独自メール配信VPS-NEO

VPS-NEOとは？
N
E
O
の
特
徴

ステップメールと一斉配信
ステップメールと一斉配信の
一斉配信の両方を
両方を求めている方
めている方

「あなたのニーズを満たしてくれる」
「あなたのやりたいことができる」

VPS-NEOは、ステップメールだけでなく、一斉配信の機能も充実しています。

そんなメール配信サービスです。

十分な機能が余すところなくついています。

01 VPS-NEOの特徴
*ステップメールの機能が最高水準であること
*yahoo!メールなどの迷惑フォルダに入りにくい配信であること
*無料レポートスタンドからのリストの自動登録が可能なこと
*その他、他のサービスにない優れた機能が多々あること
*低価格であること

ぜひ、利用者の声を参考にされたり、他社製品と比較して、
お選び下さい。

02 VPS-NEOはこんな方にお勧め
配信コストが
配信コストが低
コストが低い事を望んでいる方
んでいる方
VPS-NEOは、ステップメール配信と一斉配信の両方が可能ですので
別々のサービスを申し込むようなコストは必要ありません
メルマガ、ステップメール数も無制限です。

携帯への
携帯への配信
への配信も
配信も考えている方
えている方
VPS-NEOは、特別に携帯端末に届きやすい配信処理機能を
組み込んでいます。絵文字入りメール配信可能。

予約配信、テスト配信、ブログへの投稿(モブログ)、
メール入稿配信、繰り返し配信など。

これまでも他
これまでも他のサービスでメールを配信
のサービスでメールを配信していたが
配信していたが、
していたが、
反応率が
反応率が悪いので、
いので、もっとちゃんと届
もっとちゃんと届くサービスを求
くサービスを求めている方
めている方
VPS-NEOは、CGI型の配信ソフトですので、ASP型の配信サービスに比べ、
yahoo!メールなどの迷惑フォルダに入りにくい配信が可能です。
メールの反応率を大幅に上げることができます。
無料レポートサイトからの
無料レポートサイトからの読者
レポートサイトからの読者リストのダウンロードを
読者リストのダウンロードを自動化
リストのダウンロードを自動化したい
自動化したい方
したい方
スゴワザ！、ラブワザ、その他多数
無料レポートサイトで集まったメルアドを
ステップメール、メルマガに自動的に読者登録できます。
ステップメールと組み合わせれば、完全ほったらかしで読者が増え、
メールが配信されます。
簡単に
簡単に、独自配信を
独自配信を利用したい
利用したい方
したい方
VPS-NEOでは、専用サーバーのメリットも生かしつつ、
かつ、格安価格でご提供するため、「VPS」を利用しています。
「VPS」という仮想的な専用サーバーを利用することで
独自ＩＰアドレスをつけながら、かつ専用サーバーと同等のことが可能になります。
そして、サーバーの設定、メンテナンスなどのサーバー管理は全て当社が代行いたします。
利用者の方は、ただメール配信のシステムだけをASPのように簡単に使うことができます。

サポートが十分
サポートが十分に
十分に受けられることを希望
けられることを希望している
希望している方
している方
VPS-NEOは、サーバーの管理も含めて十分なサポートを致します。
当社営業日の夕方17時までにいただいたお問い合わせは、
原則として当日中に回答させていただきます。
当社営業日：毎週月～金曜日(夏季、冬季の休業日を除く）
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利用者の声
■占い師・ネットコンサルタント 内田様
独自ドメインで利用でき、より高い確率で配信できるという事。高い実用性とコストパフォー
マンス高さ。
(2014年3月導入)

■大学院生 塩島様
迷惑メールになりにくく、しっかり相手に届いている。やはりメールは届かないと意味が
ないですよね。
(2014年4月導入)
■ 「VPS-NEO」を導入し、良かったこと、便利なこと、効果を感じたことはありますか。
・迷惑メールに届かないこと
様々なメルマガスタンドを使用されている方にお話をお聞きしましたところ、「相手に
届くものの、迷惑メールに入ってしまう」という問題をきいていました。
一方、VPS-NEOをご使用の方にお聞きしたところ、迷惑メールに届いていないとのこと
でした。
実際に使用してみたところ、迷惑メールに入らずに相手に届いています。
■ 「VPS-NEO」を他の方に勧められるとしたらどのような点がありますか。
・丁寧なマニュアルがあること
直感的に分かりやすい画面であり、さらに丁寧なマニュアルがあることで、初心者の方
でも安心して利用できます。
・実際に迷惑メールに届かないこと
実際に使用してみたところ、迷惑メールに入らずに相手に届いています。

■コンサルタント 萩原様
素人の私でも、直感的に利用できることが一番でした。
(2014年9月導入)
■ 「VPS-NEO」を導入し、良かったこと、便利なこと、効果を感じたことはありますか。
ほとんど素人の私でも、直感的に利用できることが一番でした。勿論、きちんと使いこ
なすには、ご用意頂いている動画をよく見て研究したほうがいいと思うのですが、メー
ルを使って、BCCに皆さんのアドレスをコピペして・・・、という労力から開放されると思う
と嬉しいです。

■ 「VPS-NEO」を導入し、良かったこと、便利なこと、効果を感じたことはありますか。
当初は御社のインストール型を使っていましたが、不達がたまに発生することに加え、管理
が難しいと感じたためです。
それならば管理は御社に任せ、運営に特化することで本来の業務に力を入れることを優先
しました。
その結果、管理に意識を向けなくても良いですし、お客様へのメルマガ到達率も格段に上
がったことから、非常に効果を感じています。

利
用
者
の
声

■ 「VPS-NEO」を他の方に勧められるとしたらどのような点がありますか。
メルマガの配信を検討する場合は、費用そのものよりも管理の手間とアフターサービスを考
慮するべきです。
私自身インストール型を使ったことで分かりますが、安い分だけ内容を理解するのに時間も
掛かり、トラブルが発生しても解決策を自分で模索するということは、非常に時間がかかりロ
スに繋がります。
長く使っていきたいメルマガを検討するならば、長く使えるサービスを選ぶことがこれからは
必須になります。特に個人事業主や小規模経営ならば必須でしょう。

■理学療法士 丸山様
オススメポイントは、費用対効果が高いこと、サポート体制が整っていて、初心者にも扱えること
です。
(2014年7月導入)
■ 「VPS-NEO」を導入し、良かったこと、便利なこと、効果を感じたことはありますか。
操作が画面のとおりに行うことで簡単に出来る事がよかったです。
メール到達率は現在のところ１００％です。（携帯アドレスを除く）これからも期待しています。
また、HTML変換など、バージョンアップによりどんどんと便利になっている点も導入してよかった
と思います。
■ 「VPS-NEO」を他の方に勧められるとしたらどのような点がありますか。
費用対効果が高いこと、サポート体制が整っていて、私のような初心者にも扱えることなどオスス
メしたいです。他社さんと比べても、価格、到達率（今後私自身も凄さを理解できると思います）サ
ポートの質にまさると思います。
また、アフィリエイトの設定もあるので、アフィリエイトを意識されている方にもオススメできます！

■ 「VPS-NEO」を他の方に勧められるとしたらどのような点がありますか。
使いやすく、簡単、そして、コストパフォーマンスがいい、というところでしょうか。まだま
だ研究の余地が在るかもしれませんが（使い手として）、企業として改善点を希望出せ
るのもいいですね。
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VPS-NEOの主な機能一覧

01全て利用可能です。
読者登録,解除
ステップメール
・シナリオ数無制限
・ステップ[稼動][停止]切り
・ステップ数無制限
替え
・シナリオ分岐
・ステップのコピー
・シナリオ一括インポート
・読者登録日一括修正
/エクスポート
・配信日時指定
・ステップ完了後の読者移動機能
・特定ステップ受信者へのスポット配信

・一括登録,解除機能
・自動返信メール設定機能
・登録,解除時の自動返信メール設定可能
（送付する、しないの設定可能、
文面もカスタマイズ可能)
・空メール登録,解除機能
・読者登録お知らせ機能
・読者登録,解除フォーム取り出し機能
・登録,解除ページ自動生成機能
・登録,解除ページに
確認ページをはさむかを選択可能

・二重登録防止
・ブラックリスト機能
・解除アドレスを自動的に
ブラックリストに追加することも可能
・読者解除時の確認設定
・全読者の一括解除機能
・読者自動インポート機能
・登録,解除後のページ転送機能

機
能
一
覧

一斉配信
読者管理

・予約配信（CRONがなくても可能)
・即時配信
・ブログ投稿
・バックナンバー設定管理機能
・配信状況表示
・配信済みメール再配信予約機能

メール配信全般
・配信数無制限
・テスト配信可能
・属性差込み機能
・ワンクリック解除URL設置可能
・ワンクリック登録URL設置可能
・HTMLメールかんたん作成
インターフェイス装備
・メール開封率計測機能装備
・マルチパート形式配信機能装備
※HTMLメールと
テキストメールを同時配信可能
・ヘッダー、フッター登録可能
・自動負荷コントロール機能
・配信強制停止可能
・配信元設定可能
・複数言語の混在メール配信可能
※日本語、韓国語、中国語、
フランス語など配信が可能

・超ゆっくり配信
※携帯端末へメールが
届きやすくなります。
・有料メルマガ配信
・ファイル添付
・定期メール機能
・Dropbox連携機能
・メールサイズ表示
・テキストメール本文を
HTMLに自動変換

・ポイント管理機能
・エラーアドレスを自動処理
・リストダウンロード,アップロード機能
・一括登録,解除の履歴
・個別に配信する,しないを切り替え可能
・既存読者属性データ上書き更新機能
・読者自身による属性データ変更機能
・名刺NEO
・読者自身による配信ステータス変更

読者検索,絞込み
・読者の検索,メール配信先の絞込み機
能
・検索,絞込み条件を保存可能
・条件一致読者確認機能

クリックカウンター,クリック分析
・追跡可能なクリックカウンター（短縮ＵＲＬつき）
・各読者のクリック数を保存
・自動クリックカウント機能
・クリック分析機能
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VPS-NEOの主な機能一
VPS-NEOの主な機能一覧
覧

機
能
一
覧

料金・コース詳細
01全て利用可能です。
02
配信管理

03

他サービスとの連携も可能

・配信状況表示
・配信済みメール再配信予約機能

読者登録,解除

読者自動インポート機能

携帯対応
・携帯対応
・絵文字入りメール配信可能
※docomo,au,softbankに対応した絵文字入りメールを配信可能。
・読者登録,解除ページ取り出し可能
※docomo,au,softbankに対応した
携帯サイト用のフォームが取り出し可能

属性管理
・基本属性19項目、自由属性15項目
・カスタマイズフォーム取り出し機能
・自由属性の名称を設定可能
・選択式アンケート機能
・属性のリアルタイム変更機能

主要無料レポートサイトからの読者自動インポートが可能。
面倒なインポート作業を、完全自動化できます。
ステップメールと組合すことで、その後の配信までずっと自動化が可能。
自動読者インポートに対応している無料レポートサイト
スゴワザ!,ラブワザ,まぐぞう,メルぞう,激増,Free-book,レポートGPS,レポートキング,イッキヨミ!

メルマガ自動配信機能
スゴワザ！と連携して、自動的に、情報商材,無料レポートを紹介するメルマガを配信できます。
完全自動でメルマガが配信されます。

簡単フォーム作成
フォームアンサーとNEOの連動により、お問い合わせフォームや資料請求フォームが
簡単、キレイにつくれます。

全体設定
・メール入稿機能
・メルマガ自動配信設定

メール入稿
・配信スピード調節機能
・並び順変更機能
・独自ドメインの利用可能

名刺サービスと連携
当社名刺データ化サービス「名刺NEO」と無料で連携できます。
名刺NEOで溜まってしまった名刺をデータ化し、
VPS-NEOでそのデータを使ってメール配信する事が可能です。

NEO利用者はスゴワザ！での獲得ポイントが2倍になります
読者がもりもり増やせます。

バックアップ
・自動バックアップ作成機能
・データベース復元機能

テンプレート

主要な４つの文字コード（Shift-JIS,EUC,UTF-8,JIS)に対応
文字化けなく、様々なページに読者登録フォームを設置できます。

・ページテンプレート修正機能
・ページ転送機能
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料金表
料
金
表

01料金・コース詳細
VPS-NEOのご利用には、初期費用と月額費用が必要です。
初期費用
VPS-NEOをはじめてご利用いただく際にお支払い頂く費用です。
月額費用
VPS-NEOをご利用いただくために毎月お支払いいただく費用です。
ご利用開始月の月額費用は無料です。
お申込み時に初期費用＋月額費用2ヶ月分をお支払いいただきます。
ご利用開始から3ヶ月以内に利用停止された場合も、上記の返金はございません。
以降の料金は、ご利用期限が近づきましたら更新のご案内をお送りさせていただきます。

全コース配信数は無制限です。

コース名(
コース名(リスト
名(リスト数)
リスト数)

初期費用 月額費用

VPS-NEO エントリー(2,500名まで)

7500円

3980円

VPS-NEO ブロンズ(5,000名まで)

7500円

4900円

VPS-NEO シルバー(2万名まで)

11900円

11000円

VPS-NEO ゴールド(5万名まで)

15000円

17000円

※初期費用には、サーバーの調達及び設定、NEOのインストール、ドメインの設定等を行い、
ご利用者様がすぐに利用できるようにするための多くの作業の費用が含まれます。
5万リスト以上でVPS-NEOのご利用希望される場合は、お問い合わせ下さい。
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利用例・導入事例
導
入
事
例

一例ですが、VPS-NEOの使い方をご紹介します。
VPS-NEOを使うと、こんなことができます。

０１ インフォプレナー、アフィリエイターの場合
読者インポート、メール配信を自動化し、ほったらかしで稼ぐ
1.無料レポートサイトで読者を集めます。自動的に読者登録できます。
2.ステップメールを組んでおきます。自動的に広告メールが配信されます。

⇒完全自動。ほったらかしで売上がアップ！
商材を購入したことのある方のみに、特別なメールを配信する。
1.商材が購入されたときに、自動的に[登録種別]が[購入者]となるようにタグを仕込んでおきます。
2.メルマガ配信するときに、[登録種別]が[購入者]の方のみに、メールを配信するよう設定します。

⇒特別割引などのオファーで売上アップ
ポイントを付与し、クリック率を高める
1.読者に対し、ポイントを商品に変えたり、換金したりするようなインセンティブを約束します。
2.アフィリエイトASP等のURLに対し、クリックするとポイントがたまるように設定します。
3.そのURLを載せたメルマガを配信します。

⇒メールのクリック率が大幅アップ！
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利用例・導入事例

０２

導
入
事
例

ネットショップの場合

メール会員のデータベース化
1.NEOの豊富な属性を使い、読者の住所、生年月日、これまでの購入履歴などをデータベース化。
2.クリックがあったり、新たに商品が購入された場合は、既存のデータを上書きします。

⇒常に最新の顧客データベースを持つことが出来ます。
メールでアンケートをとり、結果に応じたメールを配信する。
1.読者の興味、関心がわかるようなアンケートを作成します。
2.各回答毎に、属性更新URLを作成します。
3.アンケートメールを配信します。
4.その後、各読者に対して、アンケートの結果に応じたメールを配信します。

⇒各読者のニーズにあった売り込みで成約率が大幅アップ！

０３

実店舗の場合

メールマガジンでリピーターを増やす
1.店舗のお客さんにメール会員になってもらいます。
（会員になってくれたら○○サービスなどとしておくと、会員になってくれますよ)
2.店舗のキャンペーンや、イベント情報などをメール会員に流します。

⇒来店のリピートが増えます。
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申込み

VPS-NEOのご利用までの流れ

申
込
み

NEOのご利用には、初期費用と月額費用が必要です。
http://www.neo-vps.com/sales/confirm/
の申込みページよりお申込みください。
↓
自動返信メールにて、料金の振込先が書かれたメールをお送りいたしますので、料金をお支払ください。
↓
ご利用料金のお支払を確認でき次第、ご希望のドメインをお伺いいたしますので、
ご希望ドメインをご連絡ください。
ご希望ドメインをご連絡いただきましたら、当社にてシステムの設置作業を行います。
↓
およそ1週間後にシステムを納品いたします。

Yahoo!、Gmailの受信箱へ正常に届くことを確認した上で納品いたします。
(このチェックは、VPS-NEOの設置サーバーの「IPアドレス」「ドメイン名」が問題ないことを確認するものです。
納品後に利用者の利用方法（メールの内容、配信設定）などにより迷惑メールになった場合は利用者の責任となり
ます)
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