差替えキーワード（% タグ）一覧 1
フィールドタイプ

HTML表現

タグ形式

差替え値

HTMLソース記述例

%val:usr:キーワード%
例：%val:usr:email%

入力値
<table><tr><td>メールアドレス：%val:usr:email%</td></tr></table>
例：hoge@pi-pe.co.jp

NO 名称
1

メールアドレス

テキスト表示

同上

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:email%" maxlength="129">

テキストフィールド

2

メールアドレス
（大・小文字を無視）

テキスト表示

%val:usr:キーワード%
例：%val:usr:email%

同上

入力値
<table><tr><td>メールアドレス：%val:usr:email%</td></tr></table>
例：hoge@pi-pe.co.jp

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:email%" maxlength="129">

%val:usr:キーワード%
例：%val:usr:gender%

入力値
例：男

<table><tr><td>性別：%val:usr:gender%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:m%
%val:usr:キーワード:f%
例：%val:usr:gender:m%

selected

<select name="f000009999">
<option %val:usr:gender:m% value="男性">男性</option>
<option %val:usr:gender:f% value="女性">女性</option>
</select>

%val:usr:キーワード:rm%
%val:usr:キーワード:rf%
例：%val:usr:gender:rm%

checked

<input %val:usr:gender:rm% type="radio" name="f000009999" value="男性">男性
<input %val:usr:gender:rf% type="radio" name="f000009999" value="女性">女性

%val:usr:キーワード%
例：%val:usr:zip_code%

入力値
例：150-0041

<table><tr><td>郵便番号：%val:usr:zip_code%</td></tr></table>

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:zip_code%" maxlength="8">

%val:usr:キーワード:a%
%val:usr:キーワード:t%
例：%val:usr:zip_code:a%

配達局番号（上3桁）
町域番号（下4桁）

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:zip_code:a%" maxlength="3">
-<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:zip_code:t%" maxlength="4">

%val:usr:キーワード%
例：%val:usr:pref%

入力値
例：東京都

<table><tr><td>都道府県：%val:usr:pref%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:都道府県
コード%
例：%val:usr:pref:13%

selected

<select name="f000009999">
<option value="北海道" %val:usr:pref:1%>北海道</option>
<option value="青森県" %val:usr:pref:2%>青森県</option>
<option value="岩手県" %val:usr:pref:3%>岩手県</option>
・
・
<option value="沖縄県" %val:usr:pref:47%>沖縄県</option>
</select>

%val:usr:キーワード%
例：%val:usr:phone%

入力値
例：03-5728-3591

<table><tr><td>電話番号：%val:usr:phone%</td></tr></table>

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:phone%" maxlength="18">

テキストフィールド

3

性別

テキスト表示

m：男（male）
f：女（female）
プルダウン

ラジオボタン

4

郵便番号

テキスト表示

同上
テキストフィールド

テキストフィールド

5

都道府県

テキスト表示

プルダウン

6

電話番号

テキスト表示

同上
テキストフィールド

テキストフィールド

7

通貨

テキスト表示

%val:usr:キーワード:a%
%val:usr:キーワード:e%
%val:usr:キーワード:n%

市外局番（例：01）
市内局番（例：2345）
番号
（例：6789）

%val:usr:キーワード%
例：%val:usr:money%

入力値
例：19,800

<table><tr><td>金額：%val:usr:money% 円</td></tr></table>

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:money%">

ラベル
例：会社員

<table><tr><td>職業：%val:usr:job%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:VALUE値%
例：%val:usr:job:3%

selected

<select name="f000009999">
<option %val:usr:job:1% value="1">会社員</option>
<option %val:usr:job:2% value="2">公務員</option>
・
・
<option %val:usr:job:10% value="10">無職</option>
</select>

%val:usr:キーワード:r+VALUE
値%
例：%val:usr:job:r3%

checked

<input %val:usr:job:r1% type="radio" name="f000009999" value="1">会社員<br>
<input %val:usr:job:r2% type="radio" name="f000009999" value="2">公務員<br>
・
・
<input %val:usr:job:r10% type="radio" name="f000009999" value="10">無職<br>

%val:usr:キーワード:id%

VALUE値
例：5

<input type="hidden" name="f000009999" value="%val:usr:job:id%">

同上

<input type="text" name="f000009999:a" value="%val:usr:phone:a%" maxlength="6">
-<input type="text" name="f000009999:e" value="%val:usr:phone:e%" maxlength="5">
-<input type="text" name="f000009999:n" value="%val:usr:phone:n%" maxlength="5">

テキストフィールド

8

セレクト

テキスト表示

%val:usr:キーワード%
例：%val:usr:job%

プルダウン

ラジオボタン
VALUE表示

差替えキーワード（% タグ）一覧 2
フィールドタイプ

HTML表現

タグ形式

差替え値

HTMLソース記述例

テキスト表示

%val:usr:キーワード%
例：%val:usr:hobby%

ラベル
例：ドライブ,買い物

<table><tr><td>趣味：%val:usr:hobby%</td></tr></table>

テキスト表示

%val:usr:キーワード:br%

ラベル（区切りは<br>）
<table><tr><td>趣味</td><td>%val:usr:hobby:br%</td></tr></table>
例：ドライブ<br>
買い物<br>

%val:usr:キーワード:VALUE値%
例：%val:usr:hobby:3%

checked

<input %val:usr:hobby:1% type="checkbox" name="f000009999" value="1">ドライブ<br>
<input %val:usr:hobby:2% type="checkbox" name="f000009999" value="2">買い物<br>
・
・
<input %val:usr:hobby:10% type="checkbox" name="f000009999" value="10">旅行<br>

%val:usr:キーワード:id%

VALUE値
例：1,3,7

<input type="hidden" name="f000009999" value="%val:usr:hobby:id%">

テキスト表示

%val:usr:キーワード%
例：%val:usr:hobby%

ラベル
例：ドライブ,買い物

<table><tr><td>趣味：%val:usr:hobby%</td></tr></table>

テキスト表示

%val:usr:キーワード:br%

ラベル（区切りは<br>）
<table><tr><td>趣味</td><td>%val:usr:hobby:br%</td></tr></table>
例：ドライブ<br>
買い物<br>

%val:usr:キーワード:VALUE値%
例：%val:usr:hobby:3%

checked

<input %val:usr:hobby:1% type="checkbox" name="f000009999" value="1">ドライブ<br>
<input %val:usr:hobby:2% type="checkbox" name="f000009999" value="2">買い物<br>
・
・
<input %val:usr:hobby:10% type="checkbox" name="f000009999" value="10">旅行<br>

%val:usr:キーワード:id%

VALUE値
例：1,3,7

<input type="hidden" name="f000009999" value="%val:usr:hobby:id%">

%val:usr:キーワード%

入力値

<table><tr><td>%val:usr:text_field32%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:html%

入力値（HTMLタグ有効)
<table><tr><td>%val:usr:text_field32:html%</td></tr></table>
※

NO 名称
9

マルチセレクト

チェックボックス
VALUE表示

10 マルチセレクト128

チェックボックス
VALUE表示

11 テキストフィールド
(32 bytes)

テキスト表示

HTML表示

同上

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:text_field32%">

%val:usr:キーワード%

入力値

<table><tr><td>%val:usr:text_field32_hirakana%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:html%

入力値（HTMLタグ有効)
<table><tr><td>%val:usr:text_field32_hirakana:html%</td></tr></table>
※

テキストフィールド

12 テキストフィールド
(32 bytes)かな

テキスト表示

HTML表示

同上

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:text_field32_hirakana%">

%val:usr:キーワード%

入力値

<table><tr><td>%val:usr:text_field32_katakana%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:html%

入力値（HTMLタグ有効)
<table><tr><td>%val:usr:text_field32_katakana:html%</td></tr></table>
※

テキストフィールド

13 テキストフィールド
(32 bytes)カナ

テキスト表示

HTML表示

同上

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:text_field64_katakana%">

%val:usr:キーワード%

入力値

<table><tr><td>%val:usr:text_field32_roman%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:html%

入力値（HTMLタグ有効)
<table><tr><td>%val:usr:text_field32_roman:html%</td></tr></table>
※

テキストフィールド

14 テキストフィールド
(32 bytes)ローマ字

テキスト表示

HTML表示

同上

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:text_field32_roman%">

%val:usr:キーワード%

入力値

<table><tr><td>%val:usr:text_field64%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:html%

入力値（HTMLタグ有効)
<table><tr><td>%val:usr:text_field64:html%</td></tr></table>
※

テキストフィールド

15 テキストフィールド
(64 bytes)

テキスト表示

HTML表示

同上

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:text_field64%">

%val:usr:キーワード%

入力値

<table><tr><td>%val:usr:text_field64_hirakana%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:html%

入力値（HTMLタグ有効)
<table><tr><td>%val:usr:text_field64_hirakana:html%</td></tr></table>
※

テキストフィールド

16 テキストフィールド
(64 bytes)かな

テキスト表示

HTML表示

同上
テキストフィールド

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:text_field64_hirakana%">

差替えキーワード（% タグ）一覧 3
フィールドタイプ
17 テキストフィールド
(64 bytes)カナ

HTML表現
テキスト表示

HTML表示

タグ形式

差替え値

HTMLソース記述例

%val:usr:キーワード%

入力値

<table><tr><td>%val:usr:text_field64_katakana%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:html%

入力値（HTMLタグ有効)
<table><tr><td>%val:usr:text_field64_katakana:html%</td></tr></table>
※

同上

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:text_field64_katakana%">

%val:usr:キーワード%

入力値

<table><tr><td>%val:usr:text_field64_roman%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:html%

入力値（HTMLタグ有効)
<table><tr><td>%val:usr:text_field64_roman:html%</td></tr></table>
※

テキストフィールド

18 テキストフィールド
(64 bytes)ローマ字

テキスト表示

HTML表示

同上

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:text_field64_roman%">

%val:usr:キーワード%

入力値

<table><tr><td>%val:usr:text_field128%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:html%

入力値（HTMLタグ有効)
<table><tr><td>%val:usr:text_field128:html%</td></tr></table>
※

テキストフィールド

19 テキストフィールド
(128 bytes)

テキスト表示

HTML表示

同上

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:text_field128%">

テキストフィールド

20 テキストエリア
(512 bytes)

テキスト表示

%val:usr:キーワード%

入力値（改行はCRLF）

<table><tr><td>%val:usr:text_area512%</td></tr></table>

テキスト表示

%val:usr:キーワード:br%

入力値（改行は<br>）

<table><tr><td>%val:usr:text_area512:br%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:html%

入力値（HTMLタグ有効)
<table><tr><td>%val:usr:text_area512:html%</td></tr></table>
※

%val:usr:キーワード%

入力値（改行はCRLF）

<textarea name="f000009999">%text_area512%</textarea>

テキスト表示

%val:usr:キーワード%

入力値（改行はCRLF）

<table><tr><td>%val:usr:text_area1024%</td></tr></table>

テキスト表示

%val:usr:キーワード:br%

入力値（改行は<br>）

<table><tr><td>%val:usr:text_area1024:br%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:html%

入力値（HTMLタグ有効)
<table><tr><td>%val:usr:text_area1024:html%</td></tr></table>
※

%val:usr:キーワード%

入力値（改行はCRLF）

<textarea name="f000009999">%text_area1024%</textarea>

テキスト表示

%val:usr:キーワード%

入力値（改行はCRLF）

<table><tr><td>%val:usr:text_area2048%</td></tr></table>

テキスト表示

%val:usr:キーワード:br%

入力値（改行は<br>）

<table><tr><td>%val:usr:text_area2048:br%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:html%

入力値（HTMLタグ有効)
<table><tr><td>%val:usr:text_area2048:html%</td></tr></table>
※

%val:usr:キーワード%

入力値（改行はCRLF）

<textarea name="f000009999">%text_area2048%</textarea>

テキスト表示

%val:usr:キーワード%

入力値（改行はCRLF）

<table><tr><td>%val:usr:text_area4096%</td></tr></table>

テキスト表示

%val:usr:キーワード:br%

入力値（改行は<br>）

<table><tr><td>%val:usr:text_area4096:br%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:html%

入力値（HTMLタグ有効)
<table><tr><td>%val:usr:text_area4096:html%</td></tr></table>
※

%val:usr:キーワード%

入力値（改行はCRLF）

HTML表示

テキストエリア

21 テキストエリア
(1024 bytes)

HTML表示

テキストエリア

22 テキストエリア
(2048 bytes)

HTML表示

テキストエリア

23 テキストエリア
(4096 bytes)

HTML表示

テキストエリア

<textarea name="f000009999">%text_area4096%</textarea>

差替えキーワード（% タグ）一覧 4
フィールドタイプ

HTML表現

タグ形式

差替え値

HTMLソース記述例

テキスト表示

%val:usr:キーワード%

入力値（改行はCRLF）

<table><tr><td>%val:usr:text_area8192%</td></tr></table>

テキスト表示

%val:usr:キーワード:br%

入力値（改行は<br>）

<table><tr><td>%val:usr:text_area8192:br%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:html%

入力値（HTMLタグ有効)
<table><tr><td>%val:usr:text_area8192:html%</td></tr></table>
※

%val:usr:キーワード%

入力値（改行はCRLF）

<textarea name="f000009999">%text_area8192%</textarea>

%val:usr:キーワード%

入力値

<table><tr><td>%val:usr:mm_number6%</td></tr></table>

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:mm_number6%">

入力値

<table><tr><td>%val:usr:mm_number6%</td></tr></table>

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:mm_number6%">

入力値

<table><tr><td>%val:usr:integer%</td></tr></table>

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:integer%">

入力値

<table><tr><td>%val:usr:real%</td></tr></table>

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:real%">

%val:usr:キーワード:v%
例：%val:usr:html_mail:v%

ラベル
例：希望する

<table><tr><td>HTMLメール許可：%val:usr:html_mail:v%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード%

checked

<input %val:usr:html_mail% type="checkbox" name="f000009999" value="1">HTMLメール希望
<br>

%val:usr:キーワード:st%
%val:usr:キーワード:sf%
例：%val:usr:html_mail:st%

selected

<select name="f000009999">
<option %val:usr:html_mail:st% value="1">希望する</option>
<option %val:usr:html_mail:sf% value="0">希望しない</option>
</select>

%val:usr:キーワード:rt%
%val:usr:キーワード:rf%
例：%val:usr:html_mail:rt%

checked

<input %val:usr:html_mail:rt% type="radio" name="f000009999" value="1">希望する
<input %val:usr:html_mail:rf% type="radio" name="f000009999" value="0">希望しない

%val:usr:キーワード:id%

VALUE値
例：1

<input type="hidden" name="f000009999" value="%val:usr:html_mail:id%">

NO 名称
24 テキストエリア
(8192 bytes)

HTML表示

テキストエリア

25 数字・記号・アルファ
ベット(6 bytes)

テキスト表示

同上
テキストフィールド

26 数字・記号・アルファ
ベット(32 bytes)

テキスト表示

%val:usr:キーワード%

同上
テキストフィールド

27 整数

テキスト表示

%val:usr:キーワード%

同上
テキストフィールド

28 実数

テキスト表示

%val:usr:キーワード%

同上
テキストフィールド

29 ブーリアン

テキスト表示

t：真（true）
f：偽（false）
チェックボックス

プルダウン

ラジオボタン
VALUE表示

差替えキーワード（% タグ）一覧 5
フィールドタイプ

HTML表現

タグ形式

差替え値

HTMLソース記述例

-

「27: 日付（○年○月○日 ○時○分○秒）」参照

入力値

<table><tr><td>日時：%val:usr:date%</td></tr></table>

入力値（項目毎）

<input
<input
<input
<input
<input
<input

NO 名称
30 登録日時

31 日付（○年○月○日
○時○分○秒）

-

-

テキスト表示

%val:usr:キーワード%

%val:usr:キーワード:y%
%val:usr:キーワード:m%
%val:usr:キーワード:d%
%val:usr:キーワード:hh%
%val:usr:キーワード:mm%
%val:usr:キーワード:ss%

type="text"
type="text"
type="text"
type="text"
type="text"
type="text"

name="f000009999:y" value="%val:usr:date:y%">年
name="f000009999:m" value="%val:usr:date:m%">月
name="f000009999:d" value="%val:usr:date:d%">日
name="f000009999:hh" value="%val:usr:date:hh%">時
name="f000009999:mm" value="%val:usr:date:mm%">分
name="f000009999:ss" value="%val:usr:date:ss%">秒

テキストフィールド
<select
<option
<option
<option

name="f000009999:y">
value="">▽</option>
%val:usr:date:y1900% value="1900">1900</option>
%val:usr:date:y1901% value="1901">1901</option>
・
・
<option %val:usr:date:y2100% value="2100">2100</option>
</select>年
<select
<option
<option
<option

name="f000009999:m">
value="">▽</option>
%val:usr:date:m1% value="1">1</option>
%val:usr:date:m2% value="2">2</option>
・
・
<option %val:usr:date:m12% value="12">12</option>
</select>月
<select
<option
<option
<option

%val:usr:キーワード:y[19002100]%
%val:usr:キーワード:m[1-12]%
%val:usr:キーワード:d[1-31]% selected
%val:usr:キーワード:hh[0-23]%
%val:usr:キーワード:mm[0-59]%
%val:usr:キーワード:ss[0-59]%

name="f000009999:d">
value="">▽</option>
%val:usr:date:d1% value="1">1</option>
%val:usr:date:d2% value="2">2</option>
・
・
<option %val:usr:date:d31% value="31">31</option>
</select>日
<select
<option
<option
<option

name="f000009999:hh">
value="">▽</option>
%val:usr:date:hh0% value="0">0</option>
%val:usr:date:hh1% value="1">1</option>
・
・
<option %val:usr:date:hh23% value="23">23</option>
</select>時
<select
<option
<option
<option

name="f000009999:mm">
value="">▽</option>
%val:usr:date:mm0% value="0">0</option>
%val:usr:date:mm1% value="1">1</option>
・
・
<option %val:usr:date:mm59% value="59">59</option>
</select>分
<select
<option
<option
<option

name="f000009999:ss">
value="">▽</option>
%val:usr:date:ss0% value="0">0</option>
%val:usr:date:ss1% value="1">1</option>
・
・
<option %val:usr:date:ss59% value="59">59</option>
</select>秒

プルダウン

32 日付（○年○月○日
○時○分）

-

-

-

「31: 日付（○年○月○日 ○時○分○秒）」参照

33 日付（○年○月○日
○時）

-

-

-

「31: 日付（○年○月○日 ○時○分○秒）」参照

34 日付（○年○月○日）

-

-

-

「31: 日付（○年○月○日 ○時○分○秒）」参照

35 日付（○年○月）

-

-

-

「31: 日付（○年○月○日 ○時○分○秒）」参照

36 月日（○月○日）

-

-

-

「31: 日付（○年○月○日 ○時○分○秒）」参照

37 時刻（○時○分）

-

-

-

「31: 日付（○年○月○日 ○時○分○秒）」参照

曜日
例：水

<table><tr><td>特売日：%val:usr:wday%曜日</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:[0-6]%
例：%val:usr:wday:3%

selected

<select name="f000009999">
<option %val:usr:wday:0% value="0">日曜日</option>
<option %val:usr:wday:1% value="1">月曜日</option>
・
・
<option %val:usr:wday:6% value="6">土曜日</option>
</select>

%val:usr:キーワード:r+[0-6]%
例：%val:usr:wday:r3%

checked

<input %val:usr:wday:r0% type="radio" name="f000009999" value="0">日曜日<br>
<input %val:usr:wday:r1% type="radio" name="f000009999" value="1">月曜日<br>
・
・
<input %val:usr:wday:r6% type="radio" name="f000009999" value="6">土曜日<br>

38 曜日（○曜日）

テキスト表示

%val:usr:キーワード%
例：%val:usr:wday%

プルダウン

ラジオボタン

差替えキーワード（% タグ）一覧 6
フィールドタイプ

HTML表現

タグ形式

差替え値

HTMLソース記述例

%val:usr:キーワード%

○年○ヶ月
例：3年5ヶ月

<table><tr><td>パソコン暦：%val:usr:pc_hist%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:y%
%val:usr:キーワード:m%

入力値（項目毎）

<input type="text" name="f000009999:y" value="%val:usr:pc_hist:y%">年
<input type="text" name="f000009999:m" value="%val:usr:pc_hist:m%">ヶ月

%val:usr:キーワード%

○日
例：7日

<table><tr><td>%val:usr:interval_d%</td></tr></table>

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:interval_d%">

○週間
例：4週間

<table><tr><td>%val:usr:interval_w%</td></tr></table>

同上

<input type="text" name="f000009999" value="%val:usr:interval_w%">

NO 名称
39 時間（○年○カ月）

テキスト表示

テキストフィールド

40 時間（○日）

テキスト表示

同上
テキストフィールド

41 時間（○週間）

テキスト表示

%val:usr:キーワード%

同上
テキストフィールド

42 不正アドレスフラグ

-

-

-

-

43 モバイルドメインフラグ

-

-

-

-

44 重複フラグ

-

-

-

-

45 配信エラー

-

-

-

-

46 エラーカウント

-

-

-

-

47 パスワード

テキスト表示

%val:usr:キーワード%
例：%val:usr:passwd%

アスタリスク表示
例：********

<table><tr><td>パスワード：%val:usr:passwd%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード:val%
例：%val:usr:passwd:val%

入力値
例：hoge789

<input type="password" name="f000009999" value="%val:usr:passwd:val%" maxlength="16">

%val:usr:キーワード%
例：%val:usr:ezpasswd%

入力値
例：hoge789

<table><tr><td>パスワード：%val:usr:ezpasswd%</td></tr></table>

同上

<input type="password" name="f000009999" value="%val:usr:ezpasswd%" maxlength="16">

アスタリスク表示
例：********

<table><tr><td>パスワード：%val:usr:MD5%</td></tr></table>

同上

<input type="password" name="f000009999" value="%val:usr:MD5%" maxlength="16">

アスタリスク表示
例：********

<table><tr><td>パスワード：%val:usr:SHA1%</td></tr></table>

同上

<input type="password" name="f000009999" value="%val:usr:SHA1%" maxlength="16">

アスタリスク表示
例：********

<table><tr><td>パスワード：%val:usr:SHA256%</td></tr></table>

同上

<input type="password" name="f000009999" value="%val:usr:SHA256%" maxlength="16">

入力値
例：35.678107,
139.734592

<table><tr><td>パスワード：%val:usr:latilongi%</td></tr></table>

同上

<input type="password" name="f000009999" value="%val:usr:latilongi%" maxlength="16">

テキストフィールド

48 簡易パスワード

テキスト表示

同上
テキストフィールド

49 メッセージダイジェスト
（MD5）

テキスト表示

%val:usr:キーワード%
例：%val:usr:MD5%

同上
テキストフィールド

50 メッセージダイジェスト
（SHA1）

テキスト表示

%val:usr:キーワード%
例：%val:usr:SHA1%

同上
テキストフィールド

51 メッセージダイジェスト
（SHA256）

テキスト表示

%val:usr:キーワード%
例：%val:usr:SHA256%

同上
テキストフィールド

52 緯度経度

テキスト表示

%val:usr:キーワード%
例：%val:usr:latilongi%

同上
テキストフィールド

53 クリックカウント

-

-

-

-

54 HTML開封チェック

-

-

-

-

差替えキーワード（% タグ）一覧 7
フィールドタイプ

HTML表現

タグ形式

差替え値

HTMLソース記述例

%val:usr:キーワード:v%
例：%val:usr:optout:v%

ラベル
例：○

<table><tr><td>配信停止：%val:usr:optout:v%</td></tr></table>

%val:usr:キーワード%

checked

<input %val:usr:optout% type="checkbox" name="f000009999" value="now">配信停止<br>

%val:usr:キーワード:st%
%val:usr:キーワード:sf%
例：%val:usr:optout:st%

selected

<select name="f000009999">
<option %val:usr:optout:st% value="now">配信停止</option>
<option %val:usr:optout:sf% value="">購読</option>
</select>

%val:usr:キーワード:rt%
%val:usr:キーワード:rf%
例：%val:usr:optout:rt%

checked

<input %val:usr:optout:rt% type="radio" name="f000009999" value="now">配信停止
<input %val:usr:optout:rf% type="radio" name="f000009999" value="">購読

%val:usr:キーワード:now%

オプトアウトしている場
<input type="hidden" name="f000009999" value="%val:usr:html_mail:now%">
合にnowを出力

NO 名称
55 オプトアウト

テキスト表示

チェックボックス

プルダウン

ラジオボタン
now表示

56 ルックアップキー

57 画像（100KiB）

-

画像URL

サムネイルのURL

-

-

%val:usr:キーワード%

URL

<img src="%val:usr:image%" width="100" height="100"><br>

%val:usr:キーワー
ド:thumbnail%

URL

<img src="%val:usr:image:thumbnail%" width="100" height="100"><br>

画像へのリンク付きサムネ
%val:usr:キーワード:tags%
イル

58 ファイル型

-

リンク付きサムネイル画 <table><tr><td>%val:usr:image%</td></tr></table>
像

ファイルURL

%val:usr:キーワード%

URL

<table><tr><td>%val:usr:file%</td></tr></table>

ファイルタグ

%val:usr:キーワード:tags%

アイコン・ファイル名
［ファイルサイズ］

<table><tr><td>%val:usr:file:tags%</td></tr></table>

ファイルアイコン

%val:usr:キーワード:icon%

アイコン

<table><tr><td>%val:usr:file:icon%</td></tr></table>

ファイル名

%val:usr:キーワード:name%

ファイル名

<table><tr><td>%val:usr:file:name%</td></tr></table>

ファイルサイズ

%val:usr:キーワード:size%

ファイルサイズ

<table><tr><td>%val:usr:file:size%</td></tr></table>

拡張子

%val:usr:キーワード:ext%

拡張子

<table><tr><td>%val:usr:file:ext%</td></tr></table>

※HTMLとして表示する書式に関しての注意事項
HTML4.01 transitionalの中でも、下記のタグをHTMLとして表示します。下記のタグ以外は、レイアウトに影響するためHTMLを無効化します。

a, acronym, address, b, big, br, del, dfn, em, ins, q, small, span, strong, sub, sup, u, var

