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大切なお客様に
ナイスなニュースレターを
いつでも、何度でも。
メールマネージャー

HTML ニュースレター配信システム
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Powered by

▼Mail Manager

・会員データベース自動構築 ・会員属性リアルタイム分析 ・HTML メール配信 ・テキストメール配信

・管理者専用コントロールパネル ・マルチデバイス対応 ・効果通知レポートの配信 ・CSV インポート
・情報セキュリティ ・API機能 ・オペレーション代行サービス（オプション） etc.

Mail Manager でビジネスを伸ばそう！
訴求力のあるビジュアルに優れた HTML メール（ニュースレター）を、キャリアやデバイスを問わず
簡単に配信することができる、ニュースレター配信システムです。

ニュースレター
配信を始めたい！
ニュースレター
会員を集める

メールマネージャーならできる !!

会員構築

メール配信

測定・分析

お客様の増加
満足度アップ

継続的活用

ニュースレター
に来店反応

訴求力ある
HTML メール
会員の属性を
いつも掴みたい
テキストメール
も使い分けたい

お客様の
囲い込みに成功

会員登録フォームをホー
ムページに簡単設置。

会員の属性毎にセグメン
ト配信が可能。

会員分析ができるので、
販促企画を考えやすい。

配信結果の分析で効果
の最大化が期待できる。

会員データは CSV 形式
で一括取り込みも可能。

スマホやタブレットでも
閲覧が可能。

不 達メール数・メール
開封率などが分析可能。

定 額 固 定 費でコストが
抑えられ、継続しやすい。

配信したいニュースレターをつくるだけで使えます !!

▼会員一覧 管理画面

会員属性毎に
アプローチできた
いつでも何度でも
配信ができる

▼配信予約画面

1. 購読会員の構築はすべて自動
2. お客様 ( 購読会員 ) の属性がよくわかる
扱いやすいインターフェースで、どなたでも簡単にニュースレター配信
が行えます。すでにお持ちのホームページにも API 機能ですぐに「会員
登録機能」の設置ができるので、導入コストを大きく削減できます。

Mail Manager の導入事例

健康情報のご案内

コンベンション関連情報の配信

東北、新潟をはじめとする 23 都府県の町のくすり
屋さんが集まるポータルサイトに加え、健康に関す
る情報を発信。会員への新製品のモニタープレゼン
トや健康情報等の配信でご利用いただいています。

コンベンション主催者やボランティアサポーター、
協会賛助会員等の関係者を対象とした、コンベン
ションの開催・支援情報や研修会等の告知・参加募
集の配信でご利用いただいています。

［ウェブサイト］http://www.meron-net.jp/

［ウェブサイト］http://www.sentia-sendai.jp/

Mail Manager をおすすめする理由
Mail Manager が標準で搭載して

いる主な機能群をご覧ください。

1

会員データベース

2

マルチデバイス対応
メール配信

3

直感的なユーザー
インターフェース

圧倒的なコストパフォーマンスで
ニュースレター配信を行う経費削
減に貢献します！

会員登録用のフォームで、初めて
の方でも難しい手続きなしで直ぐ
に会員構築が始められます。

▼主なシステム仕様
■ コントロールパネル
・ダッシュボード
・会員データベース管理機能
・自動メール編集機能
・テストメール配信機能
・メール配信機能
・カレンダー表示機能
■ 配信機能
・一斉配信
・テスト配信
・セグメント配信（性別、住所等）
・即時配信
・予約配信
■ 分析機能
・登録者推移グラフ表示
・配信結果表示
・不達情報集計
・開封率集計（HTML メール配信時）
・会員情報検索
▼対応 OS
・Windows7/8
・Mac OS X 以降
▼対応ブラウザ
・Internet Explorer 9/10
・Mozilla Firefox
・Safari
・Google Chrome

4

デバイスにかかわらず、最適に表
示されるメールニュースをお送り
することができます。

テキストメール
自動生成

5

Web 用 HTML
コンテンツ自動生成

6

効果測定レポメール

HTML

txt
HTML ニュースレターを解析し、
文字情報をテキスト形式ニュース
レターに書き出せます。

7

ドラッグ＆ドロップだけで HTML
メールのアップロードが可能なわ
かりやすいインターフェース。

環境により HTML メールが正し
く表示されない場合でも、最適表
示を行えます。

CSVインポート

8

セキュリティ

開封率等の効果をメールでお知ら
せ。忙しい経営者には嬉しい機能
です。

9

API 機能

CSV

CSV を イ ン ポ ー ト す る こ と で、
既存の会員データを取り込み、活
用することができます。

10

独立行政法人 情報通信研究機構
（IPA）の提供する「安全なウェブ
サイトの作り方」を基に対策を実施。

専用管理画面

11

配信を行うためのコントロールパ
ネルをご提供。メール作成や配信
を自由に設定可能です。

高速な配信性能

本システムの API を使い、デー
タベースの構築やシステム実装に
掛かる時間を大幅に軽減します。

12

画像を利用した 100KB のメール
を 50,000 通 /1 時間の配信スピー
ドで送信することができます。

オペレーション代行

メールニュースの制作や企画を代
行し、効果の高い販促をご提案。
レポートでの効果測定も行えます。

※Ver 表記のないものは最新版を推奨
※平成 27 年 10 月 1 日時点の情報です。本製品は情報やサービス向上のため予告なく仕様の変更や改定を行うことがありますのでご了承ください。

Mail Manager ご提供価格とオプション
お客さまのご利用シーンや運用規模に応じた
各種カスタマイズにも柔軟に対応いたします。
導入に関するご相談は別途お問い合わせください。
ご提供の価格につきましては、ご希望の用途や環境によって別途お見積りさせていただきます。ご要望の
内容に合わせて、柔軟に対応するようにいたします。ご要望などがございましたら、別途ご相談ください。

http://www.incrave.co.jp

OPTION

ニュースレター制作代行

・取材及び記事の作成
・利用する画像の作成

・HTMLメールで配信可能な形式で
ニュースレターを制作

ニュースレター配信代行
・指定した配信方法で配信手続きができます
・配信結果をレポートします

インクレイブ株式会社
仙台オフィス 宮城県仙台市青葉区大町 2-10-14 TAKAYU パークサイドビル 5 階
東京オフィス 東京都港区芝 2-3-9 芝イーストビル 7F

TEL 022-796-6101( 代 )
TEL 03-5730-1090( 代 )

FAX 022-796-6102
FAX 03-5730-1098

関連会社
インクレイブ R&D 株式会社
宮城県仙台市青葉区大町 2-10-14 TAKAYU パークサイドビル 5 階

TEL 022-796-6100

FAX 022-796-6115

