「フォームメーラー Package」機能一覧表
更新日：2015年4月14日

料金
無料
初期費用

※サーバーの初期セットアップ時以外、または、複数フォームメーラーを
インストールする場合には別途費用が必要となります。

月額料金

無料

スペック
100個
作成可能フォーム数
一般・投票・注文フォームに対応

設置可能項目数

100項目

添付ファイル・合計容量

10個

（PC版のみ対応）
単位時間送信数

（合計容量10MBまで）
制限なし
※サーバーのスペックに依存します

広告表示
回答保存期間

なし
制限なし
※サーバーを解約するまで保存されます

回答集計・推移

○

オリジナルデザイン作成

○

対応文字コード

Shift-JIS、EUC、UTF-8

ドメイン・SSL
ドメイン

独自ドメイン
※お客様にて取得したドメインでご利用可能です。

○

SSL暗号化通信

※別途SSL証明書の設置が必要となります。

フォーム設定
100個
作成可能フォーム数
一般・投票・注文フォームに対応

○
注文フォーム

商品などの簡単な注文を受け付けるフォームを作成できます。
支払い方法や送料も設定でき、商品画像のアップロード（1商品1画像※100KBまで）もできます。
表示可能な通貨単位に関しては、『円』のみとなります。

○
投票フォーム

投票フォームは、投票項目（１つのフォームにつき１問、選択肢は10個）と
いくつかの入力項目（設置可能な数はプランごとに異なります）を設置できます。
投票結果は円または横棒グラフでグラフィカルに表示されます。

○
携帯対応

docomo、au、softbankの3キャリア対応
※一部機種については、ご利用いただけない場合もございます。
※フォームメーラーの管理画面は、携帯に対応しておりません（PC版のみ対応となります）。

○
iPhoneやAndroid携帯端末などのスマートフォンに対応

スマートフォン対応

※一部機種については、ご利用いただけない場合もございます。
※Windows Phoneは対応しておりません。
※iPadなどのタブレット端末は対応しておりません。
※フォームメーラーの管理画面は、スマートフォンに対応しておりません（PC版のみ対応となります）。
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項目設定
設置可能項目数

100項目

投票フォームの設置可能投票項目数

1項目（10選択肢）

○

必須項目設定

入力項目を必須項目に設定できます。

条件項目設定

○
フォームの選択肢で「A」を選択した場合、「A」の詳細な内容を入力するためのテキストフィールド
または、テキストエリアが表示できます。

添付ファイル・合計容量

10個（合計容量10MBまで）

○

HTMLタグ設定

注釈やテキストに、リンクの追加、文字の装飾やサイズ・カラーを設定できます。

入力制限設定

○
半角数字、半角英字、半角英数字、全角かな、全角カナから選択できます
(項目タイプによっては設定できません)。

注文項目設定
注文フォームの設置可能商品数

50商品

○

注文フォームの商品画像アップロード

1商品1画像100KBまで

支払い方法設定

○

送料設定

○

環境設定
公開設定

○

公開・非公開設定

フォームの公開・非公開を端末ごと（PC・スマートフォン・携帯）に設定できます。

受付期間・受付定員設定

○

受付期間設定

フォームの受付期間を設定できます。受付期間を過ぎますと、フォームは非公開になります。

○

受付定員設定

フォームの受付定員を設定できます。受付定員を超えますと、フォームは非公開になります。

各種画面設定

○
外部サイト設置

作成したメールフォームを外部のサーバーなどに設置できます
（HTMLコード貼付け、または埋め込みコード「iframe」型のどちらかを選択できます）。
フォームを外部サイトに設置した場合、パスワードによる公開制限、住所検索機能はご利用することはできません。
また、確認画面はフォームメーラーのドメインとなります。

完了画面設定

○
完了画面に表示されるメッセージと戻り先ページのアドレスを設定できます。
また、完了画面のリダイレクト先を設定することもできます。

投稿不可時の画面設定

○
投稿不可時の画面に表示されるメッセージを設定できます。
また、投稿不可時の画面のリダイレクト先を設定することもできます。
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各種メール設定

○

自動返信メール

ユーザーへの自動返信メールの利用有無を設定できます。

○

自動返信メールの差込文字設定

ユーザーの回答内容を自動返信メールに引用できます。

管理者宛メールの送信先数

5アドレス

○

管理者宛メールの差出人設定

管理者宛メールの差出人に投稿者のメールアドレスを設定できます。

○

投稿者情報の表示

管理者宛メールに投稿者の情報として、IPアドレスとご利用されているブラウザの情報を表示できます。

受付番号設定

○

受付番号設定

回答ごとに受付番号を自動採番できます。

フィルタリング設定

○

連続投稿規制

同一の投稿者からの連続投稿（30秒以内）を規制できます。

20ワード
禁止ワード設定
入力フォームに禁止ワードを設定できます(フォーム毎に設定が可能)。

20IP
アクセス禁止IP設定
指定IPからのアクセス禁止を設定できます（フォーム毎に設定が可能）。

○

パスワード設定

パスワードを入力すると閲覧可能となるフォームを設定できます。

トラッキングコード設定

○
Google Analyticsアクセス解析

アクセスログ解析

（※ユニバーサルアナリティクスにも対応）
入力・確認・完了画面に、Google Analyticsのトラッキングコードを設置できます。
資料請求フォームや注文フォーム・応募フォームなどのコンバージョン（効果測定）を計測できます。

その他表示設定

○

個人情報の取扱いの同意文表示設定

個人情報の取扱いについて文章設定と同意チェック機能を設定できます。

○

広告表示設定

※広告を非表示にできます。

画面設定

○

デザインテンプレート変更

フォームのデザインをデザインテンプレートから選択できます。

○
入力補助設定

PC向けのフォームでは、必須項目に設定した入力項目で、投稿者が未入力の項目が明示的に表示されます。
携帯向けのフォームでは、入力項目の文字制約（かな・英数字など）の設定にあわせて、
投稿者端末の入力モードを自動的に切替されます。
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出力コード設定
埋め込みコード（iframe）出力

○

HTMLコード出力

○
Shift-JIS、EUC、UTF-8

設置先の文字コード設定
外部設置先サーバの文字コードに合わせて、HTMLコードの文字コードを
Shift-JIS・EUC-JP・UTF8から選択できます。

デザイン設定
10個
独自デザインテンプレート作成

ヘッダー、フッターに画像を挿入したり、背景画像・背景色や
タイトル文字カラーを変更できます（ヘッダー・フッター・背景画像挿入はPC版のみ対応）。

レポート

○

回答結果確認

ユーザーの回答を一覧で確認できます。

回答集計

○
各項目の集計数と選択項目（ラジオ、チェック、リスト、マトリックス）毎の集計と
％表記の割合を棒グラフで確認できます。

回答推移

○
グラフは折れ線または縦棒グラフで、時間単位は日別または月別で表示を切替できます。
また、絞込み検索ができますので、特定の回答をされた投稿者の推移を計測できます。

○

注文集計

注文商品の集計と％表記の割合を棒グラフで確認できます。

○

投票結果確認

投票結果は円または横棒グラフで確認できます。

回答保存期間

なし
※サーバーを解約するまで保存されます

○

回答ダウンロード（CSV形式）

回答データをCSV形式でダウンロードできます（全件 or 現在表示されているデータ）。

アカウント管理
管理者メールアドレス変更

○

管理者パスワード変更

○
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■推奨環境
対応ブラウザ
Internet Explorer 6.x 7.x 9.x
FireFox 2.x 3.x 4.x 5.x 6.x
Chrome 12.x 13.x

Windows系ブラウザ

※Internet Explorer 6.x につきましては、動作確認を行っておりますが、
一部管理画面で動作が遅くなる場合があります。
※Internet Explorer 8.xにつきましては、Internet Explorer 7互換モードでの利用を推奨しています。

Safari 3.x 4.x 5.x
FireFox 3.x 4.x 5.x 6.x

Mac系ブラウザ

Chrome 13.x
※Safari 3.xにつきましては、管理画面で一部機能が正常に動作しない場合があります。

docomo、au、softbankの3キャリア対応
携帯

※一部機種については、ご利用いただけない場合もございます。
※フォームメーラーの管理画面は、携帯に対応しておりません（PC版のみ対応となります）。

iPhoneやAndroid携帯端末などのスマートフォンに対応
※一部機種については、ご利用いただけない場合もございます。

スマートフォン

※Windows Phoneは対応しておりません。
※iPadなどのタブレット端末は対応しておりません。
※フォームメーラーの管理画面は、スマートフォンに対応しておりません（PC版のみ対応となります）。

JavaScript
お使いのブラウザでJavaScriptの設定を無効にされている場合、正しく機能しない、もしくは正しく表示されないことがあります。
全てのコンテンツをご利用いただくには、 ブラウザ設定でJavaScriptの設定を有効にしていただく必要があります。
スタイルシート
当サービスではスタイルシートを使用しております。お使いのブラウザでスタイルシートを無効にされている場合、正しく
表示されないことがあります。ご利用いただくには、ブラウザ設定でスタイルシートを有効にしていただくことをお奨めいたします。
ディスプレイ解像度
推奨ディスプレイ・モニタ解像度は、1024px×768px以上になります。推奨ディスプレイ・モニタ解像度以下の場合や、
独自ブラウザのカスタマイズ設定等によっては、正しく機能しない、もしくは正しく表示されないことがあります。
クッキー（Cookie）
当サービスでは、クッキー（ cookie ）と呼ばれる技術を使用していることがあります。クッキーは、インターネットの効率的な
利用のために、お客様がどのページを訪れたか等を記録できます。お客様が当ウェブサイトに再度訪問された際、より便利に
当社ウェブサイトを閲覧して頂くためのものであり、お客様のプライバシーを侵害するものではありません。クッキーによって
お客様の個人情報を得ることはありません。また、お客様はご使用のブラウザの設定により、クッキーの受取りを拒否できます。
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