
お知らせ （2011 年 9 月 6 日） 

 

USB モデムを同梱した家庭向けパソコン FAX ソフト 

「まいと～く FAX 9 Home USB モデムパック」を 500 本限定で販売開始！ 

 

コンピューターソフトウェア開発の専門会社、株式会社インターコ

ム（本社：東京都台東区、代表取締役社長：高橋啓介）はこのほど、

シリーズ累計で 314 万本の出荷実績を誇るロングセラー パソコン

FAX ソフトの追加ラインアップとして、USB 接続型 FAX モデムを同梱

した家庭向けパッケージ「まいと～く FAX 9 Home USB モデムパッ

ク（マイトーク ファックス ナイン ホーム ユーエスビーモデムパッ

ク）」を、2011 年 9 月 9 日（金）より販売開始します。本パッケージは

500 本限定の販売となります。 

 

ブロードバンド回線が普及し、インターネットへダイヤルアップで接続するためのアナログ回線

用データ/FAX モデム（以下、FAX モデム）が市販のパソコンに搭載されなくなりました。パソコン

FAX ソフトを使用するには、モデムを新たに購入する必要があります。しかしながら、FAX モデム

自体が比較的高額であったり、動作確認された FAX モデムを探して購入する必要があったりと、

FAX モデムの購入はパソコン FAX を始めるにあたって高いハードルとなっています。 

 

「まいと～く FAX 9 Home USB モデムパック」は、家庭で FAX を利用する個人ユーザーをターゲ

ットに、 “安価に” かつ “今すぐパソコン FAX を開始できる” パッケージとして発売します。本商

品は、パソコン FAX ソフトとしての機能を厳選することで価格を抑えた「まいと～く FAX 9 Home」

に、パソコンに標準搭載されている USB ポートに接続して使用できる外付け型の FAX モデムを同

梱したパッケージです。ユーザーは動作確認済みの FAX モデムを一緒に購入できるので、パソコ

ン初級者の方でも安心してパソコン FAX を始めることができます。 

 

弊社は FAX ソフトに代表される通信ソフト市場において、これまで 11 年連続トップシェア※1 とい

う確固たる地位を築いて参りました。そんな業界 No.1 の誇りと責任を自覚し、今後も「まいと～く 

FAX」シリーズの企画・開発を通じて、パソコン FAX に求められる様々なニーズに応えて参ります。 

 

※1 株式会社 BCN が主催する 「BCN AWARD 通信ソフト部門 最優秀賞」 を 2001 年度より 11 年連続で受賞。

「BCN AWARD」 は、全国の主要パソコン専門店や家電量販店などから収集した POS データを年間で集計し、

分野別に販売数量が最も多かった企業を表彰するもの。 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

■商品名 

まいと～く FAX 9 Home USB モデムパック 

 

interCOM 



 

■商品情報サイト 

http://www.intercom.co.jp/mytalkfax/home/usb.html 

 

 

■販売開始日 

2011 年 9 月 9 日（金） 

 

 

■価格 

9,500 円 （税込 9,975 円） 

 

 

■商品画像データ 

http://www.intercom.co.jp/press/imgdata/ 

 

 

■「まいと～く FAX 9 Home USB モデムパック」の特長 

□パソコンから簡単に FAX 送信 

操作画面は、FAX 機を模した「バーチャルデスクトップ」と、メールソフトのような感覚で送受信履歴

を確認できる「FAX エクスプローラー」から選択可能。パソコン操作に不慣れな方でも直感的に使

用でき、パソコンから簡単に FAX 送受信を実行できます。 

 

□パソコンで直接 FAX 送受信。ペーパーレスで紙やインクのコストを削減 

Word、Excel などのソフトで作成した文書をパソコンから直接 FAX 送受信が可能です。紙に出力し

た後に FAX 機で送信するという手間がなくなり、紙やインクの無駄を削減できます。 

 

□USB 接続型 FAX モデムを同梱 

株式会社マイクロリサーチ製の USB 接続型 FAX モデム（MD30U）を同梱しています。FAX モデム

をお持ちでない方も、今すぐパソコン FAX を始めることが可能です。 

 

 

■「まいと～く FAX 9 Home USB モデムパック」の動作環境 

□OS  

Windows 7 Home Premium / Windows Vista Home Premium（SP1、SP2）、 Home Basic（SP1、

SP2） / Windows XP Professional （SP2、SP3）、Home Edition（SP2、SP3） 

※それぞれ日本語版のみ対応します。 

※Windows 7 / Vista / XP は、すべて 32bit バージョンです。 

※Windows 7 は、SP1 に対応しています。 



 

□コンピューター本体  

【カラーFAX】CPU：Pentium III 600MHz 相当以上（推奨 Pentium 4 1GHz 相当以上） 

【モノクロ FAX】CPU：Pentium II 300MHz 相当以上（推奨 Pentium III 600MHz 相当以上） 

※Windows 7 / Vista は OS の推奨する環境でご使用ください。 

 

□メモリ 

128MB 以上（推奨 256MB 以上） 

※Windows 7 / Vista は OS の推奨する環境でご使用ください。 

 

□ハードディスク 

150MB 以上の空き容量（すべてのファイルをインストールする場合） 

※使用時に必要な空き容量は、データ数に応じます。 

※ネットワーク ドライブやリムーバブル ディスクには、インストールできません。 

 

□ディスプレイ 

1024×768 以上の解像度、16 ビット ハイカラー以上の色数 

※Windows 7 の場合、「小-100%（既定）」のみサポートします。 

※Windows Vista の DPI スケールは［既定のスケール（96DPI）］のみサポートします。 

※Windows XP の DPI 設定は［通常のサイズ（96dpi）］のみサポートします。 

 

※その他、動作環境の詳細は下記弊社 Web サイトをご覧ください。 

http://www.intercom.co.jp/mytalkfax/home/environment.html 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

■パソコン FAX ソフト 「まいと～く FAX 9」について 

パソコンで作成、保存した文書や画像を相手 FAX に直接送信したり、相手 FAX から送られてくる

文書をパソコンで直接受信したりするソフトウェアです。シリーズ累計で 314 万本の出荷実績を誇

ります。「まいと～く」ブランドとしては、パソコン通信ソフトとして誕生した 1986 年から数えて今年で

25 周年を迎え、今や名実ともに FAX ソフトの定番商品となっています。 

現行ラインアップの中で、「まいと～く FAX 9 Home」は主に家庭向けのプロダクトとして位置づけ

ています。家庭用 FAX 機と同等の操作性を実現するバーチャル デスクトップを採用し、パソコン

操作に不安のある方でも直感的にご利用いただけます。さらにパソコン FAX ソフトに求められる機

能を厳選して搭載することで、リーズナブルな価格を実現しています。 

※「まいと～く FAX 9 Home」の商品情報サイト 

http://www.intercom.co.jp/mytalkfax/home/ 

 

 



■株式会社インターコムの会社概要 

□設立： 1982 年 6 月 8 日 

□代表取締役社長： 高橋啓介 

□資本金： 8,400 万円 

□本社所在地： 〒110-8654 東京都台東区台東 1-3-5 反町ビル 

□TEL： 03-3839-6231 （代表） 

□URL： http://www.intercom.co.jp/ 

□事業内容： 1982 年の創業以来、パソコン向け通信ソフトウェア専門の研究開発型カンパニーと

して、「まいと～く」 「FALCON」 「Biware」など数々の商品を生み出し、今日ではパソコン業界を通

して “通信のインターコム” との評価をいただくほどになりました。近年では、企業、学校、コンシ

ューマー向けに、通信（レガシー/インターネット）、セキュリティ、ユーティリティ関連のソフトウェア・

ハードウェアソリューションの研究開発・販売、EC ショップ運営などを行っております。 

 

 

■「まいと～く FAX 9 Home USB モデムパック」に関する問い合わせ先 

株式会社インターコム 

営業本部 東日本営業部 法人営業グループ 

TEL： 03-3839-6340  

お問い合わせフォーム：  

http://www.intercom.co.jp/contact/fax9/product_home.html 

 

■本「お知らせ」に関する問い合わせ先 

株式会社インターコム 

営業本部 マーケティング部 広報宣伝グループ 山中 弘重、澤田 季治 

TEL： 03-3839-6775  

 

 
※interCOM は、株式会社インターコムの登録商標です。 

※その他、記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。 

以上 


