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始めに 

無料トライアルを申し込む 

ステップ 1- ３０日間の無料トライアルの申し込み 

ステップ 2- アカウントへのログイン 

ステップ 3- コンソールにアクセス 

MailUp へのアクセス 

MailUpのコンソールへのログインには、無料トライアル登録後のメールに記載されているアカウント ID

とパスワードをご利用ください。 

 

初期設定 

アカウント VS リスト設定 

https://login.mailup.com/
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MailUp 管理パネル内には二つの設定レベルがあります；アカウントレベルとリストレベル定義は以下で

す。 

 

リストはアカウント内の「サブアカウント」にありますが、全リストはアカウント設定と、MailUp 登録

内容（配信速度、使用 IP、登録オプションなど）の影響を受けます。（アカウント設定を参照）使用にあ

たって大切なことは、受信フィールド（例：連絡先データべース内カスタムフィールド）がアカウントレ

ベルにおいて設定されているかです。 

 

例えば、もし受信者の郵便番号のあるカスタムフィールドが必要なら、こちらで設定します。特に、もし

MailUp へ連絡先をインポートするつもりでしたら、まず初めに受信者フィールドを作成することをお薦

めします。 

複数リストの環境 

MailUp は複数リストが有効な環境です。各リストは完全に独立し、それぞれ、別個に、受信者、契約状

況、メッセージ、設定、ユーザ設定、統計をインポートすることが出来ます。従って、MailUp の主たる

機能はリストレベルで扱われます。ユーザは、まず、リストの選択から始めてください。  

目的別に複数リストを作成することが出来ます。各リストはそれぞれ独立していることを忘れないでくだ

さい。MailUp内の複数リストを使用する例； 

 複数の企業ニュースレターがある 

 コマースストアを運営しているので、「本日のスペシャル」「週間プロモーション」「新着」な

どを送信。各内容に応じて、受信者は購読・購読拒否を選んでもらいたい 

 MailUpの SMTP+機能を利用して、トランザクショナルな企業メールに最適な SMTPリレーサ

ービスを作成したい 

 「初めまして」シリーズのメッセージを送信して、受信者は通常のニュースレターとは分離して、

「初めまして」シリーズだけをオプトアウト可能にしたい 

デフォルトのリスト 

デフォルトでは、MailUpアカウントには「ニュース」（名前の変更可能）というリストが入っています。

アカウント設定において新しいリストを追加出来ます新しいリストを追加すると、上部左角にドロップダ

ウンが表示されるので、リストからリストへの移動が簡単になります。 

MailUpでは、リスト内で受信者のサブセットである「グループ」を作成出来ます。 
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リスト設定 

アカウント設定を上記のように設定したら、リスト設定が必要となります。全アクティビティはリストレ

ベルで扱われますが、作成した各リスト（デフォルトのリストを含め）の設定が必要です。MailUp 管理

パネルの設定＞アカウント設定＞リストを選んでください。 

 

デフォルトの「リスト」において、「リストタブ」をクリックして下さい。タブを確認します；分類、送

信、申込み、解約、高度なオプション。全タブをクリックして下さい、特に高度なオプションでメールの

ヘッダ表示やお好みのトラッキングを設定できます。 

 

全追加リストについて、新規タブをクリックして、名前フィールドにあるリストに名前をつけてください。

内部使用のためだけに、企業フィールドを入力してください。リスト設定に関する詳しい情報はユーザガ

イドとご覧ください。 

 

追加リストを作成すると、ドロップダウンボックスが管理パネルに表示されます。MailUp を管理する際

は、リストを間違えないようにご注意ください。  
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デフォルトメッセージ 

もし、グループページ内の申込みと解約タブにあるデフォルトメッセージをテストしたい場合、重要なテ

ンプレートは 4つあります； 

1. 確認リクエスト e メール； ユーザが申込みを確認するようにリクエストを送信 

2. 確認した受信者へのメール；  「確認リクエスト」に含まれるリンクをクリックした場合、申込

みの確認を送信。 

3. 解約のメール；   解約を決めた連絡先へ送信。 

4. 申込みのＳＭＳ； 申込みの確認をお客様へ送信するテキストメッセージ 

トライアルの方でも、設定は完成させることをお薦めします。ユーザガイド内のリスト設定を参照してく

ださい。 

メッセージの様々なタイプ用マルチリスト 

この項で前述したように、あなたがより効果的なキャンペーン管理のためのメッセージの種類ごとに別々

のリストを作成することができます。例えば、個々のトランザクショナルメール、月間ニュースレター、
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特別プロモーションなど。例えば、「商品アップデート」や「特別＆プロモーション」ニュースレターの

両方を送信する時、異なる別々の管理リストを作成することが出来ます。それにより、受信者が片方のニ

ュースレターだけを解約する事も簡単です。または、クライアントの Eメールマーケットキャンペーンを

管理する代理店の場合、各クライアントのために一つのリストを作成出来ます。各リストは、完全に独立

しており、それぞれへ管理者や認証を付与出来ます。マルチリストは、同一の受信者フィールド設定と送

信帯域幅の場合のみ共有出来ます。 

テスト送信 

テスト送信の為に、新規グループを作成する必要はありません。リスト内において、手動で受信者を追加

して、テスト送信用のテストグループをデフォルト設定することが出来ます。テストグループへのアクセ

スは、受信者＞E メール＞グループ管理を開いてください。グループタブ内において、デフォルトで「テ

スト」と名づけられたグループを確認してください。 
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リストとグループを知る 

リストとグループ 

アカウント内にマルチリストを作成して、グループを使用するリスト内の受信者を分類することが出来ま

す。 

リスト 

各リストは、アカウント内で独立し、設定、管理者、メッセージ、キャンペーン、グループ、フィルター、

メッセージ、統計などで構成されます。一般的にリストが共有する項目は、受信者フィールド（受信者情

報が保存されているカスタムフィールド）と送信キューです。 

 

グループとリスト間の関係は、選択リスト内の受信者サブセットです。 

 グループとリスト間の関係は、選択リスト内の受信者サブセットです。受信者は同時に複数のリ

ストを割当てる事が出来ます。たとえ一件のニュースレターの「解約」ボタンをクリックしても、

残りのリストは購読し続ける事が出来ます。 

 リストから受信者を削除すると、そこから永久に削除されます。しかし、あなたのコンソール内

の他のリストには残ります。 

 受信者の申込情報は。リストレベルでのみ変更出来ます。（加入、解約、保留） 

マルチリストと異なる目的で使用する例を表示します。
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グループ 

もしリスト内でユーザをセグメントしたい場合、グループを作成すると便利です。 

 連絡先をリストへインポートする時、受信者の異なる組合せで、ひとつ以上のグループを割当て

ることが出来ます。 

 同時に一つのメッセージをマルチリストへ送信出来ません。代わりに、そのリスト内の一つ以上

のグループへ同じメッセージを送信出来ます。 

 グループは何時でも作成し、削除できます。その中の連絡先情報は影響されません。 

 グループは一つのリストしか割当出来ず、他のリストへ自動的に割当てされません。 

 もし一つのグループから受信者を削除しても、他のグループには残存しています。リスト内のグ

ループの例です。 
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E メールメッセージの作成 

Eメールメッセージを作成するには、メッセージ＞Eメール＞新規を選択。 

新規 Eメールメッセージを作成するには多くの方法があります： 

 新規：始めからメールを作成 

 テンプレート：未ロードテンプレートを選択 

 ファイル：HTMLファイルをアップロード 

 URL：ウェブページからテキストを取得 

 RSSフィード：Eメールを設定して RSSフィードからコンテンツを取得 

 Bee：ドラッグ＆ドロップエディタ 

 

Bee から作成 

Beeは最新のドラッグ＆ドロップ Eメールエディタであり、最近MailUpへ導入されました。Beeによっ

て、EメールメッセージのコンテンツをHTML知識を心配せずとも問題なく作業できるようになりました。 

 

使用の際に楽しくて使いやすい、全く新しい超簡単ユーザインターフェースです。Bee では、メッセージ

はコンテンツブロックで作成され、希望の場所へドラッグ＆ドロップ出来ます。弊社内部テストでは、わ

ずか 1分半という速さで新規メッセージが作成できると分かりました。 
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動画をご覧になって、Beeでニュースレターを作成する方法をご確認ください。 

 

HTML から作成 

MailUpの Beeと呼ばれるドラッグ＆ドロップエディタで、メッセージを簡単に素早く作成出来ます。 

 Beeでメッセージを作成するなら、HTMLにアクセスする必要はありません。 

 WYSIWYGエディタを使用すると、メッセージにコンテンツ·アンド·ドロップドラッグすること

はできませんが、HTMLにアクセスすることができます。 

 最初に Beeでメッセージを作成し、その後、WYSIWYGエディタで編集するという場合、HTML

が必要になります。 

WYSIWYGエディタでは、関連するすべてのツールが一緒に簡単にアクセスでき分類されています。リボ

ンの上部にあるタブを使用して希望を選んでください。 

左下部にある HTMLボタンを使用して HTMLソースコードを閲覧して下さい。 
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Ｅメールメッセージを作成するための

ベストプラクティス 

メッセージの送信準備が整ったら： 

1. 必ずテストグループへ、まずメッセージを送信します。もしそうしない場合は、リンクの追跡と

解約用のリンクを確認する事が出来なくなります（デフォルトのグループは「テスト」としてグ

ループリストに設定されています） 

2. 自動解約リンクを、HTMLエディタ（ファイルから新しく）の「解約」ボタンを使用して Eメー

ルメッセージに入れてください。システムはリンク [http://[unsubscribe]/|http://unsubscribe/] 

を追加して、メッセージ配信の間にダイナミックに有効化させます。 

3. 自動トラック； 更に、HTMLエディタページにある高度なオプションボタンをクリックして、

メッセージにある全てのリンクを追跡出来ます。テクニカルな側面では、 "[track]"文字列を URL

に加えます。http://www.myWebSite.com が http://¥[track¥]www.myWebSite.com になる場合

があります。 

上記のように、これらのリンクはメッセージプレビューウィンドウでは作動しません。 "[track]" 

文字列な為です。受信メッセージとしてのみ機能します。つまり、実際の受信者グループへメッ

セージを送信する前に、常に、テストグループにご自分のメールを追加し、メッセージ作業中に

全リンクが確認出来るテストグループへメッセージを送信してください。 
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4. 手動トラッキング； もしビルトインの HTMLエディタをお使いなら、手動でツールバーにある

「リンクの抽入」機能を使用してリンクを追加し、「自動化リンクトラッキング」をオフして下さ

い。リンクの追跡は、リンクが設定されたポップアップウィンドウ「このリンクを追跡」をクリ

ックして下さい。. 

5. メッセージのコンテンツを、迷惑メールにされないように、二重チェックして下さい（例；主題

フィールドに典型的な「スパム」用語を加えるのは避けましょう） 

インターネット上には、迷惑メールとされないためのメッセージの書き方が提供されています。 

6. デフォルトでは、メッセージにはヘッダとフッタが含まれます。デフォルトのヘッダとフッタの

コンテンツは、HTMLページにあるヘッダとフッタボタンをクリックすることによって確認出来

ます。お薦めは： 

 ヘッダを以下のように設定します。受信者が十分にメールを読めない場合には、ブラウ

ザの同様なメールコンテンツを表示するウェブページへのリンクです。 
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 アドレスと連絡先情報をフッタへ追加するなら以下のようです。多くの国では、消費者

のプライバシー保護規制により、メールメッセージ内にあなたの連絡先情報を入れるよ

う決められています。 

7. ダイナミックフィールドボタンをクリックして、ダイナミックフィールド（例顧客名）にメッセ

ージを加えてください。オプションが有効な時、システムは自動的に追加したメッセージへ、タ

グと対応した値を更新させます。タグのリストは最下部に表示されます。例えば、[名] [姓]様へ、

は使用することができます。 

8. Eメールチェックアップの使用。これは、保存された Eメールメッセージのツールバーを示すア

イコンです。Eメールチェックアップは、メールメッセージが正しく受け取られたかをチェック

リストで表示します。 

9. クイック送信機能を使用してクイックテストを行ってください。どのように見えるか、受信者に

リンクを利用できるか等を確認する為に、作業終了後すぐにメッセージを 10件の Eメールアド

レスへ追加することが出来ます。 

 

送信前には必ずテストする 

どんなメッセージを送信する場合も、メッセージ送信のテストを「テスト」グループ（デフォルトのグル

ープリスト）で行うことを強くお奨めします。 
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あなたの「テスト」グループには、メッセージを受け取って閲覧できる人々の Eメールアドレスが含まれ

ていなければなりません。テストは、メッセージを最終的に送信した際に、顧客が何を受け取るのかをシ

ミュレーション出来ます。 

1. 手動で加入者を MailUpコンソールに追加して、簡単に新規メールアドレスをテストグループへ

追加することも可能です。 

2. 何時でも、常に、テスト送信後にメッセージを編集することが出来ます。編集後のバージョンン

も再び「テスト」グループへ送信して確認を忘れないでください。 

3. メッセージのテスト送信中に表示される「クリック」と「開封」には心配は不要です。実際に送

信する前のテスト時に集められたメッセージの統計情報は、クリアにすることが出来ます。 

4. その為に、メッセージ送信前に「テスト統計の削除」オプションにチェックを入れておいてくだ

さい。Eメールチェックアップ機能を利用すると、メール送信前のチェックリストが確認出来ま

す。迷惑メールと互換性のチェックも行えます 

5. A/Bテストもお忘れなく。 

E メールの到達度を最大限にするには 

概要 

MailUp アカウントを正しく設定すると、到達度（受信者の受信ボックスにメールが配達される）が最大

限になります。到達度とは、メールが最終的に受信ボックスに入るか否かの結果とその様々な影響の方程

式と考える事が出来ます。あなたの差出人としての評判は、送信したメッセージのコンテンツ、メッセー

ジ受信者の反応レベル、使用インフラの評判などで決まります。 

 用語集において、メール用語が説明されています。 

 弊社は、到達度の方程式の一部として大切なメール認証方式も検討します。 

 最後に、弊社は MailUpアカウントの設定を適切に行う事ためのステップを提供しています。 

用語集 

 認証 
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E メール認証とは、様々な情報を伝達するシステムの装備を目的とした技術の集合体です。その目的は、

メッセージを伝達しようとする側の身元を認識することです。この認証の結果、配信の決定は、「コンテ

ンツフィルター」メカニズムと関係なく使用出来ます。いくつかの認証方法（FCrDNS、ADSP、SPF、

DKIM、DMARC）があり、それぞれが差出人の検証と評判を評価に優れています。 

 商業メール  

商業メールとは、商業活動の一環としての目的のメールメッセージの事です。商業メールは、一般には、

商品やサービスを販売促進します。 

 コンテンツフィルタリング/フィンガープリンティング  

Eメールメッセージのコンテンツを（特定な語句、URL,「塊」など）迷惑メッセージまたは迷惑パターン

が検出されるかを評価するテクニックです。コンテンツフィルタリングは、システム管理が従業員が扱え

るコンテンツを規制している企業において多く、導入されています。一方、消費者側では、大手 ISP（Google, 

Yahoo!など）による認証、評判、ユーザ操作（「エンゲージメント」参照）の確認の方が、コンテンツフ

ィルタリングよりも主流ですが、両方を使用することも可能です。 

 エンゲージメント 

送信する Eメールメッセージに対し、どのように受信者が反応し行動したかを「計測」します。肯定的エ

ンゲージメント-閲覧、閲覧時間、クリック、返信-などから差出人の評判と到達度が向上していく予想のこ

とです。否定的エンゲージメントは、アクションの不在や悪化、削除、メッセージを迷惑メールとされた、

などの短期的な到達度問題を引き起こす可能性を意味します。 

 専用 IP 

ひとりの差出人またはメールトラフィック（例トランザクショナル Eメール）の一部分に専用で使用され

る IPアドレス専用 IPが使用されると、IPアドレスが送信した Eメールトラフィックは特定の差出人だけ

に確保されます。送信周波数の一貫性と送信メッセージの品質は専用 IPアドレスの評判を確立し維持する

為には不可欠な要素です。送信ボリュームと周波数の欠如は、専用 IPの評判を落とし、到達度に問題を引

き起こします。このため、専用 IPアドレスは常にお薦めのソリューションという訳ではありません。 
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 共有 IP 

複数の顧客で使用される IPアドレスの事で、評判メトリクスを共有し、送信周波数の一貫性も全体で維持

します。 

  

 トランザクショナル E メール 

通常、特定のユーザ行動の結果（例オンライン注文）として送信される一対一のメールメッセージ。トラ

ンザクショナルメールは、特定の受信者に合わせた一般向けでない、受信確認、リマインダー、非商業的

なメールです。法的には（CASL)、トランザクショナルメッセージは商業コンテンツも含む商業メールに

属します（上記参照）。 

 

 レート制限とスロット 

レート制限とは、ISP によって、希望しない（または不明）E メールの配信を送らせて迷惑メールを選別

し、希望する（例トランザクショナル）メールがタイミング良く受信ボックスに到達するプロセスの事で

す。各 ISPは、時間または一日毎の送信に上限を持ち、過度に高いまたは低い時に送信量を割当てる事が

出来ます。  

 ドメイン/ルート（Apex)ドメイン 

E メール（例 mycompany.com）を送信する際に差出人が使用するドメインの適切な部分。全ての評判と

認証メカニズムの根幹であり、差出人の企業ウェブサイトやブランド IDと直接的にリンクされる必要があ

ります。 

  

 サブドメイン 

下層ドメイン。mycompany.comがトップレベルのドメインである場合、news.mycompany.comはサブド

メインです。通常、ルートドメインは差出人の企業ウェブサイトに適用して設定されているので、その変
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更を行うと、望まない副作用が起きる場合があります。差出人のメール送信目的で使用されるサブドメイ

ンを作成する事をお勧めします（第三レベルドメイン news.mycompanyname.com や第 4レベルドメイン

bounce.news.mycompanyname.com）。ドメイン、サブドメイン、名前の付け方の選択は、ISPやアンチ

スパム当局がそのメールの流れをどのように見るかへ大きな影響を与えるので、とても重要です。詳細は

以下の設定ステップをご覧ください。 

  

 ウェブインターフェースのドメイン： 

使用されるサブドメイン： 

 ご自分の Eメールメッセージ内の全追跡リンク； 

 メッセージのウェブバージョン URL； 

 システムによるウェブページの URL（例加入確認のランディングページ； 

 MailUpの管理コンソール URL。 

 

 エンベロップ差出人/リターンパス 

非同期バウンスメッセージが配信された Eメールアドレス。このメールアドレスには、メールのヘッダ部

分が含まれるので、ドメインには評判評価プロセスに関係します。 

E メール認証方法 

1. Forward-confirmed reverse DNS (FCrDNS) チェック： 

別名フルサークル・リバース DNSや二重リバース DNSと呼ばれる FCrDNSチェックは、IPア

ドレスがフォワード（名前からアドレスへ）とリバース（アドレスから名前）の互いがマッチす

る両方向ドメイン名システム（DNS)のエントリーを持つネットワークパラメータの設定です。こ

れは、多くの DNS依存プロトコールに対応するインターネットの標準設定であり、ベストプラク

ティスとしてもお薦めされています。FCrDNS 検証は、ドメイン名の所有者と IPアドレスを与

えられたネットワークの所有者の有効な関係が存在するか否かの認証の弱形を形成します。 
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2. 差出人のポリシーフレームワーク(SPF): 

SPFはシンプルなメール認証システムで、Eメール受信メールエクスチェンジャーが受信してい

るドメインと、ドメイン管理者により許可されたホストをチェックしています。ドメインに許可

された送信 IPリストは、特別な形式の TXT記録として、ドメイン名システム（DNS)記録で公開

されます（MailUpに SPF認証の使用を参照）。  

3. DomainKeys Identified Mail (DKIM): 

ドメインキー認証メール（DKIM)DKIMは Eメール認証システムで、受信メールエクスチェンジ

ャーによってドメインからの受信メールがドメイン管理者から許可されたものかをチェックし、

なりすまし Eメールを検知する Eメール認証システムです。 

メッセージを含むデジタル署名は、DNS記録に公開された署名者のパブリックキーを使用して受

信者を認証することが出来ます。DKIM署名の例は以下です： 

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; 

s=transactional; d=mailup.com; 

h=From:To:Date:Subject:MIME-Version:Content-Type:List-Id:List-Un

subscribe:Message-ID; i=news-it@mailup.com; 

bh=eFMbGLxi/7mcdDRUg+V0yHUTmA1F4EXExVBQxIxBr2I=; 

 b=ra3pGFHHvCr9OZsm9vnOid........Yj00/+nTKs= 

 

もしメッセージが有効な署名（偽造でない）なら、ｄ＝タグで識別される署名ドメインが、あな

たは誰であるかを受信者に知らせ、それに応じてメールも処理されます。評判アセスメントシス

テムは署名ドメインの評判を調べて、メールを受信ボックスに入れるか迷惑メールホルダーに入

れるかを判断します。 

  

4. 著者ドメイン署名プラクティス（ADSP): 

ADSPは DKIMメール認証方式のオプショナル的拡張機能です。関連する著者に代わってメール

を送信する際に、ドメインが署名プラクティスを公開出来ます。メッセージのヘッダ（別名「著

者ドメイン」）DKIMの署名ドメインとメールアドレスのドメインと連携させます。接続の確立

には、ドメインオーナーが、DNSにおけるドメインから送信されたメールに関するポリシー宣言

を含む ADSP記録を公開します。 
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全てのポリシーは、DKIMで署名された受信システムで伝えられますが、署名の無いメールには

リクエストすることが出来ません。「破棄可能」ポリシーは、署名の無いメッセージを破棄する

ようにリクエストします。ADSPは広範囲に受け入れられることなく、2013年には「過去」とし

て格下げされました。DMARCに取って代わられました。 

  

5. DMARC システム（ドメインベース・メッセージ認証、レポート、適合

性）: 

DMARCは、メールによるフィッシングを軽減させることを主眼にしたメール認証方式です。差

出人ポリシーフレームワーク（SPF)とドメインキー認証メール（DKIM)の拡張機能であり、エン

ドユーザへ表示しやすいヘッダフィールドからドメインのアライメントを調整します。ポリシー

の特定（組合せ結果に基づく受信メール処理の過程）を可能にし、このポリシーによる行動のレ

ポートを提供します。送信者は SPFと DKIM認証と、アドレスから使用される同一ドメインと

の認証が必要です（MailUpと SPF認証の実装を参照）。 

DMARC「テスト」は二つのドメイン（認証用ドメインとアドレスからのドメイン）が少なくと

も、構造レベル（例：news.yourcompany.com と marketing.yourcompany.comは異なるが、

構造レベルでは適合）で合っているかをチェックします。詳しくはMailUpの DMARC使用につ

いてをご参照ください。 

 カスタムドメインの認証 

各MailUpアカウントはデフォルトで認証が可能になっています（FCrDNS, SPF, DKIM）が、弊社やそ

の送信インフラに直接関連付けられているドメインに限ります。上記ドメインは差出人のブランド IDとは

定義上も関連付けされません。メール認証はデフォルト設定で充分なのですが、追加的な設定（例 DMARC)

やカスタムドメインを使用したブランディングをする差出人もいます。 

注意: 

 Eメールはドメインから直接表示され、弊社サーバーを経由しません。 

 DMARCのような強化された認証設定には、カスタムドメインの使用は必須です。 

 差出人がドメインの DNS記録へのフルアクセス出来ることを要求するので、カスタム DKIM署

名と DNS設定が必要です。 

 デリバリー+サービスが必須です（追加料金）。 
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設定ステップ：ご自分でまたは弊社サポート？ 

ステップ１から４まで以下、ご自分で設定可能です。一般的なアカウントについては、この設定で十分で

す。ステップ４はオプション（ロゴ無し機能が必要です）。 

ステップ５はご自分で設定できますが、その後弊社へのご一報をお願いします。 

ステップ６は高度なデリバリー+サービスが必須ですので、弊社がきめ細かくサポートいたします。  

1. 送信ドメインを選択 

どのドメインを使用して、MailUpからメールを送信しますか？トップレベルドメイン（例；上述

のアペックスドメイン）またはサブドメイン（例；news.mydomain.com）上述の最初なら、送

信メールは updates@mydomain.com, 次なら、updates@news.mydomain.comでしょう。

アクセスできるドメインを基本に選択し、さらにドメインの DNS記録を調整出来ます。社内でド

メイン管理システムにアクセス可能なご担当者にご相談ください。以下は弊社がアペックスドメ

イン(mydomain.com)に対応するドメインを送信する場合の例です。アペックスドメインのDNS

記録を変更できない場合は、サブドメイン（例 news.mydomain.com)を設定する必要があり、

以下に沿ったステップで設定して（ news.mydomain.comに匹敵するもの)下さい。 

  

2. 送信メールの確認 

送信ドメインを選択した後、ドメイン下へ送信メールを作成し、MailUp アカウントにおいて確認して下さい。

違反防止として、MailUp は「送信メール」の確認を送信前にお願いしています。確認は大変シンプルで

す：MailUp は確認メッセージを、提供された「送信メール」アドレスへ送信するので、メッセージ内にあるリ

ンクをクリックして下さい。MailUpアカウントにあるリストを設定した時、または新規メールを設定して、「送

信メール」を確認する事も出来ます。 

  

3. ドメインの送信に SPF 記録を確認 

 以下の TXT記録をドメインを送信する DNS設定に追加する必要があります。 

v=spf1 ip4:93.174.64.0/21 include:musvc.com ~all  

spf2.0/pra ip4:93.174.64.0/21 include:musvc.com ~all 
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記録が追加されたら、正しい設定であることを確認する為に、以下のツールをお薦めしています: 

http://www.kitterman.com/spf/validate.html 

ウェブインターフェースドメインの設定（任意） 

もし、カスタムのウェブインターフェースドメインを利用する場合には（用語集参照）、ドメイ

ン管理システムへ C-NAME を作成 (例 news.mydomain.com)して c.mailup.com を示してくだ

さい。詳しくは、マニュアルのアカウント設定項目をご覧ください。「ロゴ無し」オプションは、

カスタムのウェブインターフェースドメインを利用可能であるアカウントが必要です。 

 

4. カスタムのエンベロープセンダー通信の設定（任意） 

カスタムのエンベロープセンダー（詳細は用語集）を使用して、「送信メール」アドレスとアラ

イメント調整する事が出来ます。これにより、「上記のようなより詳細な差出人設定が可能にな

ります。このアドレスは、「送信メール」に利用された同ドメインにある選択メールアカウント

である可能性もあります（例；送信メールが news@mydomain.com なら、エンベロープセンダー

は bounce@mydomain.com).MailUpシステムがバウンス機能を持つためには、そのアドレスへア

クセス出来る喫用があります。 

方法は二つです： 

1. POP3アクセスでメール受信箱  (port 110, PLAIN no TLS または SSL)アクセスさせ

てください。 

2. または、受信箱が受信したメッセージを弊社が指定する特定メールアドレスへ転送させ

てください。 

  

5. DKIM 署名を有効化 

DKIM認証を送信ドメイン上で利用可能にするためには、CNAME記録である

mailup._domainkey.mydomain.comを dkim.musvc.comとして示す必要があります。  

このような CNAME設定が出来ない場合は、以下の TXT記録を DNS設定へ追加する必要があり

ます： 
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mailup._domainkey.mydomain.com IN TXT "k=rsa; 

p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCv+5lxtrNKrKKjF9Jvkidsk9

UDOHht1tXZjhnt/ygrdFrQKKYxhgqSNtWBwA1TxukZIR382dYJhAHYDeeaGrUkf3

C7VUzm+nO0fTMrN+lQXdYWIO9tTM9ZC3xVjG+uRrfnprJN8t2LfXwbC5oIGtRb8Z

yQYiAhXO9qTHoAOK1/IQIDAQAB" 

 

カスタム DKIM署名を利用するためには、メールアドレス（ロールアカウント）

abuse@mydomain.comと postmaster@mydomain.comが存在し、メールを受信する事が出

来、積極的に監視されている必要があります。 

送信ドメイン(eg m.mydomain.com)としてサブドメインを使用する場合は、そのメール 

(abuse@m.mydomain.com and postmaster@..)を abuse@mailup.comまで転送する必要が

あります。 

6. SMTP サーバーの PTR（専用 IP 用）: 

メールストリームが専用 SMTPサーバーを通して配信される場合、ベースホストのドメインは各

PTRとアライメントさせなければなりません。 

例：  

mx67202.mydomain.com A 93.174.67.202 

mx67203.mydomain.com A 93.174.67.203 

 

各 PTRは送信ドメインと同一の SPF/差出人 ID記録を持っていなければいけません。 

mx67202.newsletter.mydomain.com TXT v=spf1 ip4:93.174.64.0/21 

include:musvc.com ~all  

mx67202.newsletter.mydomain.com TXT spf2.0/pra ip4:93.174.64.0/21 

include:musvc.com ~all 
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メッセージ 

メッセージにはＥメール、ＳＭＳ、ソーシャルの項目がございます。 

Ｅメール: メールマーケティングキャンペーンの作成 

SMS: テキストマーケティングキャンペーンの作成. 

ソーシャル：ソーシャルメディアの投稿、スケジュールや追跡 

E メール 

E メールメインタブは、メールを作成、編集、テスト、送信する為の主要機能を操作します。このタブと

統計と受信者タブが最も使用頻度の高い項目です。 

新規メール 

新しいメールメッセージを作成 

 

新しいメールメッセージ  
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新規 Eメールメッセージページで、レイアウト＆デザインからより技術的メール業務

までの、通常のメールメッセージの全要素が作成出来ます。ページにおいて、新規と

編集メッセージとは実質的にはそっくりです。E メールマーケティングのベストプラ

クティスについては、Eメールマーケティングリソースをご覧ください： 

関連メールメッセージの作成方法 

 メールマーケティングのよくある失敗を避ける方法 

 電子メールの認証方法（SenderID、SPF、DKIM、DMARC） 

メールエディタの使用  

MailUp 8.2には、メールエディタの新機能が導入されています。新機能を参照してください。 

ビルトインのエディタについて：: 

 HTMLのコードの無いメールをデザインビューで作成（スクリーンショットを参照） 

 HTML言語のメールをコードビューで作成 

 

その他、他のアプリを使用してから（Adobe Dreamweaver等）、直接、HTMLコードをビルトインエディ

タのコードビューへコピー＆ペーストすることも可能です。 

ビルトインエディタには便利な機能があります： 

 画像のアップロードと編集 

 リンクの挿入と削除 

 ダイナミックフィールドの挿入 

 ダイナミックコンテンツの挿入 

 メッセージのウェブバージョンへリンクを挿入 

 契約と解約リンクの追加 

 プロフィール更新リンクの挿入 

 Microsoft Wordからの貼り付け 

画像マネージャと画像プロパティの使用 

 

画像マネージャ 画像プロパティ 
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画像マネージャは画像をアップロードし、システム

内にローカル保存することが出来ます。画像がアッ

プロードされたら、ブラウズファイルタブに表示さ

れます。E メール内に画像を挿入するには、画像を

選択してから、挿入をクリックして下さい。 

ひとたび画像がメールに配置されたら、画像を右クリ

ック、次に画像プロパティをクリックして下さい。こ

のツールは画像設定、例えば説明文を含む画像代案テ

キスト（例：画像が表示されない時のテキスト表示）

を追加する時や、画像のサイズを変更しても比率は変

わらないように元の幅や高さを保持したりする時に

大変有用です。 

 

 

 

中級～上級編  

システムを画像にローカル保存する代わりに、ウェブから画像を持ってくることも出来ます。これは、

HTMLコードを表示して画像タグを挿入する方法です。 

以下は基礎的な例です： 

<img src="insert URL of image" alt="insert text which will be shown if image is blocked"> 

ダイナミックフィールドを挿入 

 

ダイナミックフィールドをメッセージに入れる方法 

受信者の固有情報を Eメールメッセージに追加する場合、ダイナミックフィールド（ダイナミックタグ、
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マージタグとも言います）を利用出来ます。ダイナミックフィールドはどんな情報でも、受信フィールド

に保存されているものなら（個人情報、お気に入り、Eコマースデータ）取得できます。 

例えば、受信者リストの受信者フィールド「名前」において、受信者たちの名前が含まれているなら、E

メールの最初の行に”「名前」様へ”とする「名前」ダイナミックフィールドを追加できるでしょう。各受

信者は「ジョン様へ」といった個人的な挨拶で始まるメッセージを受け取ることが出来ます。 

 

メッセージにダイナミックフィールドを追加： 

Eメールエディタにあるダイナミックフィールドボタン（スクリーンショット参照）をクリックして、メ

ッセージを追加できるダイナミックフィールドのリストを表示しましょう。 

 

 受信者フィールドがリスト化されていないなら、「ダイナミック」が設定されていないからです。受

信者フィールドで設定変更出来ます。 

 開いて入る E メールメッセージ部分へどのダイナミックフィールドを追加するかを選びます。対応

タグが HTMLコードに追加されるでしょう。 

 

ダイナミックフィールドのデフォルト値を編集したい時は、「ダイナミックフィールド」をクリックして

下さい。 

 

 メッセージレベルにてデフォルト値を設定できます。例えば、受信者の名前が分らない場合、

[firstname]ダイナミックタグは空白になります。これを避けるために、ダイナミックフィールドを

クリックして、名前の値に対応する場所へ、例えば、「お友達」を入力します。受信者フィールドを

管理したいなら、アカウントレベルでもデフォルト値を設定出来ます。 

 

 URL を含むダイナミックフィールド 

もしフィールドが URL を含んでいるなら、その URL は HTTP:// や HTTPS://で始まってはいけません。

その代わりに、HTML コードを含ませます。つまり、メッセージに挿入するダイナミック URL の正しい

シンタックスは以下です： 

<a href="http://[mydynamicfield]">My link</a> 

セキュア URLなら： 

<a href="http://[mydynamicfield]">My link</a> 

このシンタックスを使用して：  

<a href="https://[mydynamicfield]">My link</a> 

…システムはこれを関連リンクとみなして、自動的に、MailUpコンソールへ URLを追加します。 

http://[mydynamicfield]
https://[mydynamicfield]
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プロフィール更新 

受信者情報をリスト内で作成し更新する場合、プロフィール更新機能を使用して下さい。この機能はリス

ト内にカスタムフォームを用意して、受信者自身が入力・更新・追加を行えるようにするものです。 

ダイナミックコンテンツの入力  

ダイナミックコンテンツは異なるコンテンツ（バナー、テキスト、画像、RSSフィード）を Eメール内に

表示する事が出来ます。どんな条件においてどんなコンテンツをどの受信者へ表示するかは、MailUp フ

ィルターの理解が必要となるでしょう。 

契約・解約リンクの追加 

E メールエディター内において、入力＞解約リンク（スクリーンショット参照）をクリックして、対応リ

ンクをメール内において文字や画像をハイライトさせます。 

 

高度な HTML 

解約リンクの文字（画像）ハイライトは、 <a href="http://%5Bunsubscribe%5D/"></a> を追加します。 

詳細設定 
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詳細設定でその他様々な作業を行うことが出来ます:  

 テンプレートの閲覧と編集 

 Eメールメッセージ（マーケティングパンフレット PDF)の添付をアップロード 

 メールメッセージのヘッダとフッタを編集 

 最も重要なのは、詳細設定ボタンにより、リンク追跡の自動化が可能でになる事です。 

１） Eメール統計項目に相応しい、トラックする全リンクをメール内から選択  

２） Googleアナリティクスキャンペーンの追跡コードを入力できるようになります。  

中級～上級編 

Googleアナリティクス追跡の詳細： 

 MailUp ブログ記事：Googleアナリティクスキャンペーントラッキング 

 ナレッジベースの記事：Google アナリティクスの追跡キャンペーン結果（またはその他ウェブアナ

リティクスアプリ） 

 クイック送信でメールの下書きをテスト： 

クイック送信をクリックして、E メール下書きをご自分のアドレスへ送信してみます。受信箱に届くメー

ルを実際に確認出来ます。 

 

良く使用される受信ボックス、例えば Gmail, Outlook, Yahoo!などへテスト送信を行ってから、全てのメ

ールリストへ送信することをお薦めします。 

SMTP+題目の文字に問題が生じましたか？ 

SMTP+で送信したいメッセージの主題の文字がおかしくなる問題を避けるためには、QuotedPrintable で

主題フィールドをエンコードしておくことをお勧めします。 

 例： 

The subject: Cartão Vodafone com Chamadas e SMS Grátis, pede já o teu! might be encoded in this 

way: 
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=?utf-8?Q?Cart=C3=A3o=20Vodafone=20com=20Chamadas=20e=20SMS=20Gr=C3=A1ti?= 

=?utf-8?Q?s,=20pede=20j=C3=A1=20o=20teu!?= 

（二行目はスペースから始まります） 

各行は、エンコードタイプおよび使用文字セット（ここでは =?utf-8?Q?) を定義づけして、?=で終了しな

くてはなりません。 

行は、７６文字を超えてはいけません。超過した文字は新しい行に追加して、スペースで区切り、最後に ?=

で特定コードタイプを入力して下さい。  

テンプレートから始める 

 

400 の E メールテンプレートから選択いただけます。レイアウトと色が会社に合うテンプ

レートを選択しましょう。 

  

 

テンプレートは保存して、編集することが可能です。テンプレートの表示と管理は設定＞リスト設定＞テ

ンプレートで行えます。  
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ファイルか URL から新メッセージ 

 

ファイルから新規メッセージ 

 

 

他のアプリ（Adobe Dreamweaverなど）で Eメールメッセージを作成してから、「フ

ァイルから新規メールを作成」機能を使用して、MailUp へ HTML 文章をアップロー

ドする事が出来ます。 

主題（Eメールタイトルなど）を主題フィールドに入力し、参照したいメモなどを書き、

アップロードしたいファイルを選択して下さい。保存をクリックしてください。メッセ

ージを保存出来たら、ビルトイン HTMLエディタで編集や変更（変更をクリック）も

行えます。 

URLから新規メッセージ 

 

URL から新規メッセージ 

 

URLから新規メッセージを作成するには、メールメッセージ内へウェブページのコン

テンツ（本文など）を取得します。 

注：web ページのレイアウトとスタイル（CSS スタイル）は取得できません。テキス

トだけが呼び込めます。 

RSS フィードから新規作成 

RSSフィードから新規メールを作成は、ライブコンテンツ（ブログ、ニュース等）をインターネットから

取入れてメールの中に入れる便利な機能です。 
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例えば、ブログ読者へ向けて、ブログのダイジェストを素早く作成して送信する事が出来ます。 

 

ステップ１：RSS フィードを加える 

RSSフィードを加えるには、設定＞リスト設定＞お気に入り＞RSSを開いてください。詳細をご覧くださ

い。 

ステップ２：テンプレートの一つを選んでください。  

MailUpは予めデザインされた RSS対応テンプレートを用意しています。新規メッセージを RSSから作成

する際は、メッセージテンプレートセレクターが自動的にいくつかのテンプレートを表示します。 
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勿論、ご自分の RSS対応テンプレートをメッセージエディタでデザインする（既存テンプレートの編集も

可）ことも出来ます。 

RSSフィードからコンテンツをメールに表示するなら、メッセージ内に RSS固有のマージタグを追加しな

くてはいけません。詳細は以下です。 

テンプレートは設定＞リスト設定＞テンプレートにあります。詳細をご覧ください。 

ステップ３：RSS フィードを選んでから順番を決める 

ドロップダウンメニューから RSSフィードを選択して、入れ込んだコンテンツをページに表示します。E

メールのレイアウトを基に、表示コンテンツの順番を決める事が出来ます。 

 

ステップ 4：E メールを作成 

メッセージの作成をクリックして下さい。メールは RSS から取得したコンテンツでなくてはなりません。

メールエディタでメールを編集して最適化出来ます。 

「RSSフィードのタイトルだけを含める」にチェックを付けると、MailUpは RSSフィードのタイトルと
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短い要約だけを含めますが、全コンテンツは除きます。 

RSS フィード・マージ・タグ 

RSS を使用するメッセージの準備 

条件に応じて RSSフィードでコンテンツが差し替えられるタグをメッセージに埋め込めます。 

この機能を利用すると、簡単にフィードのアイテムをメッセージに加えることができます。 

 

RSS タグ 

このタスクにはＨＴＭＬの基本的な知識が必要です。 

メッセージのＨＴＭＬ コンテンツを差し替える対象となる下記のタグを加えましょう。フィードによっ

て、ＲＳＳとＡＴＯＭの二種類のタグがあります。 

ダイナミック RSS タグ 例 メッセージに挿入するコンテンツ 

[feed_positionN_title] [feed_positionN_title] Nの為に選択されたニュースのタイトル 

[feed_positionN_summary] [feed_positionN_summary] Nの為に選択されたニュースのコンテンツ 

[feed_positionN_link] [feed_positionN_link] Nの為に選択されたニュースのリンク 

[feed_positionN_updatedate] [feed_positionN_updatedate] Nの為に選択されたニュースの発行日 

[feed_positionN_author] [feed_positionN_author] Nの為に選択されたニュースの筆者 

[feed_positionN_content] [feed_positionN_content] Nのコンテンツ 

[feed_positionothers] [feed_positionothers] 
５の為に選択された追加ニュースの題名、コ

ンテンツ、リンク 

  

カスタム化したテンプレートに人気のフィードを入れたい時には、[rss_positionother] により ID 番号を

特定して下さい。 

例えば、デフォルトのテンプレートでは、ポジション５には全フィードがありますが、カスタムテンプレ

ートではこのタグでの全フィードを０（ZERO）とします。 
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BEE ドラッグ＆ドロップエディタ  

概要 

BeeはMailUpシステムに最近追加された、最先端のドラッグ＆ドロップメールエディタです。HTMLの

基礎知識が無くても、安心してメールメッセージのコンテンツを作成する事が出来るでしょう。この全く

新しく、大変分かりやすいインターフェースを楽しくご使用いだだけます。BEEメッセージは、お好きな

場所へドラッグ＆ドロップできるコンテンツブロックで構成されています。弊社内テストでは、わずか 1

分半で新しいメールメッセージを完成させています！  

なぜ BEE なのでしょうか？ 

BEEの由来は「Best Email Editor」です。これは、長年MailUpが努力してきたことでもあります：将

来のマーケティングニーズに対応するエディターを作成し、最高の評価を得たい。しかし、これには皆様

からのご意見やフィードバックが不可欠なのです。 

更に、蜂（BEE）は大変働き者の小さな昆虫です：弊社は、MailUpの BEEは、皆様がより効率的で簡単

に作成するお手伝いができると考えています。  

対応ブラウザ 

最新版の Chrome と Firefoxをお使いになるよう推奨しています。 

注意：BEE のベータ版は、インターネットエクスプローラーのバージョン 10 以下、および Firefox バー

ジョン 10以下はサポートしていません。弊社テストでは、いくつかの機能に問題が見られたからです。.  

主なメリット 

BEEを使用する主なベネフィット… 

 使い易い：Bee インターフェースは使用が大変カンタンです：様々なブロックをドラッグ＆ドロ

ップ 

 注意：メッセージの HTMLを心配する必要はありません。たとえブロックを変更しても、他のコ

ンテンツには影響しないからです。 



40 

 

 モバイル対応：Bee を利用する大きな利点は、レスポンシブ型レイアウトにより、モバイル用に

最適化出来る事です。 

 ソーシャル：ソーシャルサイトのリンクと機能はフル設定できます 

Bee を始めるには 

Beeで新規メッセージを作成するには: メッセージ> Eメール > 新規 > で始めるをクリック。 

 

次にメッセージの件名を入力します (任意) 
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テンプレートで始める 

Bee では複数の種類のテンプレートを利用できます：基本テンプレート、リッチテンプレート、マイテン

プレート。 

 

基本テンプレート 

ワイアフレームのようなシンプルなテンプレートがそろっています。お好みを一つ選択して、次のステッ

プでコンテンツを作成しましょう。 
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リッチテンプレート 

リッチテンプレートは少しレイアウトがカスタマイズされたテンプレートです。お好みを選択して、次の

ステップでコンテンツを作成しましょう。 
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マイテンプレート 

マイテンプレートでは以前、作成され、保存済みのテンプレートが表示されます。  

インターフェース 

BEEエディタのインターフェースは下記の３つの部分で成り立っております。 

1. ツールバー 

2. コンテンツ エリア 

3. サイドバー 

  

 

1.ツールバー 

ツールバーでの設定はブロック単体ではなく、メッセージ全体に適用されます。 

例えば 

 メールの背景色の変更、またはコンテンツエリアの背景色の変更 

 メールの横幅を変更（pixel) 
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 コンテンツエリアに枠（ボーダー）を設定（色、幅） 

2.コンテンツ エリア 

コンテンツエリアにはサイドバーからブロックをドラッグ＆ドロップで加えられます。 

ブロックの上にカーソルを移動させると、オレンジ色の枠がブロックの周りに現れます。 

下記の作業が可能です。 

1. ブロックをメール内で移動。ドラッグ＆ドロップで移動が可能です。       

2. 選択中のブロックを削除。 

3.  ブロックを複製。（下または横に複製）

 

画像の挿入 

Bee への画像のアップロードはとても簡単です。デスクトップからドラッグ＆ドロップで直接、画像のコ

ンテンツブロックに挿入することが可能です。または、画像を含むコンテンツブロックを選択し、ブラウ

ザを選択。   
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次にアップロードの方法を選択します。 

1. アップロード済みの画像を使用する場合は 「画像フォルダー」を選択 

2. 外部から画像を読み込む場合は「以下からインポート」を選択 

Facebookなどの SNSよりインポートされる場合はアカウントとの連携が必要です。 
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3. サイドバー 

サイドバーにはドラッグ＆ドロップが可能な多くのブロックがあります。コンテンツブロックが選択され

るとサイドバーにはブロックの詳細設定が表示されます。 

 

テキストか画像ブロック 

テキスト、画像、テキストと画像など様々な組み合わせのブロックがあります。 

 

ソーシャルブロック 

２種類のソーシャルブロックがあります: 

1. ソーシャルサイトのリンク 

「ソーシャルサイトのリンク」ブロックを利用すると、自社のソーシャルネットワークページへのリンク

の追加や削除、またはメールに合う色合いやボタンのデザインの設定が行えます。 
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2. ソーシャルシェア 

「ソーシャルシェア」ブロックはニュースレターの共有を行うボタンです。受信者にフェイスブック、ツ

イッターでシェアしていただけます。 
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その他ブロック 

1.「水平分轄」ブロックはブロック間に分割線を加えます。 

 

2.「ボタン」ブロックはボタンを設置します。ボタンにはリンクが加えられます。 

 

テキストエディタ 

テキストエディタへのアクセス 

テキストエディタは BEEで最も重要な機能です。テキストの変更や修正を簡単にします。 

コンテンツブロックを選択するとテキストエディタは自動的に表示されます。

 

エディタツールバーを広げる 

うえの画像の矢印をクリックすると、その他の設定が表示されます。
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詳細機能一覧 

 

フォントの種類、サイズ、ボールド、イタリック、アンダースコアの設定が行えます。 

  

数字/行頭文字の設定が行えます。 

 

コピー、貼り付け、フォーマットなしでのコピー、WORDからのコピーのボタンです。 

リンクの追加または、削除 

段落のフォーマット設定。（例:簡単な段落、またはヘッダ付きの段落） 

 

テキストに引用符を加える、またはテキストの並びを設定（左寄せ、中央寄せ、右寄せ） 

画像、表、平行線や特殊文字の挿入ボタン 

テキストの色、または背景色の変更   

テキストまたは、画像を選択し下記の設定を行う 

 解約リンク: リストの解約用リンクを挿入 

 登録リンク: リストへの登録用リンクを挿入 

 詳細設定リンク:受信者の詳細設定やプライバシー設定の編集先リンク  

 プロフィール更新へのリンク:受信者へ、プロフィールの更新フォームの入力をリクエストできま

す。 

 ブラウザで表示: メッセージのオンライン版をブラウザで表示するリンクです。 

 メッセージアーカイブ:ウェブライブラリへのリンクです。投稿済みのメッセージを含んでいます。 

 トラックをしない: リンクのトラックを無効にします。 (開封, クリック, その他.). 

 友達へ転送: 友達へニュースレターを転送するリンクです。 
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ダイナミックタグとコンテンツの追加ボタン: 

 ダイナミックタグ: クリックするとメッセージに追加可能なダイナミックタグのリストが表示されま

す。メッセージの最初に「名前」タグを加えると受信者の名前を表示することができます。例:“こん

にちは[name]様“が ”こんにちは山口様“に置き換えられます。 

 ダイナミックコンテンツ: ある条件が満たされたときの特定のコンテンツの表示をする機能です。例

えば：受信者の性別の応じて表示する画像を変更する。ダイナミックコンテンツとして、下記が挿入

可能です。 

 RSS フィード 

 コンソールの外部ウェブページ  

 リスト内に保存済みの HTML ブロック(eメールメッセージ)  

  

ヘルプページへのリンク 

イメージマネージャのショートカット 

コンテンツの編集時に使用可能なショートカットは下記です。 

イメージマネージャショートカット 

 Alt+F8 – フォルダーパネルを表示. 

 Alt+F9 –ファイルパネルを表示 

 Alt+F10 –ツールバー表示 

 Alt+U – アップロードパネルを表示 

 (Ctrl+)Shift+F10 – ファイルまたはフォルダのコンテキストメニューを表示 

 Esc – キャンセル ボタン。 コンテキストメニューやダイアローグウィンドウを保存せずに閉じ

ます。 

 Enter – 決定ボタンです。 

 左と 右 矢印 – ツールバーボタン内を移動 

 上と下の矢印と Shift +Tab ボタン– コンテキストメニュー内を移動 
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ファイルパネルのナビゲーション 

 Page Down – ファイルパネルを下へスクロール 

 Page Up – ファイルパネルを上へスクロール 

 End – ファイルパネルの最後の列へスクロール 

 Home – ファイルパネルの最初行スクロール 

ファイルとフォルダでの作業 

 F2 –ファイルの名前の変更. 

 Del – ファイルの削除 

WYSIWYG エディタ 

MailUp 8.2では、MS Officeでおなじみの「リボン」インターフェースを使用する新しい HTMLエディ

タを導入しました。 
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WYSIWYG エディタ vs. ドラッグ＆ドロップエディタ. 

 BEEでメッセージを作成する際には、HTMLのアクセスは不要です。 

 WYSIWYG エディタを使用すると、メッセージにコンテンツをアンド·ドロップドラッグすることは

できませんが HTMLにアクセス出来ます。 

 BEE でメッセージを始めてから、もし基礎 HTML を編集する必要があれば、WYSIWYG エディタ

で編集する事が出来ます。 

WYSIWYGエディタには、全ての関連ツールはグループ化されて、簡単にリーチ出来ます：リボンの上部

にあるタブを使用して必要なものを選んで下さい。 

左部 HTMLボタンで HTMLソースコードの閲覧と編集が出来ます。 

特別な機能 

「 タ ブ の 挿 入 」 に MailUp だ け の 特 徴 的 機 能 が 表 示 さ れ て い ま す 。

 

申込 

文章または画像を選んでからクリックして下さい… 

「解約リンク」で、受信者がそのリストから解約できるリンクを挿入出来ます。 

 「プロフィール更新リンク」（または「自動プロフィールリンク」）で、プロフィール更新フォー

ムへのリンクを挿入出来ます 

 「加入リンク」で、新しい受信者が申込可能なリストを表示するページを挿入させます。これは、

メッセージを友人や同僚へ転送する場合等に便利です。メルマガを購読したい人にも便利でしょ

う。 

リンク 

文章または画像を選んでからクリックして下さい… 
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 「ウェブ版」（ブラウザ表示）は、メッセージのウェブバージョンのリンクを挿入出来ます 

 「ウェブライブラリ」（「ニューズレターのアーカイブ」）で、ウェブライブラリのリンクを挿入出

来ます 

 「トラッキング不可」（「追跡しない」）で、受信者が、そのメールにおける行動（開封、クリック）

に関する如何なるトラッキングも不可能にさせる事が出来ます。web解析プログラム（ Google ア

ナリティクス）を利用してリンクを追跡する方法は、 ウェブ解析システムと統合をご覧ください。 

コンテンツ 

マウスのカーソルをコンテンツの挿入したい場所に置いてからクリック： 

 「ダイナミックフィールド」では、ダイナミックフィールドを挿入します。ポップアップウィン

ドウで、アカウント内で可能はダイナミックフィールド（例：受信者の名前）選ぶ事が出来ます。 

 「ダイナミックコンテンツ」はダイナミックコンテンツのインスタンスを挿入します。これは、

条件に見合った時にメッセージコンテンツが変更される高度な機能です。 

共有 

マウスのカーソルをコンテンツを挿入したい場所に置いてからクリック： 「シェアオン」はソーシャルメ

ディアのアイコンを共有します。 

文章または画像を選んでからクリックして下さい… 

 「友人へ送る」で、受信者が他人へメッセージを転送するリンクを挿入する事が出来ます。 

背景色 

Wrapper table 

HTMLメッセージの背景色を変更するには、さまざまの方法があります。ひとつは下記のような wrapper 

tableを作成することです。 

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" 

bgcolor="#efefef" style="background-color: #efefef;"> 

    <tr> 

        <td bgcolor="#efefef" style="background-color: #efefef;"> 

http://help.mailup.com/display/mailupUserGuide/Integrating+with+Web+Analytics+systems
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        ... your email content here ... 

        </td> 

    </tr> 

</table> 

... 色はライトグレイ(#efefef)に設定されています。 

 

ボディタグのスタイル 

メールクライアントはヘッドとボディタグを上手に扱ってくれるので、メッセージ内のボディタグ内の

HTMLコードも少々いじって背景色を設定しても良いでしょう。 

 

MailUp は、以下のステップでボディタグへコードを追加出来ます： 

 メッセージの編集 

 編集ページで「詳細設定」ボタンをクリック 

 「HTMLヘッディングのカスタマイズ」をオンにする 

 ボディタグを編集（この場合は明るいグレー） 

. 

<body> 

 

<body bgcolor="#efefef" style="background-color: #efefef;"> 

. 
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この時点では（2014 年 2 月）、ヤフーメールはこの方法による背景色の設定に対応していません（ボディ

タグを読みません）。つまり、一部のメールクライアントの未対応が問題な方法なのです 

 

両方法を併せる 

解決方法としては、同時に両方法を 行う事です。両者反発しません。 

 ボディタグに背景スタイルを追加する 

 ラッパー表でサポートを追加する 

 

メッセージの編集:コンフリクトマネジメント 

一つのメッセージを同時に複数のユーザで編集を行うと、他のユーザの変更点を上書きするリスクがあり

ます。この機能は上書きのリスクを回避します。下記が方法です。  

 

ユーザ#1 メッセージを開き編集を始める: 
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ユーザ #2 がログインし,同じメッセージを選択し編集を始める。 すると下記のエラーメッセージが表示

されます。: 

 

ユーザ#2 に下記の選択肢が与えられます: 

 メッセージのコピーを作成して、編集をする 

 ユーザ#1が作業を終えてから編集をする 

 他リストと登録リストをリンク  

概要 
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メッセージを送信する時、SMTP+から、または API いずれからでも、リストを挿入すれば受信者は簡単

に他のリストも登録出来ます。 

何時使用するか 

新しいリストを作成して、お客様や読者に素早く登録してもらい時に有効な方法です 

例えば： 

 新商品を既存顧客に更新してもらいたい 

 新ブログを既存ブログ読者に登録してもらいたい 

 クロスマーケットとして主ニュースレターと特定イベントメッセージを対応させたい 

 SMTPサーバーとしてMailUp を使用し、ニュースレター内のフッタや目立つ部分にワンクリッ

ク登録を追加したい 

どのような仕組み？ 

リンクをクリックすると： 

 自動的にリンクが追加： 登録フォームが不要 

 カスタマイズ自由なメッセージページが表示 

 認証が不要な登録者だけが登録を確認（確認オプトイン） 

 ウェルカムメールの設定は任意 

リンクを作成する方法 

 リンクへ文字を入れます（例ワンクリックで特別ニュースレターが購読できます！） 

 http://の後に URLを挿入 

 

[admin.console.domain]/frontend/subscribe.aspx?list=7&email=[email]&gr

oup=10,20,30 

 

 コード内は 

o [admin.console.domain] はMailUp 管理コンソールのあなたのドメイン 

o list=7: リスト IDです。あなたのリスト IDを入れます 

o email: ダイナミックタグがメールに入ります 
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o group=10,20,30: これは任意です。新受信者をリスト内に入れたい時にコード表からグ

ループ IDを見つけてください。 

 コードはデフォルトで、確認オプトイン登録方法になっています。もしビジネスシナリオが異な

るなら、「オフ」設定をお問い合わせください。 

 

保存済み  

保存は 3つの箇所に分かれています: 

 保存済み：保存済みのメール（メッセージ） 

 アーカイブ：アーカイブ済みのメッセージ. 

 投稿済み：送信ずみのメッセージ一覧. 

アーカイブ  

メッセージをアーカイブするには、Eメール>保存済み、のページの下部のアーカイブをクリックしてくだ

さい。アーカイブされたメッセージは統計に反映されません。投稿されていれば、ウェブライブラリで表

示いただけます。 

公開 
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メールを公開するとは？ 

直近に配信されたメッセージのウェブライブラリを作成することです。例えば直近 12カ月ニュースレター

をリスト化するなどです。 

 

Eメール > 保存, で保存済みのメールを公開することが可能です。ウェブライブラリ

へ公開できます。メッセージ一覧で公開するメッセージを選択し下の「公開」を選択

してください。公開されたメッセージはカスタムページで確認いただけます。 

 

この機能は、ニュースレターをホームページで公開する際に利用いただいています。 

 MailUpでホストされているページへのリンクを加える。 

 または、iframeを使用して保有のサイトに埋め込むことも可能です。 

 ニュースレターをサイト上に公開することにより、新規ユーザにニュースレター

のコンテンツが届けられます。気に入っていただくと、リストに登録する確率が

上がります。 

この機能を有効にするには? 

有効にするには「設定」＞「リストの設定」＞「環境設定」＞「詳細設定」のメールオプションに行って

ください。そして、ウェブライブラリを有効化をＯＮに設定しましょう。 

 

メールの公開方法は？ 

メール＞保存から、メールを選択し公開（ページ下部）をクリックして下さい。. 
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注意： 

全ての保存メッセージが公開すぐできるという訳でありません（ドラフトも含まれます）。公開はマニュア

ルで、保存セクションから選んで行ってください。 

 

保存メールは自動ではウェブライブラリーに公開出来ません。 

 どこで公開したメールを確認できますか？ 

メール＞保存＞公開を開いて、ウェブライブラリーリンクを押します。 

 

メッセージのウェブ版の作成方法  

以下のシンタックスを使用して、アカウントのドメインは{hostname} で作成します。 

{hostname}/frontend/nl_preview_window.aspx?idNL={message_id} 

ウェブライブラリのルック＆フィールをカスタマイズ 

設定＞アカウント設定＞ルック&フィールを開いてください。ウェブサイトに似たようにカスタマイズ出

来ます。 

送信設定 
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送信の設定 

送信は以下の機能が実施出来ます: 

 テスト送信：テストグループへメール送信 

 送信：受信者・受信者グループを選んで、メール送信を設定します。以下が可能です： 

 即時にメッセージを送信 

 日付を決めてスケジュール送信 

 クリック送信：手動で入力した数人の受信者だけに Eメールを素早く送信 

 チェックアップ：Eメール（スパムチェック、テストリンク等）のチェックアップを実行 

 ソーシャルへ投稿：ソーシャルメディア（Facebook, Twitter, LinkedIn）の Eメールを投稿 

 

ソーシャルで投稿  

ソーシャルへ投稿「ソーシャルへ投稿」機能で、E メールやメルマガをソーシャルメディア（Facebook, 

Twitter, LinkedIn）へ投稿する事が可能です。「ソーシャルへ投稿」をクリックして、メッセージ＞ソーシ

ャル＞新規投稿へ誘導されます。 

送信 

メールキャンペーンの最終ステップは送信です： 

 差出人と返信先のアドレスを指定 
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 受信者を選択 

 送信の日時を選択して、送信キューを管理 

差出人名、アドレス、返信メール 

どのキャンペーんにも差出人の名前とメールが明記される必要があります。 

 

アドレスを編集するだけでなく、返信用のメールアドレスも設定しましょう。リスト設定へ行かずとも可

能です。 

 

送信元メールは、分かり易く信頼できるアドレスでなくてはなりません。メールが新しい時、「確認」を

クリックすると、確認用のリンクを受け取ることが出来ます。 

 

返信メールは（受信者が返信を押して返信してくるメール）、分かり易く親しみやすいべきで、 

no-reply@mycompany.com とは異なる必要があります。更に、ISP（Gmail や AOL）にとって明らかに

受信者側のエンゲージメントであると認識されないと、到達率に問題が生じてしまします。 

ダイナミック差出人の使用 

受信者データフィールドを選択から、ダイナミック差出人を選びましょう。受信者によって送信元アドレ

スを割当てる事が出来ます。  
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情報が保存してある対応受信者フィールドからダイナミックに差出人の名前とメールを取出します。もち

ろん、事前にこのフィールドへ情報を入れておく必要があります。つまり、受信者データベースには、差

出人名とメールの二つのカスタムフィールドが入っています。設定＞アカウント設定＞受信者フィールド

で設定します。追加差出人名をフィールドに入れて、値を加え、差出人メールに挿入します。 

ダイナミック差出人 

この機能は、特に、セールスチームに便利です。各セールス担当者がアドレスをお客様のメールへ対応さ

せるのです。つまり、ひとつのメールで、受信者と各セールス担当者のアドレスを対応させます。例えば、

イベント出展のフォローアップの際、異なるセールス担当が応対したそれぞれの見込み客へメールを送信

出来ます。 

受信者を選択 

キャンペーンを誰に送信するのかを選択します。テストグループまたはリスト内受信者、その全てを選択

して下さい。もし、わずかへ送るだけならば、手動で選択タブをお使いください。  

 

メールリストを更に絞るなら、フィルター機能が便利です。  
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送信のプレビューとキュー 

送信のプレビューはメールメッセージの送信時間を予測し、また最終受信者数もカウントします。 

 

 

送信数が正しいことを確認し、送信のスケジュールまたは直ちに送信のいずれかを選択します。. 

 

送信ステータス 

送信作業を始めるにはどちらかのボタンを押して送信をクリックします。 

スケジュールした送信を削除 

もし送信ステータスであったら、アクションドロップダウンメニューをクリックして、削除を選んでくだ

さい。  
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キュープレビュー 

 

送信プレビューページの「キューの管理」をクリックします 

 

キューの管理下、削除ボタンをスクロールダウンして見つけてください。 

  

異なるタイムゾーンへの送信をスケジ

ュール  

概要 

もし異なるタイムゾーンにお客様がいて、その全員の朝8時から10時にメールを送信したいなら？例えば、

米国には 4 種のタイムゾーンがあります。西海岸時間、山間時間、中央時間、東海岸時間です。これらを
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どう考慮すればよいでしょうか？ 

 

受信箱へ到達する時間は、メールキャンペーンにとって大変重要です。正しいタイムゾーンに送信をスケ

ジュール出来れば、高い関連性と ROIを実現できるでしょう。 

 

MailUp なら、送信時間をタイムゾーンによって調整できます。以下をご覧ください。 

タイムゾーンと時間帯のスケジュール方法 

送信したいメッセージを選択し、上述の設定を行います。スケジュール画面が開いたら、「送信スケジュー

ル」セクションを選んでください。 

送信を開始する時刻を選んでください。もし８AMを選べば、送信は八時に始まります。 

送信するタイムゾーンを選びます。ニューヨークなら、「5h: New York 」を選びます。受信者はそこの８

AM ESTにメールを受信します。 

 

もし同一メッセージを異なる受信者セットへ異なる時間帯に送信するなら、まず、受信者データベースを

せってする必要があります。. 

異なるタイムゾーンに受信者をグループ化する方法 

引き続き米国の例です。MailUp では、二通りの方法で受信者を分けます： 

 ジオロケーションフィルター 

ジオロケーションフィルターを設定し、受信者がどの IP アドレスでどの時間にメッセージを開封す

るかを検討します。 
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 受信者プロフィール 

または、直接受信者から情報をプロフィールフィルターで収集します。例えば、米国に住所を集めて

カスタム受信者フィールド内に保存します。データを追加する方法は以下です： 

 新登録者あった時、登録フォームに収集したいカスタムフィールドを追加します 

 MailUp へデータをインポートする時 

 プロフィール更新機能で既存の受信者プロフィールを変更 

 外部アプリとMailUp を統合させて情報を入手 

グループへ受信者を振り分ける 

ジオロケーションまたはプロフィールフィルターを作成した場合、グループを作成して受信者を追加しま

しょう。 

上例を続けます。まず、各タイムゾーンによってグループを分けましょう。東、中央、山間、西です。 

 

次は、上述で作成したフィルターを使用して受信者を割当てます： 

1. 詳細検索（受信者＞チャンネル＞メール）を開く 

2. 詳細検索オプションのフィルターを選択（ジオロケーションフィルターなど） 

3. 検索する 

4. 受信者を検索したグループへコピー。注：移動機能を使用すると受信者が他のグループに移って

しまうので 元のグループから削除されてしまいます。コピー機能の方が良いです。. 

 

次は異なるタイムゾーンへのスケジュールです。 
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異なるタイムゾーンへ同じメールを送信する方法 

メッセージ＞メール＞送信を開いてメッセージを選び、送信をクリックします。 

 

メールメッセージの送信において、受信者グループを選び（西海岸時間など）、続けるをクリック、送信の

スケジュールをクリックします。 

 

さあ全て設定されました！同じように各タイムゾーンを設定します。 

. 

下図は、同一メッセージを 4つの異なる送信を設定した例です； 

 

メッセージはご購入のスピードで送信されることにご注意ください。このような送信方法は、実は、送信

容量にも利点があるのです。 

 

例えば、1 万メッセージを一時間で送信するプランだった時、上記ステップで 5 千から 1 万受信者のグル

ープを作成しました。上記スケジュールで送信すれば、全受信者に 8 時から 9 時の間にメッセージを送信
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出来るのです。 

チェックアップ 

メール送信前に最後に確認を行うのがチェックアップ機能です。 

 

メッセージエディター内受信者を選択する前に

； 

メッセージを保存する前に  

 

チェックアップ機能は以下が出来ます： 

 メールの受信箱プレビュー（プレビュー） 

 リンク確認（リンクチェック） 
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 スパムワードがあるか（スパムチェック） 

 HTMLエラー（コードレビュー） 

 テキスト版の作成（テキスト版） 

 

送信前には確認しましょう！ 

 

E メール分析  

メッセージの効果を高めるるには、送信メッセージの互換性が不可欠です。E メール分析は無料で使用い

ただけるパワフルなツールです。 

 

「フル分析」をクリックして、48メールクライアント（クイック分析なら３）でのプレビューを行いまし

ょう。フル分析は完了までに数分必要です。 
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クイック分析 

 

フルプレビュー 
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「ブラウザで見る」ボタンで、メッセージがブラウザ上でどのように表示されるかを確認出来ます（メー

ルクライアント不要）。 

リンクチェック  

リンクチェックはリンクが有効であるかと評判を確認する機能です。 
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リンクチェックはメッセージに入ったリンクの健康度を確認します。 

 

リンク検証コラムは、リンクが正しいかをレポートし、リンク評判コラムはリンクがブラックリストに入

っていないかを表示します。 

 

上記の例では、メッセージには 2つの正しいリンクと 2つの無効リンク（壊れているか URL切れ）、2つ

のブラックリストがあります。  

 スパムチェック  

スパムチェックとは 

メッセージの送信前には必ず、チェックアップ機能にあるスパムチェックタブで、「赤旗」印があるかを調

べてください。インターネットサービスプロバイダー（IPS）が迷惑メールであると誤認する可能性を確認

します。 

 

メッセージの分析は「SpamAssassin」アルゴリズムが行います。. 

 

「SpamAssassin の表示」ボタンで分析が行われます。 

スコアの読み方 

本機能のスコアはページ下の合計値です。 



75 

 

. 

 

スコアが高ければ高い程、スパム(迷惑メール)と誤認される確率が高まります 

 

上図は値が 5 です。ISP はこのメールを自動的にジャンクホルダーに振り分けてしますであろうという事

が分かります。 

よくある警告について 

0.6 HTML_IMAGE_RATIO_04 BODY:  HTML has a low ratio of text to image area  

これは、メッセージ内の画像の割合がテキストと比べて大きすぎるときに起こります。テキストの総 KB

と画像の KB を比較しています。解決策は、もっと少ないか小さい画像にするか、またはテキストを追加

して下さい。 

1.1 URIBL_GREY Contains an URL listed in the URIBL greylist [URIs: domain.com]  

評判に問題のあるドメインリンクが含まれています。作成者はそのドメインを削除しなくてはなりません。

例えば： 

 メッセージテキスト 

 リンク 
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 画像ロケーション（画像への絶対パスが含まれているドメイン） 

コード確認 

注： コード確認タブは、メッセージが HTML エディタで作成された時のみ表示されます。BEE で作成

する時は可視化されません。 

 

コード確認は、HTMLの問題を探し出します。完了には数分必要です。 

  

.  

例 

コード確認ツールは以下のように構成されます： 

始めの部分は、エラーのサマリーです。下では、12エラーと 5警告です 
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次の部分は、アウトプットの検証です 

 

テキスト版メール  

マルチパートのあるメールメッセージ 
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多くのメールメッセージは複合パートであり、二つの部分が合わさって送信されます： 

 HTML版 

 テキスト版 

 

テキスト版メールとは、HTMLに対応しないメールクライアントが表示できるメッセージ形式です。例え

ば、やや古い Blackberry機種はテキストメールしか対応できません。 

 

MailUp は HTMLを外し、自動でテキストメールを作成します。自動で生成する代わりに、手動でお好み

テキストメールを作成する事も出来ます。 

マルチパートメッセージの有効化 

MailUp では複合パートのメッセージがデフォルトです。 

 

もしこの設定がオフになっていたら、（またはダブルチェック形式にするなら）以下を設定します； 

 MailUp コンソールにログイン 

 左ナビゲーションから設定＞リスト設定＞詳細設定 

 詳細タブをクリック 

 コンテンツタイプにある、マルチパートにチェックを入れる 

 詳細設定の更新を保存 

 

自動 VS 手動テキスト版メール 

上述のように、複合パート設定が実効されていれば、MailUp は HTMLタグを排除して自動でテキスト版

メールを作成します。 

もしテキスト版メッセージが特に大切なケースなら、以下の様に手動で作成出来ます。 
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 メッセージを探す 

 チェックアップをクリック 

 テキスト版タブを開く 

 メッセージを変更（スペースの詰めや URLリンク挿入など） 

 ボタン付きで退会リンクを入れる事を忘れないでください 

 保存：メッセージのテキスト版を受信者へ送信できます 

 

自動作成版が不要な時は削除ボタンを押してください。 

 

トラッキングリンクの無効化ボタンは、受信者がトラッキングを拒否するためのリンクですが、ほとんど

利用されていません。受信者を特定するトラッキングを受信者がオプトアウト出来るように定めた消費者

規制が要求している場合に必要です。 

テキスト版メールとメールクライアント 

多くのメールクライアントアはデフォルトで HTMLメールを表示しています。しかし、テキスト版メール

を表示できる機能も持っている場合もあります。詳しくは、それぞれの仕様書をご覧ください。 

 

例えば、Gmailのインターフェースです： 
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テキスト版メールとモバイル端末 

スマートフォンのメールクライアントは HTMLメッセージに対応していますから、普通はテキスト版メー

ルを表示しません。しかし、メッセージのプリヘッダにテキスト版の一行目が使用されることもあります。

モバイル端末に「プレビュー」として表示される大変重要な部分です。 

 

例えば、Android端末において Outlookメールクライアントが二つのメッセージを表示しています。 
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最初のメッセージのプリヘッダが分かりやすくなっているのは、テキスト版メールで編集されているから

です。二番目のメッセージは、「ウェブ版をご覧ください・・・」リンクが自動テキストされているので、

読者はメッセージ内容が良く分かりません。 

 

この二番目の場合、テキスト版が自動で作成されているので、メッセージのウェブ版には自動で HTML版

のトップが対応しているのです。つまり、より良いプリヘッダの為にはテキスト版を編集する事がメール

の開封率に重要なのです。 

テスト送信 

メールの配信前にテストメールを送信しましょう。（例：google,outlook,yahoo) 

受信者に表示されるメールを確認することができます。. 

テストメールの送信方法は 2つあります。  

 テスト送信：デフォルトの TESTグループに送信します。 

 クイック送信：数件の連絡先に送信します。 

テスト送信では、TESTグループへ送信します。  

あなたの TEST グループには（受信者＞グループ管理）あなたのアドレスを含み様々なアドレスを含まれ
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ているべきです。メールマーケティングのキャンペーンの関係者を含んでみてはいかがですか？ 

 

クイック送信 

クイック送信はメールを簡単に送信する機能です。しかし配信先は 10名が上限です。クイック送信で入力

された宛先は TESTグループへ追加できます。

 

AB テスト 

A/B テストの紹介 

A/B テストはマーケッターには非常に人気の高いツールです。A/B テストの最も需要の高いシナリオは複

数の件名をテストすることと、複数の行動喚起のテストです。少し異なる同じメールを 2 通送信すること

により、どのメールのレイアウトや内容が開封率とクリック率を得られるのか、判断できます。 



83 

 

 

AB テストのスケジュール 

メッセージ＞メール＞送信＞新規 ABテストを開いて ABテストを開始します。 

  

テストに予定したメッセージを選択します。 
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テストをスケジュール出来ました； 
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スケジュールするには、以下を選択して下さい 

 タイムゾーン 

 日付 

 

 

ウィナーメッセージをスケジュールでは、どのウィナーが選択されたかで決定します。上記では、スケジ

ュールが 2015-04-20 23:20に終わってから 3時間後に配信されます。 

  

AB テストの確認 
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送信＞ABテストでいつでもステータスを確認できます。以下がアイコンです： 

アイコン ステータス 

 

テストキュー 

 

テスト開始 

 

テスト設定中 

 

AB テストの保存  

ABテストはまだ実施していない保存された ABテストを引き続き作業出来ます。つまり、やり残しから開

始出来るのです。  

 

ABテストの完成は、統計＞メール＞シングルメッセージを開いて、どのメールが最も良いパフォーマンス

であったかを確認します。 

. 

AB テスト結果 
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どのように ABテストの結果をかくにんしますか？ 

メッセージ＞メール＞送信＞ABテストを開きます 

 

SMS 

概要 

テキストメッセージを送信するメッセージプラットファームとしてMailUpを使用する事が出来ます。 機

能： メッセージ配信の日時スタンプ、配信エラーの詳細（あれば）、統計、自動化など 

それぞれの設定は、米国内と米国外へ送信するかによって、アカウントの設定は異なります。. 

USA 内:  

 MailUpの共有コードは（51303） 

 アカウントとユニークキーワードを関連付けてください 

 複数キーワード（各キーワード＝SMS購読者の１リスト）を所有出来ます。 

 使用言語など、幾つかの制限があります。 詳細は以下をご覧ください。 

USA 外: 

 ショートコードは使用しません： ロングナンバーまたは英数字の文字列を使用して送信してく

ださい。 

 キーワードが使用されていません。 

 言語要件はプラットファームから送られるメッセージには適用されませんが、適用国の機関へ規

制についてご相談ください。 

テキストメッセージを作成 
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 160文字（多くの国が３連結メッセージを許可しているので、459文字まで） 

 メッセージをパーソナライズするダイナミックフィールドが利用できます。 例えば： 「［名前］

様へ、弊社の新しい…」を、ダイナミックフィールドがデータベース内で空になる時のデフォル

ト値として設定出来ます。 

 中国語やキリル文字を含む複数の文字セットをサポート 

テキストメッセージを送信 

 メッセージを素早く到達させる（遅延が少ない）ことが、もし受信者番号が新しいキャリアに移

行していも可能です（MSCへの直接接続 ー モバイル交換センター）; 

 送り手は各キャンペーン（テキストと番号）を変更出来ます： 国によって異なります。 

 メッセージは 200か国以上へ送信出来ます。異なる設定と機能が適用されます； 

 リアルタイムでキューの状況を確認： 

 キャンペーンを停止、メッセージの編集、編集メッセージの再開（必要に応じ）。 

自動とスケジュール 

 自動でイベントに基づくメッセージを作成（お客様の誕生日にテキストメッセージ、期限切れの

近い保険契約など）； 

 異なるキャンペーンを、異なるメッセージで、異なる日時にスケジュール。 

他の機能 

 レポート：詳細なキャンペーンレポート： 成功したテキストメッセージ、日時スタンプ；どの

メッセージが到達しなかったか、その理由；全テキストメッセージキャンペーンの集計値を配信

します。 

 プライバシー： プライバシー規制に完全に準拠し、システム内で起動されるどのデータも他の

目的で使用しないという自信をもってキャンペーンを行ってください。 

 再販： プラットフォームはホワイトラベル化が可能です。 １クレジットを購入して、複数のお

客様で割り当てられます。  

設定の方法 

MailUpを国外でも利用するプラットフォームとするなら： 
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１）米国以外での利用であっても、MailUp.Incの利用規約に同意して下さい。 同時に、自国の SMSポリ

シーを確認し、準拠して下さい。 

２）米国ドルでご購入ください。 その他の通貨は、お問い合わせください。 commerciale@mailup.it  

 MailUpの無料トライアルアカウントは、こちらで設定して下さい。 

 購入前に試される場合は、弊社までお問い合わせください。テスト用クレジットを読み込みま

す。 support@mailup.com  

 クレジットの購入：http://www.mailup.com/credits.htm  

 ご注文が確認されると、SMSクレジットがアカウントへ割り当てられます。 

3) USA受信者へだけにマーケティングメッセージを配信する場合： 

 アカウント責任者へ以下をご確認ください：MailUpアカウントを「US SMS」用のショートコー

ドで設定。 

 アカウント責任者からアカウントが適正に設定されているかの確認を待ちましょう。  

ソーシャル  

ソーシャル機能を利用するとソーシャルネットワークへの投稿、投稿スケジュール、E メール,Facebook, 

Twitterと LinkedInでの追跡が可能です。 

最新の投稿 

最新の投稿では過去のすべてのソーシャル投稿のレコードです。このセクションでは、直ぐに投稿された

ものと、投稿が予定されているものに分けられます。さらに、各投稿の投稿日と投稿されたソーシャルネ

ットワークが表示されます。 

新しい投稿 

新規投稿の作成 

新規投稿の作成は３ステップあります： 

1. ステップ１：ソーシャルメディアに投稿する場所を選択 

 Facebook：ご自分のウォールまたは企業ページに投稿 

 Twitter：ご自分のプロフィールまたは企業プロフィールである Twitterアカウントに投稿するこ

とができます。 

mailto:commerciale@mailup.it
http://www.mailup.com/mailup-free-trial.htm
mailto:support@mailup.com
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 LinkedIn：個人プロフィールにのみ投稿することができます。 （（LinkedIn では、会社・グル

ープページに投稿すると将来的に利用できるようになります）。 

 注：ソーシャルメディアへ投稿出来る為には、MailUp のソーシャルメディアアカウントに接続

する必要があります。 例えば、TwitterがMailUpアプリを承認するように求めます： 

 

ソーシャルメディアアカウントを追加する場合、設定＞リスト設定＞ソーシャルメディアアカウントを開

いてください。 詳細情報については以下をご覧ください。 

 

2. ステップ２：メッセージコンテンツを書く 

ステップ１に基づいて、ひとつ以上のタブを表示して下さい。 3種のソーシャルメディアチャンネルを全

て選択したら、タブは以下のように表示されます： 

 

各タブはソーシャルメディアチャネルに合わせた主要機能を保有しています. タブ作業後は、「保存」をク

リックしなくても、次タブに進むことが出来ます。 選択したタブの作業を終えたら、「次へ」をクリック

して、投稿の送信・スケジュールを続けてください。 
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Facebook タブ（MailUp 内） 

投稿例（Facebook）  

セクション 説明 例 

主題  投稿リンク 

セクションの題目 

スマホ最適化されたメールの作成 

コンテンツ リンクに関するメッセージ・コ

メント（任意） 

メールの 35％以上[…]とデスクトップ！ 

外部リンク 共有したい URL リンク 短縮し

たリンクだけが表示されます 

リ ン ク ： http://blog.mailup.com/2012/08/ 

different-ways-to-send-a-mobile-optimized 

-email-message/ 

表示：5ee.me * 

画像リンク ウェブから画像の URL リンクを

加えます （任意ですが推奨しま

す） 

もし画像リンクがFacebookに含

まれていない場合、外部リンクか

らも画像を取込めます。 

http://blog.mailup.com 

/wp-content/uploads/ 

mailup_mobile_device_report1.png 
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Twitter タブ（MailUp 内） 

コンテンツセクションにおいてツイートを記入します（最大 140文字）。 URLリンクを加えます。 

* MailUpは 5ee.me.と呼ばれるビルトイン URLショートナーを持っています。 ソーシャルメディアの投

稿を追跡し、主要な分析を可能にします。  

 

LinkedInタブ（MailUp内） 

LinkedIn タブでは、LinkedIn ステータスの更新を作成することができます。 この更新は、LinkedIn の

プロフィールに表示されます。 あなたの LinkedInの設定に基づいて、ステータスの更新は、表示可能な

すべての人、または関係者のみが閲覧できます。 

 

セクション 説明 

主題 LinkedInステータスの更新タイトル 

接続 メッセージ・コメント 

外部リンク  共有したい URL リンク 短縮したリンクだけが表

示されます 

画像リンク ウェブから画像の URLリンクを加えます （任意で

すが推奨します） 

もし画像リンクが無い場合は、LinkedIn は外部リ

ンクから画像を取得します。 

 

3. ステップ３：投稿の送信とスケジュール送信 

投稿を即座に送信する（例、5分以内）または送信日時をスケジュール 

メッセージ＞ソーシャル＞投稿・スケジュールを開いて、投稿の再スケジュール、編集、再送を行ってく

ださい。 詳細ページにてご確認ください。 

保存された投稿 

保存セクションは、投稿されなかった、スケジュールされなかった全保存ソーシャル投稿リストを保持し

ます。 選択したソーシャル投稿の状況の「更新」をクリックしてください。 
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送信・スケジュールされたソーシャル投稿の表示は、「投稿・スケジュール」をご参照ください。 その他

詳細をご参照ください。 

送信したソーシャル投稿の解析と主要統計を閲覧するには、統計＞ソーシャルを開いてください。 その他

詳細をご参照ください。 

投稿・スケジュール 

投稿・スケジュールセクションは、投稿・スケジュールされた全ソーシャルメディアの投稿を表示出来ま

す。 

「修正と再送」をクリックして、ソーシャル投稿を更に編集出来ま

す： 

 投稿する場所（例；Facebookや Twitter、LinkedIn） 

 投稿するコンテンツとリンク 

 スケジュールされた日時 

「削除」をクリックして、ソーシャル投稿を削除して下さい。これ

により、キューからソーシャル投稿は削除されますが、保存された

投稿は残ります。 

  
 

保存したソーシャル投稿を見るには、「保存」を開いてください。このセクションで、自分のソーシャル

投稿を編集出来ます。詳しくはこのページをご参照ください。 

ソーシャル投稿の解析と主要統計を見るには、統計＞ソーシャルを開いてください。ソーシャル統計の詳

細はこのページをご覧ください。 

ソーシャル投稿の詳しい使い方は、このページをご覧ください。 

FAQ よくある質問 
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メールメッセージにある「新規登録」ボ

タンまたは設置リンク  

コンソールにあるカスタム化可能なテンプレートには「新規登録」ボタンがあるものがあり、未加入者へ

ニュースレターの登録を行えるように転送することも出来ます。 

 このようなメッセージは、新規加入者を獲得する為に利用してはなりません。メッセージを同様に加入し

てくれるかもしれない友人に転送してくれる既存の契約者に対してのみ利用して下さい。その場合、メッ

セージが知古である二者間のプライベートなものとなるからです。ところが、契約者でない N人の受信者

へあなたが同様のメッセージを送信すると話は別です。それは「スパム」となり、例えあなたがその受信

者がニュースレターの購読を希望していると思ったしても、迷惑メールを送信したとなるでしょう。決し

て、迷惑メールを送信してはなりません。あなたの評判を傷つけるだけでしょう（更に、本サービスの利

用規約違反となります）。 

 確認ですが、「新規登録」と「登録」ボタン＆リンクの唯一の目的は、契約者が自分の知り合いに対して

ニュースレター加入のメッセージを転送してくれる場合に限ります。 

 

新規登録者はこの情報を、ボタン＆リンクが示す登録フォームを経由してこの情報を送信しなくてはなり

ません。登録フォームをウェブサイトに設置するか、システムによってホストされるように出来ます。設

定＞登録フォームを開くと、25種類の登録フォームから選択する事が出来ます。この機能は、有効化して

おく必要があります： 設定＞リストの編集＞詳細設定オプションの表示から、「フロントされるフォーム」

へ行き「はい」を選びましょう。 

 

E メールからフォームをリンクするには、画像またはテキストのリンクを選択（例： メッセージテンプ

レートに既にある「新規登録」ボタン）して下さい。次に、エディタの「リンクの挿入」ボタンを利用し

て、登録フォームの URLと関連付けましょう。新規登録フォームがご自分によってホストされるならサイ

トから、または、システムにホストされるなら管理者コンソールから取得したリンクをフォームに挿入し

ます。 

メッセージ内に フラッシュ(*.swf) ア

ニメーションを挿入する方法  
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Eメールメッセージ内へ Flash (*.swf) アニメーションを含める機能は、HTMLエディター（システム内

でメッセージを作成し編集する）によって意図的に削除されています。 

その理由は、フラッシュは MS Outlook, Eudora, Lotus Notes, Thunderbirdや Apple Mailといった多く

の人気メールクライアントが対応していないからです。または、メッセージがスパムとして認識される危

険があるからです。  

 

このような理由から、この機能をシステムは取り外しています。 

しかし、もしフラッシュアニメーションの問題点をご承知の上で使用する必要がある場合は、メッセージ

の HTMLコードに直接作業することで使用可能になります。メッセージに居てる HTML ソースコードは

Adobe Webサイトにあります： 

http://kb2.adobe.com/cps/415/tn_4150.html 

 

上記ページに詳しい方法があります。 

 

しかしながら、弊社はフラッシュアニメーションをメールメッセージ内へ挿入する事は全く推奨いたしま

せん。 

HTMLメールメッセージをインビジブルテーブル（非表示の表）でレイアウトする  

ウェブページをデザインする時、テキストや画像など HTMLニュースレターのレイアウトに最適なツール

は、非推奨のレイアウトテクニックにも拘らず、HTML表です。 

表を作成するには、メッセージエディタの「表の挿入」をクリックして下さい。 

表は表示と非表示が選べます。 

 

非表示なら（例；ボーダー＝０）、複雑なレイアウトを利用出来ます。 

ボーダーがゼロという事は、非表示という意味です。メッセージエディタの底部にある「ボーダーの表示・

非表示」ボタンで選択して下さい。一たび表を作成すれば、幅や高さ、テキスト配置などのパラメータを

設定できます。 

表のサイズ変更は、選択してボーダーを動かしてください。 

二種類の方法で表の値を変更出来ます：テーブルを選択した時に下部のプロパティウィンドウを使用する、

もう一つは、ただテーブルを選んでから、マウスの右ボタンを押してから「テーブルのプロパティを選択」

を選択します。 

http://kb2.adobe.com/cps/415/tn_4150.html
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メールメッセージにファイルを添付出

来ますか？  

ハイ出来ます。メッセージ+機能により、メールメッセージにつき最大 5ファイルまで添付出来ます。しか

し、以下の理由により、添付ファイルは通常、お薦め出来ません。 

 

ファイルをメッセージに添付する事の問題点 

1) 送信スピード: 帯域幅の制限の中、添付メッセージは遅いスピードで送信され、ダウンロードならより

遅く送信されます。何故なら、メッセージ総量が大きくなっているからです、添付が大きければ、メッセ

ージの送信は更にゆっくりとなります。 

 

2） 接続が制限されるために受信者が迷惑: インターネット接続の速度が遅いユーザがメッセージをダ

ウンロードする場合、数分から数時間が必要です。これは非常な不便を引き起こしますから、大変重要な

メッセージでない限りは、ユーザは二度と同じ問題を起こしたくない為に脱会してしまいます。更には、

あなたの企業に対して苦情を申請するかもしれません。 

 

3) モバイルユーザたち: 多くのユーザが今やモバイル端末からメールをチェックしています。多くのス

マートフォンは、デフォルト設定では、メッセージの一部だけをダウンロード出来ます。低速度接続で大

きなメッセージをダウンロードするリスクを回避する為です。しかし中には、メッセージを全くダウンロ

ードしない（通例 200KB以上）端末もあります。または、ダウンロードしようとしてメールクライアント

がフリーズしてしまう事があります。 

 

４）低速度接続（例 ３G): 多くのユーザは、旅行中（例 電車や空港において）にラップトップでメー

ルをチェックします。接続は大抵、低速度になります。このような状況の時、大きい添付があるメールを

ダウンロードすると、大変スピードが遅くなってしまいます。特に、ワイヤレスの範囲が限らていたり、

ユーザー接続が集中している場所においては顕著です。また、多くのメッセージをダウンロードする時、

低速度接続は大きな問題となります：多くのメールクライアント（例 Outlook, Eudora, Apple Mail, 

Thunderbird, Lotus）では、ダウンロードするメッセージの選択が出来ないからです。メッセージは、送

信された順番でダウンロードされます：もし重すぎるものがあったら、ユーザは他のメッセージをダウン

ロード出来なくなります。これは、かなりのフラストレーションになる可能性があり、もしあなたが送信

したメッセージが犯人となった場合は、解約もしくは迷惑フィルターに入れられるかもしれません。 
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5) メールボックスのサイズ: 多くの場合、メール箱や旧 ISP には、5 から 10MB 程度といった総メール

箱サイズ制限があります。これは、大容量の添付（500KB)のメールが少しあるだけで、直ぐに受信箱が満

杯になってしまうので、追加メッセージが拒否される結果となります。これは、かなりのフラストレーシ

ョンになる可能性があり、もしあなたが送信したメッセージが犯人となった場合は、解約もしくは迷惑フ

ィルターに入れられるかもしれません。 

 

6) 到達率の問題: 上述のケースのように受信者が解約すると、結果として、購読者の数が減少します。

受信者が迷惑フィルター（同タイプのメールを今後ブロックするという安全策）を設定してしまうと、ド

ミノ的に、あなたのメールがプロバイダーやネットワーク管理者からスパムとして目をつけられるかもし

れません。これは、明らかに、到達率に問題を引き起こす可能性があります。 

 

7) ISP からの一時的ブロック: トラフィックやスパムが増えると、受信者のメールサーバーへ過大な負

荷がかかり始めます。こうなると、状況を通常まで戻そうとする特別な対策が働きます。例えば、メッセ

ージサイズの制限を講じて、トラフィック量を制限しようとされるかもしれません。特に、トラフィック

が集中する時期（例 クリスマスシーズン）にこのような状況が起きています。 

 

８） ベストプラクティス: 数字上、弊社システムの 2008年メールの 0.4％しか、添付つきメールは送信

されていません。 

 

このため、同じファイルであっても、受信者がリンク送信よりも、確実に、添付として、送付されること

を望んでいると確信する時だけ行ってください。 

 

ファイルをリンクする方が添付するより好ましい理由 

 

a) 上述の問題点を回避できるから 

b) ファイルのリンク上アクティビティを追跡できるから（例 リンクのクリック回数の追跡） 

c) ファイルのアクセスを制限できるから： 各リンクはユニークです： もしあるリンクで普通でないア

クティビティが検知されたら、それはリンク先が間違っていたという意味です。ファイルを削除しましょ

う。 

 

d) インターネットの方がより効率的だから ファイルに興味がある受信者だけがダウンロードしたいはず

です。しかし、もしメッセージにファイルが添付されていると、全ての受信者がダウンロードしなくては

なりません。より高いトラフィックになり、よりインターネットの非効率な使用を生じさせます。 

 

e) 「すぐにそのまま」というエラーを回避できるから もしファイルの間違いが発覚しても、直ぐに、交
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換出来ます。もし送信されてしまったら、再送以外に手立てはないのです。 

 

 

ファイル用のリンクを作成する方法 

コンソールにログインしてからメッセージを作成/調整するページを読み込んでください。 

 

リンクの為のテキストを入力（例 「ここをクリックして最新のレポートをダウンロードして下さい」） 

テキストをハイライトしてから「ドキュメントマネージャー」アイコンをクリックしてください 

「ドキュメントのアップロード」をクリックしてから、「ブラウズ」で PCからファイルをアップロードし

ます 

「挿入」をクリック： システムはハイライトされたテキストを今アップロードしたファイルのリンクへ

入れ込みます。 

 

勿論、何処にホストされたドキュメントにでもリンクをペーストする事が出来ます（例 自社ウェブサイ

ト）。フル URLをそのドキュメントに使用する事をお忘れにならないでください（正しく読み込まれよう

に他のブラウザ画面からコピー＆ペーストしましょう）。 

ユーザはリンクをクリックする事でドキュメントをダウンロードできます。メッセージ内には画像リンク

だけではなく、テキストリンクも必ず含むこと推奨しています。何故なら、画像の多くはデフォルトでは

ダウンロード不可に設定されているので、ユーザはリンクを見ることが出来ません。 

 

E メールメッセージにアクションリンクを挿入出来ます

か？ 

メールメッセージ内にフォームやスクリプトを入れないようにお願いしています。迷惑フィルターによっ

てブロックされる可能性の回避と、この機能は多くのメールクライアントから非対応であるからです（例 

Outlook 2007）。 

 

オートプロファイルのオプションはマーケティング+に含まれているので、ユーザが利用できるカスタマイ

ズ可能なフォームへのリンクをメッセージに入れ込むことが出来ます。 

 

- 個人情報の更新; 

- 質問の回答（ユーザプロフィール内に保存されます）;       
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- 特定グループに参加または脱会（グループは、リスト内で作成し、フォーム上で選択出来ます） 

- その他 

 

「アクション」をシミュレーションするリンクへのクリックを、メッセージ内にフォームを実際に入れ込

まなくても、追跡する事も出来ます。例えば、「弊社パーティへのご出欠のご連絡はこちらをクリック」

というリンクがあるとします。このリンクは、「ご出席のご連絡をありがとうございます」といったメッ

セージへつながります。リンクをクリックした全読者をエクスポートすることによって、そのパーティに

出席予定のメッセージ受信者リストを持つことになります。 

 

CSS とメールクライアント：互換性の問

題点 

幾つかの Eメールクライアント（例 Microsoft Outlook, Lotus Notes）において、CSS（カスケードスタ

イルシート）をその通りには取込めないウェブブラウザがあります。そうなると、ウェブページと同じよ

うには使用できません。 

 

特に、ある表示定義は非対応ですーーより大切なことはーーインラインスタイルだけが考慮されるという

事です。他の CSS（例 ページトップや外部の*.css ファイルで定義されるスタイル）を多くのメールク

ライアント、例えば Gmailなど人気のシステムは無視するのです。 

 

皮肉なことに、ウェブページをデザインする上でのベストプラクティスを、HTMLメールメッセージの作

成では考慮してはいけません。例えば、HTML 表を E メールレイアウトに利用するべきであり、非推奨

HTMLタグ（例  "hspace","vspace", "align"）は、現実には、最も適したものなのです。 

 

便利なリソース: 

 様々なメールクライアントに対応したウェブスタンダードについて、詳しくは

http://www.email-standards.org/clients/のメールスタンダードプロジェクトをご覧下さい。 

 MS Outlook（Outlook 2010, Outlook 2007）は、レンダリングエンジンにMS Wordを使用しま

す（Internet exploerなどブラウザを使用しません）。 

 

HTML と CSS レ ン ダ リ ン グ の MS  Outlook 2007 に お け る 利 用 に つ い て は 、
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http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa338201とhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb226714

をご覧ください。 MS Outlook 2010も同様です。 

CSSへのサポートに制限があるだけでなく、以下のように、他にもよく使われる要素への対応が行われて

いません： 

 HTMLフォーム 

 背景画像 

 アクティブ Xコンポーネント 

 アドビフラッシュ 

 アニメーション GIF 

 JAVAスクリプト 

まとめ： 

1. 上記要素を使わないようにする 

2. CSSを利用するなら、常にスタイルインラインを定義する 

3. インラインでさえも対応されていないスタイルがあります、例えば、背景画像です。 

CSS が動かない 

インライン CSSを使用していることが、問題かと考えられます。CSSとメール 

クライアント： 互換性の問題点 をご参照ください。 

 

「インポート」と「ファイルから新規」

の相違点  

「インポート」と「ファイルから新規」は全く異なる機能です。 

 「インポート」機能は、希望するフォーマット（例  *csv, *xls, *txt)におけるメールアドレスのリ

ストをインポートする機能です。左側ナビゲーションメニューの受信者＞インポートから選択して下

さい。 

 「ファイルから新規」機能は、既存の HTML ファイルによって新しいメールメッセージを作成する

ものです。E メール＞新規を選択して、ページの上部右側のボタンを押してください。これにより、

新しいメッセージエディタの中へ、何かで作成した HTML メッセージ（例 Adobe Dreamweaver

などの HTML エディタ）をアップロードして下さい。更なる変更は、必要に応じてエディタ内で行
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ってください。 

 

注： この HTML メッセージ作成方法は、より洗練された HTML エディタとして、CSS の扱いに

関してはベストです。文書へインライン CSSを追加する事も簡単です。 

正常にリンクが作動しているかの確認方法  

バージョン 5.5 以上 

全てのリンクーリンクトラッキングが有効化されている場合ーシステムが必要なトラッキングコードを自

動更新します。正常に作動しているかの確認は、プレビューモード（E メール＞保存からメッセージ内の

目的のリンクをクリック）でメッセージを開いてください。または自分へ送信して下さい。 

 

注： 幾つかのリンクは特別な文字（例 ＃）が含まれますが、ブラウザは認識してもトラッキングサー

ビスは読まない場合があります。この場合、リンクは正常に働きません。こういった事態ならば、サポー

トチケットをお送りください。  

 

 バージョン 5.5 以下 

メッセージをテストする場合、「すぐに送る」ボタンの使用は控えてください。テストグループへまずは送

信しましょう。さもないと、追跡リンクが作動しません。 

「E メールの確認」機能（E メール＞保存、画面右のアイコン）を使用する事も出来ます。これは、全て

のリンクを自動的に確認できるようにします。 

 

ダイナミックフィールドが正常に作動

しているかを確認する方法  

メッセージで使用されるダイナミックフィールドが正常であるかの確認は、まず「メールの確認」機能（E

メール＞保存、画面右側のアイコン）をまず調べます。  

 

次に、メッセージがキューされた後は、「ダイナミックフィールドの確認」オプション（E メール＞キュ

ー＞オプションを表示）を使用して下さい。ダイナミックフィールドを全てプレビュー出来る Excel スプ

レッドシートを作成します。アラインの失敗、空白、間違いなどをチェック出来るようになります。 
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更に、メッセージ本文に使用されたフィールドの値を持つアカウントと持たないアカウントの両方をテス

トする為に、テストアカウント何人かへテストを送信する事が出来ます。 

 

空白フィールドを回避するために（例 お客様名がデータベースに不足している）、弊社は、各ダイナミ

ックフィールドには「デフォルト」値の入力を強くお奨めしています。こうしておくと、もしフィールド

が空白であっても、システムが一般的な言葉を入力します。例えば： 

 「[名前]様へ」を含むメッセージ 

 問合せ先で名前が分からない 

 デフォルト値「お客様」が「名前」フィールドに使用された 

 メッセージを作成する時、システムが「お客様へ」と言う 

これらのステップは、ダイナミックフィールドを持つメッセージを送信する際には都度、確認する事をお

薦めします。 

メールメッセージ品質を検証方法 

 最初に、「E メールのチェック」（E メール＞保存、アイコンは画面右）をクリックして HTML コード

を評価しましょう。バージョン 6.0 以前のコンソールをお使いの場合は、http://validator.w3.org/ にある

機能（メッセージの HTMLをコピー&ペースト）をお使いください。 

 

他の方法としては、テストグループへメッセージを送り、様々なメールクライアント内で解約リンクを含

むリンクを作動させても依然 OKに見えるかをチェックするものです。 

 

良い HTMLメッセージを作成する方法は、以下をご覧ください。： 

http://www.mailup.com/p/pc/create-good.html-email-message-d85.htm 

 

リスト間でメッセージをコピーする方

法  

リスト間でメッセージをコピーするのに最も簡単な方法は、メッセージの生 HTMLコードをコピー＆ペー

http://www.mailup.com/p/pc/create-good.html-email-message-d85.htm
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ストする事です。以下のステップを行いましょう： 

1. 管理コンソールにログイン 

2. 左ナビゲーションにて Eメール＞保存 

3. コピーしたいメッセージを探して、「編集」アイコンをクリックして開く 

4. HTMLエディタ内の＜＞アイコンでメッセージの HTMLコードを表示。コード全体を選んでからコ

ピー 

5. ナビゲーションの左上部にあるリスト選択のドロップダウンメニューから、もう一つのリストを選択

して下さい 

6. ナビゲーション内で Eメール＞新規を選択 

7. HTMLエディター内の＜＞アイコンでメッセージの HTMLコードを表示。既にあるどんなコードで

も削除し、元メッセージのコードをペーストします 

8. フィールドの残分を入力し（例 メッセージ件名）、「保存」ボタンをクリック 

テンプレートでニュースレターを作成

する方法  

テンプレートでニュースレターを作成するには、E メール＞テンプレートで新規メッセージを選んでくだ

さい。 

表示されたテンプレートのリストをクリックすると、編集ページが読込まれてカスタム可能になります。

そこで、次に行うのは、ニュースレターにご自分のコンテンツを追加させることです。 

修正されたテンプレートを、ページ底部から「保存」しましょう。 

 

または、新規メールメッセージ（E メール＞新規）を始める事も出来ます：ページ左上部のボタン「テン

プレート」で、同様にテンプレート選択ウィザードが開始します。 

画像の選択領域（イメージマップ）へリ

ンクを挿入する方法  

「イメージマップエディタ」を使用して画像の特定領域へリンクを挿入出来ます。しかしながら、全ての
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Eメールクライアントがイメージマップに対応していないので、この方法だけでページ/ファイルにリンク

させることは推奨していません。特に、「Hotmail」ではもうイメージマップは使えません。詳しくは、

このページ最後をご覧ください。 

 

イメージマップの追加 

 

画像の選択領域にリンクを挿入する方法は以下です： 

 管理コンソールにログインして編集したいメッセージを見つけます 

 アイコンをクリックしてメッセージを編集 

 HTML エディタで画像を選択して、HTML エディタツールバーにあるイメージマップエディタアイ

コンをクリックして下さい 

 イメージマップエディタにおいて、「領域の作成」をクリック 

 画像上部の三角や円を描きます：これがリンク領域になります 

 リンク領域への飛び先 URLを入力してからターゲットを選択（新規/空白ページ） 

 複数のリンク領域を選択出来ます 

 終了したら「OK」をクリックして下さい 

 メッセージを保存します 

 

メッセージのプレビューを使用してイメージマップの確認をすることが出来ます（例： 保存メッセージ

のリストあるページでメッセージ名をクリック、または、HTMLエディタでプレビューアイイコンを確認） 

 

Hotmailはイメージマップに対応しません 

 

最新バージョンの Hotmail は、様々な URL へ異なる画像リンク領域を設定出来るイメージマップには、

もはや対応していません。 

[Source: 

http://www.emailonacid.com/blog/details/C13/3_things_you_need_to_know_about_hotmails_latest_rele

ase ] 

 

 Hotmail（*）の人気を考慮すると、このイメージマップのご使用は避けた方が良いでしょう。Hotmailmail

ユーザがこの画像にマウスを当ててクリックしても、反応が起きません。通常の画像リンクで十分機能し

ます（＜A＞タグで画像周りを囲む） 

 

内蔵されたエディタを使用してイメージマップを作製、編集、削除出来ます。エディタ内では、「イメー

ジマップエディタ」ボタンをクリックして下さい。イメージマップの削除は、「全て削除」をクリックし

http://www.emailonacid.com/blog/details/C13/3_things_you_need_to_know_about_hotmails_latest_release
http://www.emailonacid.com/blog/details/C13/3_things_you_need_to_know_about_hotmails_latest_release
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ます。" 

 

イメージマップはシンプルなリンクで代用します： 上記理由により、イメージマップは削除し、エディ

タ内の画像を選択してから「リンクの挿入」ボタンをクリックします。 

 

もしどうしても、異なる URLへそれぞれ画像領域をリンクする必要がある場合には、問題の解決としては、

画像を分轄してから HTML表で再構成するという方法があります。これにより異なる URLに個々画像が

リンクされます。この問題点は、Hotmailと Gmailにおいて、画像間に予期せぬ、無駄なスペースが生ま

れる場合がある事です。このスペースについては、以下をご参照ください。 

 

http://www.emailonacid.com/blog/details/C18/12_fixes_for_the_image_spacing_in_html_emails 

 

（*） 2010年 8月の comScoreによると、Windows Live Hotmailは 36言語に対応し、世界最大のウェ

ブベースメールサービスとして 3640万ユーザを誇ります。ヤフーメールが 2800万、Gmailが 191万ユー

ザと続きます。 

ウェブ版のメッセージへリンクを挿入

する方法 

画面サイズの不都合により、受信者がメッセージを読めないという状況を避ける為に、メッセージヘッダ

へリンクを入れて、ウェブブラウザでも同様に表示させることが可能です。 

以下の方法をご確認ください： 

1. 設定＞ヘッダ 

2. テキストを入力（例 「本メッセージが表示されない場合はこちらをクリック」） 

3. 「リンクをウェブ版リンクへ挿入」ボタンをクリックして下さい 

ヘッダーが同一リスト内の全メッセージへ自動追加されます（リストレベル設定）。以降、そのリストか

ら送信されるメッセージは、自動的に、ウェブ版メッセージへのリンクを持ちます。 

画像をリンクにする方法 

画像をクリック可能リンクにする（例 ウェブサイト上）方法は以下です：. 

 管理コンソールにログイン 

http://www.emailonacid.com/blog/details/C18/12_fixes_for_the_image_spacing_in_html_emails
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 編集したいメッセージを開く 

 HTMLエディタ内で使用したい画像を選択 

 ツールバーで「リンクの挿入」アイコンをクリック 

 「挿入/編集」リンク画面が表示されます。画面のフィールドを使用してリンク場所を特定しましょう。

注意が必要な 2 フィールドは、上部フィールドーーリンク URL が挿入される場所ーーと「ターゲッ

ト」フィールドです。通常、ターゲットを「空白」で設定しておいて、新規ウィンドウでリンクを開

くようにシステム設定します。 

 完了したら「挿入」ボタンをクリック 

 メッセージの保存 

メッセージをプレビューして、希望通りにリンクが作動しているのかを確認（例 全メッセージがリスト

されたページ内メッセージ名をクリック、または、HTMLエディタのプレビューアイイコン） 

公開アーカイブ（ネット上でコンテンツ

を検索公開）方法 

メッセージを公開アーカイブするには、まず、メッセージのある「リスト」を公開可能にします。そうで

ないと、対応ページが空っぽになります。: 

 設定＞リストの編集 

 鉛筆アイコンをクリックして選択リストを編集します; 

 詳細設定をクリック; 

 「メッセージをオンライン上アーカイブに公開」ボックスにチェックを入れます; 

 更新されたリスト設定を保存するために、ページ下の「保存」ボタンをクリックします 

 

公開アーカイブへ公開するには: 

 Eメール＞保存： 

 公開したいメッセージのボックスにチェックを入れます 

 ページ下部の「アーカイブと公開」をクリックします 

注： もしメッセージのアーカイブを選択すると、関連する全統計情報を失います。もしメッセージ統計

にアクセスしたい場合は、メッセージ名の隣にある「コピー作成」アイコンをクリックして、メッセージ

のコピーを作成してからメッセージのコピーをアーカイブしましょう（オリジナルのメッセージではあり

ません）。 
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更なる注意点としては、「アーカイブと公開」をクリックすると、自動的にニュースレターを公開します。

一方、「アーカイブ」ボタンは、メッセージをアーカイブしますが、必ずしも公開する必要はありません。 

  

アーカイブされたメッセージを表示するページを開く場合は、「アーカイブされたメッセージの表示」を

クリック（設定＞リストの編集＞詳細設定の表示）して下さい。例えば、ブラウザアドレスフィールドで

表示された URLをコピーして、ウェブサイトからこのページにリンクするように設定しましょう。 

 

アドレス上に各リストされたアーカイブニュースレターの閲覧は以下です： 

     http://[console domain]/frontend/newsletters.aspx?idlist=[idlist]&hashlista=[GUID code of the list]  

アーカイブされたニュースレターを閲覧するためには： 

     http://[console domain]/frontend/nl_catalog.aspx 

「idlist」と「GUID」パラメータの表示は、設定＞リストの編集です。 

画像周りの青い枠線の削除方法 

画像周りの青い枠線の削除方法: 

1. 画像を左クリック 

2. エディタの下側にある、「ボーダー幅」パラメータの値を「０」 

更に、「ツール Tip」ボックス内にコメントを入れる事をお薦めします。このコメントは、画像がブロッ

クされたり、画像上の「マウスのポインタ」が止まった時に受信者に表示されます。 

 

つまり、このコメントやテキストは、画像を閲覧できない方へ有効的です。メッセージの到達も向上しま

す。 

リンクから下線を削除する方法 

デフォルトで設定されたリンク下線を削除するには、「テキストの装飾」スタイル定義を「無し」と設定

する事で可能になります。これは、ご自分の HTMLメッセージのリンクコード内へ緑色で表示されたイン

ラインスタイルを手動挿入します。 

 

<a style="text-decoration: none;" href="http://%5btrack%5d/http://www.myWebSite.com/" 

target=_blank>This is my link</a> 

 

http://www.mywebsite.com/
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自動化リンクトラッキングがオフにな

っている時にリンクを追跡する方法  

自動化リンクトラッキング 

 

HTMLエディタのメッセージにリンクを追加する時、リンクはメッセージが保存される際に自動的にトラ

ッキングリンクと一緒に更新されます。システムを設定して追跡する必要はありません。 

 

何故なら、デフォルト設定で、「詳細設定」 内の「自動化リンクトラッキング」が有効化しているから

です。 

 

メッセージ内のリンクだけを追跡したい場合は（レアケース）、この設定を無効化して、自動でメッセー

ジにトラッキングリンクを追加して下さい。方法は以下です。. 

 

手動リンクトラッキング 

 

HTML エディタを使用するなら、「自動化リンクトラッキング」オプションはオフされるので、HTML

エディタツールバーにある「リンクの挿入」機能を使用してリンクを手動追加する事が出来ます。リンク

を追跡するには、リンクが設定されたポップアップ画面にある「このリンクを追跡」をクリックして下さ

い。 

リンクの追跡は 

 

1. ドメインの前にシンタックス http://[track]/ を使用して下さい 

2. 最初のクエリ・パラメーターの識別子は：rQS$: ( ? が:rQS$:へ）。; 

3. クエリ・ストリングの追加的識別子は :rQS*: (& が rQS*:へ）。 

例 1 

追跡する URL 

http://www.yahoo.com/ 

変更は 

http://[track]/www.yahoo.com/ 

http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
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例 2 

追跡する URL 

http://www.mycompany.net/products/search.asp?items=50&required=10 

変更は 

http://[track]/www.mycompany.net/products/search.asp:rQS$:items=50:rQS*:required=10 

リンクの確認は、メッセージをテストグループへ送信してみてください 

Dreamweaverユーザの方： 文字エンコードのトラブルを避けるには、「詳細設定」の「コードの上書き」

を開いてください。「URLの%を使用した特殊文字のエンコード」をチェックを外す設定を行ってくださ

い。 

管理コンソール内へ画像をアップロー

ドする方法 

HTMLメッセージへ画像を追加するには、URLを離れた場所へ入れる(例 画像はウェブサイトにホスト）、

または、管理コンソールへ画像を読み込ませてメッセージ内へ入れることが出来ます。両作業は HTMLエ

ディタの画像管理機能で簡単です。 

 

画像をアップロードして挿入する方法は以下です。 

1. HTMLエディタにおいて、ツールバーの「画像管理」アイコンをクリックして下さい 

2. 「画像の読込」タブをクリックして下さい 

3. 「ブラウザ」ボタンを使用して、ハードディスクから画像を選択してください。その後「アップロー

ド」をクリックします 

4. もし複数の画像をアップロードしたい時は、上記ステップをリピートして下さい 

5. アップロードした画像をリストより選択し、「挿入」ボタンをクリックしてメッセージに追加しまし

ょう。  

これらのステップは画像を初めてアップロードした際に必要です。次回からは、コード内画像へ URLを入

力する、または、画像管理機能を使用しているなら、再度読み込まずにリストから画像を選択して下さい。 

 

画像をアップロードした時、フォルダーは二つあります。それぞれ画像管理機能の異なるレベルが可能で

す。 

 リスト画像： このフォルダーの画像はそのリスト内の全ニュースレター用で 

 コンソール画像： このフォルダーの画像は、全リストのニュースレターすべて用です 

http://www.mycompany.net/products/search.asp?items=50&required=10
http://www.mycompany.net/products/search.asp
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「画像のアップロード」ボタンが無効でクリック出来ない場合、フォルダー内に画像を読込認証を得られ

ていないかもしれません。もし上記フォルダーのいずれかを選べば、「画像の読込」ボタンは実行化され

ます。 

 

リモートホストされた画像へ URLを使用するなら、コンソール内にどんな変更があっても、画像は常にメ

ッセージ内に表示されます。しかし、もしニュースレター「B」というフォルダーに保存された画像を「A」

というニュースレターへ挿入する時、ニュースレター「B」が削除されると、画像はメッセージ「A」にも

表示されません。何故なら、ニュースホルダーへのロケーションポイントが存在しなくなったからです。 

 

勿論、システムへは読み込まれずに、しかしリモートロケーション（例 ウェブサイト内「画像」フォル

ダー）に置かれた画像を使用する時は、保存スペースは不要です。これもリモートホストされた画像を使

用する利点でしょう。しかし、ホストには、メールメッセージが受信者によって開封された時（例 何千

という受信者がメールを開封し、画像のダウンロードをリクエストしてきた）など、膨大なリクエストに

対応できるだけの潜在的能力を持たせてください。 

同一メッセージ内の異なる段落にそれ

ぞれテキスト表示位置（アライメント）

を使用する方法 

段落とテキスト表示位置 

 

新しいパラグラフの作成や HTMLのドキュメントの分轄の方法は幾つかあります： ＜P＞タグ（パラグ

ラフ）、＜BR>タグ（ブレーク）、＜DIV>タグなどです。＜P＞タグと＜DIV>を使用すると、メッセージ

の各部分へ、異なるテキスト表示位置を割当てる事が出来ます。しかし、＜BR＞では出来ません： 改行

を作成してしまうので、新しい行はテキスト表示位置を含む前行のスタイルを続けるからです。 

 

さて、「追加/ 修正」メッセージページの HTML エディタ内でメッセージを入力する為にキーボードの

「入力」キーを押すと、システムはメッセージへ＜BR>タグを追加しようとします。その為に、作成した

いメッセージの新しいセクションの表示位置（アラインメント）を変更する事が出来ないでしょう。 
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この問題の回避は、メッセージに新しい段落を作成するボタンを使用してください。その後新しい段落を

ハイライトして、異なるテキスト表示位置を設定しましょう。 

 

＜DIV＞タグの使用 

 

代わりに、メッセージ下部の＜＞タブを使用して HTML コードビューに切り替え、＜DIV>タグを使用で

きます。メールメッセージ内の＜DIV>は単一コラムレイアウトのみで使用されます。何故なら、フローテ

ィングとポジショニングといったレイアウトは、多くのメールクライアントに一般的とは言えないからで

す。 

 

コンテンツレイアウトとして HTML 表を使用 

 

より複雑なレイアウトについてはーカスケードスタイルシートはいまだ Eメールクライアントには広く対

応されていませんがー古くからあるHTML表を使用する必要があります（ウェブデザインにおいてHTML

表を使用してはならないと長年言われてきたとしてもです） 

 

HTMLエディタでの使用法は簡単です： 

 

1) 必要数の列と行を表に追加（何時でも変更出来ます） 

2) 必要なら、セルをマージします 

3) 様々な表セルへコンテンツを追加（異なるセルへテキストと画像を設置するのが一般的） 

4) それぞれのセルの表示位置を別個に変更できるようになっているでしょう 

5) 表を非表示にするのは、表枠を「０」にします 

6) 表の値の増減は、表セルのパディング（内側余白）で行います 

7) アイコンを使用して非表示の表枠を見せるようにします（コンテンツの構成を確認出来ます） 

 

英語以外の言語でメッセージを作成中

です。使えない文字が幾つかあるのです

が、入手方法は？ 
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特殊文字のエンコードや使用言語の文字は、そのリストの登録者たちに合わせた形で、リストレベルにて

設定出来ます。設定＞リストの編集を開いてください。 

 

一般的なエンコードは「UTF-8」ですが、欧州言語には「ラテンー９」を推奨します。「ラテンー９」は

汎用性が高いのですが、アクセントの表示に問題がある事もあるかもしれません。 

 

設定の変更は、以下です； 

1. 「リストの編集」ページにおいて、画面右側にある鉛筆アイコンをクリックして下さい。 

2. ページ下の「詳細設定を表示」をクリックして下さい; 

3. 「Charset」が表示されるまでページをスクロールして下さい。ドロップダウンメニューから選択エ

ンコードを選択します 

4. ページ下部で「設定」します 

この動作は、受信者のメールクライアントの文字セットとニュースレターのコンテンツを合致させるもの

です。 

 

詳しくは、以下の頁をご参照ください 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8859 

 

他の方法としては、HTML コードに変換させることも出来ます；  例えば、イタリア語な

ら "è" が "&eacute"に変換されます。 

HTMLコード特殊文字変換表はインターネットで簡単に検索できます。この場合、エンコードを気にする

必要はなくなります。受信者のメールクライアントがこれら文字を対応特殊文字に変換してくれるからで

す。 

HTMLメッセージに長い画像を追加しま

したが MS Outlook 内で表示出来ませ

ん 

Outlook2007と 2010において、MS Wordレンダーリングエンジンの使用には物理的限界があります。18

インチ（1728ピクセル）以上の画像は正しく表示されません（部分表示か非表示） 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8859
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本当は、そこまで長い画像であっても限界があってはならないはずです（シンプルは好きではありません）。 

 

大変長い画像を入れるには、グラフィックで作成する方法しかありません： 全メッセージが画像になり

ます。この手のメッセージは、メールクライアントによって SPAMと扱われ、自動的に迷惑メール箱に送

られ易いので、避けるべき方法です。 

HTMLボディタグへスタイルを追加出来

ません 

画像背景や他背景をページに割り当てるボディタグは、HTMLメールメッセージには相応しいとは言えま

せん。何故なら、多くのメールクライアントはこのスタイル定義に対応していないからです。 

 

ページやページの大部分へ背景を追加するには、レイアウトエレメントとして HTML表を「昔風」に使用

し、その後、背景を表に割り当てる（直接＜表＞タグ）方法が最適でしょう。背景を画面一杯にするは、

表幅を 100％に設定する事を確認してください。 

更新されたデータと統計情報が表示出

来ません 

恐らくキャッシュデータになっているようです。ブラウザ画面をリフレッシュして下さい。 

 IE： 「リフレッシュ」 

 Firefox： 「このフレーム＞フレームのリロード」 

 …など、他のブラウザも同様です 

この動作は、フレームの再読み込みです。 

 

もしこれでも問題が解決しないなら、ブラウザのキャッシュをクリーニングしてみてください。お使いの

ブラウザとそのバージョンによってクリーニング方法は異なります。詳しくは以下をご覧ください： 

http://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser's-Cache 

 

http://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser%27s-Cache
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更に、自動的に最新版ページを読込めるようにブラウザを設定しているか（ご自分のネット利用に相応し

ように）をご確認ください。IEの場合、ツール＞インターネットオプション＞閲覧履歴＞設定を開いてく

ださい。システムが、保存ページの新しいバージョンを確認する頻度を聞いてきますから、「自動」を選

択しましょう。 

アップロードした HTML ファイルに画

像が表示されません 

HTMLコードを書く必要無く画像をメッセージへ正常に追加出来ます。方法は以下です： 

編集ページのメッセージを開いて、各不足画像をクリックしてから「画像管理」ボタンを押します。他の

画像を見たり、アップロードも出来ます。 

その他の方法として、ウェブぺーじからエディターへコピー&ペーストする事も可能です： 画像は自動

的に絶対パス（フルパス）を持ちます 

URLからメッセージを読込む（メール＞新規を開いて画面右上部のボタンを押す）方法もあります。  

Lotus Notes がメールを正常に表示出来

ない時 

 Lotus Notesは標準 HTMLシンタックスへは部分対応です。Lotus Notesを使用する受信者は-特に古い

リリースの場合-他の人気メールクライアントが正常に表示できるメールメッセージに問題が生じる可能

性があります。   . 

 

以下のリンクは、Lotus Notes により対応したメールの作成方法です。これで作成されたメッセージは、

恐らく、他のメールクライアントを使用する受信者には勝手が良くない可能せいがある事にご注意くださ

い 

 http://www.templatekit.com/lotusnotes1.php  

 http://www.sitepoint.com/blogs/2005/09/11/html-email-and-lotus-notes/ 

 http://www.sitepoint.com/article/code-html-email-newsletters 

他の方法としては、Lotus Notes での表示問題を気にせず、ブラウザでメッセージが開かれるときに表示

http://www.templatekit.com/lotusnotes1.php
http://www.sitepoint.com/blogs/2005/09/11/html-email-and-lotus-notes/
http://www.sitepoint.com/article/code-html-email-newsletters
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させるウェブリンクを用意する事も可能でしょう。例えば、「表示に問題がある場合は（例 Lotus Notes）、

こちらをクリック上、ブラウザ内のメッセージを開いてください。」。 

 

ヘッダへ、メッセージのウェブ版へのリンクを挿入すると、送信される全メッセージに自動的に追加され

ます。 

メッセージ内の電話番号が Skype ロゴ

に変換されてしまします 

この問題はお使いのコンピュータだけに起こります。ブラウザに Skypeアドオンを入れている場合、どの

電話番号も Skypeロゴに自動的に置き換わります。クリックひとつで、Skypeから電話出来るようにさせ

るのです。   

Skype プラグインを不能にするには、ブラウザのアドオン管理ページを開いてから、Skype アドオンを無

効化して下さい。 

 

Firefox７では、上部左の Firefoxボタンをクリックしてから「アドオン」を選びます。 

IE９では、設定をクリックしてから「アドオンの管理」を選びます。 

Google Chromeでは、設定＞ツール＞拡張です。 

 

http://www.simplelogic.com/Developer/HTMLEncode.asp 

 

埋込画像にあるメッセージが送信出来

ません 

埋込画像があるメッセージが正常に作成できない理由は二つ考えられるでしょう。 

1) メッセージサイズが０ｋｂになっている 

2) システムに送信出来ない 

 

http://www.simplelogic.com/Developer/HTMLEncode.asp
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このいずれかが起きると、システムは「埋込」に失敗します。よくある理由は、システムが画像を見つけ

られなかったからです 

 

簡単に見つけられ（例 白のボックスに赤の X印）時もありますが、そうもいかないこともあります。例

えば、画像が表の背景、セル、CSSコード内で利用される時などです。 

 

問題の原因を探すには、全ての画像を探す HTMLコード（例 「ｓｒｃ＝」を検索）を分析し、ファイル

が関連パス（例 ../images/myImage.gif）ではなく、絶対パス（フル URL したファイル）使用している

かを確認して下さい。 

 間違ったコード例（関連パス）： <img src="../images/myImage.gif"> 

 正常なコード例（絶対パス）： <img src="http://news.myWebSite.com/images/myImage.gif"> 

もしこれで解決できないなら、埋込画像を無効にしてください 

 

その他にも、埋込画像付きメッセージを送信する問題点があるので、弊社は、絶対に必要がある以外には、

これをお薦めしていません。 

 

この設定を無効にするには、メッセージの編集ページから、「詳細設定の表示」を選んでから、「埋込画

像」のチェックを外してください。 

段落替えの度に、空白行が挿入されるの

はなぜですか？ 

HTMLメッセージを作成する時、新しい行を入れても入れなくても自由です。 

 

追加/編集メッセージページにおいて HTML エディタにメッセージを作成する際、キーボードにある

「Enter」キーを押してください。システムは＜BR>タグをメッセージに追加するので、行間にはスペース

が入りません。これは新しい段落ではなく、新しい行になります（事実、同テキストアライメントは維持

されるので変更出来ません）。 

 

もし、新しい段落を作成したいなら、エディター内のツールバーで「新規段落」ボタンを利用しましょう。

これにより、メッセージ内に新しい段落が作成されます。デフォルトでは、HTMLにおいて、新しい段落

の前部分に少々のスペースが加えられるように設定されています。 
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メッセージエディタ内「トラッキングの

無効化リンクを挿入」機能とは？ 

「トラッキングの無効化」リンクをメッセージ本文内へ追加すると、受信者への全トラッキングがオフで

きます。  

つまり、受信者がそのリンクをクリックしても、メッセージが開封された、とか、リンクをクリックした

という事実が追跡されません。  

そのリンクをクリックする受信者とそのリンク内メッセージが追跡不可能になるだけであることにご注意

下さい。  

全メッセージと全受信者を追跡不可能にしたいなら、リストの詳細設定にある「リスト」レベルのリンク

トラッキングをオフにして下さい。 

メッセージエディター内の「登録」（登

録リンク）ボタンとは？ 

メッセージエディター内の「登録」（登録リンク）ボタンは、お客様が「登録確認請求」するメッセージ

を作成する時のみ使用します。 

 

これは、あなたのメッセージを登録したいという希望を示した未登録者へ、システムが送信するメッセー

ジです（ダブルオプトイン、または、確認型オプトインという推奨された登録プロセスの作業方法）。 

 

1. メッセージ内登録確認リンクを実効化する方法は： 

2. メッセージエディタ内でメッセージを読込 

3. メッセージ内でテキストまたは画像を入力（例 テキストリンク「登録の確認」） 

4. 選択 

5. 「登録」アイコンをクリックして、登録を確認するリンクを実効化します 

 

この機能は、登録確認リクエストメッセージ以外では意味がありません。事実、もし「登録」リンクが既

に登録されている人たちへのメッセージに送信されても、そしてもし彼らがクリックしても、既に登録者
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であるというメッセージが送信されるだけです。 

テキストをコピー&ペーストすると、画

面が開いて「このウェブページをクリッ

プボードにアクセスさせますか？」とい

う表示が出る理由は？ 

このメッセージ（下図）は IEのセキュリティ設定によるものです。ブラウザが管理コンソールを安全なウ

ェブサイトであると認識していないからです。コンソールを信頼できるサイト一覧に追加するには、「サイ

ト」をクリックしてから、管理コンソールの URLを入れてください。 
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統計情報 

MailUp は様々な視点のレポートで、詳細なメッセージ統計を提供しています。 

  

 

受信者統計 

統計情報は、リスト内の個人やグループまたは全ての受信者のデータを含みます。 

シングル受信者、受信者トレンド、受信者レポート、ジオロケーション、端末レポートです。 

  

http://help.mailup.com/display/MUG/Statistics


120 
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アクティブ受信者 

レポートは統計＞受信者＞アクティブ受信者（いわゆる「一人の受信者」＞において、少なくとも一つの

メッセージを開いた、またはクリックしたリストの受信者が表示されます。この機能により、各受信者の

統計を個々に閲覧できます。 

特定グループまたは特定受信者を選択出来ます。対応受信者のアクションメニューをクリックして、以下

を閲覧できます：  

 受信者詳細 

 統計 

 クリック詳細 

 

 

受信者詳細タブ 

受信者詳細機能により、各個人受信者の情報(受信者フィールド、契約者情報、グループ担当状況）が表示

されます： 

 

受信者詳細機能は受信者＞チャネル＞E メール＞受信者の修正からこのページへリダイレクトされます。

詳細情報はこのページをご覧ください。 

統計＆クリック詳細タブ  

統計とクリック詳細機能は、各個人受信者に関連する主要統計を表示します。各受信者の開封、クリック

総数、クリックされた特定リンクを閲覧できます。 



122 

 

これらのタブは、受信者を個人レベルで知る為に設計されています。例えば、最もエンゲージの多い受信

者と最も少ない受信者との違いが何であるかを知りたい時などです。 

 

  

Eメールの統計は、統計＞Eメールを開いてください。詳細は以下をご覧ください。 

高い到達率の為に大切なエンゲージメント：再エンゲージメントキャンペーンの方法 

 

受信者のトレンド 

 

概要 

受信者のトレンド表は時間の経過による契約アクティビティの情報を表示します。統計＞受信者＞受信者

トレンドに表示されます 

ある特定期間に増加（または減少）した契約者実数を知りたいですが？この機能をお使いください！ 
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この契約者の変化は、便利な表で閲覧できます。パワーポイントやリポート形式を含む、可視的表図です。 

 

表の利用法 

チャートにあるバーをドリルダウンして、より細かい期間を設定しましょう。複数回ドリルダウンを繰り

返すことが可能です。 

経験を積むと、契約者が増加する（減少する）か否か、未契約者が増えるか減るかの兆候が分かるように

なるでしょう。 

主要メールマーケティングメトリクスと分析の詳細レポートは、統計＞E メール＞単数メッセージを開い

てください。 

 受信者レポート 

受信者ステータスとグループ割当て 

統計＞受信者から受信者レポートを選択して下さい 

レポートは受信者数を表示します： 

 受信者ステータスから（契約、未契約、保留） 

 グループ割から（複数グループに属する受信者がいる可能性にも注意） 
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受信者のセグメント 

受信者のセグメントレポートはそれぞれのセグメントにおける受信者数を表示します。 

 

 ジオロケーションレポート 

ジオロケーションレポートは統計＞受信者で開き、全受信者の位置情報が分かるマップです。 

ドロップダウンは、大陸や国から都道府県までの受信者位置情報を範囲づけ出来ます。例えば、米国の州

（画像参照）での受信者を示したマップを表示出来ます。 
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 各メールのジオロケーションの表示については、統計＞Eメール＞単メッセージ＞ジオロケーションをご

覧ください 

 

端末レポート 

概要 

端末レポートは統計＞受信者を開き、一連の表で構成される視覚的な概要です。端末分析とアクティビテ

ィ分析タブなど全ての受信者の端末情報を表示させます。 

ますます多くのメール受信者がモバイル端末からメッセージを読むようになり、差出人は、何人がスマー

トフォンとタブレットからメッセージを読んだのか、どの端末種を利用したのかを知る必要性が高まって

います。 

例えば、これは、ある差出人がモバイルに最適化されたメッセージを送信する場合に重要になってきます。 
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上記グラフは、Return Pathが作成した「モバイルの開封率」の成長率です。 

端末分析 

端末分析レポートは以下です： 

 受信者がデスクトップ PCまたはモバイル端末でメッセージのどちらで読んだのか 

 どのタイプのモバイル端末またはデスクトップ端末が使用されたのか 

 

各２４時間毎のレポート 

このレポートは毎日更新されることにご注意下さい。もしキャンペーンを送信したばかりなら、数字は表

示されません。２４時間後にもう一度確認して下さい。 

メッセージレベルの統計情報 

各単メールの統計情報は、統計＞Eメール＞単メッセージ＞開封＞セグメント開封で表示されます。 
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受信者総数と単一メール層の両方にとって大切なことは、受信者がスマートフォンやタブレット、デスク

トップでメールを読むのかどうかが大変重要です。 

 

 端末情報を基にメールを調整する方法を学ぶと、マーケティング+の強力な「端末フィルター」を利

用する事が出来るでしょう。 

 モバイル最適化 Eメールの作成方法については、ブログをご覧ください。 

アクティビティ分析 
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アクティビティ分析は端末によるセグメントの時間推移をレポートします。 

 

 

メール統計情報 
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シングルメッセージ 

シングルメッセージページは、特定メッセージのの様々なレポートを表示します。統計＞メール＞シング

ルメッセージで開きます。ドロップダウンからサマリーレポート、詳細、開封、クリックまたはジオロケ

ーションを選んでください。 

 

サマリーリポート 

サマリーリポート 

単一メッセージの開封、クリック、バウンス率のデータを一目で見れる便利なレポートです。このレポー

トは、更に、送信、既読、リンク追跡、エンゲージメント、バウンスといった項目が分かります。各レポ

ートは、開始と終了日を入力し、「表示」をクリックすることによってその期間が表示されます。 

「送信」機能は、配信とバウンス率の詳細です。 



130 

 

 

  

「既読」機能は、特定メッセージの開封率とクリック率です。開封率には、ユニーク開封（またはユニー

ク読者）と開封の二種類があります。 

 ユニーク開封率は、メッセージの初回開封率です 

 開封率はユニーク開封とその後の開封数を加算したものです 

ユニーク開封率は、その後、画像付きユニーク開封率とテキスト付きユニーク開封率に分類されます。 

 

 テキスト付きユニーク開封率は、メールの画像はダウンロードされず、テキストだけが読まれたこと

を意味します。 

  

総合的ユニーク開封率は、画像とテキスト両方付きのユニーク開封率です 

開封率データは、同様ですが、ソーシャルとウェブライブラリー（アーカイブをホスト）の開封率も加え

ます。 
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リンク追跡機能は、特定メッセージの開封リンクをクリックした読者のレポートです 

ユニーククリック率は、初回のリンク開封を指します。 

 

 ユニーククリック率は、初回のリンク開封を指します 

 クリックとは、リンクの開封に続く全てを含めます 

 

「画像を読み込まなかった読者のクリック」とは、画像のダウロードが行われなかったリンクをクリック

した全ての読者数です。 

 

「CTOR]とは、クリックトゥオープン率の事で、開封数からクリック数を割ります。つまり、CTORはメ

ッセージを開封した読者がリンクもクリックする時測定されます。 

 

CTORはメッセージの効率性を決定する不可欠なデータ要素です。 

低い CTORは、メッセージの何処かに問題がある（リンク切れなど）こと、特に、アクションへのコール

がはっきりとされていないことを示しています。または、メッセージは読者がリンクをクリック出来るよ

うに書かれていないかもしれません。どのように CTORを増やすかについては、詳細をご覧ください。 
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 エンゲージメント機能は、単独メッセージを読者のエンゲージメントレベルに合わせて効果的に計測しま

す。このエンゲージメントは、受信者がメッセージ（ウェブページやソーシャルメディアを経由するのか）

または、読者の反応（読者は未契約なのか？読者はソーシャルでもメッセージを共有するのか？）をどの

ように読むのかを測定します。以下は、アクションとリアクションの様々な例です：ウェブとソーシャル

メディアでの開封、クリックしない読者、共有、転送、未登録、クレーム 

 

バウンス機能は単独メッセージのバウンス率の詳細です。この機能は、以下のバウンスカテゴリーに分類

して、リスト管理を改善します：間違い、メールボックス満杯、自動メッセージ返信、一時的エラー、ブ

ロックされたメール、その他 

ページ下部にあるタブから、サマリーレポートを印刷、またはエクスポートして下さい。 

 詳細レポート 
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概要 

詳細タブはより詳細なメッセージ統計情報を提供します。各統計カテゴリーの詳細はページをご覧くださ

い。 

 統計の送信 

 マーケテイング統計 

 ベンチマーク 

 開封とクリック率 

 最も開封した受信者 

 最もクリックした受信者 

 最もクリックされたリンク 

 グループ別開封率 

 グループ別クリック 

 

対応するデータを表示するセクション名をクリックして下さい。全ての統計を折り畳たむのは「閉じる」

をクリック。全パネルの表示は「開ける」です。 

 

ベンチマーク 



134 

 

ベンチマークはご自分の送信データと、同業種のそれを比較する機能です。 

 FileQ ベンチマーク指数 

FileQベンチマーク指数は、「ファイルの品質」指数を受信者リストの品質を推定する機能です。FQ指数

はユニーク読者の増加数に応じて上昇し、一方、理由に拘わらず未登録や未配達メッセージが増加すると

数値は下がります。指数を良くするためには、受信者のデータベースを「クリーンアップ」して、よりタ

ーゲットされたリストを利用して下さい。詳細はナレッジベースをご覧ください。 

 TxtQ ベンチマーク指数 

「テキスト品質」指数は、特定メッセージの品質を読者からの注目度で推定する機能です。テキスト品質

の値は、メッセージがより受信者に読まれて、転送される時と、中にあるリンクを受信者がクリックする

時に上昇します。未登録数が増加すると数値は下がります。指数を良くするためには、メッセージの品質

と外観を改善し、様々なメールクライアントに正しく表示されるように注意して下さい。更に、ダイナミ

ックタグを使用して、よりカスタマイズしてみましょう。 

 NQ ベンチマーク指数 

「メールメッセージ品質」指数は他のインデックスを纏めあげ、メールマーケティング戦略が効率化した

かどうかを追跡するものです。その値は、つまり、登録者データベースの品質と送信メッセージの品質の

両方が関わってきます。もし NQベンチマーク指数が上がり続けているなら-良いメッセージを送信してお

り、「開封とクリック」をより誘発しているという事です。 

 

開封とクリック率 

開封とクリック率は、読者のアクティビティ比率を提供します。

 

 開封率（OR）： 送信されたメールにおける全ての開封（ユニーク開封とその後の開封） 
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 クリックスルー率（CTR)： 送信メール数におけるユニーククリック比率* 

クリックトゥオープン率（CTOR)： ユニーク開封（またはユニーク読者）*におけるユニーククリック比

率 

* ユニーク開封とユニーククリックについては、用語集でその定義をご確認下さい 

 

グループ別開封率とクリック率 

グループ開封とグループクリックは、グループ内の登録者アクティビティによるクリック率と開封率を示

します。 

注意： 登録者は複数のグループに属する事が出来ます。その為、グループの合計は、既読とクリックの

総数寄りも高い数字となります。 

 

ISP 固有のレポート 

グループを利用すると、特定の ISP統計情報を入手できます。例えば、Gmailと Yahooの受信者を分けた

いと思ったとしましょう。以下はその結果です： 

 新グループを作成（例： Yahoo受信者、Gmail受信者など） 

 ドメインを検索しましょう。例えば、検索フィールドにあるキーワードとして「＠ｇmail」で受

信者を検索します。 

 対応グループへ検索結果をコピーして下さい（例：Gmail 受信者グループの中へ＠gmail クエリ

と一致するものをコピーする）。受信者をグループへコピーするようご注意ください。移動ではあ

りません。 

 作成した全グループへの作業を繰り返しましょう。 

これで、メッセージの詳細な統計にアクセスすると、グループ別開封とグループ別クリック機能において、

ドメインによる分類が表示されるようになりました。以下は一例です： 

 

開封レポート 
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開封レポート 

開封レポートには３つのレポートタブがあります：開封チャート、読者レポート、セグメント開封 

 

開封チャートは、期間中の統括的「開封」からユニーク開封までをグラフ化します。各日付のレポートを

表示するためには、各コラムをクリックして下さい。 

 

読者レポートは、単独メッセージにおける各読者のアクティビティについて包括的で詳細なレポートです。

日付、グループ、画像のダウンロードをした人などに基づいて正しい受信者レポートを分類してください。

もし受信者が見つかったら、各読者の詳細を表示、編集、削除が行えるアクションドロップダウンをクリ

ックして下さい。 
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受信者が一たび削除されると、永久的にリストから外されます。 

  

 

ページ下部の受信者管理のオプションは、グループの保存と移動を可能にし、更に、「開封」数を基準に、

グループから受信者を選択することも出来ます。 

「セグメント」で、カテゴリーによる「開封」率と数の詳細タブを開きます。各カテゴリーのドロップダ

ウンをクリックして下さい（詳細は「カテゴリー」を参照）。 
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クリックレポート 

クリックレポートは単独メッセージのリンククリック行動を詳細にレポートします：リンクトラッキング、

クリック＆時間チャート、セグメントクリック 

リンクトラッキング 
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リンクトラッキングは、単独メッセージ内の特定リンクを追跡します。「ソーシャルのみ」にチェックを

入れると、ソーシャルページから参照されたクリックだけが表示されます。

 

リンクマップはメッセージに埋め込まれたリンクのクリック数と比率を表示する便利な機能です。 

 

クリック/時間チャート 

クリック/時間チャートは、指定期間内の、一つのリンクまたは全リンクのクリックとユニーククリックを

表示します。特定日のクリックデータは一つのコラムをクリックして下さい。 

セグメントクリック 
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セグメントクリックはカテゴリー別クリック数と比率の詳細です。ドロップダウンからリンクを選択して

下さい。次に、ドロップダウンの各カテゴリーをクリックして下さい。 

 

ジオロケーション統計 

 

ジオロケーションレポートは選択したメールメッセージのアクティビティのマップを表示します。 

特定の地理と期間のレポートを得ることが出来ます。 

指定した領域上にカーソルを動かすと、そのエリアに居る読者数の統計がポップアップ表示されます。 
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送信履歴 

送信履歴レポートは、選択メッセージの全送信リストを提供し、受信者レベルの詳細にアクセスします。 

 

 

注意： 

この詳細レベルは、メッセージ送信後 15日間だけ保存されます。受信者レベルにあるクリックと開封統計

は、その代わり、通常送信後 90日間保管されます。 

 

分析とベンチマーク 

概要 

分析とベンチマークは、一度に複数メッセージの情報を提供する機能です。今何が起きているのかを理解

する事が出来るレポートと指標を表示します。 

概要は、ある期間のアクティ x ビティの概要を表示します。まず、ページ上部にあるドロップダウンを使

って、見たい統計の時間枠を選択してください。ページの残りは、選択に従って統計が調整され、以下の

情報が表示されます。 

 

送信 
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送信レポートは特定期間に送信したメッセージ総量を表示します。 

最適な送信時刻 

最適な送信時刻レポートは、キャンペーン履歴を基に、メール送信に最適と最悪の時間帯を提供する機能

です。 

 （契約した送信スピードを基に）、ご自分の送信時間の合計を考慮してください。もしキャンペー

ンが４時間で完了すると仮定します：このレポートは、キャンペーン開始に最適な時間と日付を

教えてくれます。 

 もし送信スピードが大幅に変更された場合は、レポートはもはや正確ではなくなってしまいます

（例： ４時間キャンペーン送信の最適時間と１時間キャンペーンの最適時間は異なるはずです）。

 

タイムゾーン 

時間は GMT+１であることにご注意ください。現在、この機能を、MailUp ユーザ自身が各ローカル時間
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に調整できるように開発中です。 

コンバージョンファネル 

コンバージョンファネルは、メッセージがどのように送信、開封、クリックと共有されたのか、また、業

種における値（リスト設定で選択されている業種）と全MailUpユーザの平均値を比較します。 

 

  

受信者分析 

受信者分析は受信者のエンゲージメントと行動をグラフ化し、潜在的な問題点を指摘します。例えば、以

下のサンプルレポートにおいて、受信者は標準値よりも高い比率で解約を行っています。 
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統計サマリー 

 

サマリータブから複数のメッセージの簡単な統計（パーセント）が一覧出来ます。Unique Opens on 

Delivered 

 開封総数 

 CTOR  

 開封におけるユニーククリック数 

 到達におけるクリック 

 解約 

 バウンス 

 クレーム 

 

時間を限定する時は詳細設定をご覧ください。 
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統計レポート 

レポートタブは複数メッセージの統計を一覧させます。サマリーと似ていますが、パーセントの代わりに

絶対値が表示されます。 

統計トレンド 

 

トレンドタブは、開封やクリック、解約その他の割合を遷移させます。 

 

 

統計表 

チャートタブは遷移するメッセージの動向を可視化します。 
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送信履歴 

送信履歴タブは、指定メッセージの送信歴一覧です。同一メッセージ、例えば、を複数回送信した場合に

は、違う時間や違うグループが表示されます。更に、複数テスト送信も可能です。 

 

まず、見たいメッセージを選んでください。日付を狭めることも可能です。最後に、「検索」でレポートを

表示してください。 
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開封統計 

開封レポートは、リスト内の全受信者レベルでの開封統計データ（アーカイブを除く）を表示します。メ

ッセージは最初の送信後 90 日後にアーカイブとされますが、「詳細統計の延長」をご購入いただけると、

その後も表示出来ます。ここでは登録した受信者だけが計測されますので、ユニーク読者数とは異なる数

字になる場合もあります。 

 

  



149 

 

クリック統計 

クリックレポートタブは、アーカイブ前のクリック統計を表示します。特に： 

 解約した受信者を含む総クリック数  

 メッセージは最初の送信後 90 日後にアーカイブとされますが、「詳細統計の延長」をご購入いた

だけると、その後も表示出来ます。 

 

累積レポート 

概要 

統計＞Email で開いた累積レポートは、複数の送信の統計を纏めてひとつのレポートにする、大変便利な

機能です。例えば、３か月間に送信した全ニュースレターの統計を一つの累計レポートへ組合せる事が可

能です。 
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累積レポートの注意事項 

 累積レポートに表示される統計はリアルタイムでは更新出来ません。 

 累積レポートを作成しても、統計が一日一回処理されるまで空のままとなります。 

 既存の累積レポートを表示したページにある「アクション」メニューから「更新」を選んで更新

するようリクエストする事も可能です。 

 もしメッセージ送信と同日にレポートを作成したくても、翌日にならないと入手出来ません。 

 ただし、A/Bテストは例外です：累積レポートはテストから14日間は毎日自動的に更新されます。 

 

新規累積レポート 

新しい累積レポートの追加 

新しい累積レポートを作成するには、統計メニューにある「累積レポート」、「新規」を開きます。T 

 新規および既存レポートに関する新規レポートを作成出来ます 

 リスト、メッセージ件名、送信日によって表示メッセージを限定出来ます 

 10名以下の受信者へ送信したメッセージを除外して、表示メッセージを見やすくすることも可能

です 
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新しいレポートの追加は、含めたいメッセージを選択し、ページ後ろにある「レポート作成」ボタンをク

リックして下さい。 

 

新しいメッセージを既存レポートに追加するには、対応するドロップダウンメニューを選択し、それから

追加するメッセージを選択します。 

累積のサマリーレポート 

累積サマリーレポートの表示 

既存の累積レポートの表示は、統計＞メールメニューから累積レポートを選択し、アクションメニューで

「サマリー」を選択します。  

サマリータブは： 

 レポートが何時、更新されたか 

 レポートが共有されるためのリンク（例；広告代理店がクライアントとキャンペーンの統計を見

たい） 

 リンク共有のパスワード 

 開封、クリック、クリックー開封率の統計 
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 レメッセージレベルにあるサマリーとレポートにあるメッセージのリスト 

 リレポート内メッセージでクリックされたリストとリンクレベルでのクリック統計 

 

累積レポート詳細 

累積レポートの詳細を表示 

既存の累積レポートをより詳細に見るには、統計＞メールメニューの累積レポートを選んで、アクション

メニューから「詳細」を選んでください。 

 

「詳細」では以下が表示されます： 

 レポートが何時、更新されたか 

 レポートが共有されるためのリンク（例；広告代理店がクライアントとキャンペーンの統計を見

たい） 

 リンク共有のパスワード 

 到達率： 送信した数とバウンスされらメッセージの割合 
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 開封率統計（画像、画像なし、ウェブバージョンなど開封のタイプも含める） 

 クリック統計（総計とユニーククリック） 

 非アクティブ： 何も行動が無かった受信者の割合 I 

 解約： 累積レポート内メッセージを受信後に解約した受信者 

 ファン： ソーシャルで共有、または、友人に転送した受信者 

 メッセージレベルでの統計サマリーの含まれるメッセージ一覧 

 レポート内メッセージでクリックされたリストとリンクレベルでのクリック統計 
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統計用語集 

MaiuUpで使用される統計レポートに便利な用語集です 

このページを印刷して、統計レポートをご覧になる際にお役立て下さい。 

 

用語 説明 

送信  送信された E メールの総数 

配信 メール総数からバウンスを引いた数： 正常に配信されたメール数量 

バウンス 様々な理由により、配信出来なかった E メールの数。バウンスされた（戻された）メー

ルは、システムにより、エラー理由毎に計測され、分類されます。T 

読者（またはユ

ニーク開封総

数） 

メッセージを開いた受信者数。複数回開く人も含みます。画像をダウンロードし、また

は、リンクをクリックした事によりメッセージを開封したと検知されます。 

画像付きユニ

ーク開封 

メッセージを開封した受信者数。複数回開封した人も含みます。画像をダウンロードさ

たことによりメッセージを開封したと検知されます。 

画像なしユニ

ーク開封 

テキスト形式または画像なしの HTML形式メッセージを既読した人の推定値。クリック

されたが開封されなかったデータから推定されます。 

その他の読者

（推定） 

メッセージ内に埋め込まれた画像から示されます。埋込画像のあるメッセージが送信さ

れ、小さな CSSファイルがダウンロードされると開封されたと計測されます。この機能

が無いメールクライアントもありますが、その時は読者を追跡出来ません。そこで、画

像無しユニーク開封（または、テキストのみのユニーク開封）を計測する時と同様に、

ユニーク読者の数を推定します。 

開封 メッセージが開封された回数。画像のダウンロードによって、メッセージは開封された

と推定します。受信者は同一メッセージを複数回開封出来ます。つまり、開封は常に、

ユニーク開封より多くなります。 

テキストのみ

の開封 

画像のダウンロード無しでテキストまたはHTML形式で開封されたメッセージの推定回

数 
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用語 説明 

その他の開封

（推定） 

メッセージ内の埋込画像から表示します。メッセージは埋込画像と共に送信されるので、

開封は小さな CSSファイルのダウンロードにより計測されます。この機能が無いメール

クライアントもありますが、その時は開封を追跡出来ません。そこで、画像無し開封（ま

たは、テキストのみの開封）を計測する時と同様にして、開封の数を推定します。 

ウェブ開封 メッセージのウェブ版の閲覧回数（例：ソーシャルネットワークで共有されたニュース

レター）から「表示不具合」を引いた回数 

開封総数 全開封の合計 

ユニーククリ

ック 

リンクをクリックした受信者の数。 一人の受信者が複数リンクをクリックする可能性

もあります。これはクリックしたユニーク読者の数です。故に、読者またはユニーク開

封のサブセット（一部分）です。 

クリック クリック総数。一人の受信者が複数リンクをクリックする可能性もあります。クリック

は常に、ユニーククリックより大きくなります 

クリックしな

い読者 

メッセージを開いて画像をダウンロードしたが、全くリンクをクリックしなかった受信

者。画像がダウンロードされたのでメッセージは開かれたとわかります 

画像なしのク

リック読者 

一度以上リンクをクリックした（それによりメッセージが開封されたと計測される）が、

全く画像をダウンロードしなかった受信者. 

CTOR（クリッ

クトゥオープ

ン率） 

ユニーク開封別に分類されたユニーククリック。メッセージの品質を示す重要な指標で

す： メッセージを開いて、リンクもクリックした人の数を示します。 

共有 ソーシャルメディアの投稿の完了が行われたか否かに拘わらずソーシャルメディアの共

有アイコンがクリックされた数 

表示不具合 メッセージのウェブ版を表示する為にリンクをクリックした受信者の数。典型的に、ユ

ーザがメールクライアント内でメッセージを表示しづらかった時に起きるでしょう。 

退会 今後のメールを受け取らない意思のある受信者の数。退会の原因が、メールに直接関係

があるか無いかは分かりません 

クレーム（また

はフィードバ

メッセージを迷惑メールだと判断したため、メールクライアントの「迷惑メールの報告」

ボタンを押した受信者の数。 
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用語 説明 

ック・ループ） 

自動返信 メールクライアントを受信すると自動的に返信（例：休暇中の受信者など） 

メールボックス満杯 「ソフト」「一時的」バウンスのタイプ： メールボックスが新し

いメッセージを受けられないほど一杯になっているので、エラーが返されます。 

メールボック

ス満杯 

「ソフト」「一時的」バウンスのタイプ： メールボックスが新しいメッセージを受けら

れないほど一杯になっているので、エラーが返されます。 

アクティブ 過去三か月内に一度以上、メッセージを開いた受信者（または、オプションにより 90日

以上保存した受信者レベルの統計があれば、その期間以上） 

非アクティブ 過去三か月内全くメッセージを開かなかった受信者（または、オプションにより 90日以

上保存した受信者レベルの統計があれば、その期間以上） 

高アクティブ 過去 3か月内に 2度以上、過去 2か月内に 1度以上メッセージを開いた受信者 

ファン メッセージを加える為にソーシャル共有アイコンをクリックして、ソーシャルネットワ

ークのメールメッセージを共有した受信者 
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受信者 

初期導入ページの用語集でも定義した通り、受信者とは、リスト内の全ての連絡先の事です。リストには

3 種類のステータスがあります；登録、解約、保留中です。登録ステータスだけがメッセージを受信でき

るので、このステータスがない「登録者」を混同してはいけません。. 

チャネル 

受信者チャネルの管理  

管理コンソールには３種類のチャネルがあります； メール, SMS と全てです。 このチャネルには、受信

者のステータス、登録、保留中、解約が関わってきます。 

「登録」ステータスは、メール受信者が通信をオプトインしている状態です。 

「解約」は、メールを受信者がオプトアウトした状態です。 

「保留中」は、オプトインの確約がまだ取れていない状態の受信者です。 

例えば、解約受信者（解約者）へアクセスしたい時は、受信者タブ＞メール＞解約を開きます。 

 

E メール受信者 

受信者のステータス 

E メール受信者ページは様々な機能を保持しています。E メールは最初に、受信者ステータスによって管

理されます： 契約、保留、未登録。ページ上部の 3 つのタブから、受信者＞メールを開いてください。

または、全受信者の検索を行うことも可能です。 

「バウンス」タブは、E メール受信者の選択またはグループ、フィルター、バウンスタイプ毎の個々の受

信者に関する詳細レポートを表示します。統計/レポートに関し、バンスタイプ別に新しいグループを作成

する事も出来ます。 

受信者の検索 

ステータスをひとたび選んだら、メールを入力するか、もしくは、グループやフィルター、登録日による

検索を「詳細検索」をクリックして、検索を行う事が出来ます。 
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Eメールや SMSの登録者を見つけるための詳細検索は、Mailup8.8版から、より速く、カンタンに操作で

きるようになりました。受信者検索機能は、全ての詳細検索（グループ、フィルター、またはカスタムフ

ィールド）に対応しています。 

 

全システム、またはステータスやリスト内にある受信者を検索には、グローバル検索アイコン（拡大鏡）

をクリックして下さい。グローバル検索からアクションを行うことは出来ませんが、過去のアクションと

現在のステータスを確認する事が出来ます。または、設定＞アカウントの設定＞グローバル検索を開いて

ください。 

  

受信者の調整、未登録、削除 

ひとたび受信者が見つかったら、アクションドロップダウンメニューを選んで受信者の調整、未登録、ま

たは削除を行います。  
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削除機能は、そのリストから、永久に受信者を削除します。しかし、複数リストから削除できません。も

し複数リストがあって、その全て（Mailupシステム）から受信者を永久に削除するなら、リストレベルで

各リストから削除する必要があります。リストレベルで受信者データを調整するなら、インポート機能が

既存フィールドの追加や上書きを可能にします。受信者のインポートをご覧ください。 

「未登録」機能は受信者を削除する事はしません。受信者ステータスを登録からオプトアウトに変更させ

る機能です。ひとたび受信者を未登録にすると、そのリストにある全グループから未登録にしますが、複

数リストからではありません。 

受信者の詳細を調整 

上記にあるように、調整オプションをクリックすると、受信者詳細の更新や受信者ステータスの設定、受

信者をグループへ入れる/削除が出来ます。 

受信者の行動は「統計」と「クリックの詳細」タブで確認して下さい。 

 

受信者のグループ間移動とコピー 
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「移動」と「コピー」の差異をご確認ください。「移動」は受信者をグループ間で移動させることで、受信

者は前グループには属さなくなります。しかし、もしグループの受信者を他のグループにも属させたいな

ら、「コピー」機能を使用して下さい。つまり、受信者は両方のグループに属します。 

受信者のグループ間の移動やコピーは受信者＞メールを開いて、上部にある受信者ステータスタブを選ん

でください。その後、詳細検索オプションをクリックし、移動またはコピーしたい受信者のグループを選

んでください（下図を参照）。 

 

「受信者管理」をスクロールダウンして下さい。移動またはコピーをクリックして下さい。下図をご参照

ください。移動またはコピーする受信者の数を任意で選ぶことも出来ます。  

 

リストの受信者を他のリストへ追加 

Mailupにおいて、あるリストに受信者を追加した後に、自動的に他のリストへ追加する方法はありません 

しかし、全く解決方法がないわけではありません： 

 

1. 近々、Zapierとの統合が可能になります。Zapierは簡単に、「誘発」と「アクション」があれば、「も

し・・なら・・・」イベントを設定出来ます。この場合、誘発はMailupリストの受信者に追加され、
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アクションは他のリストの同受信者に追加されます。Zapierとの統合は 2013年 9月になります。 

2. 二番目の方法は、少々開発知識を必要としますがーーーウェブフックの活用です

(http://help.mailup.com/display/MUG/Webhooks）。つまり、イベントが起きると（例 受信者がリ

ストに追加された）、Mailupは指定ウェブページを「コール」するので、それを受けたページが、ペ

ージコードで指定した他の Mailup リストへ受信者を登録するよう応答します。これは、開発者にと

って難しい仕事ではありませんが、しかし、開発技術は必要になります。 

3. 三つ目の方法は、Mailup がカスタム開発するものです。もし大変お急ぎなら、弊社チームがカスタ

ム開発し、Mailup システム内でこの処理が自動的に行えるようにいたします。これにより、あるリ

ストにある登録者を定期的に（例 一日一回）他のリストへ追加出来ます。 

 

MagentoとMailup間で受信者を管理したい場合は、Magento を開いてください 

詳しくはMagento グループ機能をご参照ください。 

SMS 受信者 

SMS 受信者ページでテキストでメッセージを受信するモバイル番号の受信者を管理します。契約、解約、

保留機能により SMS受信者を調整、削除、解約させます。個々の受信者を検索するか、グループごとに選

択検索。エリアコードでフィルターする事も可能です。レポートや分析目的でグループ内に検索を保存し

たり、新規グループを作成する事も出来ます。 

下部の「関連機能」にある「全タブの表示」にて全タブが見れます。 

全受信者 

全受信者セクションは、リスト内の「全受信者のアクセス（メールと SMS)を可能にします。その為、選

択または個別受信者検索を行うと、メールと SMS（モバイル）両方の情報が表示されます。例えば、メー

ル契約者が同時に SMSメッセージをオプトインしているか否かを調べたいなら、ただ、「契約」タブを開

いて、その契約者のメールを入力して下さい。 

 

他の機能としては、受信者の調整や削除、解約をメインページの右にある「アクション」ドロップダウン

から行えます。 
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新しい受信者を加えるのは、インポート＞個別受信者の追加を開きます。 

グローバル検索タブはページ下部の「関連機能」にあります。グローバル検索ページにおいて全リスト内

の全ての問合せ先データベースから検索をかける事が可能です。 

グループ管理 

グループとリスト 

グループはリスト内の受信者のサブセットです。受信者は複数のグループに所属することが可能です。

（MSOutlookのカテゴリと同様）グループはいつでも作成、削除が可能です。また、受信者の登録データ

は影響されません。 

グループは一つのリストにしか属しません。同じアカウント内の他のリストに自動的に割り当てられませ

ん。 

受信者グループの管理 

Groups can受信者のセグメントにグループは作成できます：送信アクティビティ、プロフィール情報、フ

ィルター、など。グループの利用により、細かなターゲット層にメッセージが送信できます。グループ管

理のページは二つのタブに分かれています：「グループ」と「グループの割り当てを修正する」 

 「グループ」のタブ内では新規グループの作成や削除、グループ名の変更やグループ内の受信者データの

修正が行えます。 
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「グループの割り当てを修正する」のタブ内では、グループへ受信者の追加や取り消し、またはグループ

から他のグループへの移動が行えます。 

「受信者」＞「グループの管理」で目的のタブを選択してください。 

新規グループの追加/作成 

新規グループを追加するには「受信者」＞「グループ管理」の「グループ」タブを選択してください。そ

して右下の「新規グループ」のボタンを選択してください。下記を参照： 

 

 

グループ名の変更、空にする、削除 

名前の変更、空にする、またはグループの削除には「受信者」＞「グループの管理」＞「グループ」タブ

で該当するグループのアクションメニューを選択。 

 

 名前の変更には「グループ名の変更」を選択 

 該当するグループの受信者を表示または編集するには「メール受信者を表示」を選択。 
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 該当するグループ内の受信者を取り除くには「グループを空にする」を選択。受信者の登録情報等は変更

されません。変更されるのはグループの所属情報のみです。このグループから脱退します。 

 グループの削除には「グループの削除」を選択。 

ページ下部の追加アクション：複数のグループを一括でアクションを行う場合、グループの一覧の左のチ

ェックボックスにチェックを加え、ページの下部にあるアクションを選択してください。 

 

 

アクションを行う、グループを選択してください： 

 選択中のグループを削除するには、「グループの削除」を選択：受信者は影響されません。グループが削除

されるため、そのグループには属しません。 

 選択中のグループ内の受信者をシステムから完全に削除するには、「受信者の削除」を選択してください。

受信者の解約と削除の違いを理解したうえで行ってください。本来であれば、削除ではなく、解約の選択

が望ましいです。 

 選択中のグループと所属している受信者を削除するには「グループと受信者を削除」を選択。受信者の削

除と解約の違いうぃ理解したうえで行ってください。 

 選択中のグループ内の受信者を取り除くには「グループを空にする」を選択。受信者の登録情報は変更さ

れません。変更されるのはグループの所属情報のみです。このグループから脱退します。 

データベースの受信者をすべて削除 

データベース内の登録中の受信者をすべて削除するには、まず、ずべての受信者を含むグループを作成し

てください。グループの作成は「受信者」＞「グループの管理」＞「新規グルー」タブを選択。グループ

名を入力してください。そして「受信者」＞「チャネル」＞「Ｅメール」＞「登録」で「ランダム 受信

者」の項目で全登録者の人数を入力してください。そして先ほど、作成したグループへ「移動」してくだ

さい。最後の「グループの管理」へ戻り、作成したグループの選択後、グループの削除を選択。 

注意：解約者を削除するのは推奨しません。 
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グループの受信者を表示 

特定のグループに属する受信者を表示するには、「受信者」＞「グループの管理」「グループ」のタブを選

択そして、アクションメニューより、「メール受信者を表示」を選択。 

 

注意、このエリアは受信者をグループから取り除くことはできないが、受信者のデータを編集、削除、解

約が行えます。彼らを解約すると、グループまたはリストからは取り除かれません。ステータスが解約済

みになります。このステータスは他のグループまたは、このリストレベルで影響されます。よって、取り

除くだけではなく、すべてのグループから彼らを解約してください。 

グループへまたはグループから受信者の追加/削除は「グループの割り当てを修正する」タブ内で行います。 

受信者をグループへ追加/削除するには 

受信者をグループへ追加/削除するには、「受信者」＞「グループ管理」の「グループの割り当てを修正す

る」タブを選択。そして、「グループを表示」を選択し受信者を追加または削除を行うグループを選択。 
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グループに属する受信者のリストが表示されます： 

 
そして、グループに追加する受信者をグルーバルサーチで検索をかけてください。ページの右上のグロー

バルサーチを選択してください。 

 

 

受信者を選択して追加ボタンをクリック 
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 受信者はうえのグループに移動されます。 

 

受信者を取り除くには、受信者を選択し、取り除くを選択してください。 

割り当て、コピー、または受信者をグループへの移動 

複数の受信者をグループへ割り当て、コピー、移動が可能です。 

1. 割り当て：特定のグループへ所属していない受信者はグループへ割り当てられます。 

2. コピー：一つまたは複数のグループに所属している受信者を他のグループへコピーします。 

3. 移動：一つまたは複数のグループに所属している受信者を選択先のグループへ移動します。（今所属

しているグループから脱退します） 
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このアクションを行うには: 

1. 受信者を特定（例：受信者＞チャネル＞Ｅメール） 

2. 検索を行う 

3. グループを選択 

4. 「移動」または「コピー」をクリック 

 

インポート時のグループへの割り当てについて 

受信者のインポート中にグループへの割り当てを行うことができます。 

 

受信者の編集中のグループの割り当てについて 

受信者の編集中にグループへの割り当てを行うことができます。 

インポート 

概要 

MailUpでは様々なフォーマットでのインポートが可能です。 

 手動で受信者を選択中のリストへ加えることが可能です。 

 CSV,MS Excel,または XMLファイルのインポートが可能です。 
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 テキストをコピー＆ペーストで加えることも可能です。MailUpのシステムが自動的に Eメールアドレス

や携帯番号を判別します。 

始めるには「受信者」＞「インポート」を選択 

 

注意点： 

1. すべての受信者は他のオプションを選択しない限りデフォルトでステータスが「登録（済み）」とし

てインポートされます。 

2. 既存の受信者-メールアドレスまたは携帯電話番号で一致した受信者-はアップデートされます（プロ

フィールが重複することはありません）；受信者のステータスは更新されます。 

3. インポート中に詳細のインポートオプションでデフォルト設定の編集が可能です。詳細オプション

(advanced option)の登録ステータスとグループの割り当てのオプションは現状の登録ステータス

（例:登録、保留中、解約）を上書きします。よってこの機能の使用前には「インポートの詳細オプシ

ョンについて」を一読いただくことを強く、推奨します。 

個人の受信者 

個人の受信者をリストに加えるのは簡単です。まずは「受信者」＞「インポート」内の「個々の受信者」

アイコンを選択してください。プロフィールのフィールドが表示されますので必要な情報をご入力くださ

い。すべて記入する必要はございませんが、情報が多いほどより細かなターゲティングが可能です。フィ

ールドの追加は「設定」＞「アカウントの設定」＞「受信者のフィールド」で行えます。 
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CSV 

CSVファイルでデータをインポートされる場合、ファイルのフォーマットが正しく守られていることが重

要です。MailUpのダイナミックフィールドとの関連で問題を防ぐには必ず守ってください。まず CSVフ

ァイルは 10MB を超えられません。CSV のファイルが 10MB 以上であれば、システムが処理できない場

合があります。 

 

下記がガイドラインです: 

1. ファイルは CSVフォーマットであり、指定のセパレータを使用ください。 

2. 各フィールドの情報は（例:名、姓、Eメールアドレス、その他）システムにセパレータとして判別さ

れる記号を使用してはなりません。 

3. 各フィールドは複数のメールアドレスや電話番号、またはそのフィールドに適する情報を複数含めま

せん。 

4. 電話番号は連続して入力ください。スペース（空白）やハイフン（-)を使用しないでください。 

5. フィールドをマッピングする場合、モバイル電話番号は「Mobile」「モバイル」にマッピングしてくだ

さい。 

6. 各フィールドは空白の行や列を作らず埋めてください。（多くのフィールドをインポートするのはお勧

めしません。 

http://help.mailup.com/display/MUG/CSV
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7. 各行は同じフィールド数と同じ順序で並べてください、(例:各行が 5フィールド、メールアドレス、モ

バイル電話番号、名、姓、市、いつもこの順序です。） 

8. 最初のフィールドには、メールアドレスまたはモバイル電話番号で設定するのをお勧めします。 

9. インポートの第２のステップでは、グループへの割り振りを行います。（任意）  

10. インポートウィザードではデータオプション（フィールドのセパレータ）、ステータス、新規グループ

への置き換えの設定を行います。 

11. ステップ 3では「インポート」を選択し、下記の状況であれば、「最初の行を無視」を選択してくださ

い。 

 

上記のステップ守っていただけますと、ファイルは問題なく、インポートされます。（フィールドが空白で

あっても） 例:モバイルの電話番号が登録者によって空白である場合 

*下記がノートパッド上の CSVファイルです。「カンマ」がフィールドセパレータです。 

 

 

フィールドセパレータ 

 CSVのファイルのインポートには 4つのファイルセパレータが選択できます。 

 

Excel 

 

http://help.mailup.com/display/MUG/Excel
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MS エクセルファイルのインポート設定 

エクセルファイルのインポート前に下記の設定を行ってください。 

 すべてのデータを一つのワークシートにまとめる。MailUpはワークシート、アルファベット順にインポ

ートします。ファイル内の順番ではありません。（例:ファイル内に二つのワークシートが保存されており、

一枚目が「Volunteers」、二枚目が「Committee Members」としましょう。MailUpは二枚目の「Committee 

members」のファイルを選択します。）ワークシートの名前を変更するには右クリック「名前の変更」を選

択してください。 

 ワークシートの最初の行の値の指定はございません。各列の名称を記入いただいても問題なです。下記の

ようにインポート時に「最初の行を無視」の設定が可能です。 

 エクセルファイルは 10MB を超えられません。エクセルのファイルが 10MB以上であれば、システムが処

理できない場合があります。上記の場合、ファイルのサイズを減らしましょう。メールマーケティングに

不要のデータをすべて削除しましょう。大量のデータのインポートが必要であれな、FTPのインポートを

ご利用ください。 

 
その他のエクセルファイルの設定方法： 

 インポート対象のワークシート以外のものはすべて削除する。 

 空白の行は問題を起こします。最も早く削除する方法は整理です。整理するには、ワークシートの左上の

タイルをクリックしてすべての行を選択しましょう。そして「データ」ツールバーの A-Zの並べ替えボタ

ンを選択しましょう。 

 エクセルのインポート前にはすべての書式を取り消しましょう。（例:上記のスクリーンショットには取り

除くべきである、メールのリンクがあります）行うには、左上のタイルをクリックしてすべての行を選択

し、「ホーム」＞「クリア」＞「書式のクリア」を選択。 

 ワークシートに多くの列がある場合、インポート不要の列は祖削除しましょう。 

 ファイル名は空白や特殊文字は不要です。 
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MailUp へエクセルファイルをインポート 

MailUp のプラットフォーム内で「受信者」＞「インポート」で「XLS」のフォーマットを選択してくだ

さい。過去のエクセル 97-2003(例.xlsファイル)と現行の 2007と 2010（例:.xlsxファイル）に対応してい

ます。次の手段を進めてください： 

1. ファイルのアップロードを選択してエクセルファイルを指定してください。 

2. エクセルファイル内のリストをインポートする MailUp 内のグループを指定してください。新規グル

ープを作成することも可能です。 

3. 「次」のボタンをクリック 

4. ここでは、エクセルファイルの列を MailUp のフィールドとマッピングします。フィールドとエクセ

ルデータの項目を一致させてください。例えば、エクセルファイルの一列目はメールアドレスなので、

ドロップダウンメニューより Eメールを選択します。 

5. 続けて他の列をマッピングしましょう。すべての列のマッピングが終了しましたら、「インポート」を

選択しましょう。また、一行目を無視する場合は実行前に「最初の行を無視」を選択してください。 

6. ファイルがインポートキューに追加されたことを確認し、「インポートを開始」をクリックしてくださ

い。 

 

システムはエクセルファイルのインポートを開始すると同時に、インポートのステータスを表示します。 
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インポートが開始すると下記が表示されます。 

 

大容量のエクセルファイルのインポートには数分かかる場合があります。インポート中は他の作業を行っ

ていただいても問題ありません。インポート作業はバックグラウンドで続けられます。 

メールアドレスと SMS のコピー＆ペー

スト 

Eメールアドレスや電話番号を含む文面をコピー＆ペーストで貼り付ける。MailUpのシステムが摘出しま

す。 

 

「アドレスの摘出」ボタンをクリックしてください。E メールアドレスと電話番号が摘出され、表示され

ます。 
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サイズの上限 

5,000Eメールアドレス（電話番号）以内でのご利用をお勧めします。 

詳細設定 

インポートページの「詳細設定」はインポートにおいて重要なプロセスです。ファイルが間違いなく読み

込まれているか、または登録の設定が行えます。 

インポートページよりファイルをアップロード後、2 枚目のページに移動します。ページの下部の「詳細

設定」を選択いただきますと複数の設定項目が表示されます。 

読み取りとデータ管理オプション 

メーリングリストの更新にインポートを使用いただけます。多くの場合は最新の受信者情報を含むリスト

を再インポートします。 

時には、受信者のフィールドを空白に残す必要性があります。インポートを行い上書きしたくない情報な

どです。その場合は下記のボックスを選択してください。 
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電話番号のフォーマット 

デフォルトでは一つのフィールドに国番号と電話番号を保存します。しかし、下記のオプションを使用す

ると国コードと電話番号を二つのフィールドに分けることができます。 

 

登録ステータスとグループ割り当てオプション 

既存のグループの割り当て入れ替える 

このオプションを選択するとインポートされる受信者はスクリーンの上部で選択済みのグループに割り当

てられ、既存のグループからは脱退します。 

 

 

新規登録確認リクエストメッセージの再送信 

このオプションでは受信者を「保留中」としてインポートします。受信者へ登録の承認メールが送信され

ます。承認された受信者のステータスは「登録」に変更されます。このオプションは既存のステータスを

上書きします。 

 

登録確認リクエストの送信方法 

MailUp送信されるすべてのメールは利用規約（Consumer privacy regulations)に従わなければなりませ

ん。例えば、メールの受信の承認を得ているか得ていないか不明な受信者にはリストへの登録を確認する

リクエストを送信することができます。リクエストを送信するには下記のステップを参照ください: 
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登録確認のリクエストメッセージを作成 

1. 「メッセージ」＞「Eメール」＞「新規」を選択 

2. メッセージ内容を入力し申し込みリンクを本文に加えます。このリンクを作成するには、「登録確認の

リンク（Confirm Subscription Link)」を選択してください。 

3. 詳細ボタンをクリックし「登録確認リクエスト」のボタンを有効にしましょう。 

4. メッセージを保存 

登録者をインポートして登録確認リクエストを送信 

1. 「受信者」＞「インポート」 へ行く。 

2. インポート予定のファイルの種類を選択（例:CSVまたはMSエクセル） 

3. 指定ファイルを選択 

4. 登録先のグループを指定 

5. インポートの詳細設定で「新規登録確認リクエストメッセージの再送信」としてインポートを選択。 

6. ドロップダウンメニューより、登録確認メッセージを選択。 

 

保留中としてインポート 

*このオプションでは、受信者のステータスを「保留」としてインポートします。すでにMailUpに登録済

みであれば、既存の登録ステータスは上書きされます。よって、このオプションは慎重にご利用ください。 

続けてインポートのプロセスを進めてください 

登録確認リクエストの送信 

1. インポートが完了すると、登録確認リクエストのメッセージが送信キューに加えれらます。 

2. メッセージを送信するには、「送信ステータス」または「キュー」をクリックして送信を開始してくだ

さい。 

次は？ 

 既に登録済みの受信者は登録確認リクエストのメッセージは受信しません。 

 既に解約済みの受信者は登録確認リクエストのメッセージは受信しません。 
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 登録確認のリンクをクリックされない受信者のステータスは「保留」状態になります。承認されない

限り、彼らにメールは送信されません。 

 登録確認のリンクをクリックされた受信者はインポート中で選択済みのグループに割り当てられま

す。 

 新たなインポートの場合、保留のリストに属する受信者へメッセージは送信されません。「保留中の

受信者を含めます」を選択されると送信されます。 

 

注意: 

 いつもと同様、送信の実行前にはテスト送信を行いましょう。 

 確認のリクエストは非営利的なメールでなければなりません。明確にメールの意図と登録後の利用方

法を記述してください。(例：あなたは月に弊社より、メッセージを受信します。 

エクスポート  

エクスポート昨日は MailUp 内のデータをプラットフォーム外への書き出しに使用します。エクセルや

CSVファイルが基本的なファイルフォーマットです。FTPファイルのエクスポートも可能ですが、MailUp

チームのテクニカルな設定が必要です。 

 

例えば：Eメールをエクスポートするには、「受信者」＞「チャネル」＞「Ｅメール」で上部の「エクスポ

ート」タブを選択してください。よりターゲットされたエクスポートも可能です。例えば、グループ、フ

ィルタや受信者のステータス別のエクスポートも可能です。必ず、ファイルのフォーマット（エクセルか

CSV)を選択の上緑のエクスポートボタンをクリックしてください。 
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ダウンロードページでは、右上のアクションボックスで「ダウンロード」を選択。データを開くか保存す

るかの選択肢が表示されます。 

 

 

統計データのエクスポートは、各統計のページのエクスポートオプションより行えます。 
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マーケティング+ 

マーケティング+パッケージには 4つの重要な機能があります。登録者のセグメントをより高度に行ったり、

イベントが起きた時に自動的にメッセージを送信したり（例 お誕生日）、登録者が情報を更新する為の記

入欄を作成したり、登録者情報を最大 40フィールドに分類して保存する事が出来ます。 

詳細フィルター 

プロフィール（受信者プロフィールデータ）やアクティビティ（実行/非実行アクション）、位置情報や端

末種など様々な条件を基に、受信者をセグメントして下さい 

 

 

プロフィール更新 

プロフィールを更新するようお客様にお願いする記入欄をカスタム化し、ホストしましょう。例えば、受

信者へプロフィール欄に生年月日を入力するようお願いしましょう。その日に特別キャンペーンを提供出

来ます。 

http://help.mailup.com/pages/viewpage.action?pageId=10780682
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誘発メッセージ 

指定イベントが起きたら自動的にメッセージを送信しましょう。例えば、お客様のお誕生日にスペシャル

ディスカウントや購入日から 30日有効なクーポンなどを送信出来ます。 

 

  

グループ、フィルター、誘発メッセージ 

グループ,フィルター、誘発メッセージ（自動化メッセージ）に関して少々混乱があるようです。以下の説

明をご覧下さい：: 

 フィルターは、そのフィルター基準によって受信者を分離する事です。送信設定の際に、詳細検索や

ダイナミックコンテンツ、誘発イベントなどに利用出来ます。そのフィルターに合致した受信者の「ス

ナップショット」を取得するには、一定の時間が必要です。そこで、事前に、詳細検索ページでフィ

ルターを使用し、その結果をグループの中へコピー可能です。 

 グループは、受信者の「統計」セグメントです。例えば、主要業務を基に、受信者を分離する時に有

http://help.mailup.com/display/MUG/Profile+Updates
http://help.mailup.com/display/MUG/Triggered+messages
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効です。フィルターはーー検索で使用された時ーーそのフィルター基準に合致する受信者の最新リス

トを返します。グループは、しかし、追加されたり、削除された受信者も含んでしまいます。つまり、

フィルターはその時に使用した受信者の分類ですが、グループはある時期に作成したセグメントの事

です. 

 誘発メッセージは、その時条件が「真」である時、誘発メッセージが「実行」されたかを確認します。

条件はフィルターによって指定されます。誘発メッセージが送信されると、自動的にメッセージの受

信者をグループ内へコピーします。現時点において（2013年）、誘発メッセージを受信した者を、そ

の行動を基に、自動的にグループを移動させることは出来ません（例：誘発メッセージの受信者を、

開封やクリックによって自動的に移動させることは出来ない）。 

フィルター 

フィルターの導入 

フィルターは様々な条件によって受信者をセグメントする事が可能です。条件は以下です： 

 プロフィールフィルター：受信者プロフィールへ保存されたデータ 

 アクティビティフィルター： 受信者が実行¥非実行したアクション 

 位置情報；受信者のおおよその位置 

 デバイスフィルター； 過去に受信者が使用した端末種 

 

フィルター概要ページ上、2015年 3月リリース版より、アクションメニューに 2つの機能を追加しました： 
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メール検索内使用と SMS検索内使用です。新機能は、選択フィルターを利用して素早く受信者を検索可能

です。 

 

フィルターテスト 

2015 年 3 月リリースより、フィルターを作成し編集する時に、簡単にテストする新機能が加わりました。

リアルタイムメールや SM、S検索を実行して、フィルターに合致する登録者の人数を返すことが出来ます

（生産性が圧倒的に改善）。 

以下の例は、条件に沿ってアクティビティフィルターをテストして、二人の登録者へ返した場合です。 

 

フィルターが使用された時 

フィルターは、MailUp管理コンソールにおいて様々な目的で利用されます。 

 特定の受信者を探す際に、詳細検索オプションから使用します。 

 メール送信の設定時に表示され、メッセージの受信名簿を細分化する事が出来ます。 
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 グループを作成する際に使用可能です。例えば、新しいグループ「ニューヨークの 30歳以下の男性」

を作ったとします。全受信者は、「男性」「30 歳以下」「ニューヨーク在住」というフィルターに合致

する人です（受信者データベースにこれらの情報が保存されている事が前提です）。 

 更にターゲットされた誘発メッセージの送信に利用出来ます。例えば、「ありがとう」カードを、「30

日以内に購入した」というフィルターに合致するお客様へ送信する事が出来るでしょう（注文日は、

Eコマース統合機能により受信者データベースに保存されていなくてはなりません）。 

 最後に、ダイナミックコンテンツと一緒に利用する事が可能なので、ある条件下に合うメッセージコ

ンテンツをダイナミックに変更する事が出来ます。 

 結論とするならば、フィルターはMailUpに機能の中で、最もパワフルであり、先進のマーケティン

グキャンペーンを助けるものなのです。 

プロフィールフィルター  

 

新規プロフィールフィルター 

新規プロフィールフィルターの追加 

新しいプロフィールフィルターを追加するプロセスは、フィルター適用時に使用するひとつ以上の条件を

http://help.mailup.com/display/MUG/Profile+Filters
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定義することから始めます。 

 プロフィールフィルター内へ、受信者データとグループを基にした条件を設定して下さい 

 論理演算子 AND＆ORを利用して複数条件にすることは出来ません（例： 「年齢」フィールドは「35

歳」以上いであり AND「50歳」以下） 

 「テスト」ドロップダウンは、「タイプ」ドロップダウンで作成された選択肢に従って変化します。

例えば、「タイプ」が「テキスト」である時に可能なテストは、「タイプ」が「日付」または「番号」

である時に実行されるテストとは明らかに異なります。 

 フィルタの条件については詳細をご参照ください。 

 

以下の例は、E コマースストアで MailUp を利用しているビジネスが、最近のオーダー量が 100 から 500

までのお客様を探すフィルターを設定しているところです。2 つの条件は、「十進法」タイプを使用して、

AND演算子を利用して繋げています。このフィルターは、最近の注文量を含んだフィールドが受信者フィ

ールドに存在するという仮定をベースにしています。 

 

受信者フィールドへダイナミックに入力 

即時利用可能な統合（例： E コマース統合）を利用して、または、MailUp API によりご自分のアプリ

とMailUp間を統合して、受信者データベースのフィールドへ入力する事が出来ます。 

登録日 

プロフィールフィルターを作成する際に必要なフィールドのひとつに、登録日があります。このフィール
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ドには契約者がリストに追加された日付が自動入力されるので、フィルタと誘発メッセージに対しても便

利です。 

 

もし、ある指定日での比較(例： 契約から 30 日後の全員を調べる）をおこなうなら、契約日フィールド

を選び、下図のように、残りのフィールドを設定します。 

 

日付フォーマット 

日付フィールドの入力時に、日付フォーマット（何月何日）を以下のように入力：05/06/2014 または 

5/6/2014 。システムはいずれも認識します。 

年の入力形式は、しかし、必ず４桁数字（例 2014）である必要があります。 

十進法 

もし「タイプ」メニューから十進法を選択するなら： 

 MailUpはそのフィールドに数の入力が必要です。 

 数字に桁区切りスタイルを用いてはいけません。 

 小数点は、カンマまたはピリオドを使用出来ます。 

 

インポートウィザードや APIを経由して受信者をインポートする時は上記にご注意下さい。 
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値の配列について 

受信者フィールドへ値を配列させて保存すると、フィルター内にも複数条件を組合せて、配列要素を合致

させることが出来ます。 

例えば、「購入した商品」という名前で受信者フィールド内に商品を最近購入した ID を保存したとします

（データはデータインポートを経由して、他のアプリケーションとの統合活用または、API コールを行う

事によって、そこへ保存されています）。 

もし、ID「１０１」という商品が購入されたかを調べたいと仮定します。以下の条件を待つフィルターを

作成すると良いでしょう： 

 

 Product_Purchased equals to "101" OR 

 Product_Purchased starts with "101," OR 

 Product_Purchased contains (like) ",101," OR 

 Product_Purchased ends with ",101" 

この商品を購入していない、などのシナリオを確認出来るフィルターを作成するなら、上記条件を調整し

てください。 

時間を基にしたプロフィールとアクテ

ィビティフィルター 

日付と時間の入力形式 

フィルターは、時間ベースの条件に対応しているので、時間がポイントになるステップメール（カート遺

棄メールや数時間以内に送信する必要があるもの）を可能にします。 

このタイプのキャンペーンを使用する為には、ISO 日付時間標準を利用して、データを受信者フィールド

へ保存しなければなりません。以下の様になります； 

 

YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD 

     YYYY = 4桁の年 

 MM = 2桁の月（01 = 1月など） 
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 DD = 2桁の日（01〜31日） 

 ｈｈ =時間（00〜23）の 2桁（am/pmは許可されません） 

 ㎜= 2桁の分（00〜59） 

 ss= 2桁の秒（00〜59） 

 TZD= タイムゾーン指定（(Z または+hh:mm または-hh:mm) 

 

例えば：  2015-02-24T19:20:30+01:00 

. 

ISO 日時標準 

時間ベースの比較とプロフィールフィルターを利用する時には、ISO フォーマットの日付と時間を加える

ことを忘れないでください： YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD 

 

時間ベースの条件が考えられる場合 

時間ベースの条件を使用したいと思う場合は色々と考えられます。例えば… 

プロフィールフィルター： 

 オンラインストアでの最終注文から 4時間後 

 あるサービスの契約から 2時間後 

 お買い物カゴの遺棄から 3時間後 

 等です 

アクティビティフィルター： 

 あるメッセージを開いてから 8時間後 

 メッセージを正常に受信したが、開封しないで 24時間後 

 リンクをチェックしてから 4時間後 

 等です。 

E コマースでよくあるケースは、お買い物カゴを遺棄したお客様をターゲットにしたステップメールキャ

ンペーンです。詳細はクリックしてください。  

プロフィールフィルターの表示 
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既存プロフィールフィルターの表示 

全プロフィールフィルターの表示は、マーケティング+＞フィルター＞プロフィールを選択して下さい。 

 フィルターはカテゴリー分類されています： カテゴリー下のフィルター一覧の表示は、カテゴリー

名をクリックして下さい 

 新しいプロフィールフィルターを追加するには、ページ上部にあるナビゲーションにある「新規」を

クリックしてください 

 フィルターの編集と削除には、アクションメニューの対応リンクを使用してください 

 キーワードによるフィルターを検索するには上部にある「検索」機能を使用します： システムは検

索クライテリアに合致したフィルターを含むカテゴリーを展開し、ハイライト表示します。以下はス

クリーンショットです。 

 

プロフィールフィルターの編集 

既存プロフィールフィルターの編集 

フィルターの編集は、既存フィルターのリストから検索し、アクションメニューの「編集」から選択しま

す。 
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既存のフィルターを編集する画面は、新規フィルター作成で使用するものと同じです。 

簡単に条件を編集し、削除し、追加も出来ます。 

既存フィルターを編集する時に気を付けたいのは、そのフィルターの使用によってダイナミックコンテン

ツと誘発メッセージに影響を与えるかもしれない点です。 

アクティビティフィルター 

 

 

新規アクティビティフィルター 

新規アクティビティフィルターの追加 

新しいアクティビティフィルターの追加方法は、フィルターの適用時に使用する一つ以上の条件の定義か

ら成り立ちます。 

 アクティビティフィルター内の全条件は、受信者によるアクティビティ（または非アクティビティ）

http://help.mailup.com/display/MUG/Activity+Filters
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がベースです。 

 複数条件は、ブール演算子 AND & OR を利用して、纏める事が可能です（例： 1月から 6月まで

メッセージをクリックしなかった AND1 月以前に登録した）。詳細はフィルターの設定方法をご覧く

ださい。 

 リンクフィールドは、リンクをクリックした受信者のフィルターを絞り込みます。つまり、「アクシ

ョン」が「クリック」である時だけに使用されます。 

 

アクションとは： 

 既読または未読 

 クリックしたまたはクリックしない 

 登録または退会 

 送信した人または送信しなかった人 

 受信しなかった人（バウンスかハードバウンスのため） 

 少なくともアクションを一つした 

 ５から 10以下のアクションをした 

 10以上のアクションをした 

 ソフトバウンスエラーを発生させた

 

メッセージのドロップダウンは送信メッセージのリストを含むが、オプションとして「Any」も含みます。 

リンク入力フィールドに、特定のリンク URLを入力出来ます。 

最後に、時間フィールド機能で、条件が適用する日付範囲を特定できます。 
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リンクとリンク追跡コード 

リンクフィールドに URL を入力したら、システムは「似ている」URL を検索して、その受信者がクリッ

クしたか否かを判断します。これは、リンク追跡コードが含まれていたら、たとえ、フィルター内にリン

ク追跡コードを入力しなくても、一致を見つけられるという事です。例えば、メール内リンクが 

"http://www.myCompany.com?utm_source=email"  である時、もし  "http://www.myCompany.com" 

が URLフィールドに入力されれば、一致を見つける事が出来るのです。 

例： 再エンゲージメントフィルター 

例えば、もし再エンゲージメントメッセージを、4月以前に登録者リストに入ったが、4月から 6月にメッ

セージを全く開封しなかった受信者へ送信したいと仮定しましょう。このフィルターを使って受信者をセ

グメントし、特別な、再エンゲージメントメッセージをこのフィルター条件に一致した人たちへ送信出来

ます。 

 カテゴリーを選択し、フィルターを割当てるか、新しいカテゴリーを作成します。 

 新しいフィルターに「名前」を入力します（例：Re-engage non-readers April-June 

 アクションドロップダウンにおいて、「未読」を選びましょう。 

 メッセージドロップダウンにおいて、「Any」を選びましょう。 

 リンクフィールドは空白のままです。 

 「From」「フィールドへ」に、時間枠と一致する日付を入力して下さい。 
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次に、「Add」条件をクリックして、このフィルターへ 2つ目の条件を設定して下さい。例えば、4月以前

に登録者リストに入った受信者でなくてはならない、とします。 

 

 オペレーターとして「AND」を使う 

 「アクション」として「登録した」を選ぶ 

 メッセージはこの場合、選択可能なフィールドでもリンクでもありません。 

 時間枠については、4月前の期間を設定します 

 

新規フィルターを保存するために「保存」をクリック。 

ちょうど X 日後 

「ちょうどｘ日後」は、MailUp８．７より新しい設定です。 

マーケティング+＞フィルター＞アクティビティを開いて、アクティビティフィルターで最近のメールアク

ティビティ（例：メールの開封）による契約者のセグメントが可能です。アクティビティフィルターは、

「自動化」タブにおけるステップマーケティングの設定や、誘発メールの送信に必要となります。 

例えば、あなたが Eコマースのマーケターで、お客様が「あなたのご注文商品は発送されました」メッセ
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ージを読んだ 5 日後にフィードバックメール（例誘発メール）を設定したいとしましょう。まず、アクテ

ィビティフィルターを選定する必要があります。下記の様に、「ちょうど 5日後」機能を活用して、このア

クティビティフィルターにより、発送確認書を開封してからちょうど 5 日後の全ての契約者を計測できる

ようにします。 

「最近の注文日」によるプロフィールフィルターを使用する事も出来たでしょうが、しかし代わりに、配

送確認メール（注文確認書等の逆になります）によるアクティビティフィルターを選びました。なぜなら、

お客様が、未だ商品を受け取らない前に、または、注文をキャンセルする前に、フィードバックメールの

送信は避けたかったからです。MailUp8.7 の新しい「アクティビティフィルター」機能ならそれが可能で

す。 

 

このアクティビティフィルターを設定したので、マーケティング+＞自動化を開いて、誘発メールを作成し

ましょう。要するに、アクティビティフィルターがオンの時は「真」です（条件タブ下において）…。 

 
…システムはフィードバックメール（アクションタブ下で選択したもの）を送信します。フィルター設定

により、登録者が配送確認メールを開封した 5日後に起きるようになりました。 

 

さあやってみましょう。この新しい便利な設定を活用して、あるメールアクティビティが発生してから、

正確に N日後に、誘発メールが設定出来ます。 
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アクティビティフィルターには、お買い物カゴ遺棄メールなど、時間が重要なステップメールに大変効果

的な時間ベースの条件機能があります。詳細はここでの例をご覧ください。 

アクティビティフィルターの表示 

既存アクティビティフィルターの表示 

全てのプロフィールフィルターを表示するには、マーケティング+＞フィルター＞アクティビティを選択し

てください。 

 フィルターはカテゴリーで分類されています：カテゴリーにあるフィルターを表示するためには、

カテゴリー名をクリックして下さい。 

 新しいアクティビティフィルターを追加するなら、ページ上部にあるナビゲーションの「新規」

をクリックします。 

 フィルターを編集、削除するなら、「アクション」メニューの対応リンクを使用して下さい。 

 キーワード別でフィルターを検索する機能「検索」を利用出来ます：システムは検索条件と合致

するフィルターを含むカテゴリーを展開し、下図のようにハイライト表示します。 

 

アクティビティフィルター編集 

既存アクティビティフィルターの編集 

http://help.mailup.com/display/MUG/View+Activity+Filters
http://help.mailup.com/display/MUG/Edit+Activity+Filters
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アクティビティフィルターの編集は、既存フィルターを探して「アクション」メニューから「編集」を選

んでください。 

 

既存のフィルターの編集画面は、新規フィルターの作成と同画面です。 

既存条件の削除や新規の追加も簡単です。 

既存のフィルターを編集する際、フィルターを適用させたダイナミックコンテンツと誘発メッセージい影

響を与える可能性がある事にご注意ください。 

 ジオロケーションフィルター 

新規ジオロケーションフィルターの追加 

新しいジオロケーションフィルターの追加方法は、ひとつ以上の条件の定義づけが必要です。 

 ジオロケーションフィルターにおいて、全ての条件は受信者がメールメッセージの開封が検知さ

れた場所です。 

 ブール演算子「OR(または）」を使用して複数条件を結合し、実行出来ます。演算子 AND は利用

出来ないの理由は、同時に二カ所で存在する事は不可能だからです。フィルターに条件を設定す

る方法はこちらです。 

 多くの国において、国を選択してから「地域」をドロップダウンすると、都道府県が自動的に入

力されています。情報読込後、ページはすぐにリフレッシュされます。 

技術的に、どのように地域を検知するのでしょう？ 

システムは、メールメッセージが開封されたある時点での受信者 IPアドレスによってロケーションを学習

し、推測します。IPアドレス作動によって、特定 IPアドレスと地域的位置との相関が確立されます。 

http://help.mailup.com/pages/viewpage.action?pageId=42008648
http://help.mailup.com/pages/viewpage.action?pageId=42008640
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より広い地域を定義するための条件 

演算子 OR を利用してより広い地域を定義する事が出来ます(受信者が居るに拘わりません）。例えば、日

本の関東地方と近畿地方に在住する顧客をターゲットしたいと仮定しましょう。その場合、新規ジオロケ

ーションフィルター作成には 2つの条件が必要となります： 

1. 日本国内の関東地方に在住 

2. OR（または）,日本国内の近畿地方に在住 

精度の設定 

ジオロケーションフィルターの精度を 3段階から選択出来ます： 高、中、低 

 高： 選択地域の周辺 IP アドレスは除外（例： 選択地域内部か外部が IP アドレスに判断され

る）。少ない結果数になりますが、より精確です。 

 中： 選択地域の内部にある IPアドレスを含む（地理情報エラーの可能性あり）。 

 低： 選択地域の周辺 IP アドレスを含む（例： 選択地域内部か外部が IP アドレスに判断され

る）。多くの結果数になりますが、精度が低くなります。 

ジオロケーションフィルターの表示 

既存のジオロケーションフィルターを表示 

全てのジオロケーションフィルターを表示するには、マーケティング+＞フィルター＞ジオロケーションを

開いてください。 

フィルターはカテゴリーで分類されます； カテゴリー名をクリックするとフィルターが表示されます 

ジオロケーションフィルターを新しく追加する場合、ページ上部にあるナビゲーションの「新規」をクリ

ックして下さい 

フィルターの編集と削除は、対応するアクションメニューをお使い下さい。 

「検索」機能でキーワードによるフィルター検索が可能です： システムは検索条件に合致するフィルタ

ーを含むカテゴリーを展開します。 

新規ジオロケーションフィルター 

http://help.mailup.com/pages/viewpage.action?pageId=42008652
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新規ジオロケーションフィルターの追加 

新しいジオロケーションフィルターの追加方法は、ひとつ以上の条件の定義づけが必要です。 

 ジオロケーションフィルターにおいて、全ての条件は、受信者がメールメッセージの開封が検知

された場所です。 

 ブール演算子 OR を使用して複数条件を接続出来ます。演算子 AND は利用出来ないの理由は、

同時に二カ所存在する事は不可能だからです。フィルターに条件を設定する方法は以下です。 

 多くの国において、国を選択してから「地域」をドロップダウンすると、都道府県が自動的に入

力されています。情報読込後、ページはすぐにリフレッシュされます。 

 

MailUp8．6.3 より、ジオロケーションフィルターの「地域」オプションは新機能です(例： 米国の全州

やイタリアの全地域）。 

技術的に、どのように地域を検知するのでしょう？ 

システムは、メールメッセージが開封されたある時点での受信者 IPアドレスによってロケーションを学習

し、推測します。IPアドレス作動によって、特定 IPアドレスと地域的位置との相関が確立されます 

より広い地域を定義するための条件 

演算子 OR を利用してより広い地域を定義する事が出来ます(受信者が居るに拘わりません）。例えば、米

国西海岸に在住する顧客をターゲットしたいと仮定しましょう。その場合、新規ジオロケーションフィル
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ター作成には 3つの条件が必要となります： 

1. The recipient is in the United States, in the state California 

2. OR, in the United States, in the state of Oregon 

3. OR, in the United States, in the state of Washington 

設定の仕方をスクリーンショットで以下に表示します。 

 

精度の設定 

ジオロケーションフィルターの精度を 3段階から選択出来ます： 高、中、低 

 高： 選択地域の周辺 IP アドレスは除外（例： 選択地域内部か外部が IP アドレスに判断され

る）。少ない結果数になりますが、より精確です。 

 中： 選択地域の内部にある IPアドレスを含む（地理情報エラーの可能性あり）。 

 低： 選択地域の周辺 IP アドレスを含む（例： 選択地域内部か外部が IP アドレスに判断され

る）。多くの結果数になりますが、精度が低くなります。 
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ジオロケーションフィルターの編集 

既存のジオロケーションフィルターの編集 

フィルターを編集するには、既存のフィルター一覧を探して、アクションメニューから「編集」を選んで

ください。 

 

既存フィルターの編集に使われる画面は、新規フィルター作成のものと同じです。 

既存の条件の編集と削除、新規作成は簡単です。 

既存フィルターの編集は、関連付けられているダイナミックコンテンツとトリガーメッセージに影響しま

す。 

http://help.mailup.com/pages/viewpage.action?pageId=42008650
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デバイスフィルター 

概要と使用方法 

デバイスフィルターは、送信したメッセージを開封する際に使用した端末をベースに受信者をセグメント

し、焦点を当てる機能です。 

 このフィルターは事前設定されており、変更は加えられません。 

 オペレーションシステムと実際の端末（例： iPhone と iPad は同じ iOS というオペレーショ

ンシステムですが、異なる端末種です）のいずれかに焦点を当てます。 

 

フィルター精度  

条件の設定時に精度もセット出来ます。特に、システムが過去 30 日、90 日、365 日を検知して、受信者

がメールの開封に使用した端末を判断する事が出来ます。 

 30日間＝システムは過去 30日間に開封されたメールを計測 

 90日間＝システムは過去 3か月間に開封されたメールを計測 

 365日間＝システムは過去一年間に開封されたメールを計測 

http://help.mailup.com/pages/viewpage.action?pageId=42008638
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条件付きフィルター 

フィルターと条件 

MailUpのフィルターは一つ以上の条件によって受信者データベースを照会する方法です。受信者の検知、

受信者グループの作成、また、ダイナミックコンテンツを追加する条件の設定、自動化メッセージを送信

する受信者を特定するなどの際に使用されます。フィルターは、複数の条件が組み合わせられます。例え

ば、E コマースストアが Magento エクステンションを利用して MailUp アカウント内へ注文データをイ

ンポートしていると仮定するなら、過去 12 か月に 200 ドル以上購入したが、直近 3 か月以上購入してい

ない受信者を探すフィルターが作成出来ます。 

条件の追加と編集 

フィルターには複数の条件を設定できます。条件の組み合わせにはブール演算子である AND と OR のい

ずれかを使用します。 

AND：(および） フィルターの全ての条件は「真」である必要があります 

例 

条件１ オペレータ 条件２ フィルタ結果 

女性 および カリフォルニア州 女性顧客でカリフォルニア州在住 

男性 および Ferrari 男性顧客で好きな車はフェラーリ 

OR（または： 少なくともひとつの条件が「真」である必要があります 

例 

条件１ オペレータ 条件２ フィルタ結果 

カリフォルニア州 または オレゴン州 カリフォルニア州またはオレゴン州に在住の顧客 

ポルシェ または フェラーリ 好みの車がポルシェまたはフェラーリの顧客 

  

注意点 

http://help.mailup.com/pages/viewpage.action?pageId=42008640
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以下の注意点があります： 

 フィルター内の条件を編集、削除するには、各ボタンを使用すると簡単です。 

 違った種類の複数の条件を組み合わせる事が出来ます。例えば、 (A) AND (B) OR (C) なら、A

と Bが真である時または Cが真である時合致するフィルターになります。 

 プロフィールフィルターを使用時に、もし「タイプ」が「テキスト」「整数」OR「小数」で設定

されると、「テスト」には「ヌルである/ではない」及び「空である/ではない」の項目が選択可能

になります。「ヌル」フィールドは今まで値を含まれず、入力履歴がないフィールドです。「空」

フィールドは、今は値がありませんが、過去に値が入力されていた可能性のあるフィールドです。 

 (LIKE) または (NOT LIKE) の使用には検索値にワイルドカードが使用出来ます。 

 

ワイルドカードとは 

ワイルド 

カード 

説明 フィルター結果 

% 一致するストリング

を含む 

Smith% 

上記フィルタを利用する検索では指定の項目に"Smith"が入力され

ている受信者が抽出されます。 

_ 指定のストリング以

外に他の文字が含ま

れている。 

_smith: 

上記フィルタを利用する検索では指定の項目の値の語尾に"smith"

を含む受信者が抽出されます。（例） Blacksmithや Goldsmith 

[ ] [ ]の間の特定文字が

ストリングの前また

は後に含まれる。 

[B-L]and 

上記フィルターを利用する検索では指定の項目の値がBまたはLで

始まり、語尾が andで終える文字を含む顧客が抽出されます。（例：

band または land) 

[BC]an 

上記フィルターを利用する検索では指定の項目の値の語尾が an で

終える文字を含む顧客が抽出されます。 

（例:ban あたは can) 

[^] [^]内の文字また文

字セットをストリン

グの前後に含まな

い。 

Red[^s]%: 

上記フィルターを利用する検索では指定の項目の値が"Red"で始ま

る値の顧客が抽出されます。且つ"Reds"で始まる値を除外する。 
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カテゴリーフィルター 

カテゴリー内での類似のフィルターをグループして、より分類化されて検索しやすくなります。表示、編

集、追加するには、マーケティング+＞フィルター＞カテゴリーを開いてください。 

 

既存カテゴリーをリスト化する為には： 

 新規カテゴリーの追加は「新規」をクリック 

 カテゴリーの編集と削除は「アクション」をクリック 

追加と編集時にカテゴリーにフィルターを設定する事も可能です。 

ダイナミックコンテンツ 

概要 

ダイナミックコンテンツ機能により、受信者のデモグラフィックによりメール内にパーソナル化した項目

を作成する事が出来ます。つまり、様々な受信者へのメール内において、（トップバナーやサイドコラム、

ニュース、画像、RSSフィードなどの）様々な項目の差し込み、メールメッセージ内にダイナミックなコ

ンテンツの追加が可能です。ある条件が合致したコンテンツが追加されて、作成したフィルターがそれら

条件を定義します。 

 

何故ダイナミックコンテンツを使用するのでしょう？ 

http://help.mailup.com/pages/viewpage.action?pageId=42008636
http://help.mailup.com/pages/viewpage.action?pageId=42008708


205 

 

メールを複数バージョン作成する必要なく、異なる項目がある 1件のメールが出来上がります。 

例： 男性と女性ものの靴を販売する Eコマースストアの場合。ストアに登録する各お客様へ、大きな画

像入りのサンキューメール*を送っています。ダイナミックコンテンツとフィルター**を通じて、お客様の

性別により、異なる画像（例：女性用ハイヒール、男性用ブーツ）をそのサンキューメール内へ表示させ

る設定が行えます。 

* 「サンキュー」メールの目的は、誘発メールの設定を自動化出来る事です。誘発メールの詳細はこちら

をご覧ください。 

** フィルターはリスト内にの情報（例：データフィールド）に基づいて受信者をセグメントすることで

す。例えば、受信者の性別が分からないなら、メールで異なる画像を表示させる条件を設定させる性別フ

ィルターは対応出来ません。フィルターには詳細をご覧ください。 

ダイナミックコンテンツのタイプ 

メッセージへダイナミックコンテンツを追加するには、メッセージ＞メール＞ダイナミックコンテンツ、

「新規」を開いてください。 

 

MailUpは 3種類のダイナミックコンテンツに対応しています: 

 RSSフィード 

 ホストされている HTMLブロック 

 ローカル HTMLブロック 

 バーコード 

では詳しく見ていきしょう。 

RSS フィード 

メッセージ内 RSS や ATOM フィードから最新項目をダイナミックで差し込むことが可能です。例えば、

最新のブログや、Eコマースストアの入荷商品などです。 
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「リンクフィールド表示」プレビュー機能を利用して、フィード表示テンプレートに設定したタグによっ

てメッセージをプレビューすることが出来ます。 

 

RSSや ATOMフィードによるダイナミックコンテンツのインスタンスを設定する方法： 

 ダイナミックコンテンツのインスタンスに名前を入れる 

 RSSと ATOMフィードの URLを入力 

 RSS と ATOM フィードから何項目をメッセージに差し込むかを設定します。注意： 項目が多

ければ多い程、メール送信全時間への潜在的インパクトも大きくなります。システムは、各メッ

セージ内へより多くのコンテンツを追加する必要があるからです。 
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 何時間前より古いものは不要とする設定 

 どのダイナミックコンテンツをメッセージに差し込むか指定するフィルター作成 

保存をクリック 

 

フィールド名 使用法 

##TITLE## このマークアップ（目印）は、タイトルのプリントで使用します。ATOM

と RSSのタイトルをタグ 

##PUBDATE## このマークアップは、発行日のプリントで使用します。RSS と ATOM の

pubDateをタグ 

##MEDIACONTENTN##  N は数字です。項目内で定義される N メディアタグを表示します。 (例 

##MEDIACONTENT2## なら、二番目のメディアタグがあるなら、表示

されます.） 

##MEDIACONTENT## 項目内で定義された最初のメディアタグを表示(MEDIACONTENT1 と同

意） 

##LINK##  このマークアップはタイトルのプリントで使用します。RSSと ATOMの

リンクをタグ 

##DESCRIPTION## このマークアップは項目説明のプリント使用します。RSSはdescｒipｔion

をタグ、ATOMは summaryをタグして下さい 

##CONTENTENCODED##  このマークアップは項目コンテンツのプリントで使用しま

す。RSS は contentencoded をタグ、ATOM は content をタ

グして下さい 

  

ホストされている HTML ブロック 

遠隔からホストされたウェブページを見つけるコンテンツをダイナミックに差し入れられます。 
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ダイナミックコンテンツのインスタンスはウェブページ上にホストされた HTML ブロックに基づいて設

定されます： 

 ダイナミックコンテンツのインスタンスに名前を入力 

 ウェブページの URL （例 http://www...) を入力 

 システムは、焦点を絞ったページの<BODY> と</BODY> HTML タグ内にあるコンテンツを自

動的に読み込みます。 

 CSSやその他ページの＜HEAD>セクションにあるコンテンツには対応しません。 

 ページの BODYには如何なる JAVAスクリプトコードもあってはいけません。 

 どのダイナミックコンテンツをメッセージに差し込むか指定するフィルター作成 

 保存をクリック 

ローカルＨＴＭＬブロック  

システムでメールメッセージを作成する時、HTML「ブロック」を作成しています。この機能により、既

存メッセージをローカルで定義された HTMLブロックとして、ダイナミックコンテンツとして、他のメッ

セージ内で利用することが出来ます・ 

言い換えるなら； 

 HTMLエディターを使用するひとつ以上のメッセージを作成しましょう 

 他のメッセージでも利用する為にダイナミックコンテンツとして指定しましょう. 

 

HTMLブロックに基づいたダイナミックコンテンツのインスタンスを設定します： 
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 ダイナミックコンテンツのインスタンスに名前を入力 

 ドロップダウンでメッセージを選択 

 どのダイナミックコンテンツをメッセージに差し込むか指定するフィルター作成 

 保存をクリック 

例： HTML フロックをダイナミックコンテンツとして挿入 

予備段階： メールメッセージのレイアウトを計画しましょう。ダイナミックコンテンツを追加したいメ

ールの項目（複数可）を予約しましょう。このメールを保存します。 

 

ステップ 1： 様々な要素（例； 画像やバナー、サイドバナーなど）を新規メールメッセージ内に作成

します。厳密にいえば、メールエディタ内で作成するのは、HTMLブロックであり、新きメールメッセー

ジではありません、 

ステップ 2： 各 HTMLブロックを新規メールメッセージとして保存します 

ステップ 3： マーケティング+＞ダイナミックコンテンツ＞新規を開きます。読込むダイナミックコンテ

ンツの種類を選択するためにメインタブを開きます。メールメッセージを選び、メールとして保存してあ

る各 HTMLブロックを選択します。このステップを繰り返して、全ての HTMLブロックをシステム内に

追加します。 

ステップ 4： ステップ 3 と同時に、各ダイナミックコンテンツを設定したフィルターと関連付ける必要

があります。 

ステップ 5：  保存メールメッセージを開き、編集をクリックして下さい。 

ステップ 6：  メールエディタにおいて、挿入＞ダイナミックコンテンツをクリックして下さい。 

 

ステップ 7： ステップ 3で作成したダイナミックタグを選択しましょう。例えば、「挿入」女性用靴バナ

ータグをクリックすると、ダイナミックフィールとしてメール内に読み込まれます：  [*Cnt_5_Insert 

female shoes banner*] 

 

ダイナミックコンテンツタグを選ぶ前に、メールの正しい項目にタグを配置したかを必ず確認して下さい。 
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ステップ 8： メールメッセージを保存しましょう。メッセージをプレビューし、ダイナミックコンテン

ツ が 正 し く 表 示 さ れ て い る か を 確 認 し て 下 さ い 。

 

ダイナミックコンテンツのテスト 

ダイナミックコンテンツは 2種類の方法で検証出来ます： 

 メッセージのプレビュー機能（上記）を使用します。 

 テストメッセージを送信： クイック送信機能利用時には、ダイナミックコンテンツをメッセー

ジへ読込めません。（例：「テスト」グループへ）実際にメールを設定する必要があります。 

お好み設定 

概要 

新しいお好み設定は、、受信者がお好み設定の更新やプライバシー設定を行える唯一の l機能です。どのリ

ストを表示するのかを選び、更新などを行います： 受信者は登録の更新、プロフィールの変更、頻度設

定の変更など。 

全メッセージ内に入れるリンクや受信者があなたと連絡を取りたい時のコンタクト方法などを入力します。

プロフィールの更新を推奨して、よりターゲットされたメッセージを送信できるでしょう。 

マーケティング+＞お好み設定で開かれる管理コンソールにおいて、連絡先へ表示する項目を選択出来ま

す： 

 リストの登録と退会 

 送信頻度 

 個人プロフィール 

 追跡管理 

 ソーシャルプロフィール 
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管理ツール 

お客様へ表示するお好み設定の変更が可能なオプションは以下です。 

複数リストとお好み設定 

 

複数リストとお好み設定 

お好み設定内のどのリストを表示するか、非表示にするかはリストレベルで設定します。お好み設定内で

表示すｒリストを設定する際には、MailUp コンソール（作業中のコンソール）内で現在実効化されてい

るリストはデフォルトで利用可能ですが、その他は違います。もしリストが 4 件あったとすると、その 4

件のリスト全てから送信したメッセージを、お好み設定へのリンクを表示したいとします。その場合、

MailUp コンソールのそれぞれのリストから、お好み設定管理ツールへアクセスする必要があります。表

示リストは以下のようになります。 

お客様にどう見せるか 

最 初 の タ ブ で は 、 各 項 目 の 前 に 、 お 客 様 に 見 せ る テ キ ス ト を 閲 覧 出 来 ま す
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お好み設定は異なるエリアに分かれていますので、上記の様に管理者設定から、それぞれをコントロール

することが出来ます。 

 

画面左下にあるボタンをクリックすると、最終結果がプレビュー出来ます。デフォルトのテキストは大変

シンプルです：なので、500文字以内で各セクションを編集する事が出来ます。 

MailUp 管理コンソールにある設定＞アカウント設定＞ルック&フィールで開かれたルック&フィールは、

ヘッダーとフッターを編集する事が可能です。 

登録タブ 

登録タブは、お客様が現在どのリストを登録中であるかを表示する機能です。それら登録内容を変更出来

ます。 

利用可能な機能は…。 

 名前と詳細を表示しましょう。MailUp 管理コンソールで使用される内部用リストの名称と詳細

と異なっても構いません。 

 お客様/受信者が気づかないようなコンテンツを宣伝しましょう
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登録タブの最初のオプションは、「頻度」と「追跡」項目を登録者に表示するか否かの判断です。もしいず

れのチェックボックスにもチェックを入れないなら、これらの項目は表示されないので、其の後のリスト

パーミッションの割り当ても不可能となります。 

パーソナルプロフィールタブ 

このセクションはお好み設定の「プロフィール更新」を入れ込む事が可能になります。
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デフォルトの記入欄は、特に、お好み設定のルック＆フィールに相応しい外観です。ご希望なら、マーケ

ティング+＞プロフィール更新から、他デザインのフォームやデフォルトの編集が行えます。 

お好み設定の他の項目と同様に、この機能を受信者に表示するか否かを選ぶことが可能です。 

データ収集タブ 

この項目は、受信者の追跡を無効化する事が出来るので、彼らのアクティビティは匿名化され、プロフィ

ールとのリンクが出来なくなります。  
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こちらが、受信者が選択できる項目です： 

 追跡を無効化する： リンクをクッリクした受信者のリストにおいて、または、一名の受信者の

データリストにおいては、集約データ内でのクリックと開封の表示が可能ですが、ユニーククリ

ック内では表示出来ません。 

 追跡データのコピーのある自動メッセージを受信する： メッセージは、「メッセージを編集する」

ボタンを使用して、自由に編集できます。中のエクセルファイルは以下の様になります： 

 

頻度タブ 

以下のように、このメニューを受信者に表示できます： 

 受信したいメッセージ数の設定 

 メッセージを受け取らない期間の設定（例：旅行期間中） 

上記オプションは、大会確認の設定時にも適用されます。 
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ソーシャルプロフィールタブ 

最後に、ソーシャルプロフィールを設定出来ます。 

初期リストには、ソーシャルメディアアカウントが含まれませんので、この機能は受信者に表示されませ

ん。もし、お客様にこの機能を見せたいなら、とにかく、設定＞リスト設定＞ソーシャルメディアアカウ

ントから一つ以上のアカウントを追加し、最低一つを選ぶだけです（「表示」）。 

この方法なら、ソーシャルプロフィールは受信者に表示され、例えば、Facebook上で「いいね」やツイッ

ター上のフォロワー、または、Linkdinプロフィール表示がクリックが可能になります。 
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メッセージ内へお好み設定のリンクを追加 

MailUp エディターを使用してメッセージの作成や編集を行うなら、メッセージ＞新規＞「挿入」タブボ

タンを使用してお好み設定リンクを追加出来ます： 
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プロフィール更新フォームの表示 

既存プロフィール更新フォームの表示 

既に作成されたプロフィール更新フォームを表示するには、マーケティング+＞プロフィール更新＞プロフ

ィール更新フォームを開いてください。 

 

ページの表示は： 

フォーム名 

開始日（オプション）と終了日（オプション） 

フォームを一度だけ入力するか否か（一度のみ） 

フォームを利用可能にするか否か 

以下が可能です… 

1. プレビューの表示するためにフォーム名をクリック 

2. フォームを編集、削除またはフォームへのリンクが入った新規メールを作成をするためにはアクショ

ンメニューをクリック 

次は？ 

ひとたびプロフィール更新フォームを作成したら、次は何をしますか？ 

1. 新規メールメッセージを作成して、メッセージエディタツールバーのプロフィール更新フォームを使

用して、フォームのリンクを挿入して下さい 

2. Eメールメッセージを完成させたら保存します 

3. 全過程をシミュレーションするために、テストグループへ送信して下さい 
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4. テストメールを得たら、フォームへ入力して送信しましょう。 

5. フォームを更新した受信者に対応する受信者フィールドも正常に更新されているかを確認しましょ

う 

新規プロフィール更新フォームの追加 

新規プロフィール更新フォームの作成 

プロフィール更新フォームを追加する為には、マーケティング+＞プロフィール更新＞新規を開きましょう。 

フォーム値の設定 

まず初めに、システムが以下のプロパティを設定するよう要求します: 

 名前： フォームの名前を入力： 受信者には表示されません   

 説明： フォームの説明を入力して下さい。受信者には表示されません。内部、管理目的のみで

す 

 実行化： フォームを利用可能にするためにクリックして下さい。テスト時にも実行化が必要で

す。フォームへのパブリックリンクは存在しないので（メールメッセージ内にリンクを追加する

までは）、作業時であっても実行化出来ます。 

 タイプ： フォームがパブリックまたはプライベートを選択。下図をご参照ください 

 一回入力： 同じ受信者が複数回、フォームを更新出来るか否かを設定。基本的な調査ツールと

してプロフィール更新機能を使う場合に便利です。 

 開始日と終了日： 指定した日付範囲だけにフォームが利用できるように決定出来ます。これは、

例えば、もプロフィール更新機能を基本的なイベント登録ツールとして利用すると便利です 

進めるときは保存をクリックして下さい。 
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実際のフォームを作成 

ページを再読み込んで HTML エディタを表示すると、デフォルトの HTMLフォームが表示されます。シ

ステムは、デフォルトで、選択リストで使用された全受信者フィールドとグループを含むフォームを作成

します。フォーム内に読込まれたフィールドは…  

 テキスト入力フィールド。フォームの調整方法のガイドラインに応じて「どのようにフォームを

編集するか」リンクをお使い下さい。 

 フォーム内を右クリックして「行を削除」を選んで、簡単に削除できます 

 フィールドにあらかじめ受信者データベースから現在の値を設定出来ます。例えば、「名前」フィ

ールドなら、フォームがウェブブラウザから移行された時に、保存されている受信者の「名前」

が読込まれています 

 HTMLコードを編集して、フォームで使用するフィールドのタイプを変更出来ます。例えば、ド

ロップダウンのテキストフィールド、チェックボックスのリスト、ラジオボタンのリストを変更

出来ます。もし HTMLの知識が無くても、簡単に行えます。詳細をご参照ください。 

 HTMLコードの編集は、エディターの"<>"アイコンをクリックして下さい。編集モードへ戻る時

は鉛筆アイコンをクリックします。 

 編集が終わったら「保存」をクリックします。. 

下図は、簡単は CSSコードをヘッド部分に追加した例です。 
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受信者へフォームを送信する方法 

フォームは、お客様へ直接送信する事は出来ません。代わりに、メールメッセージの中にリンクを設置し

ます。受信者はそのリンクを開いて、ブラウザで読んでから入力します。 

 メッセージにリンクを入れるときは、エディターのツールバー内のプロフィール更新リンクボタ

ンを開いてください。リンクしたいフォームを選んで、テキストも入力して下さい。 

 リスト内にはアクティブなフォームだけが表示されます。 

 その後は、通常メールの送信方法と同じです。 

パブリック対プライベートフォーム 

フォームがパブリックの時、リンクを受け取った人は、直ちに閲覧され、編集出来ます。When the form is 

public, the person that receives a link to it can immediately view it and edit it. 

フォームがプライベートなら、直ぐには開くことが出来ません。メール箱を確認するように促すメッセー

ジを表示させます。リンクと関連したメールが送信されています。 

プロフィール更新メッセージページ 

機能説明 

メッセージページはプロフィール更新に関連する様々なシナリオの表示です。 

 プロフィール更新フォームが正常に送信された時 

 フォーム提出に問題があった時 
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 プ ラ イ ベ ー ト 設 定 さ れ た た め 、 即 座 に ア ク セ ス で き な い フ ォ ー ム の 時

 

HTML でページを編集するか、または、ページ下部にあるアイコンでコードビューへ切り替えてから

HTMLコードを張り付けてください。 

メッセージは、 [msg]タグを置いた場所にダイナミックに挿入されます。 

ページが準備出来たら、ページの下部にある編集ボタンクリックして下さい。 

ヘッド＆ボディコード 

ページの HTMLにあるヘッド＆ボディたがうへカスタム化コードをページへ追加する為に、ヘッド＆ボデ

ィボタンをクリックしてください。 

例えば、もし以下スクリーンショットのように、ページへカスタム化 CSSスタイルを追加するとします。 
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メッセージの編集 

編集メッセージボタンをクリックして、様々なシナリオにおけるデフォルトメッセージの一覧を表示して

ください。必要に応じて自由に編集してから、変更を保存するページの下部にある保存をクリックします。 

プライベートフォームアクセスメール 

プライベートフォームアクセスメールの送信時 

プライベートフォームアクセスメールを送信するのは以下のタイミングです： 

 プロフィール更新フォームが「プライベート」として設定された 

 ページへのリンクが提供された 

 ページを訪問し、フォームを開くリンクを受信する受信箱を確認するよう促すメッセージを受け

取った 

 フォームは最初のリンクでは訪れることが出来ません。二番目のリンク（実際のフォームへアク

セスできるもの）だけが、最初のリクエストで指定したメールアドレスへ送信されます 

 

ページ訪問者が最初にページへ訪れた時には、以下のようなメッセージが表示されます： 

 

つまり、プライベートフォームアクセスメールは、記入者が本当に指定アカウントへのアクセス権がある

か否かを確認するために送信されるのです。 

プライベートフォームアクセスメールの編集方法 
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マーケティング+メニューからプロフィール更新を選択して、プライベートフォームアクセスメールをクリ

ックする事によってメールメッセージを編集出来ます。メッセージは上述のようなシナリオへ送信されま

す 

 

HTML フォーム作成のコツ 

プロフィール更新フォームの作成と編集時には、この HTML簡易ガイドがお役に立つかもしれません。詳

しい HTMLコード使用法に関しては http://www.w3schools.com/html/をご覧ください。 

 

フォームの要素 例 HTML コード 結果 

テキストフィー

ルドの入力 

 

<input name="campo5" 

type="text" maxlength="100" /> 

ユーザにより入力されたテ

キストは ID campo5 を持

つ受信者フィールドに保存

されます 
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チェックボッ

クス 
 

<input type="checkbox" 

name="campo2" 

value="Action" /> Action 

<input type="checkbox" 

name="campo2" 

value="Adventure" /> 

Adventure 

ユーザが選択したチェ

ックボックスに関連す

る値は、ID campo2 の

受信者フィールドに保

存されます。この時ユ

ーザが両方を選択す

ると、値は "Action, 

Adventure"となります 

ラジオボタン 
 

<input name="campo7" 

type="radio" value="M" 

/> Male <input 

name="campo7" 

type="radio" value="F" 

/> Female 

ユーザが選択したラジ

オボタンに関連する値

は ID campo7.を持を

持つ受信者フィールド

に保存されます。ユー

ザが "Male"を選んだ

場合、値は "M"となり

ます 

ドロップダウ

ン  

<select name="campo9" 

id="campo9"> <option 

value="rrrr">rosa</option

> <option 

value="gggg">giallo</opti

on> </select> 

ユーザが選択したドロ

ップダウンメニューに

関連する値は、ID 

campo9.を持を持つ受

信者フィールドに保存

されます。ユーザが 

"rosa"を選ぶと、保存

された値は,"rrrr"とな

ります。 

リスト 

 

<select name="campo8" 

size="4"> <option 

value="bbbb">bianco</op

tion> <option 

value="vvvv">viola</opti

on> <option 

value="libero">grigio</opt

ion> </select> 

ユーザが選択したリス

ト項目に関連する値

が、 ID campo8 の持

つ受信者フィールドに

保存されます。ユーザ

が"bianco"を選ぶと、

値は "bbbb"となりま

す。 
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複数選択リ

スト 

 

<select name="campo5" 

size="4" 

multiple="multiple"> 

<option 

value="bbbb">bianco</op

tion> <option 

value="vvvv" 

selected="selected">viola

</option> <option 

value="liber">grigio</opti

on> </select> 

ユーザが選択したリス

ト項目（複数）に関連

する値は ID campo5

を持つ受信者フィール

ドに保存されます。ユ

ーザが "bianco" と

"viola"を選ぶと、 

"bbbb,vvvv"が値にな

ります 

グループ name=group チェックボックス、ラジオボ

タン、リストなどを使用出

来ます。例えば、チェック

ボックスなら以下です：  

 

<input type="checkbox" 

name="group" value="10" 

/> Volleyball  

<input type="checkbox" 

name="group" value="11" 

/> Basketball 

<input type="checkbox" 

name="group" value="12" 

/> Tennis 

ユーザはフォーム上

の選択グループに分

類されます。 

 

注： 

コード表を使用して、グループ IDを探してください（常に整数）。 

 フィールドが必要か否かの前に、受信者フィールド値を設定して下さい 

 各受信者フィールドは 100 文字以内です。100 文字までに入力を制限するために、入力フィール

ドの最長属性を利用してください。 

 フィールドを「隠し」（type="hidden")設定すると、フォーム送信において値を非表示で送る事が

出来ます。 

 ダイナミックフィールドを利用したデータベースが存在している値を持つフィールドを事前に入

れることが可能です。例えば、 名前テキストを受信者名を持つフィールドに事前に記入するなら、
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value="[name]"になります。 

 フォームは常に、name="email" と value="[email]"を持つ隠しまたは表示フィールドを含みまし

ょう。そうでないと、エラーメッセージが表示されて、フォームが送れません。 

 受信者フィールドは同一アカウントのリスト全体で共有されることにご注意ください。 

 プロフィール更新フォームを記入した人は全て、自動的に、フォーム名の新規グループに分類さ

れます。この作成を行いたくない場合は、新規フォーム作成時にシステムによってデフォルト作

成される HTMLコードから、以下のコード行を削除しておいてください： 

<input type="hidden" id="apgroup" name="apgroup" value="ID of the new group added 

automatically"> 

トリガー（誘発）メッセージ 

始めに 

MailUp8.5以上の誘発メッセージは、管理コンソールメニューの自動化エリアにあります 

自動化の際、日付やお祝い項目などを、避ける日付や異なるタイムゾーンを含めて、詳しくルールを設定

出来ます。 

 

加えて、実行頻度を 5分単位で設定出来ます（以前は 24時） 

 

一般的に、誘発メッセージは以下の様に使用されます： 

1. 自動的にメールを送信 

2. 自動的にテキストメッセージを送信 

3. 自動的にお客様をセグメントし、グループ間の移動を行う 

マーケティングと顧客サービスの自動化 

誘発メッセージは強力な機能で、新たなメール＆SMSマーケティング戦略を可能にします。設定条件に見

合ったと判断されると、作成メッセージが自動送信されます。例えば、一週間に一度、3 か月以上メール

を開かないユーザを検出し、「再エンゲージメント」メールを送信出来るでしょう。 

以下は、誘発メッセージの使用例です： 
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再エンゲージメントキャンペーン 

E メールマーケティングキャンペーンは、理由が何であれ「鈍くなった」受信者に再びエンゲージしても

らう事が目的であり、益々、良質なメールマーケティング戦略の重要な要素になっています。誘発メッセ

ージは、更に、クリックも開封も行わないお客様に対し、再エンゲージにせよ退会するにせよ自動的に促

すことが可能です。 

登録後マーケティング 

業種を問わず多くのビジネスが、サービス（例： ウェブアプリやオンラインマガジン）に登録したお客

様への自動的フォローアップとして誘発メッセージを利用しています。登録後メッセージは、新規ユーザ

へ登録サービスの長所をアピール、または、ログインしないユーザへ再エンゲージを促すことが可能です。 

購入後マーケティング 

Eコマースストアは、恐らく EコマースシステムとMailUpは統合されているはずですが、ひとつ以上の

受信者フィールドに保存されたデータを使用して、ターゲットキャンペーンを消費者へ促進することが出

来ます。例えば、購入 60 日後のディスカウント、または、年内に 500 ドル以上購入した人への「ありが

とう」クーポンなどです。 

新規トリガーメッセージを追加 
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新規トリガーメッセージを追加するには、マーケティング＋＞自動化＞新規 

下記の作成方法を推奨します： 

1. 新規自動化メッセージを設定 

2. 送信をシミュレート 

3. 自動化メッセージを開始 

 

新規トリガーメッセージの追加は 4部に分かれています。 

 基本情報 

 起動頻度 

 条件 

 アクション 

基本情報 

ページのトップで指定できます： 

 名前：トリガーメッセージの名前 

 説明:使用方法の説明。名前と説明の内容は管理に使用され、受信者へは表示されません。 

 状況:トリガーメッセージの 有効、無効を設定 

 タイムゾーン：トリガーメッセージのタイムゾーンが設定できます。 

 このフィールドのタイムゾーンを使用：プロフィールフィールドにタイムゾーンを設定するとそ

のフィールドのタイムゾーンに指定できます。  

 

起動頻度 

次にトリガーの条件の確認する頻度を設定しましょう。 
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状況確認：指定時間に確認を行う、（例：0:00)または 4時間、8時間、12時間後 

リピート:状況確認を行う頻度を設定。 毎日、毎週、毎月、毎年 

「頻度」とは？ 

頻度はトリガーメッセージが繰り返し実行される間隔です。メッセージが送信される頻度を設定していま

す。また、メッセージが送信されるべきかをシステムが確認する頻度を指定しています。トリガーの条件

が満たされれば、メッセージは送信されます。 条件は「条件」タブで設定いただけます。 

 

ルールでは設定済みの条件の確認やリピートが設定できます: 

 実行期間: メッセージを自動送信する期間の設定が行えます。（例：12月 12日から 25日まで） 

 除外：メッセージの送信を行わない期間や時間帯の設定が行えます。 
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 もしこの処理がスキップされると：ルールが実行されると自動化を行う時期を設定します。 

条件 

条件タブでは自動化メッセージの受信者を指定します。 

 

基本情報 

 簡単な条件は条件タブのオプションから設定いただけます。（例：申し込みから 7日後） 

 条件が複雑であればフィルターの作成が必要です。（申し込みから 7日後、かつサンフランシスコ

在中で女性） 

 

 条件タブで構成可能な条件は： 

 〜が正しいかどうか 

 最も直近のイベントからの日数（例：申込日、グループへの追加、など） 

 受信者が行った直近のアクティブティ 

 プロフィール項目（例：登録日、誕生日、など） 

 プロフィールデータ （正/不正） 

 アクティビティ（正/不正） 

 

システムによる同一メールの配信の可否を選択出来ます： 

 24時間以内に同じメールを送付しない。 

 同一の受信者には一度しか送信しない 

 同一の受信者に複数回送信してもＯＫ 
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このページの下部では、以下の様にトリガーメッセージの制限を細かく設定できます。 

1. グループを一つまたは複数含む 

2. 一つまたは複数のグループを排除する 

 

この機能は”ウォーターフォール”キャンペーンの作成に役だちます。例えば  

 特定のプロフィールを満たした消費者にプロモーションメッセージを送信する（例:30 代から 50

代の女性） 

 プロモーションのグループに含まれている消費者を除き、毎月 15日に送信され、「15日にプロモ

ーションが送信された」グループへコピーする。（アクションタブで設定いただけます） 

 このプロモーションが 2 度同一人物に送信されないように防ぐには、このグループは条件タブで

該当グループとして設定する必要があります。 

  

3. 最後に、「追加フィルターの適用」を利用するとより精密にターゲットを指定することができます。

自動メッセージの設定に他のフィルターを条件として利用することができます。例えば、自動送信に

二つのプロフィールフィルタが必要であれば、「次のプロフィールフィルタが正しい時」で一つ目の

フィルタを指定し、二つ目のフィルタを「追加フィルタの適用」で選択します。 
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アクション 

最後に条件が満たされた時のアクションの設定を行います。下記が選択可能なアクションです： 

1. メールの送信 

2. SMSの送信 

3. 自動で分別 

アクションがメールの送信またはＳＭＳの送信であれば、差出人情報を設定で特定のメッセージが送信で

きます。 

 

「メッセージの送信後」のエリアではメッセージの送信後、受信者を特定のグループへ移動することが可

能です。この機能はマルチメッセージや「ウォーターフォール」キャンペーンに役立ちます。 

「メッセージの送信後」の条件が「何もしない」であれば下記が可能です： 

 受信者をグループに指定 

 受信者を一つのグループから他のグループへ移動 

設定済みのトリガーメッセージを確認 

設定済みのトリガーメッセージを確認するには、マーケティング＋＞自動化を選択。設定済みのトリガー

メッセージが表示されます。 
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Onと Offがトリガーメッセージの有無を示します。 

新規トリガーを設定するには上の「新規」をクリック 

 設定済みのトリガーメッセージを編集 

 今からトリガーを実行した場合のシミュレーション 

 メッセージの統計データを表示 

 削除 

トリガーメッセージのシミュレーショ

ン 

トリガーメッセージのシミュレーションについて 

トリガーメッセージのシミュレーションについて 

MailUp ver8によるトリガーメッセージのシミュレーションが行えるようになりました。 

例えば、直近 12 か月で$1,000 支払ったお客様が 200 人いると知っており、あなたはこのお客様を対象と

したトリガーを作成したとしよう。このトリガーをシミュレートすると 200 名が対象となると仮定できま

す。しかし、結果が 50,000人であれば、トリガーメッセージの設定に問題があります。 
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E コマースとトリガーメッセージ 

上記の例を行うには（購入料金額による、条件指定）E コマースのアプリと連携されていると予想できま

す。MailUpでは多数の Eコマースの連携セットをご用意しております。 

トリガーメッセージのシミュレーション方法 

トリガーメッセージをシミュレートするには、トリガーメッセージのアクションボタン内の「シミュレー

ション」を選択してください。 

 

システムはトリガーの条件を確認し対象者の人数を算出します。 

例えば、「ようこそメッセージ＃１」のトリガーメッセージを実行すると、その瞬間に対象者を選びます。

シミュレーションによると 850 人の対象者が選ばれました。このトリガーを実行すると、850 人にメッセ

ージが送信されます。 

 

この例では 59人の除外された受信者が選ばれています。この 59名はリスト内の受信者ですが、前回のメ

ールで他のトリガーの対象とされた受信者です。（例：このトリガーは毎朝行われる、しかし私は同日の数

時間後にシミュレーションを行った） 
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トリガーメッセージの表示 

トリガーメッセージの統計を表示するには、マーケティング＋＞トリガーメッセージのアクションメニュ

ーの統計を選択してください。 

 

トリガーメッセージのメールまたはＳＭＳの統計データが表示されます。 

 

例：保留中登録者へのフォローアップ 

何故保留中のままの登録者がいるのか？ 

メールマーケティングの鉄則は、ダブルオプトインを登録方法に採用する事です（確認オプトイン、COI）。

その理由は以下です： 

 メッセージを本当に受信したいというアドレスだけをリストに載せる事が出来る唯一の方法だか
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ら： 本人だけが確認出来ます 

 無効なアドレスが増えないようにする最善策だから：間違ったアドレスは決してリストされませ

ん 

 リストにスパムトラップが入りこむ余地がない唯一の方法だから： もしスパムが加えられても、

登録を確認しうることが出来ないので「保留」で残ります 

 しかし、確認を忘れる受信者もいます（または登録確認リクエストを読まない場合もあります）

 

例: 

 メッセージを読まなかった 

 見ただけで終わった 

 大げさなスパムフィルターが、メッセージを迷惑メールへ入れた 

 等です。 

誘発メッセージを使用してオプトイン確認プロセスを効率

化する 

この場合（誰かが登録したいが、何らかの理由で確認意思をもたない）、誘発メッセージは大変有効です。 

受信者へ登録の確認を促す自動フォローアップメッセージが完璧に解決します。事実、フォローアップメ

ッセージを間隔を空けて様々なレベルで送信出来ます。 

フォローアップメッセージの作成 

始めに、保留受信者へリクエスト確認のメッセージを作成します。 

1. メッセージ＞メール＞新規 

2. メッセージ本文へ登録リンクを挿入したメッセージを書きます。リンク用のフレーズ（例「登録の確

認」）を決めてから、リンククリックを「登録」ボタンに作ります。 

3. 詳細ボタンを押してから「リクエストの確認」ボタンをオンします 

4. メッセージを保存 
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メッセージは簡潔にして下さい。コンテンツの為にスパムフィルターに引っかからないかをテストして下

さい。 

メッセージの件名は、分かり易く平易にしてください。例えば、「社名＿＿＿メールアドレスの確認をお忘

れです」などです。 

誘発メッセージの設定 

メッセージが出来たら、Mailupアカウントの設定を行って、受信者が「保留中」になった翌日には自動的

に送信できるようにしましょう。 

マーケティング+＞トリガー＞トリガーメッセージ＞新規を開いてください。 

以下が設定方法です: 

 名前、説明、タイムゾーンなど。ご自分のお好みで設定できます。準備が完了してから実効化し

て下さい。 

 頻度：毎日を設定すると、Mailupが毎日状況を確認して、一日一回実行します。 

 イベント誘発。＿＿から N日後を設定。 

 入力：１なら 1日です 

 ドロップダウンから「メール保留中」を選択 

 アクション：差出人メールと名前を入力して作成したメッセージを送信するよう選択します。 

「シミュレーション機能」を使用して、その時に誘発されたら何が起きるかを想定しましょう。前日、確

認が済んでいなかった受信者が登録した人数を基に計算します。 
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ベストプラクティス 

お薦めする自動化を設定方法は以下です: 

 2通以上のフォローアップメッセージは送信しないでください 

 各メッセージの件名は替えましょう 

 差出人に問題があって到達していないかもしれないので、異なる差出人メールで送りましょう  

ご自分の「シードリスト」をテストしましょう（異なるメールアドレスと異なる ISP）.または、デリバリ

ー+をご購入なら、到達サポート担当までご連絡下さい。 

例： 再エンゲージメント・キャンペー

ンの作成 

休止した登録者を取り戻しましょう 

誘発メッセージの大切な事例としては、休止中登録者の復活キャンペーンというものもあります。 

あなたのメールキャンペーンの ROIと差出人としての長期的評判両方にインパクトを与える、受信者リス

トの総合的エンゲージメントを考えての事です。エンゲージメントレベルが高ければ高い程、良いのです。 

 

 

http://help.mailup.com/display/MUG/How+to+run+a+re-engagement+campaign
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FAQ Marketing + 

連絡先データベースへ情報を追加：自動

プロフィール機能の使用方法 

概要 

自動プロフィール機能を利用して、お客様たちが、個人情報（性別や地理情報など）を追加・更新したり、

より正確にセグメントする為の追加質問へ回答出来るように設定出来ます。目的は、顧客情報の充実であ

り、より相応しいメッセージを送るためです。 

 

自動プロフィール機能は、アカウント内のマーケティング+を有効化する必要があります。詳細は、担当ま

でご連絡下さい。 

自動プロフィールフォームの作成と編集方法 

コンソールにログインして、自動プロフィール＞新規を左ナビゲーションから選択します。フォームへ基

本情報をお願いするページを表示出来ます。 

 名前： フォーム名 

 説明： フォームについての簡単な説明 

 開始日： フォームが作成され、実行される日付 

 終了日： フォームが記入不可になる日付 

 ユニーク記入： チェックを入れると、受信者は一度だけフォームに記入できます 

 有効： チェックしないなら、フォームにはアクセス出来ません 

 タイプ： 「パブリック」は誰でもアクセス出来るという意味です； 「確認付き」とは、メー

ル経由で確認メッセージを受け取って初めてアクセス出来るフォームです。 

 フォームを作成したら、保存をクリックして下さい。 

フォームを作成したら、保存をクリックして下さい。 

http://help.mailup.com/pages/viewpage.action?pageId=31522966
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システムは、メッセージを作成・編集する時の HTMLエディターと同じものを表示しますので、こちらで

フォームの編集も行います。デフォルトでは、システムは全ての個人データフィールドと選択リストに使

用されたグループが含まれるフォームを作成する設定です。 

 フィールドを削除するなら、フォーム内を右クリックし「行を削除」を選んで行を削除出来ます。 

 フィールドラベルを変更するためには、簡単に HTMLエディターに表示されたテキストを編集し

てください。 

 虫眼鏡アイコンをクリックすると、ブラウザ内でお客様へ表示されるのと同じフォームが見られ

ます。 

高度な編集 

HTMLコードの編集によって、フォーム内のフィールドタイプを変更出来ます。例えば、ドロップダウン

内のテキストフィールド、チェックボックスのリスト、ラジオボタンを変更出来ます。これは、意外とカ

ンタンです。エディタ上部にある「フォームの調整方法」をクリックして、実際の方法をご確認ください。 

HTMLコードの編集は、エディタ底部にある「＜＞」アイコンをクリックしてください。編集モードへ戻

る時は鉛筆アイコンをクリックしてください。 

フィールド検証を実行するなら、JAVA スクリプトファイルのリンクへカスタム化ヘッダをクリックして

ください。 

フォームの編集後は「保存」をクリックして下さい。 

フォームの送信方法 

フォームはお客様へは直接送られません。代わって、メッセージ内のフォームのリンクを配置します。メ

ッセージの受信者はブラウザからフォームを閲覧・記入出来ます。 

 メッセージエディタのツールバーにある自動プロフィールリンクボタンをクリックして、リンク

をメッセージ内へ入れます： リンクしたいフォームを選択してからテキストを入力します 

 有効なフォームだけがリスト内に表示されます 

 メッセージの残りの部分は、他のメッセージと同様に、追加したいどんなコンテンツも含みます。 

 メッセージ送信は、他のメッセージと同じです。 

自動プロフィール： データの保存場所 

自動プロフィール機能を使用する時、データは自動プロフィールのある「個人データフィールド」内の連

絡先データベースに保存されます。フォームの情報が受信者によって更新されると、連絡先のデータベー

ス内のプロフィールも更新されます。 
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自動プロフィール内の或るフィールドが、ユーザとひとつ以上のグループの関連付け定義に使用された場

合（フィールド名は「グループ」で、フィールド値はグループ人数）、情報は選択グループのユーザに保存

されます。例えば、フォームの質問は： 「どのスポーツが好きですか？」となり、答えは、管理コンソ

ールで作成されたグループに対応する一連のチェックボックスとなります。ユーザがフォームを更新する

と、チェックのついたグループとの関連事項も連絡先データベースにて更新されます。 

 

その次に、パーソナルデータフィールドに保存されたデータ、または、ひとつ以上のグループに関連した

データに基づいて受信者を分類出来ます。 

 

HTMLタグを使用した自動プロフィールフォームの作成方法は、フォーム作成・編集方法ページの「フォ

ームの編集方法」をクリックして下さい。 

連絡先をより正しくターゲットする高

度フィルターの使用方法 

概要 

 

高度なフィルターは、よりターゲット＆ダイナミックな方法で、問合せ先データベースをセグメントする

事が出来ます。高度なフィルターの処理能力は、お客様のセグメント時と統計の表示時に使用されます。 

 

高度なフィルター機能は、アカウントのマーケティング+を有効化する必要があります。 

 

アクセス出来るフィルターは 3種です： 

個人データフィルター 

これらのフィルターは登録者データベースの保存に使用されます。例えば、18 歳から 25 歳までの男性登

録者グループのフィルターを作成出来ます（連絡先データベースにこの情報を持っていると仮定します）。

各フィルターはデータベースで使用される如何なるフィールドをもベースにすることが出来ますから、大

変高い自由度です。 
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アクティビティフィルター 

行った/行わなかった行動に基づいて登録者をフィルターします。例えば、あるメッセージを開いたか否か、

クリックしたか否か、あるキーワードを含むリンクをクリックしたか否か、または、ある時間枠において

登録したか否かなどです。複数のフィルターを ANDと ORで合わせたり、日付範囲を適用出来ます。 

ジオロケーションフィルター 

ユーザがメッセージを開封した、または、リンクをクリックした時点の IPアドレスに基づいて、システム

はユーザの大体の位置を判断します。ジオロケーションフィルターはユーザが常に、時々、一度だけ特定

場所に居るという情報に基づいてセグメントします。 

 

グループの使用は、フィルターに対応していることにご注意ください。グループとフィルターが同時に使

用されることによりプロフィール化の能力も最大限に発揮されます。また、各フィルターは論理演算子

ANDと ORを利用して、同時に複数の条件を使用出来ます。 

機能の利用方法 

ひと度ひとつ以上のフィルターを作成したなら、管理コンソールの異なる場所においても利用出来ます（通

常、「高度なオプションの表示」ボタンをクリックして利用可能）。その主目的は二つです：  

1. ユーザとグループ間の操作： 欲しい要素を全て持ったグループを作成したり、ある特性を持った受

信者を検索するためにフィルターを使用して、受信者のある特性（個人データ、アクティビティ、位

置情報）をグループ間でコピー/移動することが出来ます。 

受信者をターゲティング：  

メッセージを送信する時に、「フィルターの表示/非表示」をクリックして、特定の受信者を選択出来ます. 

 

フィルターは全て、「フィルター」メニューの 3タイプから選択出来ます：  

個人データフィルター 

左ナビゲーションから。「フィルター」＞個人データを選んでください。ここのフィルターは、受信者デー

タベースに保存されている個人情報、例えば、性別や年齢、町村名、ニュースレター登録時期などです。. 

例えば、日付に関するフィルターをご紹介します。日付を 2011 年 3月 15 日としましょう。 
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 plus [value] days equal to today: ここでは受信者の登録時期をベースに彼らを特定します。例

えば、5 日前に登録した受信者だとします。数字 5 を入力すれば、2011 年 10 月 3 日に登録した

受信者をフィルターします。 

 plus [value] days smaller than today: このフィルターは、例えば、特定日から以前に登録した

全受信者を検索します（つまり、5を入力すると 6日前、7日前…に登録した受信者を返します）。

この場合は、2011年 9月 3日またはそれ以前に登録した加入者を見つけ出します。 

アクティブフィルター 

左ナビゲーションから「フィルター＞アクティビティ」を選択して下さい。このフィルターはメッセージ

を開封、リンクをクリックした等でメッセージを受け取った受信者によるアクションに焦点を充てていま

す。 

アクティビティフィルターの例： 昨年 6月から 12月までに送信された、少なくとも 5通のメッセージを

既読した受信者 

 

ジオグラフィックフィルター 

左ナビゲーションから「フィルター＞ジオグラフィック」を選択して下さい。このフィルターは、メッセ

ージが読まれた時に検知された位置情報（「出生地」などの個人データとは異なります）によって、連絡先

データベースにある位置情報データに焦点を合わせます。これは、メッセージの既読時に検知されたユー

ザの IPアドレスを基にしています。 

 

ジオグラフィックフィルター例： 米国在住受信者＞カリフォルニア 

 

ファイルターが適応される精度を三段階で設定出来ます： 高、中、低 

 

高： 選択地域の周辺からの IP アドレスを除外します（例、選択地域の内部と外部からの IP アドレス）。

結果数は少ないですが、より精確です。 

中： 選択エリアの中央から周辺までの IPアドアレスを含みます（位置情報エラーの可能性有）。 

低： 選択地域周辺の IPアドレスも含みます（例、選択地域の内部と外部からの IPアドレス）。結果数は

多いですが、精度が劣ります。 

「フィルター」とは何ですか？  
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フィルターによって、システム内に保存した複数のデータを使用して連絡先データを分類する事が出来ま

す。 

 

MailUpマーケティング+機能の一つが高度なフィルターです： 高度なフィルター（アクティビティフィ

ルター、個人データフィルター、ジオロケーションフィルター）や自動プロフィール機能、イベントによ

るメッセージ、連絡先情報を保存した追加データフィールド。 

 

フィルターの使用は、グループの使用と対応します。例えば、新グループを作成して、「男性」で「30 歳

以下」で「NY 在住」というフィルターに合致する全受信者を移動させます。その後、そのグループへメ

ッセージを送信しましょう。 

 

更に、ユーザアクティビティによってフィルターを作成出来ます： 例えば、一年前に登録した加入者の

フィルターを作成しましょう。自動的に、ニュースレターの読者へ感謝メッセージを送信出来ます（更に、

ニュースレターへのご意見やコメントを依頼する事も可能）。 
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設定 

管理コンソール内の設定機能は、お好みに合わせてコンソール自体をカスタム化出来ます。 

二つのセクション分類されています： 

リスト設定 

この設定は、例えばご自分がログインした時だけに使用可能なリスト設定といった、特定リストを設定

します。用語集にて定義しましたが、MailUp 管理コンソールのリストは、メッセージや設定、当駅、

フィルター、イベント、グループ、加入者、退会者などの独立したセットです。管理コンソール内にお

いて複数のリストを作成出来ます。 

MailUpコンソール内のリストは、リストのサブセットであるグループとは異なります。 

アカウント設定 

アカウント設定機能は特定のリストではなく、管理コンソールの全体の設定します。または、管理コン

ソール内の日常業務をより簡単にすることが出来ます。 

リスト設定 

リスト設定は、リストのパラメータとオプションのカスタマイズを行います。 

Mailup ロゴのすぐ下、画面左のドロップダウンメニューから、リストを確認する事が出来ます。 

その場合、リスト以外にもユーザがアクセスできる機能があります。以下は、ドロップダウンメニュー

の例です： 
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 調整可能な設定は以下です； 

 Eメールとテキストメッセージ送信 

 登録と退会オプション 

 自動化メッセージ 

 登録フォーム 

 RSSフィード設定 

 ソーシャルチャネル設定 

 その他 

詳細設定 

管理コンソール内のこの機能でリストの主要設定を変更出来ます。  
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プロパティとは 

メッセージのカテゴリーを変更したり、メールアドレスや差出人名、登録や退会などの設定を変更でき

ます。 

ヘッダ 

メールメッセージのヘッダをカスタマイズします 

フッタ 

メールメッセージをカスタマイズしてMailup ロゴの削除を行えます。 

RSS 

RSS/Atom形式の外部コンテンツをメッセージ内に入れ込みます。  

 プロパティ 

カスタマイズを行うための５領域に分かれています。 
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カテゴライズ 

システムによって同業他社が当システムをどのよう様に使用しているかの比較することも出来ます。以

下のフィールドを正しく入力して下さい： 

メッセージタイプ： リストからメッセージタイプを選択して下さい：ニュースレター、ダイレクトマ

ーケティング、トランザクショナルメッセージ（アラート、リマインド、通知） 

受信者： ビジネスまたは消費者を選択 

業種： ご自分の企業種をドロップダウンから選択して下さい 

差出人 

ここで変更できるパラメータは以下です： 

 メール差出人名： メッセージを送信する人や団体。社名で結構です。 

 "FROM" メール： メッセージを送るメールアドレス。分かり易いアドレスにしましょう（ウェ

ブサイトドメインなど） 

 ヘッダ送信者： メッセージを送信したいアドレスがあれば入力してください 

 返信先： もしニュースレターで返信をお願いする場合は、差出アドレスとは異なるアドレスへ

送信してもらいたい場合もあるでしょう。返信用アドレスをこちらへ入力して下さい。空白にす

るなら、差出人アドレスが使用されます。 

 SMS 差出人名： SMSを送る人または団体。会社名で良いでしょう。 

登録 

管理コンソールが自動化するメッセージの設定です： 

 メール登録確認メッセージ： 受信者が登録を確認する度にシステムがメッセージを送信します。

通知＞ウェルカムメールから、内蔵エディターで変更します。 

 最新のメッセージを新規登録者へ送信 

 SMS 登録確認メッセージ： 受信者が登録を確認する度にシステムがメッセージを送信します。

通知＞ウェルカム SMSから、差出人番号や本文を変更します。 

 登録確認リクエストメッセージ： 新規受信者へ登録意思の確認を送信するメッセージ 

最新ニュースレターを新規登録者へ送信 
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最新ニュースレターを新規登録者へ自動送信する機能です。二つの利点があります： 

 新規登録者が最新メールを確実に受け取れます。 

 追加的に開封とクリックが高まるので、メールマーケティングのキャンペーンがより成功したこ

とになります。 

メッセージ選択設定 

自動的に送信メッセージで選択するには、以下の設定を行ってください： 

1. 最近 N日に送信したメッセージだけ 

2. ％受信者以上へ送信したメッセージだけ 

3. 指定タグが入っているメッセージだけ 

もし、新規登録者へ最新メールを間に合わせて送りたいなら、メッセージの表示ボタンによりシステム

が「最近のニュースレター」を表示する事が出来ます。 

 

条件： 

 この機能を実効化するためには、３セクションの設定が少なくとも必要です。 

 メッセージは最低 10件以上の受信者へ送信されることが必要です（SMSは含みません）。 

 一通以上の送信メッセージに使用されているタグでなければ選択出来ません。 

 もし複数のメッセージが条件にあった場合、最も新しいものが表示されます。 
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退会 

以下の方法から退会方法を選択出来ます： 

 ワンクリック退会： 受信者はワンクリックで即座に退会が出来ます。 

 メッセージに退会リンクを入れたかを確認して下さい。各メッセージのフッタへ挿入

するのが最善方法です（設定＞リスト設定＞詳細設定＞フッタ）。 

 退会リンクへ即座に退会となる事を明白にしましょう。お客様の作業はこれ以上あり

ません（退会意思の確認はありません）。 

 オプション付き退会確認： 受信者には、退会ではなく、詳細を変更するページが表示されます。

例えば、個人/会社アドレスへの変更や受信メッセージ数の変更などを選択できるように出来ます。

必ず退会リンクも挿入してください。各メッセージのフッタへ挿入するのが最善方法です（設定

＞リスト設定＞詳細設定＞フッタ）。 

 リスト詳細設定で退会確認： 受信者は現在登録しているリストが表示されるページを閲覧し、

解約したいメッセージだけを選択出来ます。必ず退会リンクを挿入して下さい。各メッセージの

フッタへ挿入するのが最善方法です（設定＞リスト設定＞詳細設定＞フッタ）。 

下図は一例です（ヘッダとフッタはカスタマイズ可能です）； 

 



252 

 

 

 退会確認： 受信者が退会したい時、詳細設定の確認するページが表示されます。メッセージ内

で間違ったリンクを開いてしまうかの確認をするわけでなく、テキストを表示する事が出来ます。 

 必ず退会リンクも挿入してください。各メッセージのフッタへ挿入するのが最善方法

です（設定＞リスト設定＞詳細設定＞フッタ）。 

 退会リンクをクリックすると、ページが表示されて、画面右にある「更新」ボタンを

クリックします。ページには、退会プロセスが完了するにはクリックするようコメン

トを入れてください。例えば、「解約する意思を確認する為にこちらをクリックして

下さい。」 

 解約リンクになる言葉をハイライトして、HTML エディタツールバーの UNS ボタ

ンをクリックして下さい（上記メッセージだったら、「こちらをクリック」部分）。 

 お客様がそのリンクをクリックすると退会です。 

詳細設定 
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3種類の機能があります； 

一般オプション 

 ホスト登録フォームの有効化： レディーメイド（カスタマイズ可）の登録フォームの使用 

 表示名： メールのヘッダ部分の「宛名」に表示する名前を設定します。ドロップダウンから３

個人データフィールドまで選べます。 

 受信者をリストした時にはヘッディング表： 

メールオプション 

 メールサイズ警告： システム警告以外にもメッセージサイズを制限設定できます 

 ウェブライブラリーの実行化： オンにすると、ウェブライブラリーが可能になるので、どのメ

ールを公開するかを選択できます。 

 トラッキング： システムのメッセージ追跡を可能にします。トラッキングがオンになっている

かを、追跡したい場合は必ず確認してください。 

 リンクトラッキングパラメータ： Mailup から送信する各メッセージの全てのリンクにトラッ

キングパラメータを入れてください。例えば、この機能は、Google Analyticsがあなたのメール

キャンペーンからウェブページへの訪問を検知する為に必要なパラメータを追加します。これら

リンクを追加するので、こちらでも「ジェネティック・パラメータ」としてソース（例 GAニュ

ースレターなら"utm_source"）、メディア（GAメールなら"utm_medium"）をキャンペーンの特

定パラメータでないものを入力する必要があります。その後も、メッセージを追加や編集した場

合は（GA7 月プロモーションなら"utm_campaign"）、メッセージレベルで追加パラメータを追

加して下さい。 

 

トラッキングコード（コンバージョンラボ）： Mailup は Trackset's ConversionLabウェブ分

析システムと統合しています。弊社コンソールから、直接、ConversionLabキャンペーンを作成

できます。 ConversionLab "設定" から、統合に必要なトラッキングコードを入手出来ます。 

http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&answer=1033863
http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&answer=1033863
http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&answer=1033863
http://www.trackset.com/
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 コンテンツタイプ： HYML でメッセージを作成するか、テキスト形式にするかを選択します。

開封やクリックは、テキスト形式では行えません。 

 複数パートオプション： テキスト形式のメッセージを、HTMLに対応しないシステムで表示し

たり、デフォルトでテキスト形式を設定している受信者向けに作成します。ボックスにチェック

を入れてください。 

 退会確認メッセージ： ユーザが退会をするたびに、システムは確認メッセージを送信して、解

約が終了したことを通知します。  

 エンベロップ差出人（リターンパス）： バウンスされたアドレスを受け取るメールアドレス 

SMS オプション 

デフォルト国コード： システムが使用する国コード 

SMS の送信時間指定： 受信者のプライバシーを考慮し、システムが SMS を送信させない時間を設定

することが出来ます。 「編集」をクリックして機能を有効化し、設定します：毎日、特定の日、開始と

終了時間、再送など 

ヘッダ 

エディターでヘッダをカスタマイズし、自動的にメッセージに追加出来ます。新しい HTMLエディタは、

MSオフィスにあるような「リボン」インターフェースを導入しました。 

メッセージのウェブ版へのリンクを常に含ませてください。これより、表示問題からメッセージを読め

ない受信者をなくすことが出来ます。「挿入」タブの「ウェブ版」ボタンでリンクを入れます。ヘッダに

はデフォルトでリンク版が入っています。 
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フッタ 

メッセージフッタの編集 

Mailup はシステムから自動でフッタをメッセージに追加します。フッタをカスタム化するのはエディ

ターを利用してください。 

HTMLエディターはMS Officeにあるような「リボン」インターフェースを導入しています。 
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フッタの編集は 2種類あります。 

 上部は自由にカスタマイズ出来ます（カスタマイズ可フッタ） 

 フッタをカスタマイズするためには、「ロゴ無しオプション」を購入している必要があります。

そうでない場合は「Mailup で送信されたメッセージです」がメッセージに追加されます、 

 

全てのMailup を外す場合は（ホワイトレーベル）としてアカウントを変更します。  

常に解約リンクを入れてください 

メッセージには退会リンクを必ず入れてください。受信者がいつでも解約できるようにして、リンクが

無いことによりスパムとして苦情されることを防ぎましょう。「挿入」タブより「解約リンク」ボタンを

使用してリンクを加えてください。デフォルトのフッタには既に含まれています。 

RSS 

RSS フィードについて 

 

RSSフィードは、ウェブからコンテンツを取込んで、自動的に最新のコンテンツをニュースレターに追

加させる機能です。 

RSSフィードを利用してコンテンツを取込むと良いケースは以下です： 

http://help.mailup.com/display/MUG/RSS
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 最新のブログのダイジェストを作成：ブログ読者は毎日あなたのブログへ訪れているわけではな

いので、週や月間のサマリーが喜ばれるかもしれません。 

 最新ニュースのリスト： RSSフィード多種からピックアップした。業界ニュースを集める事も

出来ます 

 Eコマースなら、ヘビーユーザへ新商品の紹介が出来ます 

 同様に、ベストセラー商品を販促 

 等 

新規 RSS フィードの追加 

MailUpでは、情報を取出す RSSフィードを、まずシステムに伝える必要があります。リスト詳細設定

から入ります。 

 

RSSフィードは、ドロップダウンメニューから追加します。  

画面右の「アクション」ボタンで作成や編集、削除が出来ます。 

 

関連機能 
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ページの下にあるリンクから、直接、新規メッセージを作成するページへ行けます。その他のリンクは、

テンプレート（テンプレートをカスタマイズ、または新規作成）です。 

タグ 

新規メール/ SMS  

新しいメッセージに「タグ」を入れてラベル化する事が出来ます。例えば、「2013キャンペーン」や「ク

ライアント番号１２３」などです。その後、タグでラベルしたメッセージを検索する時カンタンです。

一つのメッセージに複数のタグが可能です。 

 

メールメッセージ検索 

タグは、特定タグと時間軸でメッセージを狭めて検索する時に便利です。例えば、2013年 1月と「クラ

イアント 123」でタグされた検索で全メッセージを検索できます。 



259 

 

 

アクティブフィルター 

タグ機能は、一連の送信において、特定受信者アクティビティをピンポイントでフィルターさせる機能

です。例えば、「キャンペーン 2013」でタグされたメッセージをクリックしなかった受信者を知りたい、

そして特別提供を送信したい時などです。これがわずか数クリックで可能です。 
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差出人名とメール 

差出人メール 

差出人メールの設定と編集は、設定＞リスト設定＞詳細設定を開いて、「差出人タブ」うぃクリックして

下さい（下図参照）。 

 

このセクションで編集できるのは： 

メール差出人名： メッセージを送信する人または団体。会社名で良いです。 

送信元： メッセージを送信したメールアドレス。分かり易いアドレス（例；ウェブサイトドメイン； 

example@yourcompany.com） 

ヘッダ差出人： メッセージの送信に表示したいアドレスがある場合 

返信メール： 受信者からの返信を希望し、ニュースレターのアドレスと異なるアドレスを送信したい

かもしれません。返信用のアドレスを個々に入力して下さい：有効なアドレスである必要があります。

もし空欄なら、送信元が使用されます。 

 

 

非アクティブ受信者の管理 

非アクティブ受信者の管理 

経年、メールリストの受信者は非アクティブになっていきます。例えば、もはや開封のクリックもしな

くなった受信者です。 

メーリングサイズをきれいにすると（やや短くする）、エンゲージメントメトリクスが向上する場合もあ

mailto:example@yourcompany.com
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ります。 

 

これら非アクティブな受信者の管理ツールは二つです： 

 再エンゲージメントキャンペーンを作成して、メーリングリスト内の非アクティブ受信者を取

り戻しましょう。詳しくは詳細ページをご覧ください。 

 非アクティブ受信者管理項目を設定します（下記参照） 

 

非アクティブ受信者管理機能 

非アクティブ受信者管理セクションで、上記の再エンゲージメントキャンペーンでは反応しなかった受

信者をエンゲージさせない事が出来ます。 

エンゲージさせない（更には退会させる）ことの利点は、これら非アクティブ受信者をメールリストか

ら消して、エンゲージメントメトリクスを向上させることが出来る事です： これは到達率に大変な効

果を与え、メッセージがジャンクボックスに投げ込まれる可能性を狭める事が出来るでしょう。 
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３オプションあります： 

1. この機能を不可にし続ける。推奨しません。非アクティブ受信者を管理しましょう。 

2. 再エンゲージメントを促す（駄目なら最後は解約）。推奨します。 

3. すぐさま退会させる 

再エンゲージを促す（駄目なら最後は解約） 

この機能は、自動的に非アクティブ受信者へメールを送信します。もし、再エンゲージメントキャンペ

ーンを行うなら、これは「究極メール」として、促したいこの受信者たちへ送る最後のメールになるで

しょう。登録を続けるのか退会するのかを促す、アクションしやすい呼びかけである必要があります。 

 

典型的には、契約者の再エンゲージメントは 3-5％の増加になります。低いパーセンテージであるのは、

既に非アクティブオーディエンスだからなのです。 

 

メールメッセージの調整は、「編集」か「プレビュー」をクリックして下さい。 

 

受信者のエンゲージメントをもっと正確に追跡するのなら、非アクティブ受信者へのメールにはウェブ

リンク（例コールトゥアクション）や画像が入っている必要があります： 

 メール内リンクで、クリック数とその人数をトラック出来ます 

 メール内でダウンロードされた画像は、開封率を正確に計測（「画像のダウンロードはここをク

リック」）させます 

即座に解約 

長期にわたって非アクティブだった受信者を解約する機能です。再エンゲージメントキャンペーンと協

調してもしなくても使用出来ます。 

再エンゲージメントキャンペーン 

長いこと非アクティブな受信者へ対し、何が出来るでしょうか？ある期間非アクティブだった後には再

エンゲージメントを試してみましょう。これが再エンゲージメントキャンペーンです。 
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再エンゲージメントキャンペーンの進

め方 

受信者エンゲージメントの重要性 

典型的には、メーリングリストの 50％以上は非アクティブです。非アクティブとは、開封やクリックを

3か月以上行わなかった受信者の事です。 

 

MailUp では、この数字がリスト内のグレー領域においてすぐに分かります。統計＞メール＞分析とベ

ンチマークを開いてください（下記参照）。 

 

何故これが重要なのでしょう？近年ますます、メールアカウントサービスプロバイダ（Google, Yahoo!, 

AOL, ）は、メッセージを受信箱まで運ぶか否かを、「受信者エンゲージメント」によって根幹的判断し

ています。受信者は開封しているのか、クリックしているのか？頻度は？ 

 

非アクティブ受信者の割合が高ければ高い程、エンゲージメントレベルが低いことになり、経年的には、

メッセージがジャンクホルダに入れられる可能性が高くなるでしょう。 

 

簡単な例があります。メールを開封した 1万 5千受信者がいたとしましょう。メールは 10万件送ってい

ます。つまり、開封率は約 15％になります。今、3万人が非アクティブとします。90日以上、開封もク
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リックも行っていません。もし、彼らへのメールを止めれば、開封率は即座に 21.4％まで上がるのです。

「エンゲージメント」は 43%増加です。 

 

これは、大変重要な点であり、膨大な資料が手に入るはずです。 

 

明らかに、二つ相反点があります： 

1. 受信者リストを減らしたくない 

2. ジャンクホルダに放り込まれまれない 

 

じゃあどうするの？答えは、出来限り多くの「非アクティブ」受信者に再エンゲージメントを促すので

す。それでも再エンゲージメントしてくれなかった場合、送信メッセージを減らすため、最後は解約さ

せましょう。 

 

このガイドでは、上記をMailUpでどのように行うかをご説明します。. 

ステップ１： アクティブフィルター使用して非アクティブ受

信者を見つける 

マーケティング+＞フィルター＞アクティビティを開いて、 最近 N日間開封、クリックを行わなかった

受信者を探すためにアクティブフィルターを作成します。Nはメール送信頻度によって異なります。 

 メール頻度が高い（週一回）時、Nは 90が良いでしょう（例受信者が 90日間開封もクリック

も行わない） 
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 頻度が低いなら（月一回）、より高い値（例 180日）が適しているかもしれません。

 

 AND 演算子を使用して、二つの条件を合わせる事も出来ます。 

更に新しいフィルターを作成して、受信者が非アクティブである日数より増やした時間を追加しましょ

う。 

 最初のフィルターが 90なら、次は 105（更に非アクティブ 2週間） 

 最初のフィルターが 180なら、次は 210（更に非アクティブ一か月） 

 

この二番目のフィルターは再エンゲージメントキャンペーンの二回目のメッセージにすることも出来ま

す。 

 

二つのフィルターを作り上げたら、「再エンゲージメント」カテゴリを割当てましょう。「アクティビテ

ィフィルター」のリストを確認して下さい。 
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以下のフィルターも可能です； 

1. リスト内受信者をいつでも見つける 

2. マニュアル送信を選んだとき：「受信者の選択」ページ（送信設定ページ）を使用してフィルタ

ーを選択 

3. 誘発メッセージを使用して自動化キャンペーンを選んだとき 

実際にメッセージを送信する前に、しかし、ちょっと考えて、どんな種類のメッセージを送る事が、本

当に非アクティブ受信者の再エンゲージメントになるかを考えてください。 

ステップ 2：再エンゲージメントメールキャンペーンを企画す

る 

キャンペーンゴールは、非アクティブ受信者を取り戻すことです。効果的に取り戻せるメールとは： 

 ソーシャルメディアで私たちと繋がり参加 

 複数メールリストや異なるメールリストに登録 

 一回きりのプロモーション（くじ）、セール、割引 

 マーケティング素材（ホワイトペーパー）、ウェビナーに登録 

 

メールの目的は、やむを得ない理由により、受信者がどうしてもメーリングリストで「登録」とし続け

るものでなければなりません。 

 

 タイミングと時間は任意です。コツとしては以下です： 

 再エンゲージを促す 2件のメッセージと解約を通知する最終メッセージを送信しましょう 

 メッセージの送信間隔はかなり近しくします：通常のメール頻度によって異なります 

 送信頻度が高いなら、連続メッセージもあり得ます（2週間間隔） 

 送信頻度が低いなら、両メール間は少し開けても構いません 

 最後のメールは、解約されたことを通知します。このメッセージにも、再登録のオプションを

入れてください。そうでないと、完全に切れてしまいます。 



267 

 

さあ、どんなコンテンツにするかを考えていきましょう。 

 

初回再エンゲージメントメッセージ： その方法 

初回再エンゲージメントメッセージは、受信者との関係を復活させるものでなくてはいけません。しば

しば「取り戻す」キャンペーント呼ばれています。 

 

例えば以下です。. 

 

第二回再エンゲージメントメッセージ：見逃せないのは？ 

第二回メッセージは、もう一度受信者へ良いコンテンツ、お買い得、ニュースなどを送信する必要があ

ります。そして反応がそれでもないようだったら、メール送信をストップさせます。 

 

第三回再エンゲージメントメッセージ： お別れは残念ですが！ 

第三回再エンゲージメントメール（例究極メール）は、実際には、解約の通知です。しかし、もう一度

登録してもらうチャンスを提供する最後のチャンスでもあるのです！ 

 

MailUpでは、設定＞リスト設定＞通知で見つけることが出来ます。 
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ステップ 3 キャンペーンの実行 

MailUp は再エンゲージメントキャンペーンを簡単に行えるように整えています。 

 

最初の二つのメッセージを送信するには： 

 メッセージを手動で選んで、「受信者の選択」から非アクティブ受信者を見つける為にフィルタ

ーを使用します。 

 自動でトリガーメッセージを使用する 

一番良い方法は、誘発メッセージを使用してキャンペーンを自動で行う事です。つまり。受信者が非ア

クティブになるたびに何度でも再エンゲージメントメッセージを送るのです。 

その方法 

1. 新しい誘発メッセージを作成 

2. 分かり易い名前を付ける（再エンゲージメント| Message 1など） 

3. 毎日送信を設定し、エベントトリガーは初回アクティビティフィルターをする（ここでは、過去 180

日間クリックや開封 ZERO） 

4. アクションタブから、この初回再エンゲージメントメッセージを選択して、差出人と送信元アドレ

ス、その他を入力して誘発メッセージを保存 

5. シミュレーション機能を使って、この誘発メッセージが何件の受信者へ正しく実行できるか確認 

6. 全部よければ、これを有効化 

7. 同じステップを第二回誘発メッセージにも行います。アクティビティフィルターもメッセージも第

二回のものにしてください 

 

第三回メッセージの送信（解約） 
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三回目のメッセージは自動的に登録ステータスを変更させるトリガーとなります。その為に、MailUp で

は、設定＞リスト設定＞詳細設定ページの「非アクティブ」受信者を使用します。詳細をご参照くださ

い。これは、徐々に再エンゲージメントされなかった受信者のリストを減らしていく大切な機能です 

 

第三回メッセージは、始めの二回と連動していなければなりません。つまり、始めの二回より早くに送

信されることがないようにお気を付けください。  

送信頻度を減らす 

再エンゲージメントキャンペーンを実行中の時、「通常の」キャンペーンを非アクティブ受信者（再エン

ゲージメントと同じ受信者）へ送信する頻度を減らしたいと思うでしょう。これは非アクティブ読者が

スキップされるので、エンゲージメントの平均値にも良い影響を与えることになります。 

 

 手動で、非アクティブユーザーのグループをアクティビティフィルターで作成し、メーリング

から除外 

 「詳細設定センター」を実効化して、アクティブ受信者が（スローになって非アクティブにな

る前に）自分でメール頻度を減らせるように設定する事も可能 

 

ステップ 4 再エンゲージメントキャンペーンの検証 

効果はあったでしょうか？再エンゲージメントに非アクティブ受信者をさせることは、簡単なことでは

ありません。一般には、5-15% の受信者がメーリングリストに残ってくれるようです。 

このトピックについては、数多くの分析が行われています。最新のコンテンツを検索してみてください 

通知 

このセクションは、通知メッセージの実効化、無効化、調整を行うところです。例えば、ニュースレタ

ーの登録に関連するアクションをした受信者へメールを送信する時などです。 

確認リクエスト 
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「確認リクエスト」は、自動メール送信で、リストの登録の確認が必要な保留中受信者が対象です。「登

録確認リクエストメッセージ」とも言います。 

「確認オプトイン」の必要性 

新しい登録者候補へ登録の意思を確認することはメールマーケティングの鉄則です。これはダブルオプ

トインまたは確認オプトインと呼ばれています。無効なメールアドレスやスパムトラップが登録者リス

トデータベースに入り込むことを避ける唯一の方法でもあります。メッセージを読みたいと思う実際の

人間だけが、確認リンクをクリックするからです。 

 

 

プロパティ 

この自動通知では以下のプロパティ設定が必要です： 

 件名： メッセージの件名を入力して下さい。「会社名 I月刊ニュースレターの登録確認」など 

 差出人名： メッセージを送信する人や団体。社名で良いです 

 差出メール： 送信元メール（メッセージを送信するアドレス）。分かり易いアドレスにしまし

ょう（ウェブサイトのドメインなど） 
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 登録確認リンク： 登録確認リンクがメッセージ本体にあるようにします。メッセージエディ

タツールバーにおいてテキストをハイライトして、「登録」アイコンをクリックして作成出来ま

す。 

上図では、実際には、メッセージには二つの登録リンクがあります。一つ目は「登録」リンクを「ここ

をクリック」に追加。二つ目は「登録」リンクコード自体を作成します（メッセージが送信されるとダ

イナミックにユニークリンクになります）。 

この方法は、メールクライアントが HTMLに対応していない時（レアケース）のためです。受信者によ

って、リンクがブラウザのアドレスフィールドにコピー&ペーストされるためです。 

簡潔性 

メッセージの要点が簡潔であるようにしてください。受信者がニュースレターやその他コミュニケーシ

ョンを購読するための登録リンクをクリックする必要がある事を理解してもらいましょう。 

ウェルカム E メール 

ウェルカムメールの実効化と編集 

この機能は新しく登録した受信者へ「ウェルカムメール」を送る/送らないの設定をします。 

 デフォルトは「オフ」です。右の「オン」ボタンで機能を有効化します。エディタをしようし

てメッセージを編集します。 

 登録が確認されたら即時にメールは送信されます
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ウェルカムメールと登録確認オプトインの方法 

ウェルカムメールは保留中登録者が登録を確認する時だけに送ります。つまり、確認オプトイン（ダブ

ルオプトイン）が使用されるのです。 

 登録が依頼される 

 そのメールアドレスへ登録確認リクエストメッセージを送信 

 受信者は登録を確認 

 ウェルカムメールを即時送信（設定オンの時） 

 

さて、もしシステム内、登録フォームビルダーの登録フォームを使用して受信者を追加しているなら、 

 デフォルトのダブルオプト登録方法を使用しましょう 

 これが推奨する方法です 

 「オフ」に設定しないでください。 

シングルオプトインを使用する場合も考えられますが、その場合は、ウェルカムメールは送る事が出来

ません。 

退会メール 

重要： この機能はスパム通報の可能性や受信者が本当に退会したいのかの混乱を招く可能性がありま

す。  

この機能は、自動メッセージを退会希望受信者へ、登録者リストから正しく削除されたことを送信しま

す。件名を変更したり、エディターで本文を編集する事も出来ます。 

この機能はデフォルトではありません。リスト設定＞詳細設定＞高度なオプションまたは、ページ下の

関連リンクを使用して下さい。 
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画面右端において、「ダイナミックフィールド」ボタンがあります。メッセージテキストに挿入出来るダ

イナミックフィールドをリストしているので、各フィールドにデフォルト値を設定出来ます。例えば、

「名前」のデフォルト値は「お客様」： もしダイナミックフィールドを使用したら、データベース内に

あるアドレスと関連する情報を持っていない受信者でさえもこの値が表示されます。 

ランディングページ 

ランディングページは登録と退会受信者に関わる全ての頁を扱います。2種に分かれます： 

メッセージページ 

登録や退会プロセスに関する全ての自動メッセージを確認し、編集します。 

退会確認 

退会意思のある受信者へ送るメッセージを編集します 

メッセージページ 

このページは、システムが自動で送る登録と退会プロセスに関連するメッセージのテンプレートです。 
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 デフォルトページを使用または、: 

 作成したウェブページへリダイレクト 

もし前者を選んだら、エディターがこのページをカスタム化したり、異なるメッセージのテキスト編集

もします。「メッセージの編集」をクリックして、異なる状況（登録完了、エラーなど）に関連するメッ

セージを開いて編集します。. 

 

もしウェブページへリダイレクトするなら、オプションを選択して各メッセージに対応する URLを挿入

してください。 
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退会確認 

退会にダブルオプトアウト（確認オプトアウト）を選んだ場合、オプトアウトページでカスタマイズ出

来ます（詳細設定＞プロパティ＞退会）。 

ページをカスタマイズして退会リンクが作動するように設定してください。 

 

リスト作成ツール 

設定＞リスト設定のりスト作成ツールタブは大変便利な機能です： 

 ドラッグアンドドロップフォームビルダー（中央） 

 登録ボタンツール（左） 

 PadiActと統合したメールサインアップのポップアップ（右） 

http://help.mailup.com/display/MUG/List+building+tools
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以下が可能になりました； 

 ホストされた登録フォームへのリンクボタンの簡単作成 

 自由でドラッグドロップのフォームビルダーによる編集可能な登録フォームの作成 

 PadiActサービスとの統合の利用 

編集可能なフォームを作成します 

登録フォームの作成方法は 2種類です：  

 「新規フォームの追加」をクリックして、ドラッグ＆ドロップ登録フォームビルダで作成（推奨） 

 WYSIWYGエディタで作成してから、HTMLエディタで編集します。 

 

ドラッグ&ドロップフォームビルダの使用 

E メール登録フォームビルダは全く新しい、大変カンタンな方法でサインアップフォームが作成出来ま

す。事実、HTML知識を必要としないでドラッグ&ドロップ経由で登録フォームが作れます。  
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このツールの使い方は以下です： 

 フォームに名前と説明を入れましょう 

 フォームの一部として要素をドラッグ&ドロップ 

 各要素の設定を完成 

 スタイルを選択 

 プレビューを確認 

 保存  

コードを入手してウェブサイトへコピー&ペーストする、または、Mailup がホストするバージョンを使

用してご希望場所にリンクして下さい。 

....以下がプレビューです。 



278 

 

 

フォームビルダで作成されるフォームは全てHTML5形式です。MailUpがホストするバージョンなら、

カスタム CSSを挿入出来るので、レスポンシブ（携帯端末に最適化）です。もしコードを自分でホスト

する場合は、あなたのウェブサイトの CSSを引き継ぎます。 

他の機能 

1. 訪問者リストを素早く検索し、選択出来るようになりました。また、必要に応じて名前を変える

事も出来ます（MailUp でのリスト名はフォームで表示するテキストラベルと別にする）。 

2. グループフォーム要素で使うグループの検索と選択も素早く行えます。また、必要に応じて名前

を変える事も出来ます（MailUp でのリスト名はフォームで表示するテキストラベルと別にす

る）。 

3. システムは、フォームから要素を削除する前に確認するようになりました。 
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4. プライバシーチェックボックスを追加しましょう（下図：編集可能です）。リンクを編集して、

プライバシーポリシーの URLを設置しましょう。 

  

5. ドロップダウンオプションにある入力値をカスマイズする特別シンタックスを使用しましょう。

下記が一例です； 

6. ドロップダウンメニューのロックミュージックが表示されています。しかし、MailUp では、受

信者フィールドにはヘビーメタルが最初に記録されています。順番は、テキストよりも簡単に管

理できるのです。シンタックスは： ヘビーメタル|| 1 、|| は特別文字です。 

7. フォームの順序の変更方法は、ドラッグ&ドロップするだけで変更出来ます。  

8. 「隠れグループ機能」は、もし登録者が何処から来たのかを追跡したい時に有効な機能です。例

えば、「ウェブサイド」をいう名前のグループがあったら、その登録者達はウェブサイトから来

たという事が分かります。隠れグループは、フォームには表示されることはありません。
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HTML でフォームを作成 

このページから、登録フォームを作成し、以下の様に HTMLを編集出来ます。 

 

登録ボタンの作成 

登録ボタンツールは、ウェブサイトに載せる簡単な登録ボタンです。4ステップで作成可能です。 

1. スタイルの選択 

2. プレビューの確認 

3. ボタンをリンクするフォームを選択 

4. コード入手してサイトに貼る 
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登録フォーム 

リスト作成ツールと呼ばれる新しいタブは設定＞リスト設定にあります。登録フォームで、ウェブサイ

トにあるニュースレターに登録する登録者も追加出来ます。登録フォームはウェブサイトのページに追

加出来ます。ドメインコンソールと接続して、ユーザがニュースレターの登録をすれば、自動でMailUp 

システムに登録者として追加されます。登録フォームは標準のままでも、カスタマイズでも使用できま

す。 

作成済みフォーム 

直ぐに使用できるフォーム 

自分で作成 

フォームをカスタム化してウェブサイトの仕様に合わせる事も出来ます 

クイックフォーム 

簡単な登録フォームを自動作成 
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Facebook 登録フォーム 

ご自分の Facebookページにニュースレターの登録フォームを読み込みます 

ソーシャルメディアアカウント 

このメニューは、Facebookと Twitter、LinkedIn接続する設定です。「アカウント設定」で表示されま

す。 

各リストはソーシャルネットワークアカウントを持っていなければなりません。もし異なる管理者が異

なるリストを管理するなら、各管理者はそれぞれ自分のリストでアカウントを管理する必要があります。 

Facebook 

「アカウントの設定」ページでは、3つのソーシャルメディアがMailIUpで使用できるよう設定出来ま

す。"Facebook"をクリックしましょう。 

「Facebookアカウントの追加」をクリックすると、まだログインしていないなら、以下のような画面が

開かれます： 

 

希望するアカウント（ページまたはプロフィール）を使用して Facebook へログインしたら： 

「Facebookアカウントの追加」をクリックして下さい 

システムが必要とするパーミッションが表示されているはずです。どのオプションも削除することなく

そのまま「許可」を押してください。 

さて、MailUp 管理コンソールに戻って、「アカウントの設定」ページが各ソーシャルネットワークタブ

内の設定されたアカウントリストを表示します。Facebookのページとプロフィールは複数管理出来ます。 
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Twitter 

「アカウントの設定」内の「Twitter」タブをクリックして「Twitterアカウントの追加」を開きます。 

接続したいアカウントにログインすると、ブラウザの新しい画面がアプリの認証を求めてくるので、「ア

プリの認証」を押します。 

MailUp コンソールは複数の Twitterプロフィールを管理出来ます。 

さて、MailUp 管理コンソールに戻って、「アカウントの設定」ページが各ソーシャルネットワークタブ

内の設定されたアカウントリストを表示します。Facebookのページとプロフィールは複数管理出来ます。 

LinkedIn 

「アカウントの設定」内「LinkedIn」タブから「LinkedInアカウント追加」を開きます。 

接続したいアカウントにログインすると、ブラウザの新しい画面がアプリの認証を求めてくるので、「ア

プリの認証」を押します。 

現況、LinkedIn の API は制限があるので、会社ページには投稿できません。個人プロフィールをお使

い下さい。 

さて、MailUp 管理コンソールに戻って、「アカウントの設定」ページが各ソーシャルネットワークタブ

内の設定されたアカウントリストを表示します。Facebookのページとプロフィールは複数管理出来ます。 

リスト評判 

到達率とリスト評判 

メッセージの出来映えを別にして、メールの品質は到達率次第です。到達率は、迷惑メールでなく受信

箱に無事に届いたメッセージの割合です（正しく送信＝送信引くバウンス）。 

到達率は、メッセージの中味や送信インフラの評判、差出人の評判などさまざまな要素が影響します。

差出人の評判は検証し、管理し向上させることが出来るのです。「評判指数」を使用します。 

評判はどのように検証するのか？ 

評判指数は、Microsoft, Yahoo や Googleなど主要プロバイダから伝えられる開封率やクリック率など複

数の要素を考慮した内部専用のアルゴリズムです。これは、連夜 1000以上の受信者のメールを計測して
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います。 

ホームページ＞リストから「最近の送信」セクションをスクロールして下さい。値は百分率です。 

悪い評判は差出人へどのように影響する？ 

評判は、ダイレクトに受信率（迷惑メールではなく、受信箱に到達したメッセージ）を左右します。メ

ッセージの品質に関係なくユーザのコンソールからのメッセージ全てに影響します。悪い評判とスパム

対策ブロックとの直接関係はありませんが、しかし、評判が良ければ、迷惑メールとされることはあり

得ません。 

評判を良く保つことが第一の主眼ですが、同じように、品質の高いメッセージを作成する事も大切です。

例えば、メッセージは HTMLエラーやリンク違いを避ける必要があります。 

メッセージ送信の際には、「チェックアップ機能」にあるスパムチェックの仕様を推奨しています。 

リスト+ 

概要 

革新的な機能、リスト+はMailUp システムを使用して他のプログラム（Outlook, Gmail, Yahoo!など）

から簡単に、複数の受信者へメールを送信する機能です。配布リストという古い観点から離れ、この新

しいメールアドレスの活用法を行ってください。 

 リスト全てにメッセージの送信 

 リスト内のグループへメッセージを送信 

 メッセージをMailUp システムへ送って保存 

 MailUp でヘッダやフッタ、ダイナミックコンテンツを追加した後、メッセージをMailUp へ送

信してレビュー 

 差出人名とメール： 自分のメールプログラムで作成した差出人を自動的に、MailUp のリスト

に更新出来ます 

 ヘッダとフッタ： リスト用のヘッダとフッタが設定されていたら、メッセージに自動的に入り

ます 

 ダイナミックタグ： 例えば受信者の名前をMailUp に追加出来ます 

 ダイナミックコンテンツ： タグがあれば、メッセージへダイナミックコンテンツを追加出来ま

す 

http://help.mailup.com/pages/viewpage.action?pageId=16416996
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 到達率と統計： MailUp コンソールからの送信時と同じようにメッセージをトラッキング出来

ます 

 （MailUp にログインしていません）。  

 

ユースケースは無限です： 

 社内グループを簡単に作成してメッセージを送信 

 お気に入りのメールクライアントから顧客へパーソナルなメールを送信。 

 マーケティングチームへ面白い記事を転送 

 セールスチームへ素早く報告 

 リセラーへ価格情報を送信 

リスト+の使用 

アクティベーション 

設定＞リスト設定＞リスト+を選択して下さい。以下の機能が可能になります： 

差出人の認証 

リスト+を使用する際には、認証差出人からメッセージへ送信するために、まずアドレスを追加する必要

があります。 

新しい差出人を追加するボタンをクリックして、認証するアドレスを登録して下さい。 

認証された差出人とメッセージの差出人 

ここで認証する差出人は、実際のメッセージの差出人ではありません。メッセージの差出人は、リスト

においてデフォルトで「メール送信」「送信名」で設定します。 

同じアドレスでも構いませんが、新しいリスト+のアドレスを認証したほうが良いでしょう。何故なら、

アプリからメッセージを送信するので、差出人として使うメールと、認証用は異なる方が良いのです。 

システムは送信に認証を必要とする機能をオフする事も出来ますが、絶対にお止めください。潜在的に、

非認証の受信者へ大量に送信する可能性があるからです。例えば、リスト+送信で使用した PCがウィル

ス感染する可能性が出てしまします。 

リスト+送信の仕組み 

リスト+は実に簡単です。MaiUp管理コンソールにログインして、設定＞リスト設定＞リスト+を選んで
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ください。 

 

さまざまに使用するリスト+メールアドレスと新しいメールを作るシンタックスを表示します。リスト全

体へ、グループへなどメッセージを送信出来ます。詳細は以下です。 

リスト全体へ送信するなら、アドレスは即時に表示されます：コピー&ペーストをご自分のメールプロ

グラムへ行ってください。 

 

リスト内のグループへ送信するなら、テキストエディタ（ノートパッド）へアドレスをコピー&ペース

トして下さい。「メッセージの送信」にあるシンタックスに従ってグループは編集出来ます。 

次は、リスト+アドレスを自分のメールくらいあんとの連絡先へ保存します。暗記するす必要はありませ

ん。分かり易い名前をつけて、MailUp システムに戻らなくても次回すぐにわかるようにしましょう。 

他メールアドレス同様、宛先にアドレスを記入 

メールを送信後、送信認証リクエストを受信します。以下を含みます（下図参照） 

 送信メッセージの件名 

 受信者数 

 リストの ID 

送信確認後、メッセージはキューされ、5分以内に送信されます。 
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注： 

メッセージをリスト+アドレスへ送信する場合、他のメールアドレスを宛先フィールドに追加出来ます。

リスト+のアドレスを最初に記入されていないと、MailUp はリクエストを処理出来ません。 

キューに既にメッセージがあった場合、リスト+メッセージは順番待ちします。 

全リストへメッセージを送信 

MailUp にログインして設定＞リスト設定＞リスト+を選択します。 

ページのトップに選択したリストのリスト+アドレスが表示されますから、メールクライアントへコピー

&ペーストしてから、メッセージをリストへ送ってください。 

 

アドレスは以下の様になります： 

list(list_ID).c(console_ID).(security_code)@2many.it 

注意： 

各MailUp アカウントは異なる onsole_ID 

 console_ID の各リストは異なる ID 

security_code もユニークに変更します。更に、「セキュリティコードの変更」をクリックして、90日毎

の更新をお薦めしています。 

グループ（複数可）へメッセージを送信 

MailUp コンソールへログインしてから、設定>リスト設定＞リスト+を選んでください。 

サンプルのリスト+アドレスが表示される領域を拡張します。例として、グループ ID1 へ送信するリス

ト+アドレスが表示されます。テキストエディタでコピー&ペーストしてメールしたいグループの ID に

変更してください。 

以下のような構造です： 

g(group_ID).list(list_ID).c(console_ID).(security_code)@2many.it 

もし 3グループへ送信するなら以下のようです： 

g(group_ID).g(group_ID).g(group_ID).list(list_ID).c(console_ID).(security_code)@2

many.it 
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グループ IDは「受信者」メニューのグループリストまたは設定＞アカウント設定＞開発者ページにある

「コード表」でも検索できます。 

テストメッセージを送信 

以下の様に、テストメッセージを認証差出人送信して、メッセージをプレビューしましょう。 

 test.list(list_ID).c(console_ID).(security_code)@2many.it 

MailUp へメッセージを保存 

MailUp コンソールへメッセージを保存出来ます。他で作成したメッセージの場合に便利です： 

save.list(list_ID).c(console_ID).(security_code)@2many.it 

設定＞リスト設定からリスト+を開き、リストを探してアドレスを見つけましょう。 

メッセージを送信していないなら、リストに送ったメッセージは、メッセージ＞メール＞保存に保存さ

れています。 

もしメッセージを一から作る場合は、 

 お気に入りのメールエディタで作成 

 上記リスト+アドレスでMailUp アカウントへ送信 

既に HTMLメッセージがあるなら： 

以下の様にブラウザで HTMLメッセージを表示します 

 Select all (CTRL+A) 

 Copy (CTRL+C) 

 メールエディタの新しい空欄メッセージへペースト 

 上記リスト+アドレスを使って MailUp アカウントへ送信 

警告センター 

警告センターは、イベントが起きた時に自動的に通知メッセージを、無制限に、設定リストへ送信する

ための設定を行います。 
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管理コンソールは、コンソール管理者へ警告を送信するように設定します（例 退会通知メッセージ） 

 

警告は以下の場合が考えられます 

 登録/ 退会 

 SMTP+ 

 リスト+ 

 バウン 

 

各通知はカスタマイズ出来るので、例えば、誰へ何時送信するかを決めてください。他の通知、ｈｔｔ

ｐコールや他の外部アプリから、はウェブフックで送信されます。 

警告 

警告の有効化無効化 

差出人 

警告が送られる差出人を特定  
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警告の設定 

警告センター 

設定＞リスト設定＞警告センターから、左ナビゲーションで警告センターが開きます。 

様々な警告が設定出来ます。 

警告のタイプ 

退会通知 

「オン」ボタンを押して退会通知メッセージが有効化します。毎受信者の退会に際し、希望のアドレス

まで通知が送信されます。 

通知の種類については、管理者連絡先詳細にて編集出来ます。 

 

SMTP+ 通知 

これは SMTP+の機能に属します。 

 

通知は追加、無効化や削除が可能です。通知はメールで希望の頻度で送られます。複数の通知も可能で
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す。 

 

以下は通知の種類です： 

 アカウントブロック： 管理者コンソールがブロックされた時の通知 

 配達時間が制限オーバー： ユーザが送信する時間制限を超える時間がかかっている時（容量を増

やす必要があったり、時間内メッセージ数を増やす必要があるかもしれません） 

 差出人ドメイン： 設定ドメインが、差出人アドレスと合致しない時 

 システムエラー： 管理コンソール内でエラーが起きた時 

 受信者オプトアウトの警告： ユーザの退会時 

 バウンスメール： 受信者アドレスが到達しなかった時。リストをクリーンに保ち、不正アドレス

を発見できます。この通知は、独立したタブで、無効化出来ません。 

バウンスメール通知の頻度は、SMTP+に使用に応じて設定すると良いでしょう。 

SMTP+を使ってパーソナル（Outlook）やトランザクショナル（E コマース関連）メッセージを送るな

ら、「必要なだけ」と「差出人へ通知」を値に入れてください。エラーへの対応のタイミングの為です。 

急いでいないメッセージ（ブログの RSS）を大量に送信する時は、「月間」頻度にしましょう。一つのメ

ッセージでの全バウンスメールがリストされます。 

SMTP+通知の設定 
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通知の設定には、以下のパラメータが必要です。 

 タイプ 

 件名 

 通知頻度 

 テキスト（通知内に表示） 

 ユーザ（通知の受取人） 

差出人通知設定 

このページは、名前やメールアドレスなど通知に表示される差出人の設定を行います。設定後は「保存」

を押してください 
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アカウント設定 

概要 

 

アカウント設定は、特定リストではなく全体の管理コンソールに関連する設定、または、管理コンソー

ル内での日常業務を簡単します。 

カスタム化ドメインの使用（第三層または C-name） 

何故カスタムドメインを使用するのでしょう？ 

C-NAME の使用、または、システムによるカスタム化ドメインを使用出来ます（例 

news.yourCompany.com or updates.myBusiness.com)。主な理由は以下です： 
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 ホワイトレーベルやMailUpシステムを独自で使用したい代理店 

 送信者ドメインと画像や追跡リンクで使用されるドメイン間において、付加的アライメントを作

成したいと思うMailUpユーザ 

MailUp アカウントへの影響 

カスタムドメインは以下で使用されます： 

 メッセージ内の全リンク（追跡リンクがカスタムドメインを使用） 

 メッセージのウェブ版 URL 

 システムに使用されたウェブページの URL（例： 登録確認のランディングページ） 

 管理者コンソールのログインページ 

 つまり、システムに使用される全リンクが自由に変更できます。 

設定方法 

以下が各ステップです： 

1. 新しい C-NAME を作成： C-Name を作成する方法は、ご自分のドメインを登録した会社へお

問い合わせください 

2. 指定先：  c.mailup.com （上に同じ)  

3. 弊社システムへ C-NAMEを指定すると、通常、正常に変更されるまでに 24から 48時間まで所

要します。 

4. アカウントと C=NAMEの関連付けについては、サポートチケットをお使いの上MailUpチーム

までお尋ねください。 

追加料金 

この機能には「ロゴなし」追加料金が必要となります： もし契約機能にｋのオプションが含まれてい

ないからは別途お買い求めください： http://www.mailup.com/pay-per-speed-email-marketing.htm 

リスト 
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リストは、契約者や設定、メッセージ、統計から完全に独立しているので、様々なメール送信を管理（例： 

クライアントやニュースレター、複数言語）する事が可能です。何時でも、管理コンソール左にあるド

ロップダウンメニューから、リストを表示出来ます。進行中のリストの表示は、管理コンソールの左に

あるドロップダウンメニューです。MailUp 内に一件しかない場合は、ドロップダウンメニューは表示

されません。 

管理コンソールのこのセクションは既存リストの表示と調整のほかに、新規リストも作成出来ます。 

機能は２種類あります； 

: 

リスト 

既存リストの表示、調整、削除 
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新規 

新規リストの作成（上記画像にある「新規」タブを参照） 

グローバル検索 

このページから、登録状況（登録、退会、保留）に拘わらず、ユーザを検索する事が出来ます。E メー

ルアドレスまたは携帯電話番号も検索出来ます。  

見つかったなら、「アクション」ボタンをクリックして詳細を表示出来ます（例 ユーザ登録状況）： 
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「編集」で開いたページでは、ユーザデータを更新する事が出来ます： 

タブ「受信者フィールド」には全ユーザの個人データがあります： 

 

「受信者ステータスの設定」タブはユーザステータスをドロップダウンメニューで変更出来ます。次に、

「保存」（例 登録から退会へ）をクリックして下さい； 
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最後のタブは「受信者をグループへ分ける」です。ユーザが現在属しているグループが表示されるので、

グループ名を確認して追加や変更し、「保存」をクリックして下さい。 

 

受信者の詳細に加えて、ユーザー行動を表示出来ます： 特定ユーザに関する統計やクリック詳細。そ

の機能を選択してデータを表示して下さい。 

マイアカウント 

このページは、アカウントの個人設定の変更に使用されます： 

アカウント詳細： 

ここで変更出来ないのは、唯一、ユーザ名（システムによって割り当てられている）です。 
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パラメータ： 

 ユーザ名に対応した Eメールアドレス 

 パスワード 

 メモ 

こちらで編集し、「保存」ボタンで保存します。「メモ」フィールドは、内部使用のためです。記入され

たものは全て受信者には表示されません。 

通知連絡先: 

ここにリストされた連絡先は、部門（例 管理部門、技術部門）を表示するので、常に情報を更新する

よう気をつけてください。「アクション」ボタンを使用して連絡先を削除する、または、情報を更新して

下さい。アクション＞連絡先の編集をクリックして、この人物をテストメールを受信するテストグルー

プに追加する事が出来ます。 

「違反&プライバシー」連絡先の Eメールアドレスは、クレーム者の連絡先です。  

ユーザパーミッション 

概要 

MailUp は複数の管理者に対応しています。つまり、同時に複数の MailUp 管理コンソールにログイン

が可能という事です。リストと機能へのアクセス権は、各管理者へ制限出来ます。 

これは、特に、E メールマーケティングをチームで行う際や、代理店が一つの MailUp アカウントで複

数のクライアントのそれぞれの管理者を扱う際に便利です。 

これは有料オプションです。MailUp アカウントに新管理者を追加する分に対し僅かながら課金させて

いただきます。 

新規ユーザの注文 

最初に、アカウントへの新管理者の追加人数を注文して下さい 

 https://www.mailup.com/login からログインして下さい 
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 MailUp 管理コンソールではなく、アカウント管理エリアへログインされます： アカウント管

理エリアはアカウントの確認と編集が出来る場所です。 

 もし複数のMailUpアカウントがあれば、新規管理者を追加したいアカウントをドロップダウン

から選択して下さい。 

追加オプションエリアにおいて、追加管理者の隣のボタンをクリックします。 

新規ユーザの作成と設定 

これでMailUpアカウントに複数の新管理者を追加出来るようになりました。新規ユーザーを作成して、

それぞれがMailUpコンソールで何を出来るかの権限を設定します： 

 アクセス出来るリスト 

 利用できる機能 

 左側ナビゲーションでは、設定＞アカウント設定＞ユーザ権限 

読込んだページは、既存管理者のリストです。「新規追加」リンクをクリックして、ユーザを追加します。 

 

リストアクセスの管理 

リストを選ぶと、ドロップダウンの下においてリストに関連付けられたユーザだけが表示されます。「ア

クション」ボタンをクリックすると、3つのオプションが表示されます： 
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 リストアクセスの設定： そのユーザがアクセスできるリストから選択して、「保存」をクリッ

ク 

1. パスワード： 各ユーザへパスワードを設定し、「保存」をクリックします。各管理者は自分の

パスワードを、アカウントの設定＞マイアカウントから変更出来ます。 

 権限の設定： 全てのチャネルと機能のリストが表示されます。そのユーザが利用可能になる機

能にチェックを入れてください。 

新ユーザを追加できませんか？ 

もしアカウント内に新規ユーザを追加出来ない時は、恐らく、アカウント内のユーザー総数が制限一杯

になっているはずです。詳しくは、MailUpアカウントからお問い合わせください。 

権限の設定 

各管理者アカウントへ各レベルの権限を設定出来るので、特定の機能だけ利用可能になります。

以下は、システム内において、あなたが供与したり制限したり出来る様々なエリアの説明です。 

 ナビゲーション内の停止： このチェックボックスがチェックされている時、管理者はシステム

にアクセス出来ません 

 チャネル： このグループの項目は、様々なチャネル（Eメール、SMS、ソーシャル、SMTP+）

からメッセージを送信するためのメニューと対応しています。ボックスが選ばれると、そのユー

ザーはメニューと機能にアクセス出来ます。利用不可のチャネルがある国もある事にご注意下さ

い。 
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 標準機能： ナビゲーション項目に対応するグループ内の項目。ボックスが選ばれれば、ユ

ーザはナビゲーションとその機能にアクセス出来ます。 

統計： 送信されたメッセージ（クリック、開封、返信など）に関する全てのデータへのアクセスを含み

ます。キャンペーン結果から情報を引き出せるマーケティングツールへのアクセスも含みます。 

受信者： 連絡先データベースの管理を参照します： インポート、エクスポート、連絡先管理 

グループ： グループの作成と調整を参照します。グループ管理にアクセス出来ると、特定のグループに

属する全ての登録者を選んでから削除する事が出来るので、連絡先データベースから一度に、複数のユー

ザを削除する事が出来ます。 

テンプレート： E メールメッセージ用テンプレートを作成と調整するツールを含む 

リスト設定： リスト設定へのアクセス権を供与 

アカウント設定： アカウント設定を可能にします 

管理者の管理： ユーザーが他の管理者を作成・編集（リストアクセス、機能権限）する事を可能にしま

す 

SMTP+ユーザー管理の実行： ユーザーが SMTP+を作成し編集できるようにします。SMTP+は、内臓

された SMTP 中継システムです。 

他の機能 

バウンス管理の実行： メニュー「統計と受信者」の「バウンスの表示」ページを利用可能にします。バ

ウンスされた Eメールの管理をします。 

受信者プロフィール編集の実行： 受信者の個人情報の確認と調整 

メールチェックアップ機能の実行： メールメッセージで起こりがちな HTMLエラーやダイナミックフィ

ールドの問題を確認可能にします。 

ダイナミックフィールド利用の実行：  "Hi [FirstName]"といったパーソナル化されコンテンツをダイナ

ミックにメッセージへ入れ込む受信者フィールドを利用可能にします。 

評判グラフの実行： ホームページ上に、最新ニュースレターの評判をグラフ表示します。評判とは、ニ

ュースレターの優良度の統計的指標のまとめです。受信者のレスポンシブ度や解約、バウンスなど幾つか

の要因を熟慮します。 

送信メッセージ数の編集を実行： MailUp は、他システムで送信したメッセージについても、追跡エン

ジンとして利用出来ます。その場合、正確で累積的統計を表示する為に、送信総数を手動で挿入する事が

出来ます。 

新規送信へクローンするメッセージを実行： 同一メッセージを複数回送信する際に、それぞれの統計を

集めたい時に便利です。この機能を利用しないと、もし同一メッセージを 5 回送信し、統計が 5 送信分の

合計結果を表示したとすると、それぞれのパフォーマンスを辿る事は出来ないからです。複数送信の累積

データは、「累積レポート機能」で後日表示されます。 
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ウェブフックの利用： ウェブフックの利用は、設定＞アカウント設定＞開発者ページ＞ウェブフックで

利用可能になります。 

メッセージタグ入れの実行： 検索、集計、フィルターの為にタグを追加する事が出来ます 

ウェルカムメッセージの表示をリセット： ウェルカムページ（MailUp の使用法の基本情報）を強制表

示します 

更新ページの表示をリセット： 通常、更新後に最初のログイン時出る最近の MailUp リリースでの変更

点を説明するページの強制表示。 

リスト+機能の実行： リスト+は、MailUpシステムを活用して複数の受信者へどのプログラム（Outlook, 

Gmail, Yahoo! Maiなど）からも送信できるメールを作成する機能です。 

ドラッグ＆ドロップエディタ（BEE)を実行： ドラッグ＆ドロップエディタを利用して、メールメッセー

ジを作成可能にします。 

ランディングページの利用： メッセージ＞SMS＞ランディングページから、スマホ最適化された SMS

ランディングページを作成する事が可能になります。 

特別制限 

特別制限は通常、リセラーの共有するアカウントコンソールに適用します。システムのユーザー同士（リ

セラーのクライアント達）が影響し合わないためです。 

 メール送信不可： ユーザーがそのアカウントからメールを送信出来なくします 

 詳細な統計情報（開封・クリックした受信者）へのアクセス不可： ユーザーをメッセージが開

封・クリックされたアドレスのリストを閲覧することを禁止します。累積データだけが表示され

ます。 

 インポート機能へのアクセス不可： インポートページを非表示にすると、ユーザーが新受信者

をインポートできません。 

 メッセージのスケジュール不可： 「送信状況・停止」ページから停止ボタンを非表示にし、ス

ケジュール送信機能を不能にします。この機能は、ユーザーが送信キューを止めて、他のユーザ

ーが送信を完了しにくくするのを防ぎます。 

 送信メッセージ詳細のアクセス不可： ニュースレターの「送信状況・停止」ページにある件名

とソースリスト非表示にします。ユーザがアクセス出来ないリストに関連づけされた項目がある

からです。これは、共有されたコンソールがあり、複数の管理者が、それぞれが何を送信してい

るのか分からない時に便利な機能です、 

 マーケティング+機能のアクセス不可： フィルターメニュー、イベントベースのメッセージメ

ニュー、自動プロフィールメニューを選択し、非表示にします。しかし、他のページの同機能ま

ではブロックしません（例えば、ユーザーは登録者リストページ、ニュースレター送信ページを

フィルター可能です。または、自動プロフィール欄リンクを含めることも出来ます。） 
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 SMS 送信不可： ショートテキストメッセージを送信出来なく設定します。 

 編集ボタン不可： 画像・文書マネージャの挿入。ユーザーがメッセージの作成の際に、画像や

ファイルをアカウント内で起動させないように設定します。 

 メールメッセージ作成と編集不可： 新規メールメッセージの作成を不可、または、既存の修正

を不可にします。これは、メッセージの作成と送信の管理を分けたい時に便利です。 

 機密データ（E メール、名前、苗字、電話番号）の表示不可： 受信者の機密データをユーザか

ら隠します。 

 「メール送信停止」ボタン不可： 「送信状況・停止」ページから停止ボタンを非表示にします。

この機能は、ユーザーがキュー送信を停止して他のユーザの送信完了に影響を与えることを防ぐ

ものです。 

 ソーシャルメッセージ投稿不可： MailUpのソーシャルチャネルを利用したmessageの投稿を

不能にします。 

 SMS 送信レポートにおける電話番号の表示不可： チェックを入れると、電話番号が SMS統計

レポート内で非表示になります。 

 エクスポート機能へのアクセス不可： ユーザの受信者データベースのエクスポートを不能にし

ます。 

 プラグインページのアクセス不可： 設定＞アカウント設定＞開発者用ページ＞統合にある統合

ページへのアクセスを削除します。 

 メッセージの即時送信を不可： チェックを入れると、ユーザーはメッセージを即時に送信でき

ません。 

送信 

 キュー送信へのアクセス実行： ステータスページを閲覧し、既存送信キューを調整して送信を

停止出来ます。 

 リターンパス編集実行： このオプションは現在停止中です 

添付 

 メールメッセージへの添付実行： メールメッセージを追加・編集時に添付を追加する事が出来

ます。 

 添付画像の埋込実行： メッセージ内に添付画像を埋め込むことを可能にします。 

代理店設定 
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これらのオプションはプライベートレーベル機能をご購入いただくと利用出来ます。 

 管理コンソールのホワイトラベル実行： メッセージメニュー内にある「コンソールのカスタム

ロゴ」ページを利用可能にします。システムのプライベートレーベルを含むコンソールの要素を

変更する事が出来ます。 

 カスタム化したヘッダと免責事項の使用を実行： メールのヘッダ要素を変更すると、弊社シス

テムに拘わる免責の言及も不要です。 

マーケティング+ 

 フィルターの実行： 新規フィルターの作成を可能にします。更に、個人データフィールドを 40

以上に増加させることが出来ます。各コンソールはテストと評価の目的で使用するカスタム化フ

ィルタを一つずつ持っています。 

 プロフィール更新の実行： 新規自動プロフィールフォームを作成し、リンクをフォームに挿入

させるニュースレターエディタ内にあるツールを利用可能にします。 

 自動化の実行： この便利な機能を作成し、設定する事が出来ます 

拡張機能：  

統計拡張機能： オプションは使用出来ません 

リストアクセス制限をユーザに設定する方法 

もし一つ以上のリストアクセス制限させるサブユーザを設定するなら： 

 追加した管理者がアクセスできるリストだけにチェックを入れる 

 

以下の権限を設定： 

 標準機能にあるユーザ権限管理のチェックを外すと、ユーザはユーザ権限を編集できません 

 「送信ステータスの表示/ 停止/ 送信」のチェックを外すと、ユーザは共有する送信キューへのアク

セスが出来ません 

 

代理店またはリセラーの方は、リセラークイックスタートガイドをご覧ください。 
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管理担当者 

ここで言う担当者は、その業務の連絡先（例： 管理、テクニカル）です。連絡先情報が常に最新であ

るようお願いいたします。連絡担当者の削除や情報の更新は「アクション」ボタンを使用して下さい。

「アクション」＞連絡先の編集をクリックするなら、テストメール送信用のテストグループへの追加も

可能です。 

目的別にリストされた様々連絡担当者を所有出来ます。  

 テクニカル担当者： メンテナンスの案内などテクニカル事項 

 セールス： セールスや課金事項 

 管理： 法務事項（例：MailUpの利用規約に違反した可能性のあるアカウント） 

 違反： MailUp 違反デスクに直接的申請された迷惑メールの通知。これが受信者にも情報が行くア

ドレスであること（例： abuse@... or customerService@...）をご確認下さい。 

以下が例です： 

 

下図はどのようにこの領域がMailUpアカウントを持つ設定をするかの例です。 
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「違反とプライバシー」担当者のメールアドレスは、MailUp 違反デスクへ迷惑メールを寄せる人々を

表示します。 

受信者フィールド 

カスタム受信者フィールドの数 

MailUpプラットフォームには 39件のカスタムフィールドあります： 受信者フィールドと呼ばれてい

ます。特に、連絡先データベース内の各受信者は以下を含みます： 

 メールフィールド 

 携帯電話番号の国コードフィールド 

 携帯番号フィールド 

 39 カスタム化出来るフィールド 

39件のカスタムフィールドの幾つかはデフォルトで設定されています（もちろん編集出来ます）が、そ

の他も以下に従って追加して下さい。 

 

管理コンソール内の受信者フィールドは設定＞アカウント設定＞受信者フィールドです。 
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受信者フィールドの管理 

このメニューを使用して既存受信者フィールドのパラメータを設定してから、新しいフィールドを追加

して下さい。 

ページの受信者フィールドデータには 5つの列があります： 

 フィールド ID： 数字識別子 

 フィールド名： フィールドが持つデータの種類を簡単に示すような名前を選択 

 デフォルト値*： フィールドがダイナミックフィールドとしてメッセージ内へ入力される場合、メ

ッセージ送信時に使用されます。もし受信者のフィールドが空白なら、デフォルト値が受信者に送信

されたメッセージに使用されます。 

 ダイナミックフィールド（Y/N)： 「はい」と設定するなら、フィールドはメッセージの追加と編集

時に、メッセージエディタの対応機能を使用したメッセージ内へ挿入出来るフィールドの一覧で利用

可能になります。 

 必須フィールド（Y/N)： 「はい」と設定するなら、デフォルトで、登録フォームの必須フィールド

でMailUpに含まれるフォームフィールド認証コードを使用します。  

デフォルト値に関するその他注意点 

*デフォルト値： 

 受信者作成中（作成方法に拘わらず）には使用できません： フィールドのデフォルト値は、受

信者作成時には作成されません 
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 フィールドに含まれるフォームには使用できません（例登録フォーム）： 上記に同じ 

 フィールドがダイナミックフィールドとしてメッセージ内に挿入される時には利用出来ません。

フィールドのデフォルト値は、受信者作成時には作成されません。 

右側アクションメニューで以下が可能： 

 受信者フィールドの編集： 上記のようにパラメータを編集出来ます 

 受信者データベース内で空にする： 慎重を要する機能ですからご注意下さい。受信者データベ

ース内に現在保存されている受信者フィールドから値を削除します。例えば、名前フィールドを

空にすると、全名前が削除されます 

 

受信者フィールドの使用 

 受信者フィールドは様々な状況で利用されます。 

 受信者フィールドは様々な状況で利用されます。 

 メッセージにダイナミックタグを追加するために利用出来ます（例： お客様の名前と「様へ」）。 

 データをMailUp内へインポートする時、インポートファイルの列をマップ可能 

 登録フォームとプロフィール更新フォームで、加入者の追加情報収集する為に使用可能 

 MailUpと他のアプリケーションを統合する時に役立つ、等です。 

受信者フィールドに何文字まで入力出来ますか？ 

正式回答としては、そのリストで使用されたエンコード次第で変化します。 

検討事項： 

１） 各受信者フィールドは最大 200バイトです 

２） デフォルトでは、リストに設定されたエンコードは UTF－８で、一文字につき 1から 4バイト

を消費します 

…大抵、受信者フィールドは 100文字以内で十分です。 



310 

 

ルック&フィール 

概要 

MailUpのシステムによってホストされたフロントページおよび管理コンソールのルック&フィール（も

しアカウントへプライベートレーベルオプションを追加した場合）変更する事が出来ます。MailUp 関

連物（ロゴなしとホワイトラベル）の削除方法は、ハウツーをご参照ください。 

フロントページを編集 

MailUp がホストしたフロントページへカスタムヘッダーとフッタを追加出来ます。HTML エディター

を使用してヘッダーとフッタ部分を編集して下さい。どう変更されたかを知りたいなら、ウェブライブ

ラリーの例を読込めます。更にヘッダとフッタを修正してからページの外観を確認することが出来ます。 

 

ロゴとリンクの編集 

企業ロゴのアップロード 

ログインページとユーザが確認した利用規約ページにて表示されるロゴを変更出来ます。ロゴをアップ
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ロードするには、対応ボタンを使って選択します。 

管理コンソールの左上部に表示されたアプリ名（デフォルトでは「MailUp」）の変更も可能です。 

 

カスタム化リンク 

カスタム化リンク機能によって、MailUp管理コンソールにある二つのリンク用デフォルトのデスティ

ネーションを変更する事が出来ます。 

 ヘルプ： ユーザを誘導する「ヘルプ」リンクの場所を変更出来ます。mailUpプライべートレ

ーベルを持つ企業で、MailUpユーザガイドをお客様に表示するのが好ましくない中小企業。 

 出口： 管理画面でログアウトする時、ユーザはリダイレクトするための URLを変更出来ます。

例えば、ウェブサイトのログインページへリダイレクトすると仮定します。繰り返しますが、こ
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れは、プライベートレーベル化したシステムを持つお客様のケースです。

 

カスタム化したホームページ 

あなた（もしマーケティング代理店なら、あなたのお客様も）は、http://[domain]/consoleにあるMailUp

管理コンソールに直接アクセス出来ますので、「ドメイン」はMailUpアカウントに割り当てられたドメ

イン（Cレベルドメインの指定も可能）になります。 

この機能によって、http://[domain]で開く URLをカスタム化する事が出来ます。  

 デフォルト：（プライベートレーベル用の余白ページ） 

 カスタム： 例 ウェブサイトのホームページやカスタマーサービスページの URL を入力でき

ます。 

 



313 

 

CSS の編集 

経験豊かなウェブデザイナーなら、更に、CSS（カスケーディングスタイルシート）を編集して、MailUp

管理コンソールのルック＆フィールをカスタム化し、コンソールの様々なエリアを編集出来ます。 

カスタム化出来る領域は 3つです： 

 ヘッダ（ヘッダ CSSの編集） 

 左側ナビゲーション（左側メニューCSS) 

 メインエリア（ボディ CSSの編集） 

デフォルト CSS の読込」をクリックすると、その領域それぞれに使用される CSS コードが読込まれま

す。その後、コードを編集、または新コードを作成してカスタム CSSを書きこむことが出来ます。 

下部にある「保存」ボタンを押して変更を保存して下さい。 

 

もしリセラーか代理店のアカウント設定を行っているなら、リセラークイック導入ガイドにお戻りくだ

さい。 

開発者ページ 
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概要 

開発者ページは管理コンソール内で最もプログラマーやその他テクニカル担当が使用するページであり、

MailUpとウェブサイトとアプリを統合する領域です。 

 

機能 

開発者ページは異なる領域で分かれています。 

統合 

既に MailUp と統合しているアプリを見つける、またはシステムと統合されたアプリの何を見たいかを

弊社にご相談ください。 

あなたが開発者で、ご自分のウェブサイトまたはアプリをMailUpと統合させたい場合： 

 MailUp APIドキュメンテーションを訪問 

 開発者アカウントをリクエスト 

コード表 
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コード表にはリスト、グループ、受信者フィールドの IDが含まれます。フォームと/または APIを経由

してMailUpの情報を取得または更新する時に使用します 

 

ウェブサービス 

MailUp SOAP API認証を取得、APIを有効化、IP認証のオン/オフ、特定ウェブサービスの実効/無効

などを行います。 

これらの認証は、他の認証を使用する「REST API」には不要です。 

ウェブフック 

Tこの新機能は、既存のウェブフックを表示、編集し、または、新しく作成します。 

トラブルシューティング 

トラブルシューティングページは、メールや SMS、ファックス送信のためのログ送信へのアクセスを可

能にします。 

評判 

到達度と評判 
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E メールキャンペーンの成功は、メッセージが受信箱に入るか、迷惑メールえ終わるかによって異なり

ます。到達度：何通のメッセージが実際に受信箱まで到達するでしょうか？E メールアカウントプロバ

イダは、相応しくないメールメッセージをブロックするために、ありとあらゆるフィルターを入れ込ん

でいます（当然です！）ご自分のキャンペーンが迷惑メールと間違われたり、ジャンクフォルダに入れ

らることが無いようにする注意が必要です。 

送信者としての「評判」が、主に、到達度に影響してきます。これは、測定、モニターと改善度の値で

す。 

評判は、「アカウント」レベル（「リスト」レベルではありません）であり、主に、以下に関係します： 

 バウンスされるメッセージの割合（「バウンス」） 

 受信者の行動（「開封」「クリック」「スパム報告」等） 

 リストのクリア（受信者収集方法、解約方法等） 

評判が悪いとどんな影響があるのか？ 

到達度を左右するのは、主に、評判です。同じアカウントから送信される全てのメッセージに影響しま

す（例：全リストへ影響） 

 

送信者としての評判は、受信者のエンゲージメントレベルと直接関係しています（どれくらい開封して

クリックされたか？）ますます Eメールアカウントプロバイダは（例 Yahoo!、Gmail、Outlook, AOL

など）「エンゲージメント」を受信箱アルゴリズムの根幹的指標としてしています（例メッセージが受信

箱かジャンクかの区分けに使用される）。 
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エンゲージメントレベルを高めるには時間がかかります。間違ったステップを踏む（例：迷惑に見える

メッセージを送信した）としっぺ返しを食らい、今までのハードワークが全て無効になるのでご注意く

ださい。 

評判 VS メッセージコンテンツ 

もちろん、到達度に影響を与えるのは、主に、評判ですが、メッセージ自体も役割を果たすことにご注

意ください。例えば、スパム語句や HTMLエラー、スパム風 URL（ドメインの代わりに IPアドレスを

含んだ URL ：http://64.174.94.10/IMG/LOGO.GIF)は危険です。 

メッセージをレビューする機能「チェックアップ」を使用して下さい。 

計算方法 

The「評判」ゲージは管理コンソールの左下、左ナビゲーションメニューの下にあります。プロパティ

アルゴリズムによって値が算出されるので、変数の大きさを考慮して下さい。この情報返す大手メール

アカウントプロバイダ（例 Yahoo!, Gmail, AOL等）に寄せられたスパム苦情数がまず重要です。 

 

 評判はアカウントレベルであって、リストレベルではありません。これは、幾つかのパラメータはシス

テム内アカウントレベルにおいて設定されており、アカウント内の全てのリストで共有されるからです。

このパラメータよって、受信側（例 Yahoo!）が同じ「場所」から来るメッセージを全て認識出来ます。

場所とは以下です： 

 全てリンクに使用されるドメイン（管理コンソールのホスト名） 

 封筒送信者（「FROM]メールアドレスではなく、メッセージのヘッダに表示されるアドレスであ

り、バウンスが返されるアドレスです：リターンパスまたはバウンスアドレス） 

 アカウントに紐づけられている場合、送信元 IPアドレス 

値は経年で変化しますか？ 

はい、変化します： 評判指数は頻繁に再計算され、良くも悪くも、アカウントから送信した全てのメ

ールに影響されます 

評判指数において、もし「再計算」またはシステムが計算できるいは不十分な情報である時、「保留」が

表示されることにご注意ください。 

E メールマーケティングのベストプラクティスに準じ、エンゲージメントレベルをより高くさせ、最も

リストのクリア率を高める事が、高い評判指数（および高い到達率）を素早く実現するコツです。 
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評判を改善する方法は？ 

差出人としての評判を向上させるためには、以下のベストプラクティスに従ってください： 

» 迷惑メール苦情を最小化しましょう 

１） 受信者がすぐわかる差出名と送信元を使用して、変更せずに使用し続けてください。 

２） 受信者が登録したものと完全に一致したメッセージを送信してください。 

３） 何故このメッセージが送信されたかを書くと、受信側に誤解があった場合に良いです（例 フ

ッタに「このメッセージは、登録くださった方に送信しています…。」）。 

４） メールアカウント「noreply@... 」からの送信は止めましょう。むしろ、返信してきた人たち

を、解約申請者を含めて、対応するようにして下さい。 

５） 解約用のリンクを必ず分かり易く表示して下さい（このシステムの解約リンクの使用をお薦

めします。他の外部システムへ飛ぶことは推奨していません。） 

６） 受信者アドレス帳の差出人名へあなたを登録するようお願いしましょう。 

７） 受信者の関心事に沿ったキャンペーンを送信して下さい： ターゲットすればするほど、エ

ンゲージメント度は高くなり、解約申請は減少するでしょう。  

»リストのクリーンアップは頻繁にしましょう 

１） サービス利用規約に完全準拠するようにして下さい。弊社の厳正なスパム対策ポリシーやコ

ンテンツ制限を含みます。 

２） 「ダブルオプトイン」登録方法を使用して下さい：これが、唯一、メールアドレス違いやロ

ボット、スパムトラップなどからあなたのリストを守る方法です。  
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３） バウンスを監視しましょう： もしバウンス数が増加するなら、何かがおかしいのです（例 

ダブルオプトイン登録方法への変更時など） 

»差出人ドメインを正しく設定しましょう 

１） メール認証を利用して下さい（利用方法についてはサポートへお問い合わせください） 

２） abuse@yourDomain.com や  postmaster@yourDomain.com (送信元メールのドメイン

yourDomain.com が使用される場所）などのメールアカウントを作成して下さい 

３） 上記問合せ先を、www.abuse.net へ登録して、もし苦情が寄せられたならすぐさま対応して

ください。 

４） 送信元アドレスを、Gmailや Yahoo!など無料メールサービスを利用しないでください。 

»アクティブでない（休止中）の受信者の扱い 

１） リスト設定内にある機能を使用して下さい。以下を選択出来ます： 

２） 休止中受信者へ送信するメッセージ数を減らす 

３） 先方への連絡後に停止させる 

４） 即座に解約扱いとする 

全て自動で対処します。休止中の受信者がいるのか覚えておきましょう： 開封とクリック率を上げる

ことは難しいですが、しかし、評判という点においては、大変有利です。何故なら、定義上、エンゲー

ジメントレベルが上昇するからです（例 開封が変わらなくてもより受信者が減る＝開封率の上昇）。 

私たちはこの機能を再エンゲージメントキャンペーンと合わせて使用する事を推奨します。再エンゲー

ジメントキャンペーンは、一定期間、休止中受信者へ再エンゲージメントを促す一連のメッセージ（主

に２、３件）を送信します。例えば、E コマースストアが、週刊ニュースレターを９０日間開かないお

客様を抽出し、特別な割引を送信します。これは以下と組合せる事も可能です： 

 アドホックのコンテンツ： 再エンゲージメントキャンペーン用の特別メッセージ 

 アクティビティフィルタ： 一定期間に休止中だったお客様を捜すように設定されたフィルター

（例 90日間開封せず、更に、120日間クリックされない。 

 誘発メッセージ：  あるアクティビティが一致した時に自動でアドホックコンテンツを送信す

るタスク 
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FAQ 設定 

ナビゲーションからメニュー項目を隠す 

管理領域において、主ナビゲーションシステムをカスタマイズしたい時は、使用しないメニューアイテ

ムを非表示に出来ます。まず、メニュー項目タイトルの右にある「閉じる」アイコンをクリックして下

さい。 

メニュータイトルにマウスを当てた時に利用可能になります。全メニューを回復するなら、ナビゲーシ

ョン領域にある「リセット」ボタンをクリックして下さい。 

更に、デフォルト設定では、最も一般的なメニュー項目しか表示していません：その他のメニュー項目

は、ナビゲーション領域の下部にある「詳細設定」ボタンから入ってください。 

アカウント（管理コンソール）にアクセス出来ません 

管理コンソールにアクセス出来ない理由は以下、幾つか考えられます。 

 「アカウントがありません」 

このエラーは入力した情報ではアカウントがヒットしなかった場合です。正しい名前とパスワード

が使用しているかを確認してください。多くの場合、パスワードの入力ミスや期限切れが理由です。 

解決策：入力した情報を再度確認し、キーボードの「CAPS LOCK]機能が無効になっているかを

調べてください。ブラウザの自動入力機能による入力を使用しないでください。それでも解決しな

い場合は、サポートチケットでパスワードの更新を行ってください。 

 「アカウント停止中」 

このメッセージは、あなたのアカウントがブロックされていることを示します。 

解決策：弊社技術サポートへアカウント停止の理由をお尋ねください。 
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 「パスワードが期限切れです」  

このエラーは、無料トライアルの方に多いです。無料お試し期間が過ぎると自動的に期限切れにな

ります。 

解決策：弊社担当への会員アカウントへの変更をお問い合わせください。 

 「同一ユーザにより既にコンソールは使用されています」  

このエラーは、セッションを終了させないままにブラウザを閉めると起きます。もし再度すぐにコ

ンソールへログインすると、前回セッションがまだ実行中の為に、このメッセージが表示されるで

しょう。また、同一ユーザ名による複数セッションは避けてください。もし、複数の管理者がコン

ソールにアクセスする場合は、追加購入が必要です。詳しくは弊社担当にお問い合わせください。

解決策：5 分動かさずにお待ちください。もし解決しない場合は、サポートチケットをお使いくだ

さい。 

 「コンソールにアクセスすると、ログインページに戻されてしまいます」  

これは、ブラウザによって保存される一時ファイルの原因でしょう：ブラウザがセッションを検知

できなくても、弊社サーバーは検出出来ます。この二社の相違がこの問題の原因です。解決策：全

ブラウザ画面を閉じましょう。ブラウザをリスタートして下さい。もし解決しない時は、ブラウザ

内の一時インターネットファイルを削除してみてください。詳しくは、各ブラウザのマニュアルに

従ってください。 

もしくは、異なるブラウザ（例： Internet Explorerをご使用なら Firefoxや Google Chrome）

でコンソールに接続してみてください。始めのコンソールで問題があった一時ファイルがないから

です。 

注意： 問題の一時ファイルは、インターネットに接続（例 プロキシサーバー）する際にネット

ワークに保存されます。もし上記で解決しない場合はこの原因が考えられるので、ご自分のネット

ワーク管理者にお問い合わせください。 

もしこの問題が再び同領域で起きるなら、http:// [domain of your console] / console / login.aspxか

ら直接コンソールにアクセスしてみてください。 

 「500 エラー」： 

技術的問題です。弊社技術者も、恐らく、この問題を認識しています。更にサポートチケットで

お問い合わせください。 
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解決策：弊社技術サポートにログインしたサーバーについてお問い合わせください。この情報は、

弊社ウェブサイトのカスタマーサービス領域へログインしてから、ページの底部にある「サービ

ス状況の確認」をクリックして下さい。必要なデータは「フロントエンドサーバーは現在オフラ

インです」というセル内に表示されます。 

技術サポートにお問合せいただくなら、必ずユーザ名をメッセージ内に表示して下さい（ユーザ

名はコンソールへの接続に使用します）。素早くアカウントを検出できるからです。 

 


