
＜

Ecrea

①

②

③

以上の流れを順を追って説明していきます。
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最初にメール配信先であるお客様（ご担当者様）を

にログインし、【顧客社員情報
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メール配信のため少なくとも

 をクリックします。

ご担当者様（顧客担当者）が登録

 

メール配信するために＞ 

メール配信するには、いくつかの準備が必要です。

担当者様）を登録する
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以上の流れを順を追って説明していきます。 

を登録する 

最初にメール配信先であるお客様（ご担当者様）を Ecrea

】を開き、 新規

）を登録します。

【顧客社員名】、

ご担当者様（顧客担当者）が登録出来

するには、いくつかの準備が必要です。

最初にメール配信先であるお客様（ご担当者様）を Ecrea に登録します。
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出来ました。 
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配信先のリストを作成する

次に、登録した複数のご担当者様のデータを利用し、リストを作成します。

顧客社員情報】－【顧客社員リスト

顧客社員リスト－登録】画面が表示されます。

顧客社員リスト名】に名称を入力し、【リストタイプ】で「一覧タイプ」を選択し、

画面が【顧客社員－一覧】に切り替わるので、こ
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担当者様が表示されます。
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1.メール配信を

 

2.【メール配信－登録】画面が表示されますので、必要な箇所を入力します。

 

③ 配信用の文章を登録

 

メール配信を

 

【メール配信－登録】画面が表示されますので、必要な箇所を入力します。

 

配信用の文章を登録し、配信

メール配信を開き、 新規

【メール配信－登録】画面が表示されますので、必要な箇所を入力します。

し、配信する
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【メール配信－登録】画面が表示されますので、必要な箇所を入力します。【メール配信－登録】画面が表示されますので、必要な箇所を入力します。

メール文にお客様名やご担当者名を挿入

したい場合、こちらを利用します。

（利用例：次ページ）

【メール配信－登録】画面が表示されますので、必要な箇所を入力します。

社内管理用でお客様に送信するメール文

には表示されません。

配信用アカウントを選択します。

メール文にお客様名やご担当者名を挿入

したい場合、こちらを利用します。

（利用例：次ページ）

【メール配信－登録】画面が表示されますので、必要な箇所を入力します。 

社内管理用でお客様に送信するメール文

には表示されません。 

配信用アカウントを選択します。

配信先：リスト利用を

たリストを選択します。

 

配信タイプ：一斉メールを選択し、

場合は配信する日時

すぐに送信する場合は「すぐに実行」を

選択します。 

件名：お客様に送信するメールの件名に

なります。 

 

本文：お客様に送信するメール文を入植

します。 
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配信先：リスト利用を選択し、②で作成し
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社内管理用でお客様に送信するメール文

選択し、②で作成し

配信タイプ：一斉メールを選択し、予約の

 

すぐに送信する場合は「すぐに実行」を

件名：お客様に送信するメールの件名に

本文：お客様に送信するメール文を入植



挿入の利用例：メール文

 

上記を送信すると受信側は以下のように表示されます。
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上記を送信すると受信側は以下のように表示されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挿入の利用例：メール文に顧客名と顧客社員名を選択した場合

上記を送信すると受信側は以下のように表示されます。

に顧客名と顧客社員名を選択した場合

上記を送信すると受信側は以下のように表示されます。

に顧客名と顧客社員名を選択した場合

上記を送信すると受信側は以下のように表示されます。

に顧客名と顧客社員名を選択した場合

上記を送信すると受信側は以下のように表示されます。 

注意

敬称は

に顧客名と顧客社員名を選択した場合 

 

注意：敬称は必ず入力してください。

敬称は自動入力ではありません！

：敬称は必ず入力してください。

入力ではありません！

：敬称は必ず入力してください。 

入力ではありません！ 

 



3.メール文などを入力後、

 

テストメール

宛先に自身のメールアドレスを入力し、顧客社員の箇所を適当に選択し

テストメール送信に成功すると以下のポップアップウインドウが表示されます。

 

メール文などを入力後、

 

テストメール送信

宛先に自身のメールアドレスを入力し、顧客社員の箇所を適当に選択し

テストメール送信に成功すると以下のポップアップウインドウが表示されます。

 

メール文などを入力後、 

送信 をクリックすると、

宛先に自身のメールアドレスを入力し、顧客社員の箇所を適当に選択し

テストメール送信に成功すると以下のポップアップウインドウが表示されます。

 テストメール送信

をクリックすると、ポップアップウインドウが表示されます。

宛先に自身のメールアドレスを入力し、顧客社員の箇所を適当に選択し

テストメール送信に成功すると以下のポップアップウインドウが表示されます。

テストメール送信 をクリックしてメールをチェックします。

ポップアップウインドウが表示されます。

宛先に自身のメールアドレスを入力し、顧客社員の箇所を適当に選択し

 

テストメール送信に成功すると以下のポップアップウインドウが表示されます。

をクリックしてメールをチェックします。

ポップアップウインドウが表示されます。

宛先に自身のメールアドレスを入力し、顧客社員の箇所を適当に選択し

テストメール送信に成功すると以下のポップアップウインドウが表示されます。

をクリックしてメールをチェックします。

ポップアップウインドウが表示されます。 

宛先に自身のメールアドレスを入力し、顧客社員の箇所を適当に選択して 送信

テストメール送信に成功すると以下のポップアップウインドウが表示されます。

をクリックしてメールをチェックします。 

 

送信 をクリックし

テストメール送信に成功すると以下のポップアップウインドウが表示されます。 

をクリックします。  

 

 



4.受信メールを確認し

 

5.メール文などに問題無ければ、最後に

 

以上の手順でメール配信準備が完了しました。

配信タイプが「すぐに実行」の場合は、すぐにメール配信が開始されます。

配信タイプ

 

メール配信の状況は一覧画面で確認することが出来ます。

受信メールを確認し

 

メール文などに問題無ければ、最後に

 

以上の手順でメール配信準備が完了しました。

配信タイプが「すぐに実行」の場合は、すぐにメール配信が開始されます。

配信タイプが「予約配信」の場合は、

 

メール配信の状況は一覧画面で確認することが出来ます。

受信メールを確認します。

メール文などに問題無ければ、最後に

以上の手順でメール配信準備が完了しました。

配信タイプが「すぐに実行」の場合は、すぐにメール配信が開始されます。

「予約配信」の場合は、

メール配信の状況は一覧画面で確認することが出来ます。

。 

メール文などに問題無ければ、最後に

以上の手順でメール配信準備が完了しました。

配信タイプが「すぐに実行」の場合は、すぐにメール配信が開始されます。

「予約配信」の場合は、指定時間になると自動実行されます。

メール配信の状況は一覧画面で確認することが出来ます。

メール文などに問題無ければ、最後に 登録 をクリックします。

以上の手順でメール配信準備が完了しました。 

配信タイプが「すぐに実行」の場合は、すぐにメール配信が開始されます。

指定時間になると自動実行されます。

メール配信の状況は一覧画面で確認することが出来ます。

をクリックします。

配信タイプが「すぐに実行」の場合は、すぐにメール配信が開始されます。

指定時間になると自動実行されます。

メール配信の状況は一覧画面で確認することが出来ます。 

をクリックします。 

配信タイプが「すぐに実行」の場合は、すぐにメール配信が開始されます。 

指定時間になると自動実行されます。 

 

 

 

 


