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お手持ちの顧客管理データベースを直接参照でき、メール送信用に csv ファ
イルを用意したり、複数の csv を存在させる必要が無いので、個人情報デー
タの管理がしやすくなります。

お手持ちの顧客管理データベースを直接参照でき、メール送信用にデータベースを用意する必要がないので、導入も簡単です。

顧客データを一元管理

情報漏洩リスク「ゼロ」の理由！

主な特長

送信設定にパスワードをかけることができ、送信者にもメールアドレスを見
ることができないよう、設定できるので、安心です。

Cc・Bcc の機能は制限されており、基本的にはすべて「To」による送信に
なるためメールアドレスの漏洩がなく、安心です。

Cc･Bcc によるアドレス漏洩なし！

SMTP over SSLによるセキュリティ 個人情報保護レベル設定が可能
ユーザとメールサーバ間の通信をSSLを使って暗号化する機能に対応しました。

Access を持っていない方でも BitMailPRO で ACCDB ファイルを作成・
編集することができます。もちろん、閲覧も可能です。

日本語以外の多様な言語での送信ができます。 携帯の絵文字にも対応しています。

Access がなくても使用可能

既存の顧客データベースを使用できます

多言語対応 携帯用絵文字対応

インターバル送信

Gmail・Office365 送信にも対応

送信制限なし

BitMailPRO は、SMTP 認証に対応しているため、Gmail や Office365
等からの一斉配信が可能です。

間隔をおいて送信できるため、サーバーへの負担を軽減できます。メールサーバーの送信制限内であれば、送信件数の制限がありません。



同一アドレスで宛名違いの送信先も可能
同一アドレスでも、複数の宛名で送信することも可
能です。

BitMailPRO で直接データベースの内容を更新す
ることができます。

BitMailPRO からデータベース更新

データベース直接参照なので、BitMailPRO に
CSV ファイルをインポートする必要はありません。

CSV のインポートが不要

複数のデータベース・設定が可能なので、送信者や
内容などによって使い分けが可能です。

複数のデータベース・設定が可能
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項目を指定して検索・抽出することができます。
データベースの中からメール配信対象者を絞り込む
ことが可能です。

送信対象を検索して送信が可能

Access を持っていない方でも BitMailPRO で
accdb ファイルを作成・編集することができます。
もちろん、閲覧も可能です。

Access がなくても使用可能

会社名、所属、役職、氏名、敬称は簡単な設定で自動判別
して挿入可能。その他にも指定フィールドのデータ
を挿入文字として複数設定することができます。
( 会員番号なども桁数を設定し挿入 )

日本語以外の多様な言語での送信ができます。

3 キャリアの携帯の絵文字にも対応しています。

最大３つまでファイルの添付が可能です。ただし、
添付すると送信スピードが遅くなります。

テキスト形式・HTML形式のメール送信

多言語対応

プレビュー機能

ファイル添付

PC と携帯をそれぞれ選択して送信

携帯用絵文字対応

SMTP over SSL によるセキュリティ

予約送信

テスト送信

インターバル送信

Gmail/Office365 送信にも対応

BitMailPRO を起動しておけば、事前に指定した
日付と時間にメール配信することができます。
リピートモードでは、データベースが自動更新され
る場合などでも自動で処理を繰り返して配信処理を
行うことが可能です。

メールサーバーとの接続を指定した時間ごとに切断
し間隔をおいて再接続し送信することを繰り返す機
能です。メールサーバーに送信制限がある場合や
メールサーバーへの負荷を軽減したいときにご利用
ください。

BitMailPRO は、SMTP 認証に対応しているため、
Gmail や Office365 からの一斉配信が可能です。

ユーザとメールサーバ間の通信をSSLを使って暗号
化する機能です。

個人情報保護レベル設定が可能
送信設定にパスワードをかけることができ、送信者
にもメールアドレスを見ることができないよう、設
定できるので、安心です。

一斉送信する前に、テスト送信することができるの
で、誤配信を防ぎ実際に送信されたメールでレイア
ウトなどを確認できます。

お手持ちの顧客管理データベースを直接参照できる
ので、顧客データ一元管理できます。

顧客データを一元管理

高速送信
送信スピードは、通信環境やメールサーバー、並びに
添付ファイルの有無などにより異なります。

送信ログ保存・出力
送信ログの保存や CSV 出力が可能。
ログは送信ログと接続ログの 2 種類に分け、状況
を詳細に表示することができます。
送信ログは検索機能を使用することで、特定の宛先
への送信状況などが確認しやすくなっています。

処理状況リアルタイム表示
1 件ごとの処理状況をリアルタイムで表示します。
現在どの宛先に送信しているか、どのようなエラー
が出ているかなどを確認することができます。

エラー原因推測・コード表示
接続や送信時のエラー原因を推測し、エラーコード
とコメントで表示します。不具合の原因究明や解決
の参考としてお役立てください。

データベース内に同じメールアドレスが複数存在し
ないかチェックし、抽出します。

重複アドレス抽出

挿入文字

Cc・Bcc による漏洩の心配無用

の特長

価格

と組み合わせて

動作環境

BitMailPRO

BitMailPRO

BitMailPRO

BitSearch BitplusPRO

データベースに登録されたメールアドレスの中か
ら、PC や携帯のアドレスを選択して送信すること
が可能です。

Cc・Bcc 機能は制限され、メールアドレスの漏洩の
心配がありません。

テキスト形式 HTML 形式どちらでも、オリジナル
のメールを作成できます。

メール配信前にメール本文をプレビューすることが
できます。差込文字などが正しく挿入されているか
などを事前にチェックすることができます。

送信制限なし

メールソフトに依存しません

メールサーバーの送信制限内であれば送信件数の制
限がありません。なお、インターバル送信機能によ
り送信制限以上のメールを送れる場合もあります。

普段お使いのメールソフトの種類に関わらず、ご利
用いただけます。

オペレーティングシステムが次のいづれかであること。
Windows8.1、8、7、Vista、WIndows Server2008R2
※WIndows Server でご利用いただくためには、別途サーバーライセンス
が必要となります。
インターネットに常時接続して電子メールの送受信ができること。 

メールサーバーが SMTP 及び POP3 プロトコルをサポートしていること。 

2G バイト以上の RAM（推奨：4G バイト以上）

モニタ解像度　1024×768 以上 

.NET Framework 4 以上がインストールされていること

使用可能データベースは
Access 2013/2010/2007
Excel 2013/2010/2007 ※
Oracle11g/10g/9i/8i
SQL Server 2008/2005
MySQL5
※Excel でのデータベースは補助的なものです。BitMailPRO の機能を発揮させるには
Access などにインポートしてください。

( 税別 )

( 税別 )

CD 版 20,000
18,000ダウンロード版

30日間無料でお試しいただけます。

http://www.newsbit.co.jp/software/trial_dl.html

機能制限なく、使用できます。
ダウンロードはこちらから

使用するとさらに便利な関連商品

受信したメールを「コピペなし」
ですぐに活用できる状態にする
メールソフト

リターンメールになった
ア ド レ ス を 特 定 す る 
メールソフト
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http://www.newsbit.co.jp/software/bmp/
について詳しくはこちらへ

宛先ごとに異なるファイルを添付することができま
す。この機能により、請求書の一斉配信なども可能
になります。

パーソナル添付ファイル

SMTP 認証をスキップ
SMTP認証が不要なサーバーでご利用いただくこと
ができます。ただし、別途SPライセンスが必要です。

送信設定でWHERE 句に条件を設定しておけば、
いつでもその条件で送信対象を限定できます。

SQL 文の WHERE が利用可能

送信者名・送信者アドレス個別変更
宛先ごとに送信者（From）の情報を変更することが
できます。ただし、別途SPライセンスが必要です。
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