
貴社の商品・サービスに興味がある会社・経営者が判る！

クリック社リスト
ご提供サービス



クリック社リストとは？

メールDMを配信後に、メールDM本文内のURLをクリックした会社
（≒内容に興味のある可能性がある会社）を特定し、その会社のリストデータ
を即時ダウンロードできるサービスです。（オプションサービスとなります）
※お客様専用の管理画面をご提供しますので、クリック社リストをすぐにCSVダウンロードすることができます。

管理画面を提供（リアルタイムでDL可）

※クリック数が配信後徐々に増えていきます。

貴社のメール内容に興味のある会社リスト！

会社名・代表者名・住所・電話番号・FAX番号

メールアドレスのリストも手に入るから、

「郵送DM、FAX送信、メール送信」など様々な

チャンネルで効果的にアプローチできる！

配信停止データも入手できる（実質無料！）

※配信停止先は除外できます 2
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クリック社リストのメリット

１．内容に興味がある会社を特定 ２．アポ率の高いテレアポリスト

３．郵送DM先としても効果的

５．FAXDMリストとして活用

４．メルマガデータとして活用

メールDMの本文内のURLをクリックした≒
少なからず内容に興味を持った可能性がある
会社を特定することができます。
その会社のリストデータを管理画面から
ダウンロードすることができます。

会社名に加えて、決裁者である代表者名※や
電話番号の項目もあるためテレアポリストとして
の活用が期待することができます。
「興味を持った可能性のある見込リスト」のため
“アポ率が高い”と営業の方にとても好評です。
※取得率50％程度

郵便番号と住所のデータも入手できるため
ハガキDM、封書DMを送付することで
今までよりも効果的な郵送DMが実施すること
ができます。紙のDMなら視覚や情報量で訴求
することができます。しかも、DM発送先は
「内容に興味がある可能性が高い」ためです。

メールアドレスも取得できますので、
自社のメルマガデータに追加して定期的に情報
を配信する宛先に加えることができます。
一度のメールで反応しなくても、継続的にPR
すると後から反応をして頂きやすくなります。
※メルマガ配信はしっかりと特定電子メール法を順守するようにしましょう。

６．無駄な営業経費の削減

50％ほどにはなりますが、FAX番号も取得が
できますので、メールDMのクリック社の
FAX番号を溜めておいて、ある程度のリスト
件数になったらFAXレター・FAXDMを送る
宛先としても重宝します。

課金対象から配信停止の宛先は除外しますが
配信停止データ自体はダウンロード頂けます。
（本サービスお申込者様限定無料DL可能です）
その配信停止先の宛先は「見込みがない」リスト
です。営業リストから配信停止リストを除外する
ことで無駄な営業経費を削減することができます。



料金体系

・クリック社リスト料金：＠200円×件数

【ダウンロード項目（メールDMの本文内をクリックした会社データ）】
「会社名」「代表者名」「メールアドレス」「電話番号」「FAX番号」「郵便番号」「住所」
「業種名」「都道府県名」「市区町村名」「HPアドレス」「クリック日時」「クリック回数」

「クリック元IPアドレス」「ユーザエージェント※1」「ステータス（1は配信可、0は配信停止）」

※メールDM配信の方限定のオプションサービスです。（メールDM配信後でないとクリック社リストは取得できません）
※2020年8月5日以降に配信された方が対象のサービスとなります。
※「代表者名」「FAX番号」「HPアドレス」は平均50％程度のデータ数となります。（業種に大きく異なります）
※本文中のどこのURLをクリックしたかまでは判別できません。（配信停止リストは判別できるようになっています）
※配信後でもお申込みいただけます。ただし、本文内のURLを短縮URLにされなかった場合には取得不可です。
※クリック数を管理画面の配信履歴＞クリック社一覧からご確認後、ご購入されるかどうかをご検討ください。
※一部リストだけの購入はできません。管理画面に記載されている「ユニーク件数 - 配信停止の件数」が課金対象となります。
（管理画面の【配信履歴＞ユニーク＞クリック社一覧＞検索条件で「配信可」】のリストが課金対象です）
※管理画面が複数になっている場合（配信件数が多いや複数案件の場合）は管理画面単位でお申込みいただけます。
※お申込み後、翌営業日には管理画面からダウンロードすることが可能となります。配信前からお申込みいただくと配信中から
でもクリックがあったリストをダウンロードすることが可能です。その場合、最速でアプローチすることもできます。
※1.ユーザエージェントとは相手がアクセスしたOS,ブラウザの種類などです。

※すべて税別価格です。

（配信停止リストは課金対象外）
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ご利用の流れ

１．ご発注（クリック社リスト お申込み）※配信前もしくは配信後
※クリック社リストのお支払は「配信翌月末締め、配信翌々月末支払い」となります。

２．管理画面のURLをお渡し（配信後）
※配信前のお申込みならすぐにクリック社リストがダウンロードできるようにしてお渡しいたします。
※配信後ですとお申込みの翌営業日にダウンロードできるようにいたします。

３．管理画面の「配信履歴＞クリック数＞クリック社一覧」から閲覧・ダウンロード
※申し込みがまだの場合には＊でマスクされています。
課金対象は「ユニーククリック数 ー 配信停止件数」となります。画面上部に料金が明示されます。

メールDM配信が前提のサービスです。
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以下３点についてご承諾のうえお申込み下さい。

１．配信時に「メール本文内のURLはそのまま表示したい」といったご要望でメールDMを配信した
場合にはクリック測定が技術的に不可能なためクリック社リストを取得することはできません。
（通常は短縮URLで設定されて配信されますのでテスト送信時に特別なご指摘がなかったら問題ありません）
短縮URLに変換してメールDMを配信した場合のみクリック社リストを取得できます。

例）元のURLが「https://abc.co.jp/」の場合

取得〇 メール表示：https://汎用ドメイン.net/abc/GDdr2nr（ランダム英数字）→自動転送→ https://abc.co.jp/ 

取得× メール表示：https://abc.co.jp/ ※そのままメール本文に元URLを表示した場合

２．WEBから自動収集・人的に収集しているため、精度を高める対策はしておりますが稀に
収集元情報が古い、記載に間違いがある、データ入力ミスが発生していることがあります。
その場合はご申告いただき、データ間違いが当方でも確認できましたら、その間違っている件数分は
請求対象外にいたします。

３．クリック社リストの相手がお客様のメール内容に興味があることを保証するものではありません。
あくまで「クリックした≒興味のある可能性がある」という点、ご了承のうえお申込みください。
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よくあるご質問 １／４

Q.管理画面からクリック社リストがダウンロードできますか？
A.はい、専用の管理画面をご提供しますので、そちらからダウンロードいただけます。

Q.配信停止のリストは課金されますか？
A. いいえ、配信停止のリストは課金対象外にいたします。
「配信履歴＞クリック数＞クリック社一覧」の上部にある「配信可」で検索してヒットした件数
のみが課金対象となります。また、重複クリックは課金されません（ユニークのクリックのみ）
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よくあるご質問 ２／４

Q. どのような管理画面をご提供いただけるのですか？

A.まず、お客様だけが閲覧できるID/パスワード付きの管理画面となります。
ログイン後に、「配信履歴」のメニューから配信状況やクリック社リストの閲覧が可能です。
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よくあるご質問 ３／４

Q. ユニークアクセス（訪問者数）もわかりますか？

A.はい、わかります。（ユニーク）と記載されている件数となります。

Q. メールＤＭを配信せずにクリック社リストは取得できますか？

A. いいえ、本サービスはメールのクリックを解析する必要があるため
「メールDMを配信することが前提」のメールDM専用のオプションサービスです。
※メールDMを配信するには別途、配信料が掛かります。

Q. どのくらいで有料設定できますか？最速でリストが欲しいです・・・

A. お申込みいただければ、翌営業日にはクリック社リストがダウンロード頂けます。
ただし、テスト送信時にお申込みいただければ、事前にダウンロードできるように設定も可能です。
本配信前のお申込みの場合には配信日の当日中にクリック社リストをダウンロードできます。

9



よくあるご質問 ４／４

Q. 見積もりを貰えますか？支払はいつですか？

A. お申し付け頂ければお見積もりを発行しますが、事前でのお見積もりでは配信件数が確定している
必要があります。また、配信後であればお客様ご自身でも管理画面で件数及び金額がわかるように
なっておりますが、お見積書としてお出しすることは可能です。

※ユニーククリック（重複はないリスト）の課金です。
※配信停止分は課金されませんが、リスト自体は閲覧可能です。（配信停止リストが実質無料で手に入ります）

お支払いについては事前支払い（前金）となります。

Q. 配信後いつまで申し込みできますか？（データは残りますか？）

A. メールDM配信後から、6ヵ月間は責任をもってクリック社データを保持いたします。
配信から6ヵ月以上経過したクリック社リストは取得することが出来なくなることがあります。
※有料版を購入された場合には6ヵ月以内にCSVデータをダウンロードください。

Q. どのくらいクリックされますか？

A. お客様のメール内容により大幅に変わりますが、だいたい1万件配信で50～２00件程度です。
ご予算として1万件配信で５千円～2万円（税別）となります。※内容で大幅に異なります。
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管理画面の操作方法 ①配信履歴の閲覧（無料）

メールDMを配信した履歴を表示することができます。
配信中の場合には、どこまで配信されているかまで把握が可能です。
※送信中の画面を確認するためにはテスト送信前にお申込みいただく必要がございます。

送信中

送信完了
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管理画面の操作方法 ②クリック社一覧（無料版）

配信履歴からクリック数のリンクをクリックすると以下のクリック社一覧が確認できます。
有料版の購入金額が記載されていますので、お申込みされる際はお申し付けください。

無料版は「＊」でマスクがかかっています。
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管理画面の操作方法 ②クリック社一覧（有料版）

配信履歴からクリック数のリンクをクリックすると以下のクリック社一覧が確認できます。
画面に表示される項目は
「クリック日時・メールアドレス・会社名・業種名・都道府県名・代表者名・電話番号・管理番号」
ですが、CSVデータは料金表（P４）記載の項目がダウンロード可能です。

有料版は「＊」のマスクが解除されます。
（実際のデータのためモザイクを入れています）

無料版にはなかった「CSVダウンロード」が可能です。
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管理画面の操作方法 ③リストダウンロード（有料）

お申込みいただきましたら、配信後の場合は翌営業日にダウンロードできるようになります。
※配信中など最速でデータを確認するためには配信前のお申込みが必要です。

各種検索が可能です。
配信停止データを除外した一覧表示も可能です。
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ご同意条項１／２

本サービスをご利用いただくには以下のご承諾をいただく必要がございます。
※ご承諾頂けない場合、クリック社リストのご利用が出来ませんことご了承下さいませ。

※一度ご承諾いただいた内容に関しましては、次回以降のご依頼につきましてもご承諾いただいたものとして扱わせていただきます。

(1)メールDM配信前のお申込みなのか、配信後のお申込みなのかをお選びいただきます。

(2)配信前のお申込みではテスト送信後（本配信開始前）にクリック社リストが
閲覧できる管理画面を発行し、配信後のお申込みでは、お申込み後翌営業日に
管理画面からクリック社リストが閲覧できるようになります。

(3)管理画面から自動でクリック社リストが配信（納品）されるためお申込み後のキャンセルはできません。予めご了承ください。

(4)クリック社リストが欲しい管理画面のURLをお伝えいただきます。
※配信後にお伝えするメールDMの管理画面のURLです。

(5)【禁止行為】非合法な行為（詐欺、脅迫、嫌がらせ、誹謗・中傷、猥褻な情報、
名誉毀損、迷惑メール、スパム、マルチ商法）または人を不快にさせる、他の人のプライバシーを侵害するコンテンツをクリック社リスト
に送信、伝達する行為は禁止いたします。
また、ご提供する管理画面上に不正なデータを送信、悪意のある操作をすることも禁止いたします。
これら禁止行為を行い、悪質性が高いと判断された場合には法的措置を取らせていただくことがあります。

(6)【免責事項】WEBから自動収集・人的に収集しているため、精度を高める対策はしておりますが稀に
「収集元情報が古い、記載に間違いがある、データ入力ミスが発生している」ことがあります。
データの確実性をお約束することはできません。

ただし、データ間違いがあった場合は対象データの管理番号をお伝えいただき、
データ間違いが当方でも確認できましたら、その間違っている件数分は請求対象外にいたします。

尚、データ間違いによる損害が発生した場合でも弊社では責任を負いかねます。
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ご同意条項２／２

(7)上記(6)のご申告は「1回でまとめて」「管理番号の項目は必須で」ご申告頂きます様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
また、データ間違いのご申告は請求確定前（配信日の翌月末日まで）にお願いいたします。
請求確定後の返金は行っておりませんので予めご了承ください。

(8)操作方法についてはこちらの資料をご参照のうえ、それでも解決できない場合にはお問い合わせください。

(9)弊社の営業時間は平日10時～18時です。営業時間外でのご対応は出来かねますことご了承下さい。

(10)請求後は、製品の性質上、いかなる理由があっても返金をすることは出来ません。

(11)メールの内容、配信先の条件等によりクリック数・クリック率は大幅に変わりますこと、予めご了承ください。

(12)クリック社リストの相手がお客様のメール内容に興味があることを
保証するものではありません。あくまで「クリックした≒興味のある可能性がある」という点、ご了承のうえお申込みください。

(13)メールDM配信後から、6ヵ月間はクリック社リストのデータを保持いたしますが、配信から6ヵ月以上経過したクリック社リストは
取得することが出来なくなることがあります。そのため、配信日から6ヵ月以上経過している場合にはお申込みされましても
納品対応できない場合があります。※配信日から6ヵ月以内に管理画面からCSVデータをダウンロード・保管ください。

(14)ご購入後に移転や廃業などで使えなくなったリストデータの返金は致しかねます。

(15)クリック社リストの料金改定があった場合、
お見積り時に新しい料金体系となることがあります。

(16)ご購入いただいたクリック社リストはお客様の所有物となります。
クリック社リストのデータ使用により何らかの損害が発生した場合でも
弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
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運営元（総販売元）：株式会社リストマーケティング

代表取締役：村田 智也 （むらた ともや）

創業／設立：2013年１月／2015年5月

電話：050-3188-8311 ／ FAX：03-4586-9720
※現在、多数のご依頼につき電話対応は行っておりません。
また、新型コロナウィルスのためお打ち合わせは対面ではなくZoomもしくはSkypeでお願いしております。
尚、低コスト維持の為、業務進行は電話ではなくメールもしくはchatworkでのやりとりとなります。予めご了承ください。

URL：https://listmarketing.co.jp/

メール：support@listmarketing.co.jp
所在地： 〒064-0953
北海道札幌市中央区宮の森3条6丁目7-12 INFINITY宮の森2 101

サービス運営会社

https://listmarketing.jp/
mailto:support@listmarketing.co.jp
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