
複合機 /関連機器 レンタル
プリンタ/コピー /スキャナ/FAX/シュレッダー /関連機器

複合機 - 印刷性能対応表

印刷スピード
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 特徴 印刷速度 標準機能 オプション レンタル料金
１ 格安 毎分 20 ～ 29 枚印刷 コピー・FAX プリントアウト設定 22,000円 /1 週間 27,500円 /1ヶ月
２ 標準機 毎分 30 ～ 39 枚印刷 プリンター スキャン設定 27,500円 /1 週間 33,000円 /1ヶ月
３ 高速機 毎分 40 枚印刷 自動原稿送り装置 フィニッシャー（30枚機以上） 38,500円 /1 週間 44,000円 /1ヶ月
４ 超高速 毎分 50 枚印刷 スキャナ パンチユニット 44,000円 /1 週間 49,500円 /1ヶ月
５ 超高速 毎分 60 枚印刷   66,000円 /1 週間 71,500円 /1ヶ月　　　

カラー機

　 特徴 印刷速度 標準機能 オプション レンタル料金
 ６ 格安 毎分 20 枚印刷 コピー・FAX プリントアウト設定 16,500円 /1 週間 22,000円 /1ヶ月
 ７ 格安 毎分 25 ～ 29 枚印刷 スキャナ スキャン設定 22,000円 /1 週間 27,500円 /1ヶ月
 ８ 標準機 毎分 30 ～ 39 枚印刷 プリンター フィニッシャー（30枚機以上） 27,500円 /1 週間 33,000円 /1ヶ月
９ 高速機 毎分 50 枚印刷 自動原稿送り装置 パンチユニット 38,500円 /1 週間 44,000円 /1ヶ月
１0 超高速 毎分 60 枚印刷   55,000円 /1 週間 60,500円 /1ヶ月

モノクロ機

カラー機 モノクロ機
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卓上コピー機 /卓上複合機 /インクジェットプリンタ

表示の金額は税込価格となっております

カウンター料金：モノクロ 8 円・カラー 30円 /1 枚 ※レンタル期間終了後の精算になります。   ※トナー料金となる為、コピー用紙は付属しておりません。

 ※別途、カウンター料金が発生致します。

 ※別途、カウンター料金が発生致します。

※別途トナー料金が発生します。

ネットワーク設定
 商 品 備 考 金 額
１5 基本訪問料金 作業内容によって料金変動 ( 訪問 1 回あたりを想定 ) 11,000円
１6 プリンター設定料金 複合機の台数分発生 2,750円
１7 ネットワーク設定料金 PC の台数分発生 5,500円
１8 スキャナ設定料金 PC の台数分発生 1,375円
１9 無線ルーター（1 台） 接続台数 10 台程度を想定。接続台数が多い際は別途料金となります。 6,600円
２0 ルータ設定料金 ルーターの台数分発生 7,150円

30,000

  方式 サイズ /カラー 印刷速度 標準機能 オプション レンタル料金 
 １1 レーザー A3モノクロ 毎分 40枚印刷 プリンター プリントアウト設定 8,800円 /3日 13,200円 /1ヶ月
 １2  A3カラー 毎分 35枚印刷  　 11,000円 /3日 16,500円 /1ヶ月
 １3 インクジェット A3カラー 毎分 11枚印刷 コピー・FAX・スキャナ プリントアウト設定 10,450円 /3日 15,950円 /1ヶ月
 １4  A3カラー 毎分 8枚印刷 プリンター・自動原稿送り装置 　 10,450円 /3日 15,950円 /1ヶ月

※概算金額となります。作業日時やレイアウト内容によっては別途費用が発生する場合がございます。
※インターネット環境をお持ちの場合は別途有料にて既存環境に併せて設定する事も可能です。

T0028 No.3/23.04



F G

※デスクトップ式やスペック等、お客様のご要望に応じ別途ご提案致します。 
※マイクロソフトオフィス、ウイルス対策ソフトなど PCキッティングも別途有料にて承ります。

※デスクトップ式やスペック等、お客様のご要望に応じ別途ご提案致します。 
※マイクロソフトオフィス、ウイルス対策ソフトなど PCキッティングも別途有料にて承ります。

※設置場所にインターネット環境の無い場合はポケットWifi とのネットワーク設定も可能です。
※使用場所が地下や一部山間部などキャリアの電波が圏外となる場所では使用できません。

プリンタ/コピー /スキャナ/FAX/シュレッダー /関連機器

複合機 /関連機器 レンタル

ノートパソコン

タブレット

C

レンタル料金
～3日

～7日

～30日

9,900円

10,450円

19,800円

レンタル料金
～3日

～10日

～30日

6,600円

9,350円

15,400円

レンタル料金
～3日

～10日

～30日

4,400円

6,600円

8,800円

レンタル料金
～3日

～7日

～30日

17,050円

17,600円

34,100円

レンタル料金
～3日

～7日

～30日

9,900円

10,450円

19,800円

OS ：Windows10Pro
CPU ：Core i5-8265U
メモリ ：8GB
ストレージ：SSD256
モニタ ：15.6 インチ
ドライブ ：DVDSマルチ

OS ：Windows10Pro
CPU ：Core i5-8265U
メモリ ：8GB
ストレージ：SSD256
モニタ ：15.6 インチ
ドライブ ：DVDSマルチ

東 芝
dynabook B65/EP【カメラ内臓】

Microsoft
Surface Pro（メモリ 4G）

Apple
iPad  Wi-Fi モデル

カメラマイク内臓、無線 LAN対応

D

OS ：Windows10Pro
CPU ：Core i7-8565U
メモリ ：16GB
SDD ：256GB
モニタ ：15.6インチ Full HD
ドライブ ：DVDSマルチ

OS ：Windows10Pro
CPU ：Core i7-8565U
メモリ ：16GB
SDD ：256GB
モニタ ：15.6インチ Full HD
ドライブ ：DVDSマルチ

東 芝
dynabook B65/ER【カメラ内臓】

無線 LAN対応、テンキー有り

E

OS ：Windows10Pro-64bit
CPU ：Core i5 5300U 2.3Ghz
メモリ ：8GB
HDD ：320GB
モニタ ：12.1TFT 1600×900
ドライブ ：DVDマルチ

OS ：Windows10Pro-64bit
CPU ：Core i5 5300U 2.3Ghz
メモリ ：8GB
HDD ：320GB
モニタ ：12.1TFT 1600×900
ドライブ ：DVDマルチ

Panasonic
Let's Note CF-SX4【カメラ内臓】

WEBカメラ・マイク内臓、無線 LAN対応、
RGB・HDMI 出力有り、テンキー無し

OS ：Windows10-64bit
CPU ：Core-i5
メモリ ：4GB
SSD ：128GB
モニタ ：12.3inch
ドライブ ：無

OS ：Windows10-64bit
CPU ：Core-i5
メモリ ：4GB
SSD ：128GB
モニタ ：12.3inch
ドライブ ：無 ※ペン、タイプカバーは別売となります。

OS ：iOS
ストレージ：16G～
9.7インチRetinaディスプレイ
無線 LAN対応、Bluetooth4.1、Lightningコネクタ、
内蔵スピーカー、内蔵マイク

OS ：iOS
ストレージ：16G～
9.7インチRetinaディスプレイ
無線 LAN対応、Bluetooth4.1、Lightningコネクタ、
内蔵スピーカー、内蔵マイク
※SIM版などご希望のスペック仕様ございましたらご相談くださいませ。

H I
ポケットWi-Fi

レンタル料金
～30日 8,800円

レンタル料金
～30日 12,100円

ポケットWi-Fi
（50GB）

月データ通信量 50GBまでのタイプ 月データ通信量100GBまでのタイプ

ポケットWi-Fi
（100GB）

※別途無制限モデルもございます。
※暦月 ( 利用日数に関わらず 1 日から31 日まで )
　 での計算となります。

※別途無制限モデルもございます。
※暦月 ( 利用日数に関わらず 1 日から31 日まで ) 
　での計算となります。

A4 サイズ向け
最大裁断サイズ ：A4
同時裁断枚数 ：9～10枚
裁断速度 ：毎分 6.7枚
質量 ：46kg
ゴミ箱容量 ：34L
本体サイズ ：W410×D335×H745

7,150円 /1週間
レンタル料金

A

 8,800円 /1週間
レンタル料金

B
シュレッダー

A3サイズ向け
最大裁断サイズ ：A3
同時裁断枚数 ：17枚
裁断速度 ：毎分 4.5～ 5.5m枚
質量 ：54kg
ゴミ箱容量 ：70L
本体サイズ ：W504×D495×H848 11,000円 /1ヶ月 13,200円 /1ヶ月

CD
裁断可

作動音
55dB

Teams・Zoom・Bluejeans
　プリインストール版

表示の金額は全て税込となっております

お申し込み
お問合せ先 03-4362-0343 https://www.tkprental.net/

レンタル事業課
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