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はじめに 

本資料では、当社のサポートサービスであるサポートツールや、チーターデジタルサポートセンター（以

後「サポートセンター」）についてご案内します。 

当社サービスをご利用になる前や、ご利用中にお困りの際に、ぜひご活用ください。なお、複雑

なシナリオに基づくキャンペーン作成・送信を確実に行いたい場合は、 別途弊社が提供する配信

代行サービスのご利用をご検討ください。 配信代行サービスにつきましては、弊社担当営業まで

ご相談ください。 

 

 本文書の内容は、以下のサービスに適用されます。 

 Cheetah Messaging（旧 CCMP） 

 このサービスに付随する、当社が開発・運用および管理を行うオプションサービス 

 本文書の内容は、以下に該当する場合は適用対象外です。 

 当社サービスのオプションとして、他社が開発・運用および管理を行っているサービスを利用し

提供するサービス（適用オプションが他社の提供するサービスを利用しているか否かは、お申し

込み時のオプション約款または契約書に明記しています） 

 ベータ版としてご提供しているサービス 

 当社 Cheetah Messaging アプリケーションの機能・動作以外の調査を主とするお問い合わせ 

（例：メールのデザイン検証の依頼、言語一般のコーディング方法、 

お客様システム環境、オペレーティングシステム、通信プロトコルなど） 

 お客様個別の要件を考慮した設計・構築・検証のご支援 

 本文書は、発行時点の状態を記述しており、予告なく変更される場合があります。 

 

改訂履歴 

版 日付 改訂内容 

第 1.0 版 2017/9/29 新規作成 
第 1.1 版 2017/11/2 一部文言修正 
第 1.11 版 2017/11/8 一部文言修正 
第 1.2 版 2017/12/7 サポート電話番号の変更、サポート期間の文言修正 
第 1.21 版 2018/1/5 一部画像追加 
第 1.3 版 2018/2/28 サポートメールアドレスの変更 
第 1.4 版 2018/7/12 一部文言修正 
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版 日付 改訂内容 
第 1.5 版 2018/09/11 一部文言修正 
第 1.6 版 2018/10/29 一部文言修正 
第 1.7 版 2019/5/17 1.2 オンラインヘルプ一部画像差し替え。文言削除。 
第 1.8 版 2019/7/19 ・「はじめに」一部文言修正 

・「1.2 CCMP オンラインヘルプ」一部画像差し替え 
・「1.3 基本機能や操作を知る 各種トレーニング資料」に MI に関するトレーニン

グを追加 
・「3.6 Marketing Intelligence サポート」を追加 

第 1.9 版 2020/1/15 サポートメールアドレスの変更 
第 2.0 版 2020/4/8 ・クライアントポータルの記述を追加 

・supportWEB の記述を削除 
第 2.1 版 2020/06/15 ブランド名変更のため CCMP を Cheetah Messaging へ変更 
第 2.2 版 2020/08/17 サポートセンター電話番号の変更 
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1. サポートキット ～お問い合わせの前に～ 

1.1. Cheetah Messagingのサポートサイト「クライアントポータル」 

Cheetah Messaging の FAQ やトラブルシューティング、各種お手続きには、「クライアントポータル」

をご利用ください。 

Cheetah Messaging に付属する「1.2 Cheetah Messaging「オンラインヘルプ」（7 ページ）」に

加えて、日本でご利用のお客様の利便性向上のために当社にて追加の情報を公開しております。 

 URL 

 https://mysupport.cheetahdigital.com 

 ログインアカウント／パスワード 

 Cheetah Messaging のユーザー情報としてご登録のメールアドレスへ、Cheetah Messaging

のログイン情報を通知しております。 

 クライアントポータルのログイン情報は、管理者様および指定連絡先へお送りしております。 

 クライアントポータルのパスワードをお忘れの場合は、ログイン画面下の「Forgot Your 

Password」をお試しください。 

 ご利用の前に以下の FAQ の内容を必ずご確認ください。 

 サポートサービスご利用ガイド 

 クライアントポータルご利用ガイド 

 ご利用に際しての注意事項/免責事項 

 

 

 

FAQ は、「クライアントポータル」にログインして検索 
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サポートご利用の前に必ずお読みください 
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1.2. Cheetah Messaging「オンラインヘルプ」 

Cheetah Messaging の技術情報やサポート情報は、Cheetah Messaging 管理画面に付属の「オンラ

インヘルプ」をご利用ください。 

1. Cheetah Messaging 管理画面、左下の(?)アイコンをクリック 

2. 別ウィンドウで、元の画面に紐づくオンラインヘルプ画面が表示される 

3. 右上の検索フォームでキーワード検索するか、左のツリーメニューからコンテンツを探す 

技術情報やサポート情報は、「オンラインヘルプ」参照 
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「オンラインヘルプ」のツリーメニューや検索フォームから探す 

 

※オンラインヘルプは、Cheetah Messaging の言語設定と同じ言語で表示されます。 

 

1.3. 基本機能や操作を知る「各種トレーニング資料」 

「クライアントポータル」から、基本機能や操作を理解するための各種トレーニング資料がダウンロード

できます。 

 資料名と主な内容 

資料名 主な内容 

「Cheetah Messaging キャンペーンレポート機能概

要」 

キャンペーンレポート種類一覧 

各レポートの概要 

「Cheetah Messaging 操作トレーニング～キャンペ

ーン設定～」 

設定可能な内容 

運用開始にあたり必要になる基本操

作 

「Cheetah Messaging 操作トレーニング～システム

設定～」 

テーブル設定 

データマップ設定 

ファイルインポート（FTP/手動） 

「Cheetah Messaging 操作トレーニング～

Marketing Intelligence レポート」 

MI についての概要 

８つの標準レポートについて 
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Cheetah Messaging レポートと MI

レポートの違いについて 

アドホックビューの使い方 

 

 ダウンロード方法 

 「クライアントポータル」にログイン 

「1.1Cheetah Messaging のサポートサイト「クライアントポータル」（5 ページ）」参照 

 上記の資料名を検索ボックスに入力ください。 

 

 

1.4. リリース内容を知る「リリース情報」 

Cheetah Messaging の毎回のリリース内容は、クライアントポータルの検索ボックスに「リリース情報」

と入力ください。検索結果にリスト化され表示されます。 

 アクセス方法 

 「クライアントポータル」にログイン 

「1.1Cheetah Messaging のサポートサイト「クライアントポータル」（5 ページ）」参照 

 管理画面上部の検索ボックスに上記のキーワードをご入力ください。 

 
 

1.5. Cheetah Messagingに関する申請方法を知る 

Cheetah Messaging に関する各種の申請手順は、「クライアントポータル」にて以下キーワード検索を

お願いいたします。 

また、手続きに必要な書類のダウンロードもできます。 

 申請内容の例 

 IP アドレスで管理画面へのアクセスを制限したい 

 差出人アドレスを追加したい 

 サポート連絡先を変更したい 

 既存のアクセスグループの権限を変更したい 

 新規アクセスグループを作成したい 

 ユーザーの権限(アクセスグループ)を変更したい 

 ログインユーザーを追加(削除)したい 
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 ログインユーザーがロック(無効化)されてログインができない 

 アクセス方法 

 「クライアントポータル」にログイン 

「1.1Cheetah Messaging のサポートサイト「クライアントポータル」（5 ページ）」参照 

 管理画面上部の検索ボックスに上記のキーワードをご入力ください。 
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2. サポートセンターお問い合わせ先・営業時間 

2.1. チーターデジタルサポートセンター 

 Client Portal : https://mysupport.cheetahdigital.com 

 TEL ：  080-0170-5210 

 サポートセンター営業時間は、土日祝日および当社規定の年末年始休業期間を除く、 

平日 10:00～18:00 です。 

 

2.2. お問い合わせ時の必要事項 

 お問い合わせの際は、以下の内容をお知らせ頂くとスムーズです。 

 会社名 

 ご担当者様名 

 システム ID 

 システム ID は、管理画面上部のユーザーID の右側に表示されています。 

 

 お問い合わせ内容 

 （特定のオブジェクトに関するお問い合わせの場合）該当のオブジェクト ID 

 オブジェクト ID は、各オブジェクト編集画面の左上タブ内に表示されています。 

(例)キャンペーンの場合は「キャンペーン」上部、メールタイトルの下、インポートの場合

は「インポートファイル」タブ内 

 

  



  

 12 

サポートサービスご利用ガイド(第 2.2 版) Copyright © Cheetah Digital Co., Ltd. All rights reserved. Confidential 

3. サポートサービスご利用時の注意点 

チーターデジタルサポートセンターご利用の際は、以下の点にご留意ください。 

3.1. サポート期間 

サポート期間は、管理者様が「サポート開始のお知らせ」を受領されてからご解約月末日までです。 

3.2. 言語 

 問合せは日本語で対応します。 

 各種マニュアルは日本語版を提供します。 

 オンラインヘルプ（1.2 Cheetah Messaging「オンラインヘルプ」（7 ページ））は、日本語

の他、複数の言語表示が可能です。 

3.3. サポートセンターからの連絡先 

 サポートセンターからの連絡先は「管理者」「連絡先」の 2 種類あり、それぞれ連絡として受け取る

内容が異なります。 

連絡内容 「管理者」 「連絡先」 

アカウント作成や各種設定変更の承認依頼および完了通知 ● － 

Cheetah Messaging ご利用に関するご連絡 ● － 

メンテナンスや障害等のお知らせ ● ● 

 

 連絡先の変更は、クライアントポータルにて承ります。 

 「クライアントポータル」にログイン 

「1.1Cheetah Messaging のサポートサイト「クライアントポータル」（5 ページ）」参照 

 「サポート連絡先を変更したい」と検索ボックスにご入力し、記事をご覧ください。 

3.4. 調査対応 

 お問い合わせには順次対応いたします。 

内容や状況により、当社での事象確認および調査にお時間をいただく場合があります。 

3.5. 処理のキャンセル 

 お客様が実行した処理がエラーになった際に、当社より、処理のキャンセルをお願いする場合があり

ます。 
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その後、該当の処理がキャンセルされず長時間続く場合は、システム安定運用のため、当社にてキャ

ンセルいたします。 

 

3.6. Marketing Intelligenceサポート 

 Marketing Intelligence（以下 MI） に関するお問い合わせ対応は、通常の Cheetah Messaging 機

能に関するお問い合わせよりも回答にお時間をいただく場合がございます。 

 標準サポートの対応範囲は、以下の通りです。 

 MI 標準機能、標準レポート、弊社作成レポート（インサイト以上プラン）に関するお問い合わせ 

 MI 稼働状況に関するお問い合わせ 

 以下については、標準サポートの適用対象外です。（対応が必要な場合は、弊社営業までお問い合わ

せください） 

 弊社作成レポートの変更対応 

 新規レポートの作成 

 MI 表示データに関するお問い合わせ 

(例:表示データの加工経緯に関する調査、貴社作成データとの差異調査など) 

 

 

以  上 
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