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IBM Silverpop Email
Insights
プラットフォームとデバイス全体でメールを
プレビューして最適化

ハイライト
•

メーリング・リストのメール使用状況
を追跡

•

モバイルを含む 30 種類以上のメール・
クライアントでメールの表示をプレビ
ュー

•

各受信者の優先デバイスを判別

•

受信者記録をメール・エンゲージメン
トの時間と場所で自動的に更新

御社のメールは、どのようなデバイスで読まれても魅力的に見えま
すか? IBM® Silverpop® Email Insights (Litmus 搭載) を使用すると、
マーケティング担当者は各受信者の優先デバイスに応じてコンテン
ツをフォーマットして、カスタマイズすることができます。送信
後、Email Insights は高度なメール分析をキャプチャーして、マー
ケティング・キャンペーンの詳細を理解し、各個人の顧客体験をパ
ーソナライズできるように支援します。

Email Insights により、以下が可能になります:
•

•

•

•

Gmail、Outlook、iPhone、Android プラットフォームなど、30 種
のメール・クライアントのメールのルック・アンド・フィールを
素早くプレビュー。Email Insights では、特定のデバイス・タイプ
でメールを実際にスクロールすることも可能
メーリング・リストのメール・クライアントの使用状況を追跡。
この重要機能により、テスト作業のフォーカスを定め、最終的に
は顧客が使っている特定のデバイスとメール・クライアントを基
にメール・プログラムを最適化することが可能
各メール受信者の優先デバイスを判別し、それに基づいてターゲ
ット・コンテンツを送信
次のような追加データで受信者レベルの記録を自動的に更新
– 国・州郡や都道府県・市区町村などの地理的位置
– 平均エンゲージメント時間
– 優先メール・クライアントまたはデバイス
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分析
•

•

それぞれのデバイスとメール・クライアントで開封され
たメールの数を追跡。たとえば、iPhone または Outlook
で開封されたメールの数を測定することが可能
実際にメールを読んだ受信者や削除しただけの受信者の
数を測定

個人レベルの行動
•
•

•

受信者レベルの記録を追加データで自動更新
IBM® Silverpop® Engage の各受信者の記録を以下の情報
で更新
– 国・州郡や都道府県・市区町村などの場所
– 平均エンゲージメント時間
優先メール・クライアントまたはデバイス

エンゲージメントのまとめ

開封率
モバイル 13%

図 1: iPad Mini、iPhone 5、および Android メールのプレビュー

デスクトップ

Email Insights の主要機能

チラッと
見ただけ

幅広いデザイン・テストにより、モバイルを含む 30 種類
以上のメール・クライアントでメールがどのように表示
されるのかを即座に確認可能

•

25%

サポート対象のメール・クライアントとデバ
イス

スパム・テスト
•

Web メール
読んだ

図 2: Email Insights により、受信者がメールをどう扱っているかを分析

メールのプレビュー
•

さっと目
を通した

51%

AOL、Gmail、Yahoo、 SpamAssassin などの迷惑メー
ル・フィルターに対するメールの到達度をテスト。詳細
なテストにより、 御社のメールに対する認証および評価
状況を確認し、一般的な ISP や企業フィルターに対する
スコアとフィードバックを提供
各迷惑メール・フィルターに対するメールの到達度を向
上させるためのヒントと推奨事項を提供

モバイル・デバイス
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Android 2.3 & 4.0
Android Gmail
iPhone 4S iOS 6
iPhone 5
iPhone 5S
iPad 2 iOS 6
iPad Mini
BlackBerry Text & HTML
Symbian S60
Windows Phone 8
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IBM 社の一員である Silverpop について

メール・クライアント
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AOL メール
Apple Mail 5
Apple Mail 6
Gmail
Hotmail
Lotus Notes 8.5
Lotus Notes 8
Lotus Notes 7
Lotus Notes 6.5
Outlook 2013
Outlook 2011 for Mac
Outlook 2010
Outlook 2007
Outlook 2003
Outlook 2002/XP
Outlook 2000
Outlook.com
Thunderbird

IBM 社の一員である Silverpop は、メール・マーケティン
グおよびリード管理ソリューションを提供するクラウドベ
ースのデジタル・マーケティング・プロバイダーです。
Silverpop Engage は、さまざまな情報源から集めた顧客デ
ータや個人行動に関する情報を利用して、パーソナライズ
されたやり取りをリアルタイムで伝達し、推進します。顧
客に関する行動ベースの深い知見と直感的なエンゲージメ
ント・エンジンを提供することで、オムニチャネル・マー
ケティングの複雑さを軽減し、購入プロセス全体で卓越し
た顧客体験を実現します。IBM の統合マーケティング・ポ
ートフォリオの一員である Sliverpop は、より適切な 1 対
1 のやり取りによって、見込み客をロイヤルな顧客に転換
します。世界中の 5,000 以上のブランドが Silverpop に信
頼を寄せています。詳細については、次の Web サイトを
ご覧ください: silverpop.com

詳細情報
IBM Silverpop の詳細については、日本 IBM 営業担当員ま
たは IBM ビジネス・パートナーにお問い合わせいただく
か、次の Web サイトをご覧ください:
ibm.com/software/marketing-solutions

現在 Silverpop をご利用で、Email Insights をアカウントに
追加することをご希望のお客様は、販売担当者にお問い合
わせください。

顧客はモバイルです。御社はいかがですか?
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