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FAX/E-mail自動配信システムとは？

相手先によって内容の異なる文書やデータを、ＦＡＸとメールにより自動的に送信するシステムです。

従来の手作業によるＦＡＸ、メール送信を無人化してすばやく送ることができます。

操作はとても簡単。

配信担当者は配信データをCSV形式で作成するだけで、システムが送信先アドレス、FAX番号をチェックして＠マークがあればメール、

＠マークがなければFAX配信処理を行います。

明細ファイルはPDF形式で添付ファイルとして送られており、暗号化されていますのでセキュリティも万全です。

このシステムの導入により、２システム必要だったプログラムがひとつで処理可能となり毎日の業務効率が大幅に改善されます。

fAX/E-mail自動配信システムは様々なメリットがある地球環境にやさしい画期的システムです。

注文書・納品書・受注確認等の印字、封入、封かん、FAX・郵送業務を完全無
人化した、FAXとE-mailによる画期的システム

コンピュータ

相手先メール受信

E-mail

明
細
書
デ
ー
タ

自動配信だから簡単！

FAX

相手先ＦＡＸ受信
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メールは添付ファイルとしてPDF形式で送信される→ 受信側はAcrobat Readerがあれば表示確認できる
FAXの場合は通常のFAXと同様に受信できる

システムの特徴

◆TCO削減

◆セキュリティ

◆自動配信機能

◆受信操作も簡単

注文書・支払通知書等の印刷や封入封かん・郵送作業の必要がない→大幅なコスト削減
メール配信の場合、紙を一切使わない為地球環境にもやさしい
FAX配信の場合、自動ダイアルなのでFAX機の場所までいかなくてもよい
ワンクリックで正確に配信

パスワード付添付ファイル形式で配信により外部漏洩不可

SMTPサーバに接続後、メールを即配信→メール配信後自動的にFAXで自動配信
配信ログデータをメール配信分、FAX配信分全件保存
送信に失敗したときなどの確認が容易

CSVデータを用意し、ワンクリックで配信可能

◆配信操作が簡単
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明細配信端末

SMTPサーバー 各POPサーバー

ＣＳＶ
データ

メール受信者は添付ファイルをパスワード
を入力して閲覧します。

明細書

配信先リスト

SMTP

メール

インターネット
Eメール

配信データ
(CSV形式)を読
み込みます。

メールで配信する形式に帳票を
変換し、ハードディスク内にパ
スワードをつけて書き出します。

同時に配信先リストも書き出し
ます。

SMTPメールサー

バーへ接続し配信
を開始します。

その後FAX配信に
切り替わります。

CSVデータを準備します。

※お客様が作成

各相手先がメール、

FAXを受信します。

相手先PC& FAX

明細はメールに添付

システムイメージ

業務システムより

ＦＡＸ

FAXで配信する形式に帳票を

変換し、イメージファイルとして
ハードディスクに書き出します。

同時に配信先リストも書き出し
ます。

配信準備完了後、
FAXモデムへ接続
しFAX配信処理を
開始します。

FAXデータ

FAXモデム
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データの流れ

テキストデータ
（CSV形式）

自
動
配
信
シ
ス
テ
ム

メール配信データの作成
ＦＡＸデータの作成

発注データなど、
お客様が作成

インターネット

Email
または

ＦＡＸ

相手先ﾒｰﾙ

相手先 ID

テキストデータ（CSV形式）
明細PDFファイルはパスワード

付で暗号化され、メールに添付
されます

メールを受け取ったユーザーは、添付ファイルを開き、パスワード
を入力することによって明細PDFファイルを開くことができます。

パスワード入力

相手先 ＦＡＸ機

相手先 ＦＡＸ機

相手先ﾒｰﾙ

メインメニュー「明細作成-メールFax自動配信」を開始すると、テキストデータ（CSV形式）を読み込み、
メール、FAXデータを作成後、順次配信処理を行います。
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※この仕様は予告なしに変更される事があります。

データの変換
テキストデータ（CSV形式）を読み込み、プログラムで配信用のイメージデータに自動変換処理します。

テキストデータ（CSV形式）

メール、FAX配信文書サンプル

変

換
メール添付PDFファイルサンプル

FAX文書サンプル
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運用イメージ

データサーバー 明細配信端末

SMTPサーバー 各POPサーバー

ＣＳＶデータ 明細書

メールに添付

データベースから

CSVに出力

担当者が期日までに専用端末に
てデータを取り込み、配信処理を
実行

ネットワーク

メールに添付された
明細書を閲覧、もしく
は必要に応じて出力
可能、

相手先

各部所

各サーバー

公衆回線
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基本的な操作の手順

◆環境設定

◆メール配信ログ

ＦＡＸ設定、メール設定、暗号設定、配信内容の設定や切替、データパス名等を
設定します。

◆明細作成-メールFax自動配信

◆終 了

テキストデータ(CSV形式)を読み込み、自動配信プログラムで配信用データを
作成、配信します。
1.メール配信データの作成、配信
※作成した配信データから、配信先の選択も可能です。

2.FAX処理プログラム Exec OliveFAX の起動
3.FAX配信データの作成、配信
の順に処理を行います。

メール配信ログ、エラーログを表示印刷します。
※FAX配信ログは Exec OliveFAX から閲覧します。

システムを終了します。

メニュー 処理内容

メニューをマウスでクリックする
だけの簡単な操作で処理が進
められます。
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パスワードの設定について

(Q) すでに導入している会社では、パスワードの初期設定はどうしていますか？

２つの方法があります。

1.事前にパスワードを募集する。

2.最初は相手先コードを使用し、要望があれば変更をメールで受け付ける。

(Q) ＰＤＦファイルのパスワードは同じものですか？

いいえ、相手先毎に文書パスワードが違います。

(Q) アドレスとパスワードは相手先が直接変更できますか？

直接変更できません、操作担当者が管理します。

またＣＳＶデータ内にメールアドレス、FAX番号、パスワードをご用意いただけましたら、

そのパスワードやアドレスを活用できます。

操作担当者が管理されたほうが、パスワードをお忘れになる方への問い合わせ応対を迅速に行うことができます。

Webタイプで管理するものですと、変更後過去の閲覧に不都合が生じます。

パスワード設定についての Q&A
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送信者側画面イメージ (1)→ログイン

●ログイン管理機能
ログインID／パスワードを4つまで設定することができます。

ログイン情報（ログインアカウント情報、ログイン日時）はシステムに自動保存されます。

フェリカカード（Suica、Edy等の非接触型ICカード）でログインすることができます。（フェリカカードの登録は最大4名まで）

※カードリーダー（PASORI、RCS320）が別途必要となります。



11

送信者側画面イメージ （2）－ 環境設定

環境設定画面

メニュー画面



12

送信者側画面イメージ （3）ーメール配信

メニュー画面

「明細作成-メールfax配信」をクリックすると
配信ファイルの作成とメール配信、FAX配信処理を行います。
※メール配信ファイル作成、配信→FAX配信ファイル作成、配信の順に処理されます。

メール配信ファイル作成画面

メール配信画面
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送信者側画面イメージ （4）－ＦＡＸ配信

送信ログタブから送信状況の確認、
再配信、ログ削除が可能です。

●Exec OliveFAX－FAX配信ファイル作成、配信処理
メール配信処理後、FAX配信ファイル作成と配信処理を行います。

FAX配信ファイル作成、配信処理プログラム画面

ＦＡＸデータ配信
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送信者側画面イメージ（5） ーOLIVEFAX 
●FAX処理プログラム、OliveFAXインストーラー
FAXプリンタ、FAX処理プログラム、Viewerの関連付け、FAXモデムの検出は、システムフォルダ内のプログラムから簡単に行うことができます。
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受信側画面イメージ

メール受信 FAX受信

ＰＣへの配信は暗号化されたPDFファイルにて配信されます。
配信されたPDFファイルは暗号化され、パスワードが設定されています。
パスワードがわからなければ、開封することはできません。
※人為的ミスにより他人のアドレスへ送信されてしまった場合、情報の流出となる場合がありますので労使間で事故があったときの覚え書
きを取り交わすことをお勧めします。
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動作環境

項目 内容

対応機種 MicrosoftWindows１０応機種

CPU Corei5 3.0Ｇｈｚ以上 推奨

メモリ ４GB以上を推奨

HDD 5００GＢ以上推奨､推奨インストール空容量 １GB以上

回線ポート ＣＯＭポート接続で２～８回線の場合、ＲＡＴＯＣ社製回線ボードを推奨します。

FAXモデム ＦＡＸ送信できる市販モデム
ラトックシステム社製 RS-USB56N
IO-DATA社製 DFM-56U

モデム・LAN環境 FAX送信のための電話回線とFAXモデム、メール僧院ができる環境(SMTPポート25)

ネットワーク環境 インターネット共有ドライブ・共有フォルダ

データ形式 テキストＣＳＶ形式 の1行1明細方式 行末はＣＲ／ＬＦ
１行８０００バイト以内 最大500項目まで サンプル参照

メール配信文書本文 １０行まで 簡単な連絡文書を記入可(メール本文になります)

最大配信件数 制限なし

運用方法 ウイルス対策ソフトのリアルタイム検索はオフにしてください。
本システムは日本語データベース桐の一括処理で動作しています。
桐の仕様上､画面等でマウス操作による動作不具合が出る場合がありますのでご了承ください。
(PDF作成やメール配信による影響はありません。)

※記載されている商品名は各社の登録商標です。
※製品の使用は予告なく変更する場合があります。
※本プログラムを使用したことによる不具合については、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。



FAX/E-mail自動配信システム

タイプ CSVtoFAX/CSV CSVtoFAX/PDF

【アプリケーション】

基本ライセンス 500,000 600,000

【カスタマイズ】

帳票作成代行 １帳票 60,000 100,000

印刷機能 - 50,000

自動起動バッチ機能 50,000 50,000

タイマー送信機能 50,000 50,000

連続処理機能 100,000 100,000

【初期費用】

インストール費用 １PC 75,000 75,000

導入指導料 30,000 30,000

【サポート費用】

年間保守費用 50,000 60,000

【その他】

端末移設再インストール費用 30,000 30,000
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標準価格表



＜保守契約の主な内容＞

1.入力方法の指導

2.処理方法の指導

3.処理結果が違う場合の原因解明と修正処理

4.出力方法の指導

5.納品時メディアのバックアップ管理

6.当社営業日時間内での電話及びメールによるお問い合わせに対しての応対

7.プログラムの不具合対応

＜ソフトメンテナンスに含まれない内容（別途有料）＞

1.入力画面におけるプログラムの変更、追加について

2.マスターファイルに関わるプログラムの変更、追加について

3.処理におけるプログラムの変更、追加について
処理の追加・更新処理に関係する定義表の変更・処理順序の変更

4.出力帳票の追加、変更

5.PC、サーバー、OS等の変更による移行作業、再インストール作業

6.法改正による年末調整等のデザイン変更（別途お見積もり致します。）

7.メジャーバージョンアップ（保守費用15％の場合は除く）

※各オプション・カスタマイズは保守費用に含まれておりません。
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保守契約の主な内容



オプション・カスタマイズ

帳票作成代行 1帳票 現在お使いの支払明細書の帳票デザインを作成代行します。
サンプルからお客様自身での作成も可能です。

レポート作成マニュアル 帳票をお客様が作成する際のマニュアルです。

印刷機能 ネットワークプリンタから印刷可能になります。

自動起動バッチ機能 メニュー画面を出さずに自動起動→配信処理→終了します。
ノンオペレーションが可能となります。

タイマー送信機能 関連ファイルを作成後、指定した時間経過後メールとFAXを自動配信します。

連続処理機能 環境設定に登録してある設定情報に従って順次処理します。
主に同時に複数の帳票を送信する場合に有効です。
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オプション・カスタマイズ
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会社案内

商号 オリーブ情報処理サービス株式会社

本社
〒060-0042 札幌市中央区大通西6丁目5-4 58山京ビル3F

TEL：011-241-4886 FAX:011-241-4879

東京事務所
〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目6-1 銀座風月堂ビル5F

TEL:03-5537-5258

E-mail inquiry@olive.co.jp

URL httpｓ://www.olive.co.jp

設立 １９８３年（昭和５８年）

資本金 4５００万円

業務内容

１.インターネットを利用したイントラネット、BtoB、BtoCを構築します。

２．コンピューター化が難しいとされる分野の開発です。

コンピューター化に取り残されて、未だ手作業で処理している分野です。

既存システムはそのままにして、そのシステムのデータを取り出し、

柔軟性のある当社パソコンシステムで処理します。

オフコンからオフコンへデータをCSV形式でやり取りできます。

開発、販売

している

システム

・ホテル向け 購買管理システム
全国のホテル旅館へ導入 稚内から石垣島まで

・PDF/FAX-Email自動配信システム／WEB閲覧システム
人事、購買、経理向け、給与明細、支払通知、見積書、注文書、納品書、

請求書、売上速報 など

会社地図
地下鉄南北線 大通駅下車、１番出口より徒歩５分

大通公園

西６丁目 西５丁目 西４丁目

北 大 通

南 大 通

電車通り

OLIVE

58山京ビル

１番出口

S

昭和ビル
(地下鉄大通駅１番出口)

ホテルオークラ

東急ハンズ

北洋銀行
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