テスト配信

更新日時

最終更新者

スプール
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6-8 EXPRESS レポート

ここでは、エクスプレス配信またはエクスプレス 2 での配信でクリックカウント、クリックログイン、HTML 開封

チェックを設定している場合にログを集計し、レポートを表示する機能を提供します。

「配信履歴一覧」からレポートを表示したい配信登録の配信日時をクリックすると、次の画面が表示されます。

図 6-8-1 クリックレポート

6-8-1 クリックレポート期間設定

1) 封筒名（識別名）

選択された配信履歴の封筒名（識別名）です。

2) サブジェクト（件名）

選択された配信履歴のサブジェクト（件名）です。

3) 配信開始日時

選択された配信履歴の配信処理を開始した日時です。

4) 配信終了日時

選択された配信履歴の配信処理を終了した日時です。

5) 集計期間

レポートを作成する際に、集計するデータの期間を指定します。

エラー数

集計期間

レポート作成 レポートデータ DL

配信日時 配信ルール ID 封筒名（識別名） 配信数 配信ログ
エラー反映

削除

配信終了日時

封筒名（識別名）

サブジェクト（件名）

配信開始日時

クリックカウント
・クリックログイン

HTML 開封チェック
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6-8-2 レポートの種類

1)クリックカウント・クリックログイン

クリックカウントおよびクリックログインについて、レポートを表示します。

2) ＨＴＭＬ開封チェック

HTML 開封チェックについて表示します。

6-8-3 レポートの作成

レポートを作成するには集計期間を、レポートの種類を指定し、[レポート作成 ]ボタンをクリックします。

※集計期間は [ 配信開始日時 ] から [ 配信開始日時の 27 日後 ] の間（28 日間分）で指定します。つまり配

信日が2002年 06月 01日であれば、配信日から2002年 06月 28日付けのログまでが集計可能なデータとなります。

例 ) 配信当日から１週間のクリックカウントログを元にレポートを作成する場合

集計期間 : 配信開始日時の０日後から７日間分を集計
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図 6-8-2 レポート内容

6-8-4 レポート内容

クリックカウントのログが存在する場合、次のようなレポートが表示されます。

シリアルナンバー

集計データ作成日時

ログ取得期間

URL タイトル

配信開始日時

配信ルール ID

サブジェクト（件名）

組織名

クリック集計

日次集計（全タイトル）

ＵＲＬタイトル

ＵＲＬタイトル

URL タイトル トータルクリック ユニーククリック クリックレート

日次集計（各タイトル）

有効配信件数

日次集計（各タイトル）

集計期間

配信終了日時

ＵＲＬコメント

ＵＲＬコメント



メールグループ　　313

(1) 組織名

ユーザーが所属する「組織名」が表示されます。

(2) 集計データ作成日時

クリックカウントログを集計したデータの作成日時です。

レポートはこの集計データを元に作成され、配信後 28 日以内であれば [ レポート作成 ] ボタンをクリックするた

びに集計し、それ以降はシステムが配信から 28 日後に自動的に集計したデータを参照します。

(3) シリアルナンバー

レポートを識別するための情報です。

CR-" 配信ルール ID"-" 集計データ作成日時 "-" 集計期間開始日時 "-" 集計日数 "

例 ) CR-722-200205281353-20020522-3

(4) クリックレポート基本情報

1) ログ取得期間

クリックカウントログの取得期間です。取得期間は配信開始日時から最新のログの日付までです。

2) 集計期間

レポートは、この期間のログを基に集計した結果を表示します。

3) 配信ルール ID

配信履歴を識別するための ID です。

4) サブジェクト（件名）

配信履歴のサブジェクト（件名）です。

5) 配信開始日時

配信処理を開始した日時です。

6) 配信終了日時

配信処理を終了した日時です。

7) 有効配信件数

クリックレートを算出する際の母数になります。（総配信件数 - エラー件数）

8) URL タイトル

クリックカウントログに含まれている（クリックされた）URL タイトルです。

※メール本文中に差し込まれていても当該タイトルがログ中に存在しない（クリックされていない）場合は

表示されません。

(5) クリック集計

指定された集計期間内のログを元に、各タイトル及び全タイトルでのトータルクリック数、ユニーククリック数、

クリックレートを表示します。

※各タイトルのユニーククリックはタイトル毎に集計し，全タイトルのユニーククリックは全タイトル通しての

ユニークを集計しています。 

※クリックレート = ユニーククリック / 有効配信件数 
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(6) 日次集計（全タイトル）

集計期間内の全タイトルのログを日次で集計した結果を表示します。集計内容は前述のクリック集計と同様です。

(7) 日次集計（各タイトル）

集計期間内の各タイトルごとに日次で集計した結果を表示します。集計内容は前述のクリック集計と同様です。

［レポートデータの DL］ボタンについて

「クリックレポート」機能で表示する日次集計のデータを TSV（タブ区切りのテキスト）形式でダウンロードします。

（8） URL コメント

クリックカウント設定時に表示します。コメント欄に掲載した内容を表示します。

6-8-5 注意事項

クリックレポートに関して、以下の点にご注意下さい。

(1) 集計可能な期間は？

集計可能な期間は、配信日から 28 日間となります。

(2) 差し込んだはずの URL タイトルが表示されません

メール文面中に差し込まれていても当該タイトルがクリックカウントログ中に存在しない（クリックされていな

い）場合は、表示されません。
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6-9 バックナンバー閲覧

ここでは、エクスプレス配信またはエクスプレス 2 で配信したメールの文面をバックナンバーとして閲覧する機

能を提供します。

「配信履歴一覧」からバックナンバーを閲覧したい配信登録の封筒名（識別名）をクリックすると、次の画面が表

示されます。

※バックナンバー閲覧では半角カナは全角カナに置換されます。ケータイ向け等で半角カナにて文面設定を行っ

た際は、実際のメールと表示が異なる場合があります。

図 6-9-1 バックナンバー閲覧

6-9-1 バックナンバー情報

以下のヘッダー情報とテキストメールの文面を表示します。また、HTML 形式のメッセージを含んでいる場合は、

[HTML メール表示 ]ボタンをクリックすると HTML メールを表示します。

1) FROM :

当該メールの差出人メールアドレスです。

2) DATE :

当該メールが配信された日時です。

3) CONTENT-TYPE :

当該メールのコンテントタイプです。

4) SUBJECT :

当該メールのサブジェクト（件名）です。

DATE
CONTENT-TYPE

FROM

SUBJECT
メール文面

ソース DL
ソース DL（S_JIS）

配信日時

配信ルール ID

封筒名（識別名）

配信数

エラー数

配信ログ

エラー反映

削除
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6-9-2 ソースのダウンロード

[ ソース DL(JIS)] ボタンをクリックすると JIS でエンコードされたソースを、[ ソース DL(S_JIS)] をクリックす

ると Shift_JIS でエンコードされたソースをそれぞれダウンロードすることができます。

6-9-3 注意事項

バックナンバー閲覧に関して、以下の点にご注意下さい。

(1) 文書中の差替えタグについて

文書中に差替えタグを挿入している場合は、タグがそのまま表示されます。

(2) 文書中の文言について

バックナンバー閲覧では半角カナは全角カナに置換されます。ケータイ向け等で半角カナにて文面設定を行っ

た際は、実際のメールと表示が異なる場合があります。

(3) 組換えメッセージについて

組換えメッセージを使用している場合は、組換え条件設定画面で「該当する場合」の欄に指定した全ての文

書が含まれます。

(4) 「EXPRESS 配信」および「EXPRESS2」機能からの設定の削除

EXPRESS 配信、EXPRESS2 の「配信設定一覧」から設定を削除した場合は、配信履歴一覧からも自動的に削除

されます。

(5) 「バックナンバー閲覧」機能からの設定の削除

バックナンバー閲覧の「配信履歴一覧」から履歴を削除した場合は、EXPRESS 配信、EXPRESS2 の「配信設定一覧」

からも自動的に削除されます。　


