
パソコン文書を直接FAX！
文書管理や同報送信に威力を発揮
業務の効率UPに貢献します。
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機能一覧表

｢いつ｣｢誰に｣｢どの書類を｣
送ったのか、

わからなくなってしまう…

多数に送ろうとすると、
相手先のセットに
膨大な時間がかかる！

不要な広告FAXのために
紙やトナーを消費！

　必要な物だけ印刷したい。

重要そうなFAXが　
受信トレイに放置。
だれも気が付かない！

？

？

？

？
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いろんな便利が詰まってる
仕事が『はかどる』ＦＡＸソフト

セキュリティ万全！非マクロ型

《ワード差し込み》

受信振り分けも自在

《メール転送》《自動印刷》

IP電話(ADSL・光)、携帯、ISDN

《万全の回線対応》

手持ちデータを即電話帳へ！

《エクセル読み込み》

LAN内のパソコンにFAX機能を提供

《モデム共有》

自由に作成できる

《QRコードはんこ》

セキュリティ万全！非マクロ型
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《エクセル読み込み》

LAN内のパソコンにFAX機能を提供

《モデム共有》

自由に作成できる

《QRコードはんこ》

その悩み、STARFAXが解決します

P.No. 3180011-0504M3-IS

各種回線対応
普通回線、IP電話回線(ADSL・光)、
ISDN、携帯、PHS

順次同報送信
予約送信
FAXモデム共有
自動受信／手動受信
受信FAXのメール転送・印刷
カラー送受信(※１)
インターネットFAX
印刷可能文書は送信可
ドラッグ＆ドロップ(※2)
スキャナからの取り込み
複数文書の連続セット
ページヘッダ機能
送信直前の書き足し
はんこ機能
QRはんこ機能
ノイズ除去
傾き補正

自動差し込み対応
ワード送付状機能
シンプル送付状
複数差出人登録
送付状エディタ
ダイヤルボタンによる
複数電話帳可
1電話帳に1万件登録
エクセルファイル入力
CSVファイル入力
グループ設定
短縮パネル
送信直前の訂正可能
送受信記録のCSV出力
データバックアップ復元機能
ガイダンスパネル
音声ガイダンス
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※1 相手機がカラー対応のこと。A4限定。
　　携帯等無線系回線は不可。

※2 実現できないファイルもあります。

動作環境
パソコン

OS

CPU

メモリ

ハードディスク

通信機器

ディスプレイ

サウンドデバイス

CD-ROM

下記OSが動作可能なDOS/Vパソコン

Windows XP/Me/98/2000

300MHz以上

Windows Me/98使用時：128MB以上、Windows XP/2000使用時：256MB以上

インストール時約200MBの空き容量が必要

Class1、Class2、Class2.0のいずれかに対応したＦＡＸモデム
または、携帯・PHS用FAXアダプタ、およびそれら機器が接続可能な電話回線が必要

解像度：800×600ドット以上　65,536色(HighColor 16bit)以上

音声ガイダンスの利用にはサウンドカードとスピーカーが必要

インストール時にCD-ROMドライブが必要

仕様
FAX通信規格

通信速度

モデム制御規格

データ圧縮機能

対応原稿サイズ

FAX解像度

G3規格準拠

14400/12000/9600/7200/4800/2400bps（相手機器の速度に合わせて自動的に減速）

Class1(EIA-578)、Class2(Rockwell Class2準拠)、Class2.0(EIA-592)

モノクロ時：MH/MR/MMR　カラー時：JPEG

A3/B4/A4/B5/A5

ノーマル(200×100dpi)、ファイン(200×200dpi)
スーパーファイン(200×400dpi) ※カラーFAXは規格上ファインのみ

Windows XP/Me/98/2000 対応

標準価格9,240円（本体価格8,800円）
JANコード：4956487003200



あらゆる接続方法に対応

その他の主な機能

STARFAXなら、こんなに変わります！
・・・・

STARFAXなら、こんなに変わります！

STARFAXなら受信したFAXを画面で確認してから印刷す
るなどの設定ができます。また、印刷前にコメントなどを書
き加えてから印刷することもできるので、紙のムダや配布の
手間がなくなります。

※ 送信元FAX機に通知用FAX番号がセットされている必要があります。

ワード文書の中に[＃＃氏名＃＃]
などと記入しておけば、電話帳
で選択した宛先の情報に自動的
に置き換えて送信します。宛先
毎に原稿を編集する必要が無く
なるので、大変便利です。ワー
ドのマクロ機能を使わない仕組
みのため、セキュリティ面でも
安心です。(Microsoft Word 97以降対応)

エクセルのデータを電話帳に取
り込むには、CSV形式などへ
のファイルの形式変換が必要で
したが、STARFAX独自の機能
としてエクセルデータを直接読
み込む機能を搭載しました。パ
ソコンの経験が浅い方でもデー
タの有効活用が思いのままです。
(Microsoft Excel 97以降対応)

受信FAXのメール転送・自動印
刷を自在に設定可能。送信元に
より転送方法を設定でき、メー
ルの件名に送信元情報を反映可
能なのでメールの振り分けにも
対応できます。

FAXの編集機能には、自由に作成で
きる｢はんこ機能｣に加え、QRコー
ドを編集して貼り付けられるFAXソ
フト初の｢QRコードはんこ｣機能を
装備しました。携帯電話に連絡先の
電話番号をセットしてもらったり、
先進的な使い方が可能です。

F A X 原 稿 の 保 存 形 式 と し て
PDFにも対応。手動での保存に
加え、転送メールの添付形式に
指定できるので、相手を選ばず
FAXを配布することができます。

STARFAXは、インストール時
に回線の種別(トーン／パルス)な
どを判別する機能がついています。
わかりやすい接続ガイドも同梱。
安心して使い始められます。

ワード差し込み 電話帳へのエクセル読み込み

自動転送・自動印刷 ＱＲコードはんこ機能

PDF出力に対応
回線チェック機能

一般電話回線の場合

パソコン内蔵のFAXモデムを使った
各通信回線での代表的な接続例です。

（STARFAXを利用するには、FAXモデム（または携帯電話・PHS用FAXアダプタ）が必要です）
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送受信録も原稿も
画面で即確認

｢電話帳｣で大量同報も
ワンタッチ設定

画面で受信確認！
必要なものだけ印刷

受信FAXを
メールに自動転送！
振り分けも自在 ● あらゆるソフトのデータを送信可能

　 （印刷機能のあるソフトのデータであれば送信原稿にできます）

● スキャナからの原稿セット可能

● ドラッグ＆ドロップによる原稿セット可能

● 複数原稿の連続セット可能

● １万件順次同報（設定された１万件までの宛先に自動連続送信します）

● 送信開始時刻予約機能

● エラー時リトライ機能（話し中などの場合、自動再送信します）

● IP電話回線回避機能（エラー発生時通常回線へ自動回避します）

● モデム共有機能（LAN内の複数のパソコンでモデムを共有できます※）

● 自動受信／手動受信切替可

● 送受信履歴のCSV出力

● 電話帳データのCSV入出力

● データバックアップ・リストア機能

※  2台目以降のクライアントには追加ライセンス(別売り)が必要です。

STARFAXは、パソコン上で作った文書を印刷せずに即送信。
送受信記録を日時や相手毎に並べ替え、内容も即座に確認できます。
納品書や請求書など、重要な文書も｢いつ｣｢だれに｣｢なにを｣を
正確に記録することができるので確認作業がグンと楽になります。

STARFAXは受信FAXを自動的にメールに転送することが
できます。相手のFAX番号に応じて※異なるアドレスに転送
したり、複数の転送先指定も可能。FAX文書はメールの画像
添付(TIFF/JPEG/PDF)なので、メールソフトですぐに

見ることができます。

STARFAXは１万件も登録できる電話帳を何冊でも作ること
ができ、それぞれの電話帳にグループの設定も可能。また他
のソフトの宛先データも簡単に取り込めます。特にエクセル
なら変換操作なしに直接読み込め、複数宛先をワンタッチ

セット、自動送信。業務
の負担を一気に軽減します。

●ワードで送付状を作成 ●エクセル直接読み込み

●回線チェック

●自在に転送

●PDFを選択

●QRコードはんこ機能

受信
FAX

●パソコンがFAX機に

●必要なものだけ印刷 ●受信FAXに加筆して印刷

●送受信記録を簡単確認 ●複数相手先も簡単セット

●送信元毎に転送先を設定 ●添付画像形式も選択可

●手軽な短縮パネル


