MS-Word/Excel や PDF、イメージファイルも
メールの添付ファイルとして FAX 送信

InterFAX とは、メール（メールソフトやメールシステム）または Web
Service で FAX の送受信ができるインターネット FAX サービスです。
送信、受信どちらのサービスも特別な機器やソフトウェアは一切不要で
す。インターネットとメール環境さえあればすぐにご利用できます。
企業のお客様も個人のお客様もお申込みをいただくだけで、サービスを
ご利用できます。

▼ InterFAX 送信サービス
送信サービスは、メールや Web API (SOAP) で FAX を送信できるサービスで
す。メールや Web Service で送信すれば相手には FAX で届く仕組みです。

Web・業務アプリケーションで
自動 FAX システム構築にも最適
★

ユーザ数は無制限: InterFAX は１契約で、何人でもご利用になれます
ので、とても便利でお得です。利用者はアカウント管理 Web サイトか
ら自由に追加登録していただけます。

★

同報 FAX 送信: 複数宛先への FAX もメールを送るだけで簡単に素早く
送れます。大量の送信先管理も既存データから楽におこなえます。

★

既存メールシステムもそのまま利用: InterFAX はメール機能を利用す
るので、既存のグループウェア等からもそのままご利用できます。
また Gmail、Hotmail 等の Web メールのサービスにも対応。

★

Web 画面から直接 FAX 送信が可能: メールの利用ができない Web 環
境のみの場所からでも InterFAX のアカウント管理 Web ページの Web
画面から直接 FAX 送信できます。

★

モバイルユーザにも最適: FAX 送信に FAX マシンが不要なので、イン
ターネット環境があればどこからでも FAX を送信できます。携帯電話
やスマートフォン、タブレット等、メール送信ができる機種でご利用
いただけます。

★

記録が残るから安心: いつ、誰に、何を送信したかはメールと同じよ
うに送信箱に残りますのでトラブルを回避できます。また、 InterFAX
の Web 管理機能で実際の送信時間や送信枚数等もご確認いただけま
す。

★

充実した管理・送信結果通知機能: アカウント管理 Web にて、数々の
管理機能を提供。送信履歴では、日付、メールの件名、宛先、送信結
果での検索ができ、プロパティでは、デフォルトの送信フォーマット
（用紙サイズ、用紙向き、テキストフォント、FAX 解像度等）や通知
メール送信先、ヘッダ、リトライ数・間隔等の設定ができます。履歴
や月毎の利用状況も CSV ファイルでダウンロードも可能。

InterFAX 送信サービスを利用した送信イメージ

特長：
★

一切の設備投資は不要: お使いのメール環境ですぐに InterFAX
をご利用できます。FAX マシン/サーバ、FAX 用回線も不要なので
導入及びランニングコストを大幅に削減可能。送付方法は簡単。
03-1234-5678@fax.tc といった相手先の FAX 番号を含むメール
アドレスにメール送信することで相手には FAX として届きます。
また、InterFAX では Web API（SOAP）も提供しておりますので、
システム構築を効率良くおこなえます。

また、FAX 送信後の結果通知はメールですぐにお知らせ。あわせて Web
管理機能の送信履歴では、ほぼリアルタイムに送信状況が把握でき、
再送信や FAX イメージの確認もできます。

★

全国一律料金: 市内外、県外でも割安な送信料は変わりません。海外
へも同じ操作で送信でき、且つリーズナブルな価格でご利用いただけ
ます。

送付先の事前登録も不要で、日本国内および海外への送信も可能。

★

★

★

添付ファイルの送信もサポート: メール本文はもちろん MS-Word
/Excel/Powerpoint/Access スナップショット（SNP）ファイル、
PDF、HTML、テキストファイルやイメージファイル（TIF/JPG/
GIF/PNG/EPS）も添付して送付できます。もちろん、送付先には
ファイル内容がそのまま FAX として届きます。
業務アプリケーションのベスト FAX ソリューション: システム
からの自動 FAX 送信も InterFAX を利用すればメール送信機能の
付加だけで簡単に構築ができます。アプリケーション内で帳票を
PDF 生成したり、HTML でフォーマットされたレポートをそのま
まメールとして送信したりするだけで FAX システムが構築でき
ます。システム構築時間・コストの大幅削減のみならず、FAX サ
ーバ等の導入・保守費用も不要です。

●メールソフトからの送信
普段ご利用のメールソフトで
新規メールを作成し、FAX の送
信先としてアドレスを入力。
フォーマットは、
市外局番+番号@fax.tc です。
通常のメールのようにメッセ
ージの入力や添付ファイルの
指定をし、あとは送信ボタンを
押すだけです。

Web API (SOAP) では、FAX 送信後からリアルタイムでステータス
が取得できます。例えば、送信 20 分後にステータスをチェック、
エラーとなっている場合は、システムから自動的に再送信。
再送信もエラーであれば、送信依頼者に対し、エラーレポートを
送付し、FAX 番号を確認する等、スムースな運用がおこなえます。
また、日、週、月や送信先単位で FAX 送信レポートを作成するこ
ともでき、応用・柔軟性に富んだシステム開発環境を提供します。

●送信結果通知(通知メール)
送信が完了すると InterFAX よ
り完了通知をメールでお送り
します。何らかの理由で送信が
失敗した時もその旨の通知メ
ールが届きます。

高度なセキュリティ機能を標準装備: 企業ユーザ様でのご利用で
は、セキュリティ対策が必須です。InterFAX は、S/MIME に標準
対応しており、情報漏洩のためメールを暗号化したり、なりすま
しユーザからの FAX 送信を防止したりするための電子署名やパス
ワード認証に対応し、セキュリティ対策も万全です。
また、メール送信時では SMTPS（SMTP over SSL）にも対応。TLS
または STARTTLS により通信を暗号化してメール送信することも
できます。
（お客様ご利用のメールサーバが TLS または STARTTLS
に対応している必要があります。
）

★

InterFAX 送信サービス利用イメージ

綺麗に、速く: ドキュメントを印刷してから送る必要はないので、
非常にクオリティの高い、綺麗な FAX 出力をお届けします。また、
FAX マシンのようにビジーで待ち時間が発生することもなく、自
分の机のパソコンからすぐに送れます。

ご利用料金（送信サービス）
初期費用
月額基本料金 [1 契約あたり]
(250 円の無料送信を含む)
日本国内への送信料金 [全国一律]
（１ページあたり/送信時間 60 秒以内）

無料
1,000 円＋消費税
22 円＋消費税

▼ InterFAX 受信サービス
受信サービスは、メールや Web API (SOAP)で FAX を受信できるサービスです。
弊社からお申込単位で専用 FAX 番号（現在は、東京 03-XXXX-XXXX 番号
です）を提供、その番号に届いた FAX 文書を添付ファイル（PDF または TIFF の
イメージデータ）として設定された任意のメールアドレスへ送信する仕組みです。

専用 FAX 番号をご提供
受信 FAX はメールで受け取れます
大量 FAX も同時受信可能

InterFAX 受信サービスを利用した受信イメージ

特長:
★

専用 FAX 番号を提供します: 一度発行した FAX 番号はお客様がサー
ビスを退会されるまでご利用いただけます。名刺や Web サイトで公
開し、ご利用できます。また、通常の FAX と同じ仕組みなので国内
はもちろん、海外からの FAX 受信もおこなえます。

★

複数メールアドレスへ送信: 受信 FAX の転送先メールアドレスは、
最大 20 個まで登録でき、関係者に一斉配信することも可能です。
また、スマートフォンや携帯電話のメールアドレスを設定すれば、
外出先でも FAX 受信が可能になります。

★

同時受信もサポート: 1 番号で同時に複数箇所からの FAX を受信で
きますので、短時間に大量の FAX を受信する場合にもビジーがほと
んどありません。

★

FAX 受信後、リアルタイム処理を実現: FAX を受信してからメール
送信やアカウント管理 Web の履歴反映までの処理は瞬時におこな
われます。タイムラグはほとんどありません。

★

受信 FAX イメージファイル: 受信した FAX は PDF または TIFF 形式
（FAX 用の「TIFF-F」フォーマットでマルチページ TIF）のイメージ
としてメールの添付ファイルで受け取れ、複数ページの FAX も 1 個
のファイルとして受信。
（1 回の FAX で最大 100 ページまで受信可）

★

充実した管理機能: アカウント管理 Web では、Web 上で受信した
FAX の履歴やイメージの表示、ダウンロードとあわせメールの転送
先やセキュリティ設定等の管理機能を提供。

★

万全なセキュリティ: S/MIME に準拠しているので、S/MIME 対応の
メールソフトと証明書をご利用いただくことでインターネット上
のメールを暗号化可能。機密情報も安心してメール受信できます。

★

業務アプリケーションとの連携: Web API (SOAP) の利用で効率的
なシステム開発をおこなえます。お客様のシステムに組み込みシス
テム内で FAX 受信、表示、印刷や OCR システムで FAX イメージか
らテキスト情報をデータベース化し、業務システムと連携可能。

★

OCR との組み合わせで自動データベース化: OCR システムとの連携
で、大量の定型フォームの FAX 受信からデータベース化までを完全
自動化できます。今まで、FAX を受けて、データを手入力している
ような業務では大幅な時間とコストを軽減できます。

★

メールだからできること: 受信した FAX をメールで受けることで、
簡単に転送や受信 FAX をファイルサーバにファイリングやデータベ
ース化する等、紙ではできないことが可能になります。不要な広告
FAX も印刷せずに削除することで用紙やトナーの削減もできます。

★

SOHO ユーザ: メールで FAX 受信できるのでモバイル環境でいつで
も FAX を受け取ることができます。FAX モデムと違い、受信時に PC
を起動しておく必要もありません。
特に SOHO ユーザには便利です。

★

【着信課金】サービスを用意: 認知率の高い 0120、0800 で始まる
番号による通話料着信者払いの「着信課金オプション」のサービス
も InterFAX 受信サービスと連携してご利用いただけます。

★

050 で始まる IP 電話回線は不使用: エラー率の高い 050 IP 回線は、
一切使用しておりません。

（受信した FAX はイメージとしてメールの添付ファイルで受け取ります）

(PDF は「Adobe Reader」等、
TIFF は「Microsoft Office Document Imaging」等で開けます)

ご利用料金（受信サービス）
初期費用
月額基本料金 [1 FAX 番号あたり]
(1,000 ページまでの FAX 受信を含む)
1,001 ページ以上受信した場合の超過料金
(１ページあたり)

1,500 円＋消費税
2,200 円＋消費税
10 円＋消費税

<サービスプロバイダー>

〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-4-6 フォーシーズンビル アネックス 5F
TEL: 03-5367-3777
FAX: 03-4477-2288
http://www.interfax.jp/ E-Mail: info@interfax.jp


各会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。／ 価格は予告無く変更になる場合がございます。予めご了承ください。／ 消費税転嫁対策特別措置法（2013 年 10 月 1 日施行、
2021 年 3 月 31 日まで適用）により、本カタログの価格は全て税抜価格となっています。

