
　

　地球環境に優しい高品質で低価格なリサイクルカートリッジで環境保護と経費削減のご提案です。

　ＩＳＯ9001取得企業及びＥ＆Ｑマーク認定商品ですので安心のリサイクルトナーを特別価格でのご提案です。

　組合員の皆様にご満足いただけると思います。 消費税は含みません。送料込みです。（沖縄・離島は送料1,000円）
 

 関東通信事業協同組合　国内事業推進課（担当　林まで）　　ＴＥＬ　03-3508-0566　　ＦＡＸ　03-3508-0567

ＦＡＸ送信先　03-3508-0567　関東通信事業協同組合 　林宛

回収トナー（　　あり[　　　本]　　・　　なし　　）

ご住所

ＴＥＬ FAX

通信欄

部署 ご担当者

貴社名 組合員番号

沖縄・離島　送料 １式

<お申込み　お問合せ>

申込日 　　年　　　月　　　日

　 合計

エプソン

LP-S50ｼﾘｰｽﾞ
LP-S5000ｼﾘｰｽﾞ
LP-M50ｼﾘｰｽﾞ
LP-M5000ｼﾘｰｽﾞ

LPCA3T12K　　ﾌﾞﾗｯｸ ¥4,210

LPCA3T12M　　ﾏｾﾞﾝﾀ ¥4,210

LPCA3K9　ﾄﾞﾗﾑ ¥8,421

LPCA3T12C　　ｼｱﾝ ¥4,210

¥33,000

¥24,500

¥14,000

¥24,500

¥24,500

¥47,500

¥10,000

エプソン LP-S3200 LPB3T25 ¥12,632 ¥47,500

エプソン LP-S3500/S4200 LPB3T23 ¥7,368

キヤノン

エプソン LP-2400 LPA4ETC8 ¥3,526 ¥21,000

エプソン LP-1400 LPA4ETC7 ¥3,316 ¥10,500

キヤノン ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾞ318/418　ｲｴﾛｰ

キヤノン ｶｰﾄﾘｯｼﾞ318/418　ﾏｾﾞﾝﾀ ¥5,158

キヤノン LBP3100 ｶｰﾄﾘｯｼﾞ312 ¥2,526 ¥5,900

¥12,500
LBP8630/8620

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ318/418　ﾌﾞﾗｯｸ ¥5,158 ¥12,500

¥5,158 ¥12,500

キヤノン ｶｰﾄﾘｯｼﾞ318/418　ｼｱﾝ ¥5,158

キヤノン MF4580ｄｎ/4570ｄｎ ｶｰﾄﾘｯｼﾞ328 ¥4,000

キヤノン LBP6300 ｶｰﾄﾘｯｼﾞ519Ⅱ ¥5,263

¥8,100

¥23,500

キヤノン ｶｰﾄﾘｯｼﾞ533H ¥7,500 ¥44,800

¥6,400

キヤノン LBP3310 ｶｰﾄﾘｯｼﾞ515Ⅱ ¥4,737

キヤノン LBP3410 ｶｰﾄﾘｯｼﾞ510Ⅱ ¥5,263 ¥44,000

¥25,700

キヤノン MF4120/4130 ｶｰﾄﾘｯｼﾞ304 ¥3,158

キヤノン LBP3000 ｶｰﾄﾘｯｼﾞ303 ¥3,158

¥7,800

¥7,800

キヤノン

キヤノン LBP8630/8620 ｶｰﾄﾘｯｼﾞ527 ¥5,053

LBP3300 ｶｰﾄﾘｯｼﾞ508Ⅱ ¥4,421 ¥22,000

キヤノン LBP3950/3900 ｶｰﾄﾘｯｼﾞ509 ¥4,747 ¥44,000

¥48,000

　　　　                     リサイクルトナーで経費削減のご案内

ﾒｰｶｰ 適合プリンタ 商品型番 特別価格（税抜） M価格(税抜） 数量 金額

LPB3T21 ¥7,368

LPCA3T12Y　　ｲｴﾛｰ ¥4,210

¥12,500

¥51,800

¥36,000
LBP8710/8710e

エプソン LP-1400/2400 LPA4KUT4 ¥3,737

エプソン LP-S2000/S3000

キヤノン ｶｰﾄﾘｯｼﾞ533



 関東通信事業協同組合　国内事業推進課（担当　林まで）　　ＴＥＬ　03-3508-0566　　ＦＡＸ　03-3508-0567

ＦＡＸ送信先　03-3508-0567　関東通信事業協同組合 　林宛

回収トナー（　　あり[　　　本]　　・　　なし　　）

<お申込み　お問合せ>

申込日 　　年　　　月　　　日

貴社名 　 組合員番号 　

　

通信欄

ご住所 　

ＴＥＬ 　 FAX 　

部署 ご担当者

¥8,800

沖縄・離島　送料 １式

　 合計

PR-L5700C-17　(M) ¥3,158 ¥8,800

¥8,800

NEC
Multi Writer
5700C／5750C

PR-L5700C-16　(Y) ¥3,158

PR-L5700C-18　(C) ¥3,158

¥33,000

¥22,000

¥22,000

PR-L5700C-24　(K) ¥2,632 ¥6,100

リコー imagio 　NEO135/165 ｲﾏｼﾞｵ　ﾄﾅｰｷｯﾄ　ﾀｲﾌﾟ28 ¥5,053

PR-L2900C-19　(K） ¥4,210 ¥14,000

PR-L2900C-31　(D） ¥8,421

NEC Multi Writer 2900C

PR-L2900C-16　（Y） ¥4,210 ¥22,000

PR-L2900C-17　(M） ¥4,210

¥25,500

PR-L2900C-18　(C） ¥4,210

リコー IPSIO　NX85S ﾄﾅｰ　タイプ85B ¥5,474 ¥48,000

リコー IPSIO　NX6100/6110 SPﾄﾅｰ　6100H　 ¥5,263

¥15,000

¥60,000

¥15,000

SPﾄﾅｰ　C310H　　ｼｱﾝ ¥5,052 ¥15,000

¥14,600

リコー IPSIO　C310

SPﾄﾅｰ　C310H　　ﾌﾞﾗｯｸ　 ¥5,052

SPﾄﾅｰ　C310H　　ﾏｾﾞﾝﾀ ¥5,052

SPﾄﾅｰ　C310H　　ｲｴﾛｰ ¥5,052

リコー IPSIO　C220

SPﾄﾅｰ　C220　　ｲｴﾛｰ ¥3,579 ¥8,500

¥8,500SPﾄﾅｰ　C220　　ﾏｾﾞﾝﾀ ¥3,579

SPﾄﾅｰ　C220　　ｼｱﾝ ¥3,579 ¥8,500

¥7,100SPﾄﾅｰ　C220　　ﾌﾞﾗｯｸ ¥3,579

SPﾄﾅｰ　C710　　ｲｴﾛｰ ¥4,210 ¥14,800

¥14,800

SPﾄﾅｰ　C710　　ｼｱﾝ ¥4,210 ¥14,800

¥14,800

ﾌﾞﾗｻﾞｰ HL-5440D/5450DN

DR-22J　ﾄﾞﾗﾑ ¥4,737 ¥10,800

リコー
IPSIO　C710/711

C720/721

SPﾄﾅｰ　C710　　ﾌﾞﾗｯｸ ¥4,210

SPﾄﾅｰ　C710　　ﾏｾﾞﾝﾀ ¥4,210

TN-56J ¥4,600 ¥16,000

ﾌﾞﾗｻﾞｰ
HL5240/5270ODN

MFC8460

TN-37J　ﾄﾅｰ ¥3,370 ¥14,000

¥7,800

ﾌﾞﾗｻﾞｰ
HL2130/2240D

HL2270DW

TN-27J　ﾄﾅｰ ¥3,895

ﾌﾞﾗｻﾞｰ
HL2140/2170

DPC7030/7040

TN-26J　ﾄﾅｰ ¥3,368

DR-21J　ﾄﾞﾗﾑ ¥4,737 ¥12,000

¥7,800

LPCA3K9　ﾄﾞﾗﾑ ¥8,421 ¥28,600

LPC3T21Y　　　ｲｴﾛｰ ¥4,421 ¥28,600

¥4,421 ¥28,600

LPC3T21C　　　ｼｱﾝ ¥4,421 ¥28,600

数量 金額斡旋金額（税抜） M価格

エプソン
LP-S5300ｼﾘｰｽﾞ
LP-M53ｼﾘｰｽﾞ
LP-M5300ｼﾘｰｽﾞ

LPC3T21K　　　ﾌﾞﾗｯｸ ¥4,421 ¥13,400

LPC3T21M　　　ﾏｾﾞﾝﾀ

ﾒｰｶｰ 適合プリンタ 商品型番

DR-31J　ﾄﾞﾗﾑ ¥4,900 ¥25,000

ﾌﾞﾗｻﾞｰ
HL5280DN/5350DN

HL5450DN

TN-48J　ﾄﾅｰ ¥3,895 ¥16,000

DR-41J　ﾄﾞﾗﾑ ¥4,737 ¥25,000


