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 1.  メール配信とは何か？ 
 ハウスリストに対してメールを送信することです。ferret Oneのメールマガジン機能を使う 
 ことで⼀⻫に配信や、特定のリストのみ抽出して配信することが可能です。 

 2.  メール配信で期待できる効果 
 新規顧客の獲得だけでは売上⽬標を達成できない場合、既存の顧客へのアプローチも重要と 
 なります。メール配信はすでに⾃社のサービス/事業に対して取引がある＝ニーズを感じて 
 いる既存顧客に対して適切にキャンペーン情報などを発信することで、新しい取引に繋がる 
 可能性があります。古くからある⼿法ではありますが、メールを使うビジネスマンが多数存 
 在するBtoBマーケティングにおいてはいまだに重要な施策の⼀つです。 
 また、コンテンツ更新を⾏った際にWebサイトへ訪問してもらうきっかけ作りとしても有効 
 です。 

 3.  この施策が解決できる課題 
 以下に当てはまる⼈におすすめです。 
 ・既存の顧客に対してのアップセルのためのアプローチを⾏いたい 
 ・ハウスリストが眠っているが、うまく活⽤できていない 
 ・Webサイトの訪問数とコンバージョン数を増やしたい 

 また、営業サイドから「⾃分の担当顧客へ対してむやみにメールを送って欲しくない」とい 
 う声をもらうケースもあるため、  どのような⽬的、内容、効果を想定して送るものか  すり合 
 わせておくことが重要です。 

 4.  実施すべきタイミング 
 顧客に伝えるべきコンテンツを更新した際にメール配信を⾏うと効果的です。 
 （サービスに関わる重要なニュース、ブログ記事、導⼊事例などを追加した時など） 

 逆に以下の場合は⾏う必要はありません。 
 ・ハウスリストを保有していない、または数が極端に少ない（100以下など） 
 ・1度購⼊すれば次回以降追加購⼊が発⽣しないサービス 
 ・社内事情によりメール配信を⾏えない場合 

 5.  実施（実⾏）頻度 
 メール送信の⽬的や取り扱う商材、情報にもよりますが、  「⽉に2〜4本程度」  です。 
 また、BtoB企業のビジネスマンにとって効果的な配信タイミングは  平⽇⽕曜⽇の11:00〜 
 13:00  と⾔われています。 

 （参考）  効果的なメルマガ配信のタイミング 

https://ferret-plus.com/99


 6.  メール配信⽅法の流れ（既存顧客のハウスリストの場 
 合） 

 ⾏うこと  備考 

 ①社内の営業サイドと連携しリスト顧客の洗い出し  ー 

 ②メルマガリスト⽤CSVの作成  ー 

 ③CSVのアップロード  ferret One管理画⾯ 

 ④送信者テンプレートの作成  ferret One管理画⾯ 

 ⑤メール本⽂作成(テキスト/HTML)  ferret One管理画⾯ 

 ⑥メール配信（予約）  ferret One管理画⾯ 

 ⑦配信レポート確認  ferret One管理画⾯ 

 ⑧改善策を考える  ー 

 ⑨改善策の実⾏  ー 

 ※実施後⑤〜⑨を繰り返す 

 ▼⽤意するもの 

 ・  ferret One管理画⾯ 
 ・ハウスリスト（CSV） 
  ※  リスト⼀覧の作成とアップロードの⽅法  よりCSVフォーマットをダウンロード可能で 
 す。 
 ・メール⽂⾯ 

 ▼想定作業時間 
 ※メール本⽂の作成時間については除きます 
 2時間〜3時間 

 ▼実際の⼿順 

 ①  社内の営業サイドと連携しリスト顧客の洗い出し 
 ※すでにリストを作成している場合は②へ進みます。 

 まずは、  「ターゲット別（誰）にどんなメール（何）を送信するのか？」  を社内で整理しま 
 す。 

https://app.ferret-one.com/login
https://ferretone.zendesk.com/hc/ja/articles/235677687


 その後、営業サイドより名刺情報を集め、  メール配信を⾏う顧客リストの洗い出し  を⾏いま 
 す。ターゲット別にハウスリストを整理することをおすすめします。 

 （例） 
 ・クライアント 
 ・代理店 
 ・協業パートナー 
 ・toCの⼀般消費者 

 メール配信は、配信停⽌されてしまうと対象リストが減ってしまいます。 
 そのため、ターゲットを想定したメール内容を考え、送信するようにしましょう。 

 ②  メルマガリスト⽤CSVの作成 
 CSVフォーマットに顧客情報を⼊⼒します。CSVフォーマットは  リスト⼀覧の作成とアップ 
 ロードの⽅法  内よりダウンロード可能です。 

 上記の区分のように  ターゲット別ごとにCSVを分けて別ファイルとして保存  しておくこと 
 で、ferret Oneへターゲット別にリストを取り込みメールを出し分けることが可能です。 

https://ferretone.zendesk.com/hc/ja/articles/235677687-%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E4%B8%80%E8%A6%A7%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95
https://ferretone.zendesk.com/hc/ja/articles/235677687-%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E4%B8%80%E8%A6%A7%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95


 ③  CSVのアップロード 
 ③-1.管理画⾯ > マーケティング・最適化 > メールマーケティング > メーリングリスト 
 「CSVファイルをインポート」  を押します。 

 ③-2. モーダル画⾯が現れたら、②で作成したCSVファイルをアップロードします。 



 ③-3.アップロードに成功すると、別のモーダル画⾯が出てきます。 
 インポートするCSVファイルの「リストの名称」「リストの種別」を⼊⼒します。 

 ③-4.CSVファイルの各列毎の情報をferret Oneとの紐付けを⾏います。 
 プルダウンからferret One内項⽬を選択します。 
 列の項⽬は横へスクロールすると全項⽬を設定できます 

 （参考）  操作イメージ動画 

 ※CSVフォーマット内において⼊⼒していない列は紐付けする必要はありません。 
 ③-5.設定が完了したら「登録」を押します。 

 ③-6.インポートが完了すると、「メーリングリスト」に新たなメーリングリストが追加さ 
 れます。 
 「メーリングリスト名」をクリックし、詳細を確認します。 

https://fos.gyazo.com/ca7ae602c5498e054dfb764a8ea9ab85


 ③-7.追加したCSVフォーマット内のハウスリストが取り込まれていることを確認して下さ 
 い。 

 ※ferret Oneでは重複する同⼀メールアドレスを⾃動的に紐付けを⾏っています。 

 ④送信者テンプレートの作成 

 メールマガジンの差出⼈名となる、  「送信者テンプレート」  を作成します。 
 はじめに作成しておくことで以降のメール配信では本⽂のみの作成で良くなるため、先に設 
 定しておきましょう。 

 ④-1.管理画⾯ > マーケティング・最適化 > メールマーケティング > メールマガジン⼀覧 
 「送信者テンプレート」を押します。 



 ④-2.送信者テンプレートの⼀覧画⾯に⾶びますので「新規作成」を押します。 

 ④-3. 送信者名や会社名、署名などのテンプレート情報を⼊⼒します。 
 送信者名には個⼈名が⼊っていると開封率が⾼くなる傾向にあります。 
 例）テスト太郎／ferret One運営事務局 

 ⼊⼒が完了したら「保存」を押します。 

 ④-4. 送信者テンプレートの作成が完了しました。 



 完了確認画⾯では、「SPFの設定が正しく⾏われているか」を確認することができます。 

 ※SPF設定を⾏っていないと、メール受信者の「迷惑メールボックス」に⼊る可能性が⾼く 
 なり、メールが届かない原因となります。 
 設定していない場合には、  SPFの設定⽅法  を確認の上、ferret One内ではなく、貴社ドメイ 
 ンの管理画⾯内にて、 DNS設定をご確認いただき、「SPFレコード設定」を⾏ってくださ 
 い。 

 ④-5. 管理画⾯ > マーケティング・最適化 > メールマーケティング > メールマガジン⼀覧 
 より「送信者テンプレート」をクリックします。 

https://ferretone.zendesk.com/hc/ja/articles/115007535927-SPF%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95


 新規で作成した送信者テンプレートが追加されているのを確認しましょう。 

 メール送信者テンプレートの詳細は、  メールの署名（送信者テンプレート）を登録・更新す 
 る⽅法  もご覧ください。 

 ⑤  メール本⽂作成(テキスト/HTML) 
 メール配信では  「HTMLメール」「テキストメール」  の2種類を作成可能です。 

 ▼HTMLメールの作成⽅法 

 ⑤-1-1. 管理画⾯ > マーケティング・最適化 > メールマーケティング > メールマガジン⼀覧 
 「新しいメールマガジンを作成する」を押します。 

 ⑤-1-2. メール形式を選択する画⾯が表⽰されるので、HTMLメールを選択します。 

https://ferretone.zendesk.com/hc/ja/articles/360034880351-%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E7%BD%B2%E5%90%8D-%E9%80%81%E4%BF%A1%E8%80%85%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2-%E6%9B%B4%E6%96%B0%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95
https://ferretone.zendesk.com/hc/ja/articles/360034880351-%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E7%BD%B2%E5%90%8D-%E9%80%81%E4%BF%A1%E8%80%85%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2-%E6%9B%B4%E6%96%B0%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95


 HTMLメールの編集画⾯が表⽰され、画⾯左側にページ編集機能と同様にデザインパーツが 
 表⽰されます。 

 HTMLメールで利⽤可能なパーツは以下の通りです。 
 ・リッチテキストパーツ 
 ・イメージパーツ 
 ・ボタンパーツ 
 ・シェアボタンパーツ 
 ・区切り線パーツ 

 ⑤-1-3. メール作成画⾯内で「メール名（管理⽤）」を設定します。 
 ここで設定した名称がferret One内でのメールの表⽰タイトルとなります。 



 ⑤-1-4.「タイトル」を⼊⼒します。 
 こちらはメール名（管理⽤）とは異なり、顧客へ表⽰されるメールの表⽰タイトルとなりま 
 す。 

 ⑤-1-5.「本⽂」を⼊⼒します。 

 作成⽅法はページ編集と同様に各種デザインパーツをドラッグ＆ドロップすることで作成が 
 可能です。 

 顧客がメールを読んでからアクションを起こしやすいよう、申し込みフォームへのリンク等 
 をボタンパーツやテキストリンクを⽤いてメール本⽂内へ盛り込みましょう。 

 （作成例） 



 ⑤-1-6.メール本⽂内に「置換⽂字」を挿⼊します。 

 置換⽂字を挿⼊することで、リストに保存されている「会社名」「担当者⽒名」などを送付 
 先ごとに指定することが可能となるため、よりメールが個⼈向けに送られているような、 
 パーソナライズされた印象を与えられます。 
 本⽂右側のモーダル画⾯で「置換⽂字」を設定可能ですので、画像を参考にメール本⽂を作 
 成してみましょう。 

 詳細については 
 メールマーケティング／新規メール 置換⽂字の項⽬⼀覧・作成例  をご覧ください。 

 ⑤-1-7.本⽂のタブより「マルチパート」をクリックし、マルチパート設定を⾏います。 

 マルチパートとは、「端末や環境により、HTMLメールが受け取れない⽅⽤に代わりに送信 
 するテキストメール」のことです。 
 到達率を⾼め、相⼿にメールが届かないリスクを回避するために、必ず設定しておきましょ 
 う。詳細は  HTMLメールの作成⽅法  をご覧ください。 

 「⑤-1-4.本⽂の挿⼊」「⑤-1-5.置換⽂字の挿⼊」を参考に、テキストメールを作成しま 
 しょう。 

https://ferretone.zendesk.com/hc/ja/articles/360017446812-%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E6%96%B0%E8%A6%8F%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB-%E7%BD%AE%E6%8F%9B%E6%96%87%E5%AD%97%E3%81%AE%E9%A0%85%E7%9B%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7-%E4%BD%9C%E6%88%90%E4%BE%8B
https://ferretone.zendesk.com/hc/ja/articles/360035563852-HTML%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%96%B9%E6%B3%95


 ⑤-1-8. HTMLメール、マルチパートメールの作成が完了したら、配信者情報で送信者テンプ 
 レートを選択し、「次へ進む」を押します。 

 以上でHTMLメール・マルチパートメールの作成は完了です。 



 ▼テキストメールの作成⽅法 

 ⑤-2-1. 管理画⾯ > マーケティング・最適化 > メールマーケティング > メールマガジン⼀覧 
 「新しいメールマガジンを作成する」を押します。 

 ⑤-2-2. メール形式を選択する画⾯が表⽰されるので、テキストメールを選択します。 

 ⑤-2-3. メール作成画⾯内で「メール名（管理⽤）」を設定します。 

 ここで設定した名称がferret One内でのメールの表⽰タイトルとなります。 



 ⑤-2-4. 「タイトル」を⼊⼒します。 
 こちらはメール名（管理⽤）とは異なり、顧客へ表⽰されるメールの表⽰タイトルとなりま 
 す。 

 ⑤-2-5. 「本⽂」を⼊⼒します。 



 ⑤-2-6.メール本⽂内に「置換⽂字」を挿⼊します。 

 置換⽂字を挿⼊することで、リストに保存されている「会社名」「担当者⽒名」などを送付 
 先ごとに指定することが可能となるため、よりメールが個⼈向けに送られているような、 
 パーソナライズされた印象を与えられます。 
 本⽂右側のモーダル画⾯で「置換⽂字」を設定可能ですので、画像を参考にメール本⽂を作 
 成してみましょう。 

 詳細については  メールマーケティング／新規メール 置換⽂字の項⽬⼀覧・作成例  をご覧く 
 ださい。 

 ⑤-2-7. テキストメールの作成が完了したら、配信者情報で送信者テンプレートを選択し、 
 「次へ進む」を押します。 

 テキストメールの作成は以上で完了です。 

https://ferretone.zendesk.com/hc/ja/articles/360017446812-%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E6%96%B0%E8%A6%8F%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB-%E7%BD%AE%E6%8F%9B%E6%96%87%E5%AD%97%E3%81%AE%E9%A0%85%E7%9B%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7-%E4%BD%9C%E6%88%90%E4%BE%8B


 ⑥  メール配信（予約） 
 メールの作成が完了すると、「配信先設定」の画⾯へ移ります。 

 ⑥-1. ③でアップロードしたメーリングリストの該当のリストを選択します。 

 任意で配信先から除外するアドレスを指定することも可能です。除外したい宛先のみで構成 
 されているリストを選択しましょう。 
 あらかじめリストを作成していない場合は、右下の「新規リスト」から作成することもでき 
 ます。  メールマガジン編集（配信先設定）  もご確認ください。 

https://ferretone.zendesk.com/hc/ja/articles/235608828


 除外するアドレスを指定すると、「メールマガジンの配信件数」の箇所に除外後の件数が表 
 ⽰されます。 

 ⑥-2. 「配信⽇時」の設定を⾏います。 

 「今すぐに配信する」またはスケジュール配信を⾏う場合には「指定⽇時に配信する」を押 
 し、送付予定の⽇時を⼊⼒し、「次へ進む」を押してください。 

 ⑥-3. 配信先、配信⽇時、メール⽂⾯などに誤りがないか確認し、テスト送信を⾏います。 

 メール⽂⾯が意図した通りに表⽰されるか、実際のメールシステムで確認するため、テスト 
 送信は必ず⾏うようにしましょう。画⾯の⼀番下にある「テスト送信」ボタンを押します。 



 次のようなポップアップが表⽰されるので、「送信者アドレス」欄へテスト⽤のメールアド 
 レスを⼊⼒し、メール内容の確認を⾏いましょう。 

 ＜注意点＞ 
 ・設定した置換⽂字が正しく反映されているかを確認します 
 ・設定したリンク先のURLに誤りがないか確認します 
  →計測URLを設定する際にはパラメータ付きURLが正しいかも確認 

 ⑥-4. テスト送信の確認が完了したのち、「配信する」を押すとメールの配信が⾏われま 
 す。 



 ⑦  配信レポート確認 

 配信完了後、送信したメールマガジン名をクリックすることでメール配信レポートを確認で 
 きます。（確認のタイミング⽬安は送付の2〜3⽇後） 
 ⑦-1. 管理画⾯ > マーケティング・最適化 > メールマーケティング > メールマガジン⼀覧か 
 ら該当のメールマガジン名をクリックします。 

 ⑦-2. 「到達数」「開封数」「クリックユーザー数」「CVユーザー数」の他、ページ下部の 
 URL別レポートでメール内に含まれていたURL別のクリック状況について確認することがで 
 きます。 

 想定していた⽬標数値とどのくらい異なっているのか、ギャップを明確にしましょう。 



 ※⽬標数値の⽬安については、下部の  「よくあるご質問」  を参照ください。 

 ⑧  改善策を考える 
 メール配信における各指標の⾒⽅については下部の  「よくあるご質問」  を参照ください。 

 ⑨  改善策の実⾏ 
 下記のようにメール配信の問題点を探し、改善ポイントを把握した上で次回以降の対策を⾏ 
 いましょう。 

 ＜改善ポイント＞ 
 ・リストに対するメール到達率は低くないか？ 
 ・メールマガジンのタイトルはターゲットにとって魅⼒的か？ 
 ・タイトルと本⽂の内容の整合性は取れているか？ 
 ・クリック率の悪いURLはないか？考えられる原因は？ 
 ・最終的なCVに繋がっているか？ 

 ※実施後⑤〜⑨を繰り返す 

 7.  メールマガジン⽂⾯作成例 
 【例⽂あり】BtoBメルマガ担当者に聞く！おすすめ配信コンテンツ６選  をご覧ください。 

 本⽂作成では、以下のポイントを意識しましょう。 
 ・ユーザーにとって有益な情報であるかを意識しましょう 
 ・メールの中で完結させずサイトへ誘導しましょう 
 ・CTAは1種類に絞りましょう 
 ・本⽂の⻑さはPC画⾯1スクロール分を⽬安にしましょう。 

 タイトルをつける時には、以下のポイントを意識しましょう。 
 ・本⽂を作ってからタイトルを決めましょう 
 ・15〜30⽂字で作成しましょう ※スマホでは15⽂字で⾒切れます 
 ・4U（有益性・緊急性・具体性・独⾃性）を意識しましょう 

https://ferret-one.com/blog/mailmagazine-content


 8.  よくあるご質問 

 Q.メール配信の効果測定ではどの指標を⾒るべきですか？ 
 ⾒るべき指標は以下の4つです。 
 ・到達率 
 ・開封率 
 ・クリック率 
 ・コンバージョン率 

 ・到達率 
 メールが実際にユーザーに届いているかどうかを測るものです。 
 （配信数−エラー数） / 配信数 × 100 で算出し、98%以上を⽬安としてください。 
 到達率が悪い原因として䛿、リストの質が悪いことが考えられます。 
 リストの精査を⾏いましょう。 

 ・開封率 
 メールがユーザーに開封されたかどうかを⽰しています。 
 件名を⾒て、興味を持ってもらえたか、ということをこの率で推測できます。 
 開封率 ＝ 開封数 / 有効配信数 × 100 で算出し、10%以上を⽬安としてください。 
 弊社の場合は⾒込み顧客： 5〜10％ 既存顧客：30〜40％が平均的な数値です。 
 開封率を上げるためには「ターゲットを意識したタイトル」をつける必要があります。 

 ・クリック率 
 クリック率は、⽂中のURLをクリックされた割合です。 
 クリック率 ＝ クリック数 / 開封数 ×100 で算出します。 
 弊社の平均的な数値は、 ⾒込み顧客：1〜5％ 既存顧客：15〜30％です。 
 クリック率を上げるためには、メール本⽂全体の構成を考え直す、 
 リンク先で⾏えるアクションを明⽰するなどが必要です。 

 ・CV率（CVR） 
 最終的なゴールである、お問い合せや資料請求などのアクションがなされたかを測ります。 
 コンバージョン数 / 配信数 × 100 で算出します。⽬安は0.2%以上です。 
 メールのタイトル・本⽂の主旨が⼀気通貫しており、ユーザーが違和感なく 
 お問い合わせや資料請求といった⽬的を果たせたかどうかが鍵となります。 
 こちらの数値を⾼めるためには、そのメール本⽂のブラッシュアップも必要ですが、 
 まずはシナリオ全体の⾒直しを⾏わなければなりません。 

 （参考）  プロがイチから教える!今からでも遅くはない、メールマーケティングって何? 

https://ferret-plus.com/6286


 Q.メールマガジンがリスト先に届かない 

 何らかの原因によりメールが不達となっている可能性があります。 
 管理画⾯ > リード > ⾒込み顧客⼀覧 

 「配信状況」を「停⽌中」に絞り込むと不達理由を確認することができます。 

 表⽰される理由は以下の通りです。 

 ハードバウンス 
 状態：永続的な理由で配信できない状態です。 
 例： 
 ・アドレスが実在しない 
 ・メールのドメインが実在しない 
 ・受信者のサーバーがメールを拒否した 

 ソフトバウンス 
 状態：⼀時的な理由で送信できなかったことを意味します。 
 例： 
 ・受信箱が容量を超している 



 ・メールの容量が⼤き過ぎる 
 ・トータルで3回以上到達しないメールがあると⾃動的に不達メールアドレス扱いになりま 
 す。 

 スパム 
 状態：送信後、受信者のメールサーバからスパム扱いとされたことを意味します。 
    エンドユーザーがスパムフラグを⽴てた際に通知されるものではありません。 

 配信停⽌状態を解除する場合、個別に配信ステータスの確認・変更ができます。詳細は  Q.各 
 メールの配信ステータスについて教えてください。  をご参照ください。 

 9.  ferret Oneサポートのご案内 

 運⽤⽀援サポート  ：貴社の状況に合わせてサイトの運⽤⽀援、施策のアドバ 
 イスを⾏います。必要に応じてお打ち合わせが可能です。 

 テクニカルサポート   TEL：03-6868-8244／Mail：管理画⾯右下より 
 受付時間：平⽇（⽉〜⾦）午前10時〜午後5時 

 ヘルプページ  ：  https://ferretone.zendesk.com/hc/ja 

 操作レクチャー  ：  https://fo-keiyaku.hmup.jp/contact_lecture 
     予約制です。Web会議もしくはお電話にて画⾯を⾒ながらレクチャー 

     もくもく会  ：  https://fo-keiyaku.hmup.jp/mokumoku-event 
     サポートが近くにいる状態で作業ができる場を提供。（オンライン有） 

      ■ ご請求内容の確認／ユーザー追加・変更はこちら 
 https://fo-keiyaku.hmup.jp/1087058 

https://ferretone.zendesk.com/hc/ja/articles/360033121711-Q-%E5%90%84%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84-
https://ferretone.zendesk.com/hc/ja/articles/360033121711-Q-%E5%90%84%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84-
https://ferretone.zendesk.com/hc/ja
https://fo-keiyaku.hmup.jp/contact_lecture
https://fo-keiyaku.hmup.jp/mokumoku-event
https://fo-keiyaku.hmup.jp/1087058


 以上 

https://fo-keiyaku.hmup.jp/contact_option

