
モバインは、誰もが所有している携帯電話に向けて様々な販促

アクションを可能にする「モバイルマーケティングツール」です。

利用する業種や規模に関わらず、簡単なパソコン操作で高度な

ケータイ向け販促ができ、繰り返して使うほどに販促コストの

節約と固定客アップなどが期待できます。

成功できる
ケータイ販促なら、

「モバイン」。

ケータイ販促ASPサービス

モ

バ
イン

ならいつで

も

※パンフレッ ト 記載内容： 2009年5月現在　 ※本パンフレッ ト の記載内容および製品仕様は予告なく 変更する場合があり ますので、モバイン公式サイト ( ht t p: //ad. mobi gn. com/) より 最新の情報をご確認く ださ い

インクレイブ株式会社　■渋谷オフィス 〒150-0011 東京都渋谷区東1-27-6 YMビル5F  ■仙台オフィス 〒980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通2-1-18 ノース・コアビル8F
http:/ /www.incrave.co.jp/

0570-086190／

「モバイン開発チーム・カスタマーサポート」

「受付時間」 9:00～17:00（土・日・祝祭日は除く） ※ファックスをご利用のお客様は、住所・氏名・TEL・FAXを明記の上、送信ください。

機 能 主 な 概 要 機 能 主 な 概 要
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お申し込みはネットで24時間受付中！ http://sp.mobign.com/
●お申し込みいただいた当月期間は、いつでも無料で「モバイン」の全機能がお試しいただけます。 ●無料トライアル期間中から「正式契約」を希望される場合には、所定の手続きにより、カスタマーサポートへご連絡ください。 ●正式契約は無料トライアル
期間の翌月1日よりスタートします。 ●ご契約スタート月に届いた請求書にしたがって指定口座にお振り込みください。  ●本契約後のキャンセルはお受けできかねます。 ●お申し込みには、ご利用約款をお読みいただき、同意が必要です。

翌月1日から正式
ご利用がスタート！

無料トライアル申込 本契約スタート無料トライアル期間
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正式契約申し込みの連絡を
カスタマーサポートへ03

申し込み月内は
安心の無料お試し！02

翌営業日にパスワード
とアカウントを通知！01

ＷＥＢから簡単に
お申し込み手続き！

基本
モジュール

会員構築
モジュール

メール配信
モジュール

サイト制作
（CMS）
モジュール

クーポン提供
モジュール

アンケート
＆フォーム
モジュール

外部
データベース
モジュール

マルチ
管理権限
モジュール

モバイン
タッチ
モジュール

ご相談・お問い合わせ

個人情報保護体制
（ISO15001準拠）

高い堅牢性と高度セキュリ
ティを兼ね揃えたＩＤＣ

24時間365日自動監視
体制による迅速な対応

OSレベルのまるごと
7世代バックアップ

JIS Q ISO15001: 2006準拠
のプライバシーマークによる
プライバシーコンプライアン
スに従い、適切な情報保護管理
を徹底しています。

サーバ運用はISMS適合性評
価制度認定のデータセンタ
ーを採用。堅牢性に優れたフ
ァシリティはもちろん、セキ
ュリティ対策も万全です。

高いスキルと豊富な運用経
験を持つ技術スタッフによ
る保守体制で、監視や復旧作
業にも速やかに対応。サービ
スの安定稼働に努めています。

データを保管するハードウ
ェアはRAIDに対応。仮想OS
レベルの7世代バックアップ
による多重化構造で不測の
事態にも迅速に対応します。

内部
データベース
モジュール

シングル
管理権限
モジュール

登録情報表示 ご契約時の登録内容を表示

パスワード再設定 再設定認証アドレスの発行

ヘルプ（使い方） オンラインマニュアルとヘルプ表示

QRコード（共通） QRコードの作成・出力

絵文字対応 約200種類の国内主要キャリア絵文字に対応

会員登録設定 登録開始/完了メールの設定

会員属性設定 入力形式/モード、選択肢等の設定

グループ管理 会員属性や行動分析によるグルーピング

会員データ解析 属性データ、期間別推移等の分析

会員データ管理 データの条件抽出と検索、CSVエクスポート

CSV一括登録 CSV形式でのデータ一括インポート

メールデータ管理 メールデータ履歴の絞込みや複製/削除

メール高速配信エンジン 最大60万通/時の高速メール配信

メール作成 WYSIWYG(見たまま)編集に対応

ターゲティングメール配信 会員属性や行動分析に応じたメール配信(※1)

デコレーション対応 メールのデコレーションに対応

テスト配信 最大100件のテスト配信アドレスを登録可能

配信レポート クリック統計、配信成功/エラー数の確認

バウンスメール処理 バウンスメールの種別毎に適切な自動処理

サイトマップ ツリー構造のサイトマップを表示

ページ作成/編集 WYSIWYG(見たまま)編集に対応

下層サマリ出力設定 サムネイル、タイトル、要約文の表示/非表示

テンプレート管理 テンプレート作成、ヘッダ/フッタサマリ選択

プレビュー 各主要キャリアの画面サイズに変更可能

テスト公開 本公開前の確認・修正作業が可能

ファイル管理 画像のアップロード、リサイズが可能

アクセス解析 月/日/曜日/時間/メディア別等の解析

コンテンツ変換エンジン 主要キャリアに最適化したコンテンツ変換

クーポンデータ管理 ステータス、統計サマリの確認、複製と削除

クーポン作成/編集 抽選/当選/期間外等の各コンテンツ編集

配布数制限 クーポン/ユーザー別に回答数制限を設定

当選確率設定 1～100%で当選確率を設定

配布期間設定 FromToの形式で配布期間を設定

集計レポート 認知経路/表示回数/利用率等の集計・解析

フォームデータ管理 公開ステータス/受付レベルの確認、複製と削除

コンテンツヘッダ作成/編集 入力/確認/完了/終了の各コンテンツヘッダ編集

回答数制限 フォーム/ユーザー(※2)別に回答数を設定

集計ページ公開 公募型アンケートの結果をWebページに公開

通知設定 回答データを指定アドレスにタイムリーに通知

受付期間 FromToの形式で受付期間を設定

フォーム項目設定/編集 フィールド型/入力の設定。最大30項目まで

特殊フィールド対応 複数フィールドの連結、入力値制御等に対応

改ページ対応 改ページ指定でフォームのページングが可能

プレビュー 各主要キャリアの画面サイズに変更可能

HTMLコード出力 HTMLコードは外部Webページに貼付可(※2)

集計レポート 会員モジュールと連携した絞込みに対応

CSVエクスポート 集計データをCSV形式でエクスポート可能

コンバージョンタグ設定 外部サービスのコンバージョンタグを設定可能

データベース管理 各モジュールのデータ参照・メンテナンス

データ集計・解析 各モジュールのデータ集計・解析

インポート/エクスポート CSV形式でのデータインポート/エクスポート

ユーザー権限 単一管理ユーザーへ権限を付与する基本機能

管理画面 各モジュールを操作するコントロールパネル

お知らせ機能 管理画面でのアップデート・障害情報の提供

データベース作成 最大3つまでデータベースの登録が可能(※3)

データベース編集 管理画面からの検索や閲覧、レコード編集/削除

CSV追加登録 新規レコード追加はすべてCSVインポート

画像管理 ZIP圧縮データの登録で、画像の管理が可能

テンプレート管理 登録データベースをWebページとして公開可能

マルチユーザー権限 複数管理ユーザーへの権限委譲が可能

ユーザーデータ管理 ステータスの一括変更、最終ログイン日時など

ユーザー登録 ログイン情報の作成、パスワード自動生成など

権限レベル設定 機能毎に3段階の権限レベルを設定

操作ログ閲覧 各ユーザー毎の入退出や操作ログを閲覧

デバイス登録・設定 転送をおこなうデバイスの登録と動作設定

解析レポート 期間を指定し、月/日/時間別の集計を表示

モジュール連携 クーポン、QRコードとの連動機能

※  QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です
※  FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカード技術です
※  FeliCaはソニー株式会社の登録商標です

ウェブサイト・電話・ファックスでお気軽にお問い合わせください。

FAX：03-5842-1304TEL：03-5842-1300

※1　会員モジュールで作成したグループを指定する必要があります
※2　公開型アンケートのみ貼り付け可能です
※3　初期登録をお客さま自身でおこなうことはできません

お申込み月 翌月

弊社はJIS Q 15001:2006に準拠した
個人情報保護認定事業者として「プラ
イバシーマーク」を取得しております。 

モジュール機能一覧表

万全のサポート体制と安心のセキュリティー

納得＆安心申込システム

モバインを引続きご利用に
なる場合は、ご希望の内容
を正式にお申込みください。

クーポン
提供

モジュール

サイト作成
（ＣＭＳ）
モジュール

アンケート
＆フォーム
モジュール

会員構築
モジュール

メール配信
モジュール

内部
データベース
モジュール

外部
データベース
モジュール

モバイン
タッチ
モジュール

シングル
管理権限
モジュール

マルチ
管理権限
モジュール

ハ ロ ー イ ン ク レ イ ブ

ネッ ト で24時間受付中！ネッ ト で24時間受付中！http://sp.mobign.com/

30日
間

最
大



NEW

インターネットにつながるパソコンが
あればすぐにはじめられます

モバイン無料体験版のお申込みはこちらから http://sp.mobign.com/

あたらしい「モバイン」で
ケータイ販促は新ステージへ
全国800社以上の導入実績を誇る「モバイン」が、各機能や性能を

さらに磨き上げ、それぞれの機能モジュール群を最適化。より使い

やすく高機能な、あたらしい「モバイン」をご提供いたします。

数多くのシーンで効果を発揮する販促パッケージ
「モバイン」で、より便利なケータイ販促を。

モバイル販促を成功

させるために必要な

7種の基本モジュー

ルを搭載しています。

ケータイサイト作成、メールやクーポン配信も、イ

ンターネットに接続するパソコンで専用の管理画

面を見ながら直感的な操作でおこなっていただけ

ます。また、「モバイン」には販促アクションに必要

な機能が揃っているため、これひとつで効果的なケ

ータイ販促を低コストで実現することができます。

モバイン管理画面（PC）

■会員数に応じて追加料金がかかるため、お問い合わせください。
※追加料金のご請求は制限を超過した翌月より月額費用に課金され、契約期間内はこの課金請求が継続されます

モバインにできること

わかりやすいインターフェースでカンタン・ラクラク操作！

パッケージサービス（仕様と料金）

ご要望にお応えして新採用 ※これらは一部オプションとなるものもございます

追加料金（制限超過課金）…次の場合に追加料金が発生いたします

困ったときのヘルプ機能も標準装備

保有/新規取得ドメイン運用に対応。
空メールアドレスはcs/ml/ad/cp/sp
などの既定アカウントからお選び頂
けます。※SSL領域は共用です

独自ドメインの
利用にも対応可能

マルチ
管理権限
モジュール

12ヶ月

6ヶ月

3ヶ月

1ヶ月

※運用規模や他システム連携などのご要望にもモジュール単位からOEM提供をおこなっています。ご提供形態や料金に関しては別途お問い合わせください　※OEM提供は別途環境費等がかかります

月
額
料
金

アンケート
＆フォーム
モジュール

クーポン提供
モジュール

外部
データベース
モジュール

会員登録
モジュール

メール配信
モジュール

サイト作成
モジュール

クーポン提供して

リピート促進を図

りたいときは・・

ユーザーからの声

を集めたり、募集

をしたいときは・・

複数拠点や商品

等の管理をおこ

ないたいときは・・

複数人数による

管理権限を切り

分けたいときは・・

独自に実現したい

モバイルのアイデ

アがあるときは・・

フル
カスタマイズ
（OEM提供）

指定期間内の対象ページへのアク
セス、クーポン利用(来店)ログの解
析から、アクティブユーザーへの
メール配信を効果的におこなえます。

行動分析で届けたい
顧客へマッチ

各モジュールの単体利用にも対
応しているため、活用シーンに応
じたモジュール単位の柔軟な組
み合わせでご利用いただけます。

ＢＴＯ（BuildToOrder）
の新しい利用形態

複数人作業などに対応するため、
各機能毎に作業の分野や領域に
応じて任意の作業権限を切り分
けることができます。

運用体制の管理
（権限委譲）に対応

欲しい機能を選んで自由にカスタム利用

modules

モバインは、モジュール単体でも完成度の高いシステム構成となっているため、組み合わせ次第で多種多様なモバイルソリューションを
導入できます。特に、短期キャンペーン用途をお考えの場合や機能単体でのご利用をお考えの場合は、こちらの導入をご検討ください。

BTO（Build To Order）の新しい利用形態

追加モジュールケータイ販促に必要な機能を
オールインワンパッケージ

※ご契約は1年契約のみとなります。契約途中でのご解約はできません
※お支払いは、月々のご請求書による指定口座へのお振り込みとなります
※12ヶ月未満のご利用期間をご希望の場合は、BTO（BuildToOrder）による
各モジュールの組み合わせをお使いください

用途に応じてモジュール追加も可能

データ量制限 ● 会員・フォーム…［～1,000件／月］

外部データベース
※初期のテーブル設定やデータ取込みは別途費用が発生します

多店舗情報や大量の製品情報など、データベースを自由構築

※100管理ユーザーまで設定ができます

拠点毎や他担当者にも管理権限を持たせたい

モバインタッチ

※FeliCa対応リーダーライター本体代金、初期設定費が別途発生します

FeliCa対応リーダーライターなどと連携（URL誘導や会員登録等）

（～1万件）制限 （無制限） （～10万PV） （～1万件） （～1万件） （無制限） （～100ユーザー） ー

登録スキーム構築

や会員情報の管理

をしたいときは・・

メールを配信して

来店率をアップさ

せたいときは・・

クオリティの高い

ケータイサイトを

作成したいときは・・

ご利用用途に合わせ、最適なサービスプランを
ご提案いたします。お気軽にお問い合わせくださいませ。

ケータイ販促に必
要な7つの機能が
揃ったオールイン
ワンパッケージ。

配布数制限や当選確率の設定、

集計レポートの閲覧などが可

能です。FeliCa対応リーダー

ライターやQRコードと連動。

フィールド型や入力モード

設定で直感的なフォーム作成。

回答の集計・分析、データエ

クスポートも充実しています。

各モジュールのデータ参照

とメンテナンス、データのイ

ンポート/エクスポートにも

対応しています。

単一ユーザーへ管理権限を

付与し、コントロールパネル

から各モジュールを操作・管

理できます。

会員登録ページや登録時の開始/完了

メールの作成といった登録遷移構築、

会員情報の追加/編集/削除、会員属性

を抽出したグループ作成ができます。

テキスト/HTMLメールの作成、最大

30万通/時に対応した高速配信、エラ

ーメール自動処理、配信数やクリック

数を解析した集計レポートも可能です。

ツリー型サイトマップによる視認性

に優れたページ管理やウィジウィグ（見

たまま）編集、公開期間設定や安心の

テスト公開機能を備えています。

複数店舗や商品などのデータベース化が

でき、Webページとして公開も可能です。

複数管理者への権限委譲が可能。機能毎

に３段階の権限レベルを設定できます。

FeliCa対応リーダーライターとモバイン

を連携。月/日/時間別の集計・解析にも対応。

クーポン提供
モジュール

配る 調べる 活かす

集める 魅せる
サイト作成（ＣＭＳ）

モジュール

アンケート＆フォーム
モジュール

内部データベース
モジュール

届ける

外部データベース マルチ管理権限 モバインタッチ

会員構築
モジュール

メール配信
モジュール

基本構成

追加
モジュール
（別途料金）

FeliCa対応リーダーライター
を使った販促に

複数拠点・店舗での
ユーザー管理に

多拠点や商品等の
管理などに

…これからも続々と開発・リリース予定！

※モバイン標準パッケージご契約時の構成です

管理する
シングル管理権限

モジュール

サイト作成
（CMS）

搭載モジュール

メール配信会員構築

シングル
管理権限

アンケート
＆フォームクーポン提供

内部
データベース

（※ドメイン取得費等は別途発生いたします）

ご相談ください

ケータイ販促の時流に合わせた最新のソリューションもお任せください（別途お見積りいたします）

連携可能オプション FeliCa対応リーダーライターを
使ったスタンプラリーやポイン
トカードなどのキャンペーンに。

現在地検索を利用して、最
寄り店舗の検索や地図情報
を取得できます。

販促や企業・学校紹介などに、
モバインで動画コンテンツ
を提供できます。

GPS連携動画提供 スタンプラリー

※画面は一部開発中につきサンプルとなります

▲会員分析画面 ▲サイト作成（ＣＭＳ）画面

30日
間

最
大

各モジュール間の移動は

フローティングメニュー

からスムーズに！

便利でスムーズな
メニュー操作

モバイン

マルチ管理者権限

モバインタッチ



NEW

インターネットにつながるパソコンが
あればすぐにはじめられます

モバイン無料体験版のお申込みはこちらから http://sp.mobign.com/

あたらしい「モバイン」で
ケータイ販促は新ステージへ
全国800社以上の導入実績を誇る「モバイン」が、各機能や性能を

さらに磨き上げ、それぞれの機能モジュール群を最適化。より使い

やすく高機能な、あたらしい「モバイン」をご提供いたします。

数多くのシーンで効果を発揮する販促パッケージ
「モバイン」で、より便利なケータイ販促を。

モバイル販促を成功

させるために必要な

7種の基本モジュー

ルを搭載しています。

ケータイサイト作成、メールやクーポン配信も、イ

ンターネットに接続するパソコンで専用の管理画

面を見ながら直感的な操作でおこなっていただけ

ます。また、「モバイン」には販促アクションに必要

な機能が揃っているため、これひとつで効果的なケ

ータイ販促を低コストで実現することができます。

モバイン管理画面（PC）

■会員数に応じて追加料金が掛かります。詳しくはお問い合わせください。

※追加料金のご請求は制限を超過した翌月より月額費用に課金され、契約期間内はこの課金請求が継続されます

モバインにできること

わかりやすいインターフェースでカンタン・ラクラク操作！

パッケージサービス（仕様と料金）

ご要望にお応えして新採用 ※これらは一部オプションとなるものもございます

追加料金（制限超過課金）…次の場合に追加料金が発生いたします

困ったときのヘルプ機能も標準装備

保有/新規取得ドメイン運用に対応。
空メールアドレスはcs/ml/ad/cp/sp
などの既定アカウントからお選び頂
けます。※SSL領域は共用です

独自ドメインの
利用にも対応可能

マルチ
管理権限
モジュール

12ヶ月

6ヶ月

3ヶ月

1ヶ月

※運用規模や他システム連携などのご要望にもモジュール単位からOEM提供をおこなっています。ご提供形態や料金に関しては別途お問い合わせください　※OEM提供は別途環境費等がかかります

月
額
料
金

アンケート
＆フォーム
モジュール

クーポン提供
モジュール

外部
データベース
モジュール

会員登録
モジュール

メール配信
モジュール

サイト作成
モジュール

クーポン提供して

リピート促進を図

りたいときは・・

ユーザーからの声

を集めたり、募集

をしたいときは・・

複数拠点や商品

等の管理をおこ

ないたいときは・・

複数人数による

管理権限を切り

分けたいときは・・

独自に実現したい

モバイルのアイデ

アがあるときは・・

フル
カスタマイズ
（OEM提供）

指定期間内の対象ページへのアク
セス、クーポン利用(来店)ログの解
析から、アクティブユーザーへの
メール配信を効果的におこなえます。

行動分析で届けたい
顧客へマッチ

各モジュールの単体利用にも対
応しているため、活用シーンに応
じたモジュール単位の柔軟な組
み合わせでご利用いただけます。

ＢＴＯ（BuildToOrder）
の新しい利用形態

複数人作業などに対応するため、
各機能毎に作業の分野や領域に
応じて任意の作業権限を切り分
けることができます。

運用体制の管理
（権限委譲）に対応

欲しい機能を選んで自由にカスタム利用

modules

モバインは、モジュール単体でも完成度の高いシステム構成となっているため、組み合わせ次第で多種多様なモバイルソリューションを
導入できます。特に、短期キャンペーン用途をお考えの場合や機能単体でのご利用をお考えの場合は、こちらの導入をご検討ください。

BTO（Build To Order）の新しい利用形態

追加モジュールケータイ販促に必要な機能を
オールインワンパッケージ

※ご契約は1年契約のみとなります。契約途中でのご解約はできません
※お支払いは、月々のご請求書による指定口座へのお振り込みとなります
※12ヶ月未満のご利用期間をご希望の場合は、BTO（BuildToOrder）による
各モジュールの組み合わせをお使いください

用途に応じてモジュール追加も可能

データ量制限 ● 会員・フォーム…［～1,000件／月］

外部データベース
※初期のテーブル設定やデータ取込みは別途費用が発生します

多店舗情報や大量の製品情報など、データベースを自由構築

※100管理ユーザーまで設定ができます

拠点毎や他担当者にも管理権限を持たせたい

モバインタッチ

※FeliCa対応リーダーライター本体代金、初期設定費が別途発生します

FeliCa対応リーダーライターなどと連携（URL誘導や会員登録等）

（～1万件）制限 （無制限） （～10万PV） （～1万件） （～1万件） （無制限） （～100ユーザー） ー

登録スキーム構築

や会員情報の管理

をしたいときは・・

メールを配信して

来店率をアップさ

せたいときは・・

クオリティの高い

ケータイサイトを

作成したいときは・・

利用用途に応じて最適なサービスプランをご提案致します。詳しくはお問い合わせください。

ケータイ販促に必
要な7つの機能が
揃ったオールイン
ワンパッケージ。

配布数制限や当選確率の設定、

集計レポートの閲覧などが可

能です。FeliCa対応リーダー

ライターやQRコードと連動。

フィールド型や入力モード

設定で直感的なフォーム作成。

回答の集計・分析、データエ

クスポートも充実しています。

各モジュールのデータ参照

とメンテナンス、データのイ

ンポート/エクスポートにも

対応しています。

単一ユーザーへ管理権限を

付与し、コントロールパネル

から各モジュールを操作・管

理できます。

会員登録ページや登録時の開始/完了

メールの作成といった登録遷移構築、

会員情報の追加/編集/削除、会員属性

を抽出したグループ作成ができます。

テキスト/HTMLメールの作成、最大

30万通/時に対応した高速配信、エラ

ーメール自動処理、配信数やクリック

数を解析した集計レポートも可能です。

ツリー型サイトマップによる視認性

に優れたページ管理やウィジウィグ（見

たまま）編集、公開期間設定や安心の

テスト公開機能を備えています。

複数店舗や商品などのデータベース化が

でき、Webページとして公開も可能です。

複数管理者への権限委譲が可能。機能毎

に３段階の権限レベルを設定できます。

FeliCa対応リーダーライターとモバイン

を連携。月/日/時間別の集計・解析にも対応。

クーポン提供
モジュール

配る 調べる 活かす

集める 魅せる
サイト作成（ＣＭＳ）

モジュール

アンケート＆フォーム
モジュール

内部データベース
モジュール

届ける

外部データベース マルチ管理権限 モバインタッチ

会員構築
モジュール

メール配信
モジュール

基本構成

追加
モジュール
（別途料金）

FeliCa対応リーダーライター
を使った販促に

複数拠点・店舗での
ユーザー管理に

多拠点や商品等の
管理などに

…これからも続々と開発・リリース予定！

※モバイン標準パッケージご契約時の構成です

管理する
シングル管理権限

モジュール

サイト作成
（CMS）

搭載モジュール

メール配信会員構築

シングル
管理権限

アンケート
＆フォームクーポン提供

内部
データベース

（※ドメイン取得費等は別途発生いたします）

ご相談ください

ケータイ販促の時流に合わせた最新のソリューションもお任せください（別途お見積りいたします）

連携可能オプション FeliCa対応リーダーライターを
使ったスタンプラリーやポイン
トカードなどのキャンペーンに。

現在地検索を利用して、最
寄り店舗の検索や地図情報
を取得できます。

販促や企業・学校紹介などに、
モバインで動画コンテンツ
を提供できます。

GPS連携動画提供 スタンプラリー

※画面は一部開発中につきサンプルとなります

▲会員分析画面 ▲サイト作成（ＣＭＳ）画面

30日
間

最
大

各モジュール間の移動は

フローティングメニュー

からスムーズに！

便利でスムーズな
メニュー操作

モバイン

マルチ管理者権限

モバインタッチ



モバインは、誰もが所有している携帯電話に向けて様々な販促

アクションを可能にする「モバイルマーケティングツール」です。

利用する業種や規模に関わらず、簡単なパソコン操作で高度な

ケータイ向け販促ができ、繰り返して使うほどに販促コストの

節約と固定客アップなどが期待できます。

成功できる
ケータイ販促なら、

「モバイン」。

ケータイ販促ASPサービス
モ

バ
イン

ならいつで

も

※パンフレッ ト 記載内容： 2009年5月現在　 ※本パンフレッ ト の記載内容および製品仕様は予告なく 変更する場合があり ますので、モバイン公式サイト ( ht t p: //ad. mobi gn. com/) より 最新の情報をご確認く ださ い

インクレイブ株式会社　■渋谷オフィス 〒150-0011 東京都渋谷区東1-27-6 YMビル5F  ■仙台オフィス 〒980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通2-1-18 ノース・コアビル8F
http:/ /www.incrave.co.jp/

0570-086190／

「モバイン開発チーム・カスタマーサポート」

「受付時間」 9:00～17:00（土・日・祝祭日は除く） ※ファックスをご利用のお客様は、住所・氏名・TEL・FAXを明記の上、送信ください。

機 能 主 な 概 要 機 能 主 な 概 要

05

お申し込みはネットで24時間受付中！ http://sp.mobign.com/
●お申し込みいただいた当月期間は、いつでも無料で「モバイン」の全機能がお試しいただけます。 ●無料トライアル期間中から「正式契約」を希望される場合には、所定の手続きにより、カスタマーサポートへご連絡ください。 ●正式契約は無料トライアル
期間の翌月1日よりスタートします。 ●ご契約スタート月に届いた請求書にしたがって指定口座にお振り込みください。  ●本契約後のキャンセルはお受けできかねます。 ●お申し込みには、ご利用約款をお読みいただき、同意が必要です。

翌月1日から正式
ご利用がスタート！

無料トライアル申込 本契約スタート無料トライアル期間

04
正式契約申し込みの連絡を
カスタマーサポートへ03

申し込み月内は
安心の無料お試し！02

翌営業日にパスワード
とアカウントを通知！01

ＷＥＢから簡単に
お申し込み手続き！

基本
モジュール

会員構築
モジュール

メール配信
モジュール

サイト制作
（CMS）
モジュール

クーポン提供
モジュール

アンケート
＆フォーム
モジュール

外部
データベース
モジュール

マルチ
管理権限
モジュール

モバイン
タッチ
モジュール

ご相談・お問い合わせ

個人情報保護体制
（ISO15001準拠）

高い堅牢性と高度セキュリ
ティを兼ね揃えたＩＤＣ

24時間365日自動監視
体制による迅速な対応

OSレベルのまるごと
7世代バックアップ

JIS Q ISO15001: 2006準拠
のプライバシーマークによる
プライバシーコンプライアン
スに従い、適切な情報保護管理
を徹底しています。

サーバ運用はISMS適合性評
価制度認定のデータセンタ
ーを採用。堅牢性に優れたフ
ァシリティはもちろん、セキ
ュリティ対策も万全です。

高いスキルと豊富な運用経
験を持つ技術スタッフによ
る保守体制で、監視や復旧作
業にも速やかに対応。サービ
スの安定稼働に努めています。

データを保管するハードウ
ェアはRAIDに対応。仮想OS
レベルの7世代バックアップ
による多重化構造で不測の
事態にも迅速に対応します。

内部
データベース
モジュール

シングル
管理権限
モジュール

登録情報表示 ご契約時の登録内容を表示

パスワード再設定 再設定認証アドレスの発行

ヘルプ（使い方） オンラインマニュアルとヘルプ表示

QRコード（共通） QRコードの作成・出力

絵文字対応 約200種類の国内主要キャリア絵文字に対応

会員登録設定 登録開始/完了メールの設定

会員属性設定 入力形式/モード、選択肢等の設定

グループ管理 会員属性や行動分析によるグルーピング

会員データ解析 属性データ、期間別推移等の分析

会員データ管理 データの条件抽出と検索、CSVエクスポート

CSV一括登録 CSV形式でのデータ一括インポート

メールデータ管理 メールデータ履歴の絞込みや複製/削除

メール高速配信エンジン 最大60万通/時の高速メール配信

メール作成 WYSIWYG(見たまま)編集に対応

ターゲティングメール配信 会員属性や行動分析に応じたメール配信(※1)

デコレーション対応 メールのデコレーションに対応

テスト配信 最大100件のテスト配信アドレスを登録可能

配信レポート クリック統計、配信成功/エラー数の確認

バウンスメール処理 バウンスメールの種別毎に適切な自動処理

サイトマップ ツリー構造のサイトマップを表示

ページ作成/編集 WYSIWYG(見たまま)編集に対応

下層サマリ出力設定 サムネイル、タイトル、要約文の表示/非表示

テンプレート管理 テンプレート作成、ヘッダ/フッタサマリ選択

プレビュー 各主要キャリアの画面サイズに変更可能

テスト公開 本公開前の確認・修正作業が可能

ファイル管理 画像のアップロード、リサイズが可能

アクセス解析 月/日/曜日/時間/メディア別等の解析

コンテンツ変換エンジン 主要キャリアに最適化したコンテンツ変換

クーポンデータ管理 ステータス、統計サマリの確認、複製と削除

クーポン作成/編集 抽選/当選/期間外等の各コンテンツ編集

配布数制限 クーポン/ユーザー別に回答数制限を設定

当選確率設定 1～100%で当選確率を設定

配布期間設定 FromToの形式で配布期間を設定

集計レポート 認知経路/表示回数/利用率等の集計・解析

フォームデータ管理 公開ステータス/受付レベルの確認、複製と削除

コンテンツヘッダ作成/編集 入力/確認/完了/終了の各コンテンツヘッダ編集

回答数制限 フォーム/ユーザー(※2)別に回答数を設定

集計ページ公開 公募型アンケートの結果をWebページに公開

通知設定 回答データを指定アドレスにタイムリーに通知

受付期間 FromToの形式で受付期間を設定

フォーム項目設定/編集 フィールド型/入力の設定。最大30項目まで

特殊フィールド対応 複数フィールドの連結、入力値制御等に対応

改ページ対応 改ページ指定でフォームのページングが可能

プレビュー 各主要キャリアの画面サイズに変更可能

HTMLコード出力 HTMLコードは外部Webページに貼付可(※2)

集計レポート 会員モジュールと連携した絞込みに対応

CSVエクスポート 集計データをCSV形式でエクスポート可能

コンバージョンタグ設定 外部サービスのコンバージョンタグを設定可能

データベース管理 各モジュールのデータ参照・メンテナンス

データ集計・解析 各モジュールのデータ集計・解析

インポート/エクスポート CSV形式でのデータインポート/エクスポート

ユーザー権限 単一管理ユーザーへ権限を付与する基本機能

管理画面 各モジュールを操作するコントロールパネル

お知らせ機能 管理画面でのアップデート・障害情報の提供

データベース作成 最大3つまでデータベースの登録が可能(※3)

データベース編集 管理画面からの検索や閲覧、レコード編集/削除

CSV追加登録 新規レコード追加はすべてCSVインポート

画像管理 ZIP圧縮データの登録で、画像の管理が可能

テンプレート管理 登録データベースをWebページとして公開可能

マルチユーザー権限 複数管理ユーザーへの権限委譲が可能

ユーザーデータ管理 ステータスの一括変更、最終ログイン日時など

ユーザー登録 ログイン情報の作成、パスワード自動生成など

権限レベル設定 機能毎に3段階の権限レベルを設定

操作ログ閲覧 各ユーザー毎の入退出や操作ログを閲覧

デバイス登録・設定 転送をおこなうデバイスの登録と動作設定

解析レポート 期間を指定し、月/日/時間別の集計を表示

モジュール連携 クーポン、QRコードとの連動機能

※  QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です
※  FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカード技術です
※  FeliCaはソニー株式会社の登録商標です

ウェブサイト・電話・ファックスでお気軽にお問い合わせください。

FAX：03-5842-1304TEL：03-5842-1300

※1　会員モジュールで作成したグループを指定する必要があります
※2　公開型アンケートのみ貼り付け可能です
※3　初期登録をお客さま自身でおこなうことはできません

お申込み月 翌月

弊社はJIS Q 15001:2006に準拠した
個人情報保護認定事業者として「プラ
イバシーマーク」を取得しております。 

モジュール機能一覧表

万全のサポート体制と安心のセキュリティー

納得＆安心申込システム

モバインを引続きご利用に
なる場合は、ご希望の内容
を正式にお申込みください。

クーポン
提供

モジュール

サイト作成
（ＣＭＳ）
モジュール

アンケート
＆フォーム
モジュール

会員構築
モジュール

メール配信
モジュール

内部
データベース
モジュール

外部
データベース
モジュール

モバイン
タッチ
モジュール

シングル
管理権限
モジュール

マルチ
管理権限
モジュール

ハ ロ ー イ ン ク レ イ ブ

ネッ ト で24時間受付中！ネッ ト で24時間受付中！http://sp.mobign.com/

30日
間

最
大


	20140818-1.pdf
	20140818-2
	20140820_3
	20140818-4

