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HTML メールでサポートしている HTML および CSS
NI Collabo 360 のメーラー、Approach DAM のメール配信（簡易 HTML 形式）では以下の HTML および CSS をサポートし
ております。
セキュリティ的な懸念やブラウザのサポート状況等から、一部のものはサポートしていません。ご了承ください。

※CSS はインライン形式のみサポートしています。
※ブラウザごとに見た目の差異がでないように box-sizing や padding、margin 等一部のスタイルを調整しています。
これによって元のメールと見た目が異なる場合があります。ご了承ください。
※セキュリティ的な懸念からスクリプトを実行するものや、ファイルアクセスするものは自動的に除去されます。
※「メールフォーム＞出力＞HTML 保存」から出力した HTML ファイルでは、送信されてきたままの HTML を出力します。

HTML


address



article



aside



footer



header



h



hgroup



main ※hidden 属性がない場合、div に変換されます。



nav ※div に変換されます。



section



blockquote



dd



div



dl



dt



figcaption



figure



hr



li



ol



p



pre

※div に変換されます。
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ul



a



abbr



b



bdi ※span に変換されます。



bdo



br



cite



code



data



dfn



em



i



kbd



mark



q



rb



rp



rt



rtc



ruby



s



samp



small



span



strong



sub



sup



time



u



var



wbr



img



del



ins



caption

※URL フラグメントはサポートしていません。

※span に変換されます。
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col



colgroup



table



tbody



td



tfoot



th



thead



tr



fieldset ※div に変換されます。



form

※div に変換されます。



label

※span に変換されます。



legend



details ※div に変換されます。



dialog



summary ※div に変換されます。



shadow



acronym



big



blink ※span に変換されます。



center



dir



font ※span に変換されます。face が指定されている場合はスタイルに font-family:属性値が追加されます。size 属性

※span に変換されます。

※div に変換されます。

※span に変換されます。
※abbr に変換されます。

※span に変換されます。スタイルに font-size: large;が追加されます。

※ul に変換されます。

が指定されている場合はスタイルに font-size：X%;が追加されます。


image ※img に変換されます。



marquee ※div に変換されます。



multicol ※div に変換されます。



nobr



shadow



strike ※s に変換されます。



tt ※span に変換されます。スタイルに font-family:monospace;が追加されます。

※span に変換されます。スタイルに white-space: nowrap;が追加されます。
※span に変換されます。
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CSS
※CSS はインライン形式のみサポートしています。



align-content



align-items



align-items



align-self



all



backdrop-filter



background



background-attachment



background-blend-mode



background-clip



background-color



background-image ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。



background-origin



background-position



background-repeat



background-size



block-size



border



border-bottom



border-bottom-color



border-bottom-left-radius



border-bottom-right-radius



border-bottom-style



border-bottom-width



border-collapse



border-color



border-image ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。



border-image-outset



border-image-repeat



border-image-slice



border-image-source ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。



border-image-width

※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。

※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
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border-left



border-left-color



border-left-style



border-left-width



border-radius



border-right



border-right-color



border-right-style



border-right-width



border-spacing



border-style



border-top



border-top-color



border-top-left-radius



border-top-right-radius



border-top-style



border-top-width



border-width



box-shadow



box-sizing



break-after



break-before



break-inside



caption-side



caret-color



clear



clip-path ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。



color



color-adjus



column-count



column-fill



column-gap



column-rule



column-rule-color



column-rule-style



column-rule-width
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column-span



column-width



columns



contain



cursor



direction



display ※hidden の場合、タグ自体除去されます。



em



empty-cells



ex



filter



flex



flex-basis



flex-direction



flex-flow



flex-grow



flex-shrink



flex-wrap



float



font



font-family



font-feature-settings



font-kerning



font-language-override



font-optical-sizing



font-size



font-size-adjust



font-stretch



font-style



font-synthesis



font-variant



font-variant-alternates



font-variant-caps



font-variant-east-asian



font-variant-ligatures



font-variant-numeric

※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。

※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。
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font-variant-position



font-variation-settings



font-weight



gap



grid



grid-area



grid-auto-columns



grid-auto-flow



grid-auto-rows



grid-column



grid-column-end



grid-column-start



grid-row



grid-row-end



grid-row-start



grid-template



grid-template-areas



grid-template-columns



grid-template-rows



height



hyphens



image-orientation



image-rendering



inline-size



isolation



justify-content



justify-items



justify-self



length-percentage



letter-spacing



line-break



line-height



list-style ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。



list-style-image ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。



list-style-position



list-style-type

※grid-gap に変換されます。
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margin ※高さは 0 以上に調整されます。横幅は 0 以上 10,000 以下に調整されます。



margin-block



margin-block-end



margin-block-start



margin-bottom



margin-inline



margin-inline-end



margin-inline-start



margin-left ※0 以上 10,000 以下に調整されます。



margin-right ※0 以上 10,000 以下に調整されます。



margin-top



mask ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。



mask-border



mask-border-mode



mask-border-outset



mask-border-repeat



mask-border-slice



mask-border-source ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。



mask-border-width



mask-clip



mask-image ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。



mask-mode



mask-origin



mask-position



mask-repeat



mask-size



mask-type



max-block-size



max-height



max-inline-size



max-width



min-block-size



min-height



min-inline-size



min-width



mix-blend-mode

※0 以上に調整されます。

※0 以上に調整されます。

※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。

8



object-fit



object-position



offset ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。



offset-anchor



offset-distance



offset-path ※※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。



offset-rotate



opacity ※0.1 未満の場合は適用されません。



order



orphans



outline



outline-color



outline-offset



outline-style



outline-width



overflow



overflow-anchor



overflow-block



overflow-inline



overflow-wrap



overflow-x



overflow-y



overscroll-behavior



overscroll-behavior-block



overscroll-behavior-inline



overscroll-behavior-x



overscroll-behavior-y



padding



padding-block



padding-block-end



padding-block-start



padding-bottom



padding-inline



padding-inline-end



padding-inline-start



padding-left ※横幅は 10,000 以下に調整されます。

※横幅は 10,000 以下に調整されます。
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padding-right ※横幅は 10,000 以下に調整されます。



padding-top



page-break-after



page-break-before ※break-before に変換されます。



page-break-inside ※break-inside に変換されます。



paint-order



perspective



perspective-origin



place-content



place-items



place-self



pointer-events



quotes



resize



row-gap



scroll-behavior



scroll-margin



scroll-margin-block



scroll-margin-block-end



scroll-margin-block-start



scroll-margin-bottom



scroll-margin-inline



scroll-margin-inline-end



scroll-margin-inline-start



scroll-margin-left



scroll-margin-right



scroll-margin-top



scroll-padding



scroll-padding-block



scroll-padding-block-end



scroll-padding-block-start



scroll-padding-bottom



scroll-padding-inline



scroll-padding-inline-end



scroll-padding-inline-start



scroll-padding-left

※break-after に変換されます。

※grid-row-gap に変換されます。
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scroll-padding-right



scroll-padding-top



scroll-snap-align



scroll-snap-stop



scroll-snap-type



sepia



shape-image-threshold



shape-margin



shape-outside ※相対パスの指定が含まれている場合は適用されません。



tab-size



table-layout



text-align



text-align-last



text-combine-upright



text-decoration



text-decoration-color



text-decoration-line



text-decoration-skip-ink



text-decoration-style



text-decoration-thickness



text-emphasis



text-emphasis-color



text-emphasis-position



text-emphasis-style



text-indent ※0 以上 400 以下になるように調整されます。



text-justify



text-orientation



text-overflow



text-rendering



text-shadow



text-transform



text-underline-position



touch-action



transform



transform-box



transform-origin
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transform-style



vertical-align



visibility



white-space



widows



width ※10,000 以下になるように調整されます。



word-break



word-spacing



word-wrap



writing-mode



z-index
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○ 商標
本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。
○ 免責
本説明書に掲載されている手順による操作の結果、ハード機器に万一障害などが発生しても、弊社では一切の責任を負いま
せんのであらかじめご了解ください。
○ 発行
2021 年 3 月 29 日

第2版

サポートデスク
E-mail：support@ni-consul.co.jp

Fax：082-511-2226

営業時間：月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00（当社休業日、土・日・祝日を除く）

