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メールマーケティングとは



メールマーケティングとは
メールマーケティングとは、Eメールを使用したマーケティング手法のことです。企業は自社の持つ顧客リストに対してE
メールを配信することで、集客やファンの育成、リピーターの醸成などの目的を達成しようとします。
古くからあるメルマガ（メールマガジン）もメールマーケティングの一形態です。

メールマーケティングの歴史は古く、1978年にアメリカのある企業が初めて行ったという記録もあります。それからおよそ
40年が経過しましたが、今でも多くの企業にとって重要なマーケティング手段であり続けています。

ここでは、メールマーケティングの基礎知識から、その利用方法までを解説いたします。

メルマガとメールマーケティングの違い
メルマガとは、企業や個人がEメールを使用して、その読者に対して一斉に情報を送信するメール配信形態のことを指
します。

一斉配信は、他の販促手段と比較して安価であり、システムの導入ハードルも非常に低いことから、多くの企業が販
促手段として取り入れたことで爆発的に普及しました。

一方で、読者側のメールボックスは様々な企業からのメルマガで埋め尽くされ、きちんと最後まで読まれるメールの件
数はだんだんと減少していき、その効果も疑問視されるようになってきました。

そんな中、一方的な情報伝達ではなく、顧客一人一人に合ったメール配信を行うことで効果を最大化しようという
One to Oneマーケティングの考え方が一般的になってきました。

読み物としてのメールマガジンから、効果を最大化するためのメールマーケティングへと変化していったのです。

メールマーケティングの進め方
目標を設定する
メールマーケティングでは、目的に対しての効果の最大化を行います。そのために「定量的なゴール設定」と「継続的な
改善活動」が必須となります。

ゴール設定には必ず測定可能な数値目標を設定します。
例）
・メールの開封率（メールがどれだけの人に読まれたか）
・文中のURLのクリック率（どれだけの人を誘導できたか）
・コンバージョン率（メールからどれだけの売り上げを上げることができたか）

実際にメールを配信した後は、その結果を記録し、次回の配信の改善につなげることが重要です。



メールマーケティングとは
配信リストを分けてメールの配信する
自社の持つ顧客リスト全員にもれなく一斉配信することで、効果を最大化するというのはやめたほうがいいでしょう。

なぜならば、顧客それぞれによって、あなたのサービスに対する熱感が異なるからです。

顧客の熱感やロイヤリティによって、顧客リストを細分化し、それぞれごとに異なる内容のメールを配信するのがベストで
すが、そこまで稼働をかけられないというのであれば、一番狙いたい層だけでグルーピングをし、そこに対してメールを配
信するようにしましょう。

メールのコンテンツ
メールに記載する内容については、当然ながらその目的に合った内容にしなければいけません。

商品の購入や、セミナー申し込みなど、直接的な効果を求めるような場合は、メールの内容はシンプルにすることが成
功の秘訣です。

例えば目的が商品の購入であった場合、メールを見た顧客は文中のURLや画像をクリックし、ショッピングサイトの商品
紹介ページへ移動し、そこで購入手続きをしてもらわなければなりません。

つまり、この場合のメールの役割は詳細な情報が掲載されているページへスムーズに誘導することなので、メール自体
に詳細な情報は必要ないのです。

実際、日本よりメールマーケティングが盛んな海外のECサイトのメルマガを見ると、目を引く画像と短めのコピーだけで
構成されているメールが主流になっています。

画像引用： https://www.american-giant.com/home

一方で、ファンを醸成するためのメルマガであれば、その内容自体が読
者の興味の対象になっています。
そこでは、近況報告であったり、商品の蘊蓄を語ったりと、なるべく詳細
が記載されている内容のほうが好まれるでしょう。



メールマーケティングとは

テキストメールとHTMLメール
メルマガにはテキストメールとHTMLメールの2種類があります。

テキストメールはその名の通り、文字（テキスト）だけで作成されたメールのことです。作成に専門的な知識が不要な
ので、気軽に作成することができます。
先述したファンを醸成するためのメルマガの場合はこちらの形式が好まれます。

一方、HTMLメールとは、ホームページを作るときに使用するHTMLタグを使用して作成されたメールのことです。

HTMLメールはテキストメールと違い、文字の大きさや色を自由に表現できるうえに、画像や写真、動画を文中に入れ
ることができるというメリットがあります。

画像や動画は見た目のインパクトと情報量が文字情報よりも多いので、商品ページへの誘導などを目的としたメール
であれば、こちらの形式が最適です。

なお、HTMLメールについては、古いガラケーでは対応していなかったり、作成に専門的な知識（HTMLタグの知識）
が必要であったりという問題がありましたが、スマホの普及に伴い、HTMLメールを受信できる環境が飛躍的に増加した
こと、HTMLタグの知識が無くてもHTMLメールを作成することの出来るツールが普及してきたことにより、近年はBtoC、
BtoBに関わらずHTMLメールでのメール送信が増加しています。

まとめ
メールマーケティングは安価で簡単に始めることの出来るマーケティング手段です。

「定量的なゴール設定」と「継続的な改善活動」をしっかりと行うことでその効果を最大化することができます。
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特定電子メール法とその罰則
メールマーケティングを行うにあたり、担当者の方には必ず知っておいてほしいことがあります。

それは、「特定電子メール法」についてです。

この法律に違反をしてしまい、処罰の対象となってしまった場合は、企業の大幅なイメージダウンは避けられません。

そんな事態にならないためにも、ここでは、特定電子メール法とはどんな法律なのか、違反した場合にどのような罰則
があるのかについてお話ししたいと思います。

特定電子メール法とはどんな法律なのか
「特定電子メール法」は正式名称を「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」といい、2002年に総務省に
より成立、その年7月に施行された法律です。

この法律が制定された背景には、インターネットの普及に伴い、迷惑メールが氾濫し社会問題となったことがあります。

その後、2005年には特定電子メールの範囲の拡大、架空アドレス宛ての送信の禁止が定められ、2008年にはオプト
イン規制が導入されました。

この法律の詳細については、一般財団法人日本データ通信協会による以下のページをご覧ください。
https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/taisaku/1-2.html

ここでは、担当者が必ず理解しなければいけない3つのことについて説明いたします。

1.オプトインでメール送信の承諾を取らなければいけない
オプトインとは、広告メールの送信について、受信者に対して事前に承諾を得ることを言います。
つまり、許可を得ていない相手に対して広告メールを送信してはいけないということです。

例えば、名簿業者から購入したリストや、自社のお客様であってもメールを送る許可を得ていない相手に対して広
告メールを送信することはできません。



特定電子メール法とその罰則
例外：名刺交換した人には送っていい
『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント』によると、例外規定として「名刺などの書面により自己
の電子メールアドレスを通知した者に対して送信する場合」とありますので、メルマガを送っても問題ありません。

例外：ホームページで公開されているメールアドレスにも送っていい
同じく例外規定として「自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している者（個人の場合は、営業を営む場
合の個人に限る。）に送信する場合」とありますので、こちらも送って問題ありません。

ただし、どちらの場合も以下の注意点は必ず守ることが必要です。

・送信される電子メールが通信販売等の電子メール広告の場合には、特定商取引法が適用されるため、請求・承
諾なしに送信することはできません。
・自己の電子メールアドレスの公表と併せて、広告宣伝メールの送信をしないように求める旨が公表されている場合
は、同意なく送信することはできません。

2.送信者などの表示義務がある

画像引用：https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/taisaku/1-2.html



特定電子メール法とその罰則
承諾を得た（オプトインを取得した）相手に対して送付するときに、送信者に対して以下の表示が義務付けられて
います。

・送信者などの氏名または名称
・受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレスまたはURL
・（上記の直前または直後の位置に）受信拒否の通知ができる旨の記載
・送信者などの住所
・苦情・問合せなどを受け付けることができる電話番号、電子メールアドレス、URL

3.メール配信を停止するオプトアウトを設置しなければいけない
オプトアウトとは、メールの受信者が「配信を停止してほしい」という意思を申し出ることをいいます。

上述の「表示義務」の中にも記載しましたが、メールの送信者は、メールの受信者がメールの配信を望まなくなった時
にスムーズにオプトアウトができるように、メール本文中に導線を用意する必要があります。
当然ながら、オプトアウトされた方には二度とメールを送ってはいけません。

違反するとどうなるの？
特定電子メール法に違反した場合、当然ながら罰則を受けることとなります。

もし違反をすると、総務大臣および内閣総理大臣により、規則に対する適合・改善命令などが発せられます。また、
違反の状況によって、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金（法人の場合は3,000万円以下の罰金）」が
課せられることとなります。

罰則そのものよりも、違反し罰則を受けたという事実により信頼性を損ない、イメージダウンによる長期的なダメージを
受けるということを肝に銘じましょう。



特定電子メール法とその罰則

まとめ
メールマーケティングは安価で手軽なマーケティング手法ではありますが、実施するにあたっては、きちんとルールを理解
し、遵守する必要があります。

その中でも最低限以下の4つについては、必ず理解をしておきましょう。

・受信者には必ず承諾を得る（オプトイン）
・送信するメールのルールを守る（表示義務）
・受信者が配信停止を申し出られる仕組みを用意する（オプトアウト）
・違反をすると罰則を受ける

これらの決まりごとは、「迷惑メール」が社会問題となったために作られたルールです。
「迷惑メール」とは、いわゆる悪意のある迷惑メール業者から送られたメールのことだけを指すのではありません。
受信者が受け取りたくない、不愉快だと思うメールも迷惑メールなのです。

お客様との良好な関係を築くためにも、ルールをきちんと理解するようにしましょう。

【参考】特定電子メール法に関する資料
■特定電子メール法についてのガイドライン
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」
「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」

■特定電子メール法関係法令
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成14年法律第26号）」
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則（平成14年総務省令第66号）」
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令（平成21年総務省令第85号）」
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メール配信システムの選び方
メールマーケティングを始めるためにメール配信システムの導入・選定を任されたけれど、いっぱいありすぎてどれを選べ
ばいいのかわからないという声をよく聞きます。

担当者さんの悩みを分類すると、おおよそ以下の3つに分類されるようです。

Outlookなどのメールソフトではダメなのか
PCにインストールするタイプとクラウドタイプはどちらがいいのか
マーケティングオートメーションとの違い

今回はそれぞれについての解説と、メリットとデメリットについてお話しします。

1.Outlookなどのメールソフトではダメなのか
個人情報流出などのリスクが高い
OutlookやGmailなどのメールソフトを使って一斉配信を行っている企業が多く存在します。
これらのメールソフト自体は無料で使用できるため、配信リストの数が増えて効果が大きくなるまでは、コストを抑えて
運用しようという理由が多いのでしょう。

しかし、メールソフトを利用した一斉配信は、コストを抑えられるどころか、非常にリスクが高いことはご存知でしょうか。

その危険性を理解するためには、Googleなどで「bcc 誤送信 お詫び」で検索してみてください。
メールソフトの操作手順を誤り、お客様のメールアドレスを流出させてしまった企業の事例が山ほど出てきます。

流出したものがメールアドレスだけだったとしても、「特定の個人の氏名を記載したもの（例：ando@example.comな
ど）」や、「ほかの情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるもの（例：
taro_yamada@example.co.jp → example社に勤めているヤマダタロウさんとわかる）」は個人情報にあたります。

個人情報を流出してしまった場合、その後のお詫びの対応に
かかるコストはもとより、場合によっては損害賠償の請求や、
長期的な会社に対する信用の失墜なども起こりえます。

ほとんどのメールソフトに、誤送信を起こさない仕組みは整って
おらず、担当者のちょっとした操作ミスでいつでも起こる危険で
す。



メール配信システムの選び方
＜メリット＞
・無料で使用できる
・使い慣れている

＜デメリット＞
・誤配信のリスクが高い
・一斉配信に特化したシステムではないので特別なことはできない（開封率やクリック率は取れない）

2.PCにインストールするタイプとクラウドタイプはどちらがいいのか
PCにインストールするタイプは、安いが別途メールサーバーが必要
メール配信システムには、パソコンにインストールして使用するタイプのものが存在します。このようなソフトは家電量販
店にて1万円ほどで購入が可能です。

Outlookなどのメールソフトとは異なり、一斉配信に特化したソフトウェアですので、誤送信が起こるリスクは小さくなって
います。

ただし、このソフトはあくまで一斉配信の仕組みが実装されたソフトであり、メールを配信するための「メールサーバー」
機能は付いていません。
このソフトを使用して一斉配信を行うためには、別途メールサーバーの用意が必要となります。

多くの企業では、メールサーバーは共用のレンタルサーバーを利用しています。共用のレンタルサーバーは、複数の企
業が共有して使用しているため、特定企業によるリソースの占有や、大量送信によるIPアドレス単位での受信ブロック
を避けるために、一斉配信にはなにかしらの制限がかかっているのが普通です。

一斉配信に対する制限については各レンタルサーバー事業者によって異なりますので、このようなソフトを利用する場
合は、事前に自社が契約しているレンタルサーバー事業者への確認が必要です。

一般的には配信リストが1,000通を超えるような場合は、共用のメールサーバーでの一斉配信には向きませんので、
高スペックな専用サーバーの検討が必要です。

＜メリット＞
・メールの一斉配信に特化したソフトなので使いやすい
・CDロムの買い切り型なので、ランニングコストが不要

＜デメリット＞
・メールサーバーは自分で用意する必要がある
・大量配信には向かない



メール配信システムの選び方

スタンダードなのはクラウドタイプ
メールマーケティングを行う際に利用する際に一番スタンダードなのが、クラウドタイプのメール配信システムの利用です。

クラウドタイプのメリットは、インターネットに接続できるパソコンがあればすぐに利用が可能なところです。

例えば、インストール型のメール配信システムは、インストールされているパソコンでしか利用ができませんが、クラウドタ
イプならどのパソコンからでも利用ができるので、例えば出張中に普段使っているのと異なるパソコンからアクセスしても、
いつもと同じように利用できます。

また、システムのバージョンアップも自動で行われますので、常に最新の機能を利用できるのも魅力の一つです。

クラウドタイプのメール配信システムは、メールサーバー自体もセットとなっていますので、配信リストが多くなっても気にす
る必要はなく、導入後すぐに利用が可能です。

クラウドタイプのメール配信システム自体も数多く存在しますので、その中で、自社の運用上必要な機能をそろえてい
るか、コストは予算に見合っているかという2軸が主な選定基準になるでしょう。

＜メリット＞
・メールの一斉配信に特化したシステムなので使いやすい
・インターネットに接続できるパソコンがあれば他に何もいらない
・バージョンアップは自動で行われる

＜デメリット＞
・買い切り型のソフトではないので、ランニングコストが発生する

初めて導入するならこんなところをチェック
・会社名やあて名などの差し込み配信ができるか
・HTMLメールの配信ができるか
・配信結果の分析ができるか（開封率・クリック率が計測できるか）
・到達率を高めるための仕組みが整っているか（複数のIPアドレスから配信されているか、SPFに対応しているか、
DKIMに対応しているか）
・エラーアドレスは管理できるか、不達理由を知ることができるか
・コストはどれくらいかかるか
・困ったときのサポート体制はどうなっているか



メール配信システムの選び方
マーケティングオートメーションとの違い
マーケティングオートメーションのメリット
マーケティングオートメーションは、マーケティングの細かなプロセスを自動化するシステムです。おおよそ月額は10万円
～で利用することができます。

「以前に資料請求をした人が、再度料金案内ページにアクセスしたら、セミナーの案内メールを送る」というようなシナリ
オ設定をすることで自動化できるようになります。

ユーザー一人ひとりの行動に基づいて最適化（パーソナライズ）されたメールを送ることができるので、一斉配信メー
ルと比較してより大きな成果を期待することができます。

マーケティングオートメーションのデメリット
一方、マーケティングオートメーションを使いこなすには、「導入のハードル」と「運用のハードル」があります。

一般的にマーケティングオートメーションを導入するには、専属の担当を付けた上で3か月は必要とされています。
その後、やっと運用のフェーズに入るのですが、そこでもまたPDCAを回していくことで自社の理想とする形を作り上げてい
かなければなりません。

企業規模が比較的大きく、マーケティング担当が3～5名ほどいる企業であれば、こちらを検討してみても良いかもしれ
ません。

＜メリット＞
・パーソナライズされたメールを送ることができ、効果の最大化を期待することができる
・シナリオを組むことで配信作業を自動化することができる

＜デメリット＞
・コストが高い
・使いこなすためのハードルが高い

まとめ
メールマーケティングを始めるのであれば、使いやすさの面、コストの面からもクラウドタイプのメール配信システムがお薦
めです。

クラウドタイプならば万が一選択に失敗したとしても、すぐに他社のシステムに移行することも可能ですので、まずは自
社のやりたいことができるシステムを探し、少しの間試してみるのが良いでしょう。
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メールマーケティングのゴール設定
配信システムが決まり、配信ルールが理解できたら、次はメールマーケティングのゴール設定です。一体何を目的に
メールマーケティングをやっていくのかはとても重要です。

メールマーケティングを始めるにあたり最初にやらなければいけないことが、「ゴール設定」です。

「メールを配信することでどんな効果を期待しているのか」を明確にし、その目的を実現するため、継続的に改善活動
を行っていくことがメールマーケティングの最大のポイントなのです。

今回は、メールマーケティングを始めるにあたって、ゴールの設定方法について解説したいと思います。

ゴール＝数値であること
ゴールは数値で設定する必要があります。

「CS向上」「見込み客の創出」などを目的としている企業もあるかと思いますが、その場合でも数値がどのような状態に
なれば目的が達成されたのかという基準を作っておかなければ、改善活動を行うことができません。
そのため、ゴールはメール配信後の効果が計測できる数値で設定してください。

なお、このようなゴールのことをKGI（Key Goal Indicator）とも言います。

ゴールの設定例
以下は業種別のゴール設定の一例です。

ネットショップの場合：半年後に一回の配信で40件のリピート注文
コンサルティング会社の場合：半期で60件のセミナー申し込み
ソフトウェア企業の場合：年間で100件のデモアカウント発行

ゴールを設定する際に、メール1配信あたりで設定する方法と、ある期間内での合計で設定する方法があります。

どちらでなければいけないということはないのですが、基本的には改善活動の成果は緩やかな右肩上がりで出るもので
すので、ある程度の期間で設定することをオススメします。
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ゴールまでの道筋を分解する
ゴールが設定されたら、そのゴールを達成するまでの道筋を分解します。
例えば、上述したネットショップではゴールを「1回の配信で40件のリピート注文」としました。
このゴールを達成するために、メルマガの読者に行ってほしい行動を分解すると以下のような流れになります。

1.購入時に「メルマガを受け取る」にチェックを入れる
2.メルマガを受信する
3.受信したメールを開封する
4.開封したメールの中にある商品案内のURLをクリックする
5.遷移後のページ内の商品をカゴに入れる
6.注文する

この流れが1回の配信内で40回行われれば、目標を達成できるということになります。

各ステップの実情を知る
次に先ほど分解した各ステップの実情を計測します。

例えば、購入時に「メルマガを受け取る」にチェックを入れた人は、全購入者のうち割合はいくらか、「受信したメールを
開封する」人は何人いるのかということです。

もちろん、お使いのシステムによっては計測できない部分もあるかもしれません。その場合は、まずは計測できるところだ
けでも取ってみましょう。

今回は、計測できるところだけ計測をしてみたら以下のようになったとします。

1.購入時にメルマガを受け取るにチェックを入れた人（全購入者の50%）
2.メルマガを受信した人
3.受信したメールを開封した人（メルマガ購読者の15%）
4.開封したメールの中にある商品案内のURLをクリックする（開封した人の10%）
5.遷移後のページ内の商品をカゴに入れる（クリックした人の30%）
6.注文をする（カゴに入れた人の90%）

仮に全購入者が10,000人だった場合、1から6までの流れを経て最終的に残ったのは20人になります。

ゴールは40件でしたので、ちょうど2倍の成果を出す必要があります。



メールマーケティングのゴール設定

各ステップのKPIを設定する
ゴールのことをKGIと言いましたが、そのKGIを達成するための各要素のことをKPI（Key Performance Indicator）と言
います。

ゴールを達成するために、メルマガの読者に行ってほしい行動を分解しましたが、これは各要素にKPIを設定するためで
す。

ゴールを達成するためにはいまの2倍の成果を出す必要がありますが、単純に計算すれば、全購入者数を今の2倍の
20,000人にすれば達成できますし、メール文中のURLをクリックする人を今の2倍にしても達成ができます。

ただ、1つの要素だけで目標を達成するのは非常に困難です。

そのため、各要素を少しずつ改善することで目標達成を目指します。

1.購入時にメルマガを受け取るにチェックを入れた人（全購入者の50%→55%）
2.メルマガを受信した人
3.受信したメールを開封した人（メルマガ購読者の15%→20%）
4.開封したメールの中にある商品案内のURLをクリックする（開封した人の10%→15%）
5.遷移後のページ内の商品をカゴに入れる（クリックした人の30%→35%）
6.注文をする（かごに入れた人の90%→そのまま）

上記の要素のうち、6についてはすでに高い成績ですので、それ以外の各要素を5%増加させることをKPIとして設定し
ました。
これがすべて達成された場合、最終的に注文をする人は52人となり、目標を大きくクリアすることができます。

各要素に対して改善活動を行う
各要素でKPIを設定しましたので、その目標が達成できるよう改善活動を実施します。

メルマガの読者増のための活動
メルマガの読者を増やすために重要なのは、そのメルマガを受け取ることで得られる便益を明確にすることです。
たとえば、「メルマガに登録いただくと、セール情報を一足お先にお知らせします。また、お誕生月には特別な割引クー
ポンをお送りします」などといったようなことです。
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メールの開封数を増やすための活動
メールの開封数を増やすためには、メールの件名の工夫が必要です。件名に、メールの内容を具体的に書くことで開
封率の向上が見込めます。

URLのクリック数を増やすための活動
メール文中のURLのクリック数を増やすためには、URLの位置を工夫します。メルマガの文章は上から下に行くほど読ま
れる可能性が下がりますので、なるべく上のほうにURLを持っていくことでクリック率の向上が見込めます。

カゴに入れる数を増やすための活動
カゴに入れる可能性を高めるためには、遷移前のメールの文体と遷移後のページの文体を合わせることが重要です。
メールをホームページへの入り口として考え、文体を統一することで、訪問者の期待を裏切らないようにします。

これらの改善活動はあくまで一例ですが、メールマーケティングのテクニックとしては非常に基本的な部分でもあります。

KPIをチェックし改善する
改善活動を行ってメールを配信したら、各要素に設定したKPIとどれほどの差異があるか結果を確認します。

想定したKPIに全く達していない場合は、活動内容が大きくずれている可能性がありますので、再度改善活動を行い
ます。

この改善活動を繰り返していくことで、徐々にゴールに近づいていくのです。

まとめ
メールマーケティングで重要なのは、ゴールを数値で設定することです。
ゴールを具体的な数値にすることで、達成までのプロセスも具体的になるのです。

このプロセスの改善自体は、担当者の力だけでできることがメールマーケティングの大きな特徴です。
工夫次第で大きな成果が期待できますので、ぜひ取り組んでみてください。
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メールマーケティングの効果測定
メールマーケティングという言葉について決まった定義はありませんが、一般的には
「戦略的なメール配信により期待した成果を得ること」と言えるでしょう。

旧来の一斉配信と異なる点は、メールの配信による効果を定量的に測定し、その数値をもとに改善活動を行っていく
という点です。

HTMLメールが一般化したことや、メール配信システムの機能が進化したことにより、これまで今一つ不明であったメルマ
ガの効果が可視化されるようになりました。

結果として、メルマガは他のプロモーション施策と比較すると非常に投資対効果の高い施策であることが再認識される
ようになりました。

そこで、今回はメールマーケティングの効果を社内で報告する際に利用できる各種効果測定の指標について解説した
いと思います。

到達率
到達率とは、配信したメールが相手先に届いた割合です。

「間違ったメールアドレス」や「すでに使われていないメールアドレス」にメールを送ると、相手先のサーバーからエラーが
返ってきます。

また、「相手先のメールボックスの容量が不足している」場合や「相手先のサーバーに障害が起きている」場合もエラー
が返ってきます。

配信リストに含まれるメールアドレスのうち、相手先サーバーがエラーを返さなかった割合（配信に成功した割合）を
計算したものが到達率です。

＜計算式＞

｛ 1 －（エラーが戻ってきた数 / 配信したメールアドレス数）｝× 100

到達率が低い配信リストを使い続けると、相手先のサーバーからは「この送信者はいつも不適切なメールアドレス宛に
メールを送ってくる」と見なされ、迷惑メールを配信していると疑われ、相手先の迷惑メールフィルタでブロックをされてし
まう可能性があります。
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そのため、届く見込みのないメールアドレスは配信リストから適宜除外することで、質の高い配信リストの状態を保つこ
とが重要です。

ちなみに到達率は相手先のサーバーが受け取らなかったものをカウントするものですので、相手先のサーバーが受け
取った後に受信者側の迷惑メールフィルタにより迷惑メールフォルダに振り分けられたメールはカウントされません。（相
手先のサーバーもエラーを返しません）

開封率
開封率とは、配信に成功したメールが受信者により開封された割合です。
つまり、メールが読まれた割合のことなのですが、この数値はHTMLメール形式で配信されたメールでしか取得すること
はできません。

開封率を計測するにはHTMLメールの中に計測用の画像データを含ませます。そのメールが開封されると計測用の画
像との通信が発生します。この通信があった数を開封率としてカウントしています。

＜計算式＞

（HTMLメールが開封された数 / 配信に成功したメールアドレス数）× 100

この開封率の数値に大きく関係するのが「メールの件名」です。

メールの中身を読む際には必ず「件名」をクリックするというワンアクションが発生します。

数あるメールの中で、自社のメールをクリックしてもらうためには、魅力的な件名をつける必要があります。

クリック率
クリック率とは、配信に成功したメールの中に含まれるURLが受信者によりクリックされた割合です。
文中のURLがクリックされた数をカウントしているので、テキストメールでも計測できます。

＜計算式＞

（URLがクリックされた数 / 配信に成功したメールアドレス数）× 100
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クリック率は到達率や開封率の影響も受けますので、改善するときはコンテンツの調整だけではなく、配信しているター
ゲットや送信時間についても見直しが必要です。

反応率
反応率とは、開封されたメールの中に含まれるURLが受信者によりクリックされた割合です。

＜計算式＞

（URLがクリックされた数 / HTMLメールが開封された数）× 100

クリック率と似ていますが、分母はメールを開封した数になります。

到達率や開封率の影響を受けないため、コンテンツそのものの評価をするときに使用します。

コンバージョン率
コンバージョン率は、資料請求や商品の購入など、目標として設定したものを達成した割合です。

ランディングページがメールを読んだ人の期待に沿っていない場合、コンバージョン率は低下します。

例えば、メール本文では新商品の案内をしているのに、ランディングページがネットショップのトップページになっているな
どというもったいないことになっていないか確認してみましょう。

＜計算式＞

（目的達成数 / 配信に成功したメールアドレス数）× 100

または

（目的達成数 / URLがクリックされた数）× 100

計算式が２通りありますが、どちらが正しいというわけではありません。

メールマーケティングの施策の流れの中で評価するのであれば前者、ランディングページそのものを評価するのであれば
後者を使うのが良いでしょう。
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まとめ
メールマーケティングで利用される代表的な効果測定の指標について解説いたしました。

メールマーケティングの実践にあたっては、これら指標を記録し、結果をもとに改善活動を行っていくことが非常に重要
です。

一方で、配信結果はリストのセグメントの仕方や配信タイミングによりある程度の浮き沈みが発生します。

そのため、狙って大きく改善したということでなければ、配信結果についてのコンマ数%の違いを一喜一憂することのな
いよう気を付けましょう。

メールマーケティングは他のマーケティング施策と異なり、小さな予算で継続的に効果が見込める施策となっています。

また、効果を出すのに予算の規模も関係なく、大きな企業だから有利ということもありません。

ぜひ、試行錯誤を通して、自社の成功パターンを見つけてみましょう。
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配配メールでできること

特定電子メール法対応（オプトアウト対応）
配配メールならば、オプトアウト対応も簡単です。

メールの作成時に「解除フォームURL」がワンクリックでメールの本文中に挿入できます。

読者が、受信したメール内の解除フォームURLをクリックしオプトアウトを行うと、以降はその読者への配信は自動で停
止されます。

オプトアウト時のメールも自動配信ですので、手作業で返信をしたり、顧客リストからの除外作業も必要ありません。

＜設定できるオプトアウトのパターンは複数ご用意しています＞

・解除フォームへアクセスし、ワンクリックでオプトアウト

・解除フォームへアクセスし、確認画面を出してからオプトアウト

・解除フォームへアクセスし、メールアドレスを入力してオプトアウト

・指定のメールアドレスへ空メールを送信してオプトアウト

・指定のメールアドレスへ空メールを送信して送られてくる解除フォームからオプトアウト

ワンクリック！



配配メールでできること

HTMLメール対応
配配メールならば、HTMLメールを送信することが出来ます。

また、HTMLメールを作るのが苦手な方のために、ブログ感覚で利用できるHTMLエディタをオプションでご用意しており
ます。

このHTMLエディタでは、なんとドラッグ＆ドロップで画像の挿入などの操作ができるのです。

レスポンシブデザインで作られた豊富なテンプレートもご用意しておりますので、簡単な操作でご自分の手でHTMLメー
ルを作ることが出来るようになります。

もちろん、文字の大きさや書体、背景の色を変えたりなども自由自在にできます。



配配メールでできること

効果測定
配配メールならば、開封率やクリック率と言ったメールマーケティングの効果をメール単位でも確認することが出来ます。

■開封率

■クリック率

また、エラーになった顧客を理由別に知ることが出来ますので、今後届かない顧客を配信リストから除くことで到達率
を高めることが出来ます。

配信結果を数値で確認し、今後の改善活動の参考にすることが出来ます。
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