
データシート

Email Verification Plus Hygiene

正確な電子メールアドレスを管理することで、顧
客ロイヤリティを高めながら、送信者としての信
頼性を損なうリスクを回避

企業のマーケティング、セールス、カスタマーサービス部門では、多くの電子メールアド

レスを連絡先データとして収集し、これまで以上に多くの電子メールを顧客に送信するよ

うになっています。電子メールが登場した初期の頃は、到達率を高めることは入力ミスを

防ぐことでした。現在では、顧客への電子メール送信を適切に行えるかどうかが送信者の

信頼性に直結するようになり、問題はさらに複雑化しています。 

企業の送信者としての信頼性は、不達率やスパムに対する苦情、開封率などさまざまな要

因による影響を受けます。有害なアドレスや怪しいアドレスにメッセージを送信して連絡

先データに加えてしまうと、貴社の電子メールのドメインがブラックリストに登録され

て、信頼性が低下することも考えられます。ブラックリストに登録されると、貴社の電子

メールはブロックされて顧客に届かなくなり、解消するためには多くのコストと時間がか

かる難しい問題になってしまいます。

電子メールプログラムを確実に成功させる
インフォマティカのEmail Verification Plus Hygieneは、電子メールチャネルでの成功に不可欠

な次の2つの事を確認できる、市場で唯一の電子メールデータ品質ソリューションです。

1. 電子メールアドレスは有効か？不達で返されることはないか？

2. このアドレスに送信した場合、送信者の信頼性が低下するリスクはないか？

Email Verification Plus Hygieneを使用してこれらの事項を確認することで、電子メールの

到達率、不達率、送信者の信頼性をコントロールしやすくなり、最終的には電子メールプ

ログラムを成功させることができます。顧客への電子メール送信の信頼性を高めること

で、重要な顧客コミュニケーションやマーケティングプロモーション、セールス拡大のた

めの通知が受信トレイに届く可能性も高まります。

10年以上にわたり改良を重ねてきたEmail Verification Plus Hygiene独自のアプローチによ

り、電子メールの不達率と送信エラーは97％以上も低下します。導入企業が常に正確な

結果を得られるように、インフォマティカの電子メール検証のエキスパートがサポートを

提供します。Email Verification Plus Hygieneは電子メールアドレスをリアルタイムでチェッ

クし、最新の正確性を実現します。

Email Verification Plus Hygieneは電子メールの連絡先リストを変革し、迷惑メールとして

処理される確率を最小限に抑るとともに、送信者の信頼性が低下して販売機会を失ったり

リソースが流出したりするリスクを、先回り的に減らします。

利点

• 到達率の問題によるリソース

の無駄遣いや販売機会が失わ

れることを回避

• 顧客ロイヤリティと顧客満足

度の向上

• 電子メールキャンペーンにつ

いて、真の正確なパフォーマ

ンス評価指標を把握

• 顧客データ品質に対する信頼

性の向上



10年以上の豊富な経験とノウハウを活用
インフォマティカが10年以上にわたり投資と開発

を重ねてきたEmail Verification Plus Hygieneは、数

百万件の電子メールアドレスをリアルタイムに検証

できるパワフルなソリューションで、Party City社、

Lenovo社、Procter & Gamble社をはじめとする多く

の大手企業が導入してセールス、カスタマーサービ

ス、マーケティングプロモーションなど大量の連絡

先リストを対象にした商用電子メールコミュニケー

ションにおける信頼性を高めています。 

メールアドレスの検証は次の4つのステップで行わ

れます。

1. 業界の電子メール基準：基本的なレベルで、電

子メールアドレスの形式になっているか？

2. ド メ イ ン ： 実 在 す る ド メ イ ン 名 か ？ 
（@companyname.com や @gmail.com など）

3. サーバー：メールサーバーをチェックして、

ユーザー名が存在することを確認。

4. インフォマティカ独自のリアルタイム検証：検

証に特化したプロセスで、ステップ3の接続が

信頼できない場合に（YahooやHotmailなど）、

ユーザー名がサーバーに存在するかどうかを検

証します。

Email Hygieneは科学捜査班として、貴社の電子メール

連絡先リストをチェックします。怪しい電子メールア

ドレスを検出することで、実際に連絡をする前の段階

で排除することが可能になります。Email Hygieneは証

拠ベースのアプローチと独自の自己学習型アルゴリズ

ムを採用しており、10年以上にわたる分析から蓄積

した知識と経験を活用して、スパムネットワークやト

ラップおよびその他の悪意のある脅威と関わりのある

電子メールドメインを特定します。

使いやすいステータスコード

Email Verification Plus Hygieneでは、すべてのステッ

プをユーザーが管理できます。個々の電子メールア

ドレスには、そのアドレスが有効か無効か有害かを

示すステータスコードが付与されます。このコード

に基づいて、各アドレスを削除するか保持するかの

最適な判断を下すことができます。

Email Verification Plus Hygieneのステータスコードと、それぞれの結果に対する推奨アクションの例

主な機能

 
「既存のPOSシステムにStrikeIronの電子メール検証サービ

スを統合したことは、当社にとって重要な意味を持つ出来

事でした。現在、常に迅速かつ正確な結果を出すことで、

価値の高いソリューションであることを実証しています」

–  John Williams氏、Party City社情報テクノロジー担当バイス・プレ
ジデント

mailto:@companyname.com
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リアルタイム処理とバッチ処理

Email Verification Plus Hygieneの使用法には、主にリア

ルタイム処理とバッチ処理の2つがあります。多くの

企業では、電子メールアドレスを収集した時点でク

レンジングと検証の両方を実行し、既存データにつ

いてはバッチ処理をスケジュールして実行していま

す（連絡先情報は変更されることが多いため）。

eコマースのショッピングカートやランディング

ページ、店頭のPOS（販売時点情報管理）プラット

フォーム用のWebフォームには、リアルタイムのク

ラウドベースの統合を適用できます。このように最

前線でチェックすることで、顧客とつながっている

状態で正しいデータを取得して適宜修正することが

でき、無効な電子メールアドレスへ実際に送信する

前に回避することが可能になります。

顧客が電子メールアドレスを入力する際に、Email 
Verification Plus Hygieneはそのアドレスが有効かど

うかをリアルタイムに検証します。もし入力したア

ドレスが無効な場合、顧客のフォーム上に電子メー

ルアドレスの再入力を求めるメッセージが表示され

ます。ドメインのスペルミスと考えられる場合、正

しい候補が表示されます（例：「@yahooの間違い

ではありませんか？」）。店舗販売時にも同じプロ

セスが適用され、顧客の協力を得て店員が修正でき

ます。

既存の電子メール連絡先リストについてはバッチ処

理が理想的で、連絡先リスト全体に対して一括でソ

リューションによる検証を実行することができま

す。平均して年間30％の連絡先データが変更されて

いるため、データの検証とクレンジングを定期的に

実行することが重要です。バッチ処理は必要に応じ

た頻度で実行できます。ベストプラクティスとして

は、3か月ごとに1回のスケジュールを推奨します。

あらゆる環境に統合 
クラウドベースのEmail Verification Plus Hygieneは
既存のシステムと容易に統合できるので、新たに

学習したり管理したりする必要はありません。また

ハードウェアの設置やソフトウェアのインストール

も不要で、Salesforce. comやMarketo、ExactTarget、

Brontoなど広く使われているプラットフォームとの

統合環境をすでに構築している場合でも、既存の環

境を活用できます。

「毎週大量の電子メールを配信している当社にとって、

送信者としての信頼性を可能な限り高いレベルに維持す

ることは重要なことです。このため到達率を最も重要な

判断基準として、インフォマティカのData as a Service
の導入を決定しました。Email Verification Plus Hygieneが
あれば、ブラックリストに載せられる恐れのあるグレー

ゾーンから脱して、安全地帯に入ることができます」

–  Brian Chiosi氏、RingCentral社マーケティングシステム担当リー
ダー
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主な利点

到達率の問題によるリソースの無駄遣いや販売機会が失われることを回避
電子メールは、ビジネスで最高レベルのROIを期待できる魅力的なコミュニケーション

チャネルです。顧客への電子メールは、多大な時間と労力、クリエイティブな能力の結晶

です。豊富な実績に裏打ちされた電子メール検証ソリューションが、このような苦労の成

果をターゲットの受信トレイへ届け、到達率と送信者としての信頼性の両方を高めます。

Email VerificationとEmail Hygieneが連携して、無効なアドレスや有害なアドレスへ実際に

メールを送信する前に、このようなアドレスを連絡先リストから排除します。正しく到達

するメッセージが増えるほど開封率とクリック数も増え、コンバージョン率が高まり、収

益が向上します。

顧客ロイヤリティと顧客満足度の向上
高い信頼性を持って、顧客との約束通りにコミュニケーションを図ることができます。例

えば店舗を訪れた顧客が購入時に電子メールの受信を選択した場合、その顧客にとって

メールを受け取ることが重要であることを意味しています。コミュニケーションの不備は

顧客満足度の低下につながります。顧客との重要なコミュニケーションの機会を逃さない

でください。複数の調査によると、4通に1通の電子メールが受信トレイに届いていない

と言われています。約束通りに配信し、顧客とのコミュニケーションの信頼性を確保する

ことで、信頼できるブランドとしての貴社へのロイヤリティが向上します。

電子メールキャンペーンについて、真の正確なパフォーマンス評価指標
を把握
マーケティングチームやセールスチームは、さまざまな評価指標を使ってビジネスの計画

を判断します。このため、正確な数値がなければ計画が失敗してしまうこともあり得ま

す。既存の連絡先リストに無効な電子メールアドレスが含まれていたり、常に不達となる

アドレスにメールを送信したりしていては、電子メールキャンペーンの実際のROIを把握

することが難しくなってしまいます。ある調査によれば、マーケティング担当者の87％
が、ROIを効果的に測定するためには正確な連絡先データが重要であると答えています。

Email Verification Plus Hygieneによって、推測を排除し、キャンペーンの効果を本当の意

味で理解して把握できるようになります。 

顧客データ品質に対する信頼性の向上
多くの企業が高いデータ品質基準を重視するようになっています。Gartner社のレポート

によれば、全ビジネスイニシアチブの40％が、低品質なデータが原因で目標を達成でき

ていません。電子メールアドレスの連絡先データに対して定期的に検証とクレンジングを

行うことは、シンプルでありながらパワフルなベストプラクティスであり、データ品質の

制御を強化します。

インフォマティカにつ

いて

インフォマティカは、あらゆるモ

ノを動かすデータの未来を変革す

るイノベーションに取り組む先進

的な独立系ソフトウェアプロバイ

ダーです。インフォマティカのソ

リューションによって世界中の企

業が情報価値を高めることに成功

し、ビジネスの最重要ニーズを満

たしています。現在、5,800社を

超える企業がインフォマティカを

利用して、オンプレミスやクラウ

ドのほか、ソーシャルネットワー

クを含むインターネット上の情報

資産から最大限の価値を引き出す

ことに成功しています。


