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メール配信システムで効果的なマーケティング 
メールマーケティング 

　http://www.benchmarkemail.com/jp/ 
 



HTMLメールの作成に不安がありますか？
 
Benchmark Emailでは500種類以上のテンプレートをご用意しております。専門的
な知識は一切必要ございません。ドラッグ&ドロップで簡単に編集して作成が可能です。 
作成の負担が減ることで、より企画業務に専念することができます。

反応があるメール配信を実施していますか？ 

受信側の反応が分かる事で、より効果があるメール配信へと改善することが出来ます。
Benchmark Emailではリアルタイムで配信したメールの開封数、リンククリック数、
また、開封者、リンククリック者まで測定することが可能です。

リスト管理
メールアドレスはリスト単位で管理します。メールアドレスをXlsファイルにまとめることが
できれば、すぐにリストが作成でき配信まで出来ます。またお客様を属性ごとに分けるセ
グメント機能を利用すればお客様ごとに異なるメール配信も可能です。



国内外含め、現在まで50万社を超えるお客様からご利用を頂いております。

Benchmark Email 導入実績



ウェブメディア特集： 

Forbes 2017年3月29日
20 B2B Technologies To Try In 2017 
(2017年に試すべき20のBtoB向けテクノロジー) 
https://www.forbes.com/sites/danreich/2017/03/29/20-b2b-
technologies-to-try-in-2017/ 
 
The BRIDGE 2016年4月11日

スタートアップ企業が参考にするべきBtoBメールマー
ケティング事例5選
http://thebridge.jp/2016/04/5-b-to-b-mail-marketing-case-for-
startup 
 
 

雑誌・出版メディア： 

「ワークスタイルブック」
働き方を変えるクラウドサービスとして特集
出版:ネコバブリッシング

「ネットプロモーション教本」
Benchmark Email利用特典付き。
メルマガ活用方法について記事監修。
出版:マイナビ株式会社

 

業界初の機能や事例の共有など、革新的な取り組みによって特集頂いております。

Benchmark Email メディア掲載



HTMLコーディングの知識は一切必要なし。ドラッグ&ドロップで簡単に作成可能。 
WordやPowerPoint、ブログの編集と同じように簡単操作で編集が出来ます。 
完成したメールは、『すぐに配信』することも『配信日時の予約設定』も可能です。

ブロックを選んで
ドラッグ&ドロップ！！

Benchmark Email 特徴　 
メール作成／編集



作成したメールは自動でレスポンシブ対応。 
特別な知識がなくても各デバイスに最適なメルマガを作成する事ができます。

Benchmark Email 特徴　
レスポンシブ対応 



Benchmark Email 特徴　 
HTMLメールテンプレート(日本限定)

500種類以上あるHTMLメールテンプレートよりお好きなデザイン／レイアウトを選択
して、画像の挿入と文字を入力するだけで簡単にカスタマイズ可能。



Benchmark Email 特徴　　 
配信リスト管理 

メーリングリストごとに実現する簡単な顧客管理 

配信先はリスト・セグメント単位で管理。ターゲット別に異なる内容を配信可能。 
「都道府県」「性別」「担当者別」「見込度」など細やかな管理により受信者に最適なメール配信
を実現できます。 
複数リストに同じメールアドレスが登録されていても重複カウントはされません。また、配信停止
を希望した読者にはメールは送られないように自動管理。 
  

ご存知でしたか？顧客管理によって開封率は大きく改善します! 
 
顧客毎に必要な情報は異なります。Benchmark Emailのリスト管理機能を
活用し、条件ごとにセグメント(分類)するだけで、開封率が47%向上。顧客管
理を見直すことでメールの効果が大きく変わることが確認されています。 
ソース Benchmarkブログ: 私の開封率は低いのだろうか?業界別開封率をチェック!より 

 

          �



Benchmark Email 特徴　　 
配信リスト作成

配信リストの作成は、ExcelもしくはTextファイルをアップロードするだけ。 

※重複やエラーメールアドレスはもちろん自動でチェック。 

メールアドレス	 姓	 名	 会社名	 性別	 契約プラン	 登録日	

japan@benchmarkemail.com 弁知	 花子	 株式会社ベンチマークジャパン	 女性	 a 7/3/13

1行目に項目名、2行目以降は実データとなります。 
２７項まで登録可能。条件を入れれば自動で条件抽出したセグメントリストの作成ができます。 
例：女性で登録しているメーリングリスト作成　条件を『性別：女性』で設定。 

 
WordpressやGmailなど他システムと連携してアップロードも可能 
 

※入力したデータは全てメール内に差込可能。 



円グラフによって、開封者・リンククリック者の特定誰がメールを転送したか。またエラーメール
となった結果まで、リアルタイムで確認できます。数字をクリックすると、『誰が』『いつ』まで、そ
れぞれ詳細の確認ができます。また、レポートのデータは一括ダウンロードも可能です。

Benchmark Email 特徴　 
リアルタイムレポート①



また時間軸での開封数・クリック数の状況確認も可能。

Benchmark Email 特徴　 
リアルタイムレポート②



Benchmark Email 特徴　 
リアルタイムレポート③

メール内に挿入したURL毎の詳細。URLをクリックすると、それぞれのメール
アドレスの確認が可能。（Google Analytics連携もワンクリックで可能） 



Google Analytics連携も可能 
 
utm_source = BenchmarkEmail 
utm_campaign = （設定したメール名) 
utm_medium = email 

Benchmark Email 特徴　 
リアルタイムレポート③

Google Analytics連携をONにするだけで、 
自動で全てのURLにパラメータが追加されます。



Benchmark Email 特徴　 
リアルタイムレポート④

実際のメールを見ながら、どこがクリックされたのかクリック率を確認すること
ができます。最適なコンテンツ配置のヒントとして活用できます。 



用途に合わせた登録フォーム作成

■BenchmarkのFacebookアプリを利用すれば 
　ファンページへも簡単に登録フォーム設置が出来ます。 

Benchmark Email 特徴 
登録フォーム①

クラシックフォーム

■メルマガ/ニュースレター購読者
や資料請求など利用用途に合わ

せて項目や内容の編集が可能。 
 
■メールアドレスを含め最大27項
目の設問が可能 
 
■HTMLコード出力可能 

埋め込み型フォーム

■どのサイトにもあるシンプルな
登録フォームの作成が可能 
 
■姓・名・メールアドレスの最大3
項目を設問可能 
 
■HTMLコード出力可能 
 



自動で表示されるポップアップ機能もご用意！

Benchmark Email 特徴 
登録フォーム②

ポップアップフォーム

■ブログやウェブサイト、LPを回遊中に
ポップアップ表示させる「ポップアップ
フォーム」機能もご用意。 
 
■設定できる項目数は通常と同じく最大
27項目設問可能 
 
■HTMLコード出力・カスタマイズ可能 

■Wordpressとの連携Pluginもご用意。 
管理しているページに簡単に登録フォーム設置が出来ます。 



登録フォームに顧客情報が登録された日を基準に自動でメールが 
送信されます。 
登録日から365日後まで、複数（無制限）でメール設定が可能。 
 
応用例： 
登録フォームにて興味がある音楽ジャンルなど項目設問をして、あらかじ
めセグメント設定をしておけば、ジャンル別に自動でステップメールを送信
することも可能です。

ステップメール

誕生日やメンバー登録日、入会日などを登録しておけば 
その日を基準に毎年自動でメールを送信することが出来ます。 
登録日、前後365日であれば複数（無制限）でメール設定が可能。 

顧客情報に登録されている年月日を基準に自動でメール送信 
することが可能。登録されている日の前後365日であれば 
複数（無制限）でメール設定が可能。 
 
例：決められた日程で行われるイベントなどの前後に、自動メールを設定して 
　　顧客を盛り上げたり、その後のお礼メールなどをするなどに適しています。 

年次メール

固定日メール

Benchmark Email 特徴 
ステップメール



Benchmark Email 特徴　 
A/Bテスト機能

A/Bテスト機能を利用すれば、異なるメールをテストす
ることができ、どちらがより開封/クリックを得ることが
できるのかを検証することができます。

・件名/差出人の改善
・コンテンツ画像の比較
・送信時間の最適化
 

これらの比較が簡単に行えます。

A/Bテストとは？
A/Bテスト機能は、複数ある件名やコンテンツ候補を
実際に配信を行い、結果が良かったメールを本メール
として配信する機能です。

配信先リストは自動的に『リストA』『リストB』『本リス
ト』に分割。自動的に開封またクリックの数値の良かっ
たメールが本メールとして配信。

結果が良いメールが 
本リストに配信されます

 



配信前の最終確認

HTMLメールは受信環境によって、思わぬレイアウト
崩れが発生することがあります。
受信テスター機能では、主要なメーラー/ブラウザ/OS
でどのようにメールが受信されるかを確認することが
できます。
配信前の最終確認として、受信テスター機能をご活
用ください
 
 

受信時のレイアウトを配信せずに確認できるので、 
手元にない端末での表示も把握できます 
 
 
 
 
 
 
 
 

以下の受信環境でのレイアウトを確認することができ
ます。 
　　　　Mac OS, Windows, iPhone 4 ~6splus, 
         iPad, Android 4, 
 
         Gmail, Outlook 2000 ~ 2016, Yahoo!, AOL, 
         lotus Notes,  Thunderbird 
 
         Google Chrome, Firefox, Internet  
　　　　 Explorer 

OS 
 
メーラー

ブラウザ

Benchmark Email 特徴　 
受信テスター機能



Benchmark EmailのAPI連携 
 
 
 
 
 

API連携による拡張性 
Benchmark EmailはAPIを開放し、配信先リスト
情報や配信結果レポートを別のツールと連携すること
が可能です。 
 

多様なAPIの活用方法 
DBやCRMツールで管理されている情報を、
Benchmark Emailに共有することができます。 
見込み顧客が既存顧客にステータスが変更された、契
約の更新日が変更された、といった顧客情報を自動的
にリスト化することができます。 

リード・顧客名簿

会員情報

商談日・購入日

配信リスト

レポート結果

ステップメール

Benchmark Email　APIの活用



　　　　アーカイブページ 

　　　　アンケート＆投票

　　    プラグイン連携 　　　　　多言語対応

　　　　　スマートフォン対応

　　　　　マルチパート配信

　　　　EMA 　　　　　テストメール機能

Benchmark Email その他の機能



○ＳＳＬによる暗号化通信
機密事項を扱う全てのページ（顧客情報、ログイン情報、クレジット情報など）はSSLサーバ証明書を利用。
また、McAfee Security Auditing（McAfee Security）を採用。 
毎日McAfee社より最新の技術をもって審査を行い、セキュリティー及び脆弱性の確認を行っております。

耐震性があり、火災発生時対策、電力対策をされた場所に設置。

複数のファイアウォールにて保守されており、ネットワーク侵入検知システムも導入。
24時間365日体制でサーバーへのアクセス、管理には厳しく監視が行われており
異常なアクティビティーを感知した際は、即座に担当者に警告をメール通知するように設定。

アカウント毎にご自身で設定するログインIDとパスワードを使用。　 
ログイン後にアクセス可能な管理ページにて簡単にパスワード変更が可能です。
※全てのログインページは、SSLを介してデータを暗号化しております。

※定期的なパスワード変更を推奨しております。

データセンター

サーバー監視体制

システム認証体制

個人情報保護
ドコモやYahoo! Japanも取得しているTRUSTeマークを取得、適切な運用で個人情報を保護しています。 
TRUSTe認証マークを取得したウェブサイトは、個人情報の取扱いについては一定の基準を満たした 
ウェブサイトとして、利用者、消費者から信頼を得ております。

メール到達率
Gmail, Yahooメール、Hotmailなどを始めとするメールプロバイダーと常に良好な関係を築いております。 
Email Sender and Provider coalitionおよび、ReturnPathのメンバーでもあります。また外部 
サービスと提携し利用できないメールアドレスの利用を制限しており、ドメインの評価を維持しております。 

Benchmark Email  
セキュリティ&メール到達率



Benchmark Email 料金
料金プラン① 

メール送信数プラン 登録リスト数プラン
プラン 顧客リスト数 ⽉額料⾦

600 プラン 600 ¥1,800
1,000 プラン 1,000 ¥2,800
1,500 プラン 1,500 ¥3,700
2,500 プラン 2,500 ¥4,500
3,500 プラン 3,500 ¥5,300
5,000 プラン 5,000 ¥6,500
7,500 プラン 7,500 ¥8,400

10,000 プラン 10,000 ¥10,000
15,000 プラン 15,000 ¥14,000
20,000 プラン 20,000 ¥18,000
25,000 プラン 25,000 ¥21,000
30,000 プラン 30,000 ¥24,000
35,000 プラン 35,000 ¥27,000
40,000 プラン 40,000 ¥30,000
45,000 プラン 45,000 ¥33,000
50,000 プラン 50,000 ¥36,000

無制限配信

 
 
リスト照合 500円/1,000件 
リストを照合し、利用できないメールアドレスのみ

を特定することができます。 
存在しない・利用できないメールアドレスが多いリ

ストは利用できなくなります。 
 
受信テスター 2,000円/100回 
配信することなく、メールのレイアウト確認するこ
とができます。 
 

その他オプション

※初期費用0円、最低契約期間1ヶ月

※プランの数が示すものは、登録できるメールアドレスの上限数となっております。 
※お振り込みでの決済は年額プランをご契約頂く場合のみ、対応致します。(振込対応手数料がかかります) 
※年額、6ヶ月分お申込みの場合はそれぞれ15%、10%の割引が適用されます。 



専用サーバープラン

※初期費用24,000円、最低契約期間1ヶ月 ※上記プラン以上の配信をお考えの場合は、別途ご相談下さい。

※お申込み後、最初に配信する「メール・配信先リスト」をアカウント内に作成してください。

※サーバー負荷を計測するため、ご利用開始から一定の期間はIPウォームアップが必要となります。

大量配信

専用サーバー有

徹底した監視体制

専用IP 
1 IP/ 5,000円 
 
契約プラン/20,000 = 必要なIP数 
例)55,000プランの場合は
55,000/ 20,000= 2.75 
端数は切り捨てとなるので、2件の
IPをご購入いただきます。 

その他費用

Benchmark Email 料金
料金プラン② 
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ウェブサイトより、管理者名、メールアドレス、会社名、パスワードを入
力しお申し込みを完了してください。無料トライアルをすぐにお試しい
ただけます。

お支払いについて 
銀行振込は原則年額でのご契約、またはリストプラン55000
以上であれば月額でもお振込決済が可能です。月初が更新日
となりますため、ご利用開始前月末までにお支払いくださいま

せ。 
 
クレジットカードでのお支払いについては、米ドルでの決済とな

りますため、ご利用のクレジットカード会社のレートが適用されま
す。 

お申し込み

無料トライアル

有料プラン契約

メール作成・配信、リスト作成、レポート確認などメール配信に必要な
機能をご利用できます。期限は無制限で毎月250通の配信が可能。
自動的に請求が発生することはございません。

クレジットカードでのお支払いであれば、操作画面からすぐに有料プ
ランへとアップグレードが可能です。リストプラン55000以上のご利
用あるいは年額でのご利用の場合は銀行振込での決済が可能です。

有料プランご利用開始までの目安 
 
有料プランをご利用になる前に必ず無料トライアルで操作方法

をお確かめの上、利用規約をご確認ください。 
クレジット決済の場合は、操作が完了次第有料プランで利用
開始となります。銀行振込の場合はご入金後1営業日以内に

ご利用が開始となります。 

Benchmark Email 特徴　 
お申し込みについて



Benchmark EmailはBenchmark Internet Groupが提供するサービスです。 
また、日本国内での運営は株式会社ベンチマークジャパンが行っております。

本　社　Benchmark Internet Group 
設　立　2004年4月
所在地 10621 Calle Lee, Building 141 Los 
Alamitos, CA 90720, USA 
代表者 最高経営責任者CEO　カート ・ ケラー 

日本法人名　株式会社ベンチマークジャパン　/　
Benchmark Internet Japan Inc. 
設　立　2012年3月 
住　所　〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-4-1 
日土地ビル2F　SENQ霞ヶ関 
TEL  　03-4550-6805　 
URL  http://www.benchmarkemail.com/jp/ 
 
パートナー企業 
 

Benchmark Internet Group  
会社概要


