企業間の受発注業務を支援する 「COREC」
発注データの FAX 送信で利用者ニーズに応える

株式会社ラクーン

企業間取引を支援する多様なサービスを展開する株式会社ラクーンでは、企業間の受発注業
務を Web 上で一元管理できるクラウド型受発注ツール「COREC（コレック）
」を提供している。
注目されるのは、サプライヤー（受注側企業）が COREC を使用していなくても、FAX で発注書
が届けられる点だ。そして、その実現のために採用されたのがトランザクトのクラウド型 FAX サー
ビス「TransFax」だ。

TransFax 導入 5 つのポイント
1. 2004 年から SOAP インターフェースを提供、実績
多数

2. 1 時間当たり1 万枚の処理能力
3. セキュリティーに万全をきたすため、HTTP over
SSL を採用

4. 鮮明な FAX 出力イメージ
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● 構成イメージ
バイヤーが発注するとき／バイヤーの発注をまとめたいニーズを実現
FAX

2 発注書の送信

1

バイヤー

サプライヤー

発注内容の入力
メール
サプライヤー
会員登録すれば、受注データを
COREC 上で受け取り可能！

サプライヤーが受注するとき／サプライヤーの受注をまとめたいニーズを実現

2 URL 案内

1 受注フォーム作成

バイヤー

3 発注
バイヤー バイヤー
サプライヤー

株式会社トランザクト
〒150-0012 東京都渋谷区広尾五丁目２２番３号 広尾西川ビル７階
03-3442-7778

http://www.transact.ne.jp/

