
汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク リコーリコーリコーリコー
VT3300/3500/3630/3750/3820/3830/3950VT3300/3500/3630/3750/3820/3830/3950VT3300/3500/3630/3750/3820/3830/3950VT3300/3500/3630/3750/3820/3830/3950
（（（（OEMOEMOEMOEM：：：：ｴﾃｴﾃｴﾃｴﾃﾞ゙゙゙ｨｼｽ ｨｼｽ ｨｼｽ ｨｼｽ CPCPCPCP7850785078507850////7880788078807880））））

VTVTVTVTインキインキインキインキ
1000Ⅱ1000Ⅱ1000Ⅱ1000Ⅱ

VTVTVTVT1000100010001000----RRRR黒黒黒黒
1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク リコーリコーリコーリコー
JPJPJPJP1300130013001300////1350135013501350、、、、NNNN100100100100、、、、iiii----10101010
（（（（OEMOEMOEMOEM：：：：ｴﾃｴﾃｴﾃｴﾃﾞ゙゙゙ｨｼｽ ｨｼｽ ｨｼｽ ｨｼｽ EMEMEMEM230230230230））））

ＪＰＪＰＪＰＪＰ----6666　　　　黒黒黒黒
JPJPJPJP----RRRR6666黒黒黒黒

600600600600ｃｃｃｃｃｃｃｃ 1,800 円/本 円/本 1,2001,2001,2001,200 円/本

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク リコーリコーリコーリコー N200/300N200/300N200/300N200/300 iiii----30303030　　　　黒黒黒黒
STASTASTASTA1000100010001000----RRRR黒黒黒黒

1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク リコーリコーリコーリコー
サテリオサテリオサテリオサテリオAAAA411411411411////BBBB411411411411////AAAA410410410410////BBBB410410410410////AAAA401401401401////BBBB401401401401////AAAA400400400400
（（（（OEMOEMOEMOEM：：：：ｴﾃｴﾃｴﾃｴﾃﾞ゙゙゙ｨｼｽ ｨｼｽ ｨｼｽ ｨｼｽ EDEDEDED200200200200////300300300300....HQHQHQHQ40404040））））

タイプタイプタイプタイプ400400400400
STASTASTASTA1000100010001000----RRRR黒黒黒黒

1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク リコーリコーリコーリコー サテリオサテリオサテリオサテリオAAAA650650650650////AAAA460460460460////AAAA460460460460FFFF////AAAA450450450450////AAAA450450450450FFFF タイプタイプタイプタイプⅠⅠⅠⅠ
ｲﾝｸｲﾝｸｲﾝｸｲﾝｸ8888////ｲﾝｸｲﾝｸｲﾝｸｲﾝｸＩＩＩＩ互換互換互換互換

黒黒黒黒　　　　1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク リコーリコーリコーリコー サテリオ サテリオ サテリオ サテリオ DUO DUO DUO DUO 8888////DUO DUO DUO DUO 8888FFFF DUODUODUODUOインクインクインクインク８８８８
ｲﾝｸｲﾝｸｲﾝｸｲﾝｸ8888////ｲﾝｸｲﾝｸｲﾝｸｲﾝｸＩＩＩＩ互換互換互換互換

黒黒黒黒　　　　1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク コニカミノルタコニカミノルタコニカミノルタコニカミノルタ

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク コニカミノルタコニカミノルタコニカミノルタコニカミノルタ

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク コニカミノルタコニカミノルタコニカミノルタコニカミノルタ CD783/793/880/890/895/8530/8550CD783/793/880/890/895/8530/8550CD783/793/880/890/895/8530/8550CD783/793/880/890/895/8530/8550 CDCDCDCDインキインキインキインキ1000100010001000
VTVTVTVT1000100010001000----RRRR黒黒黒黒

1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク コニカミノルタコニカミノルタコニカミノルタコニカミノルタ CD220/5300CD220/5300CD220/5300CD220/5300 CDI-60CDI-60CDI-60CDI-60
JPJPJPJP----RRRR6666黒黒黒黒

600600600600ｃｃｃｃｃｃｃｃ 1,800 円/本 円/本 1,2001,2001,2001,200 円/本

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク コニカミノルタコニカミノルタコニカミノルタコニカミノルタ
CD240/241/243/340(i,s)/341(i,s)/440(i,s)CD240/241/243/340(i,s)/341(i,s)/440(i,s)CD240/241/243/340(i,s)/341(i,s)/440(i,s)CD240/241/243/340(i,s)/341(i,s)/440(i,s)
////343343343343////441 441 441 441 ＣＤＣＤＣＤＣＤ3261326132613261 ＣＤＩＣＤＩＣＤＩＣＤＩ----101101101101////102102102102

JPJPJPJP10101010----RRRR黒黒黒黒
1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク コニカミノルタコニカミノルタコニカミノルタコニカミノルタ CD230/330CD230/330CD230/330CD230/330 CDI-104CDI-104CDI-104CDI-104
STASTASTASTA1000100010001000----RRRR黒黒黒黒

1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク コニカミノルタコニカミノルタコニカミノルタコニカミノルタ
CD2401PV/244PVCD2401PV/244PVCD2401PV/244PVCD2401PV/244PV
CD3401PV/344PVCD3401PV/344PVCD3401PV/344PVCD3401PV/344PV CDI-105CDI-105CDI-105CDI-105

STASTASTASTA1000100010001000----RRRR黒黒黒黒
1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク コニカミノルタコニカミノルタコニカミノルタコニカミノルタ ＣＤＣＤＣＤＣＤ362362362362PVPVPVPV////3460346034603460PVPVPVPV////345345345345PVPVPVPV CDI-106CDI-106CDI-106CDI-106
ｲﾝｸｲﾝｸｲﾝｸｲﾝｸ8888////ｲﾝｸｲﾝｸｲﾝｸｲﾝｸＩＩＩＩ互換互換互換互換

黒黒黒黒　　　　1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

№№№№５０４５０４５０４５０４黒黒黒黒
600600600600ｃｃｃｃｃｃｃｃ

DPDPDPDP600600600600----RRRR黒黒黒黒
600600600600ｃｃｃｃｃｃｃｃ 1,800 円/本 円/本 1,2001,2001,2001,200 円/本

№№№№５１４５１４５１４５１４黒黒黒黒
600600600600ｃｃｃｃｃｃｃｃ

DPDPDPDP600600600600----RRRR黒黒黒黒
600600600600ｃｃｃｃｃｃｃｃ 1,800 円/本 円/本 1,2001,2001,2001,200 円/本

円/本

1,9001,9001,9001,900

1,2001,2001,2001,200

1,2001,2001,2001,200

出荷単位出荷単位出荷単位出荷単位

６６６６
本本本本
以以以以
上上上上
　　　　
但但但但
しししし
２２２２
本本本本
単単単単
位位位位
でででで
ああああ
れれれれ
ばばばば
各各各各
種種種種
組組組組
合合合合
せせせせ
可可可可

※※※※
６６６６
本本本本
未未未未
満満満満
のののの
場場場場
合合合合
はははは
送送送送
料料料料
別別別別
途途途途
４４４４
2222
0000
円円円円
ごごごご
負負負負
担担担担

円/本

リコーリコーリコーリコー汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク 円/本

円/本

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク リコーリコーリコーリコー

純正品番純正品番純正品番純正品番 ごごごご注文品番注文品番注文品番注文品番 定定定定　　　　　　　　価価価価 備備備備　　　　考考考考

1,2001,2001,2001,200

販売価格販売価格販売価格販売価格

円/本

CD530/520R/510R/500R/510RS/560/550CD530/520R/510R/500R/510RS/560/550CD530/520R/510R/500R/510RS/560/550CD530/520R/510R/500R/510RS/560/550
/540/660/650/540/660/650/540/660/650/540/660/650
CD720/720P730/740/750/760/830/850CD720/720P730/740/750/760/830/850CD720/720P730/740/750/760/830/850CD720/720P730/740/750/760/830/850

CDCDCDCDインキインキインキインキ600600600600黒黒黒黒

1,800

円/本

適応機種適応機種適応機種適応機種

DP-21/22/23/24/31/33/43/63DP-21/22/23/24/31/33/43/63DP-21/22/23/24/31/33/43/63DP-21/22/23/24/31/33/43/63
DP-2030/2050/3080/3085/3090/3100/3150DP-2030/2050/3080/3085/3090/3100/3150DP-2030/2050/3080/3085/3090/3100/3150DP-2030/2050/3080/3085/3090/3100/3150
/3300/3350/4030/4035/3300/3350/4030/4035/3300/3350/4030/4035/3300/3350/4030/4035

SS880/870/890/860G/865GSS880/870/890/860G/865GSS880/870/890/860G/865GSS880/870/890/860G/865G
SS910/930/950/955/935SS910/930/950/955/935SS910/930/950/955/935SS910/930/950/955/935
VT1120/1120U/1220/1220U/1320/1580VT1120/1120U/1220/1220U/1320/1580VT1120/1120U/1220/1220U/1320/1580VT1120/1120U/1220/1220U/1320/1580
/1650/2100/2300/2620/2820/2950/1650/2100/2300/2620/2820/2950/1650/2100/2300/2620/2820/2950/1650/2100/2300/2620/2820/2950
VT310VT310VT310VT310

1,800 円/本
VTVTVTVT600600600600----RRRR黒黒黒黒

600600600600ｃｃｃｃｃｃｃｃ
円/本

SSSSSSSS////VTVTVTVTインキインキインキインキ
600600600600ⅡⅡⅡⅡ　　　　黒黒黒黒

DP-330/340/430/440/460DP-330/340/430/440/460DP-330/340/430/440/460DP-330/340/430/440/460
DP-341e/331e/461e/441e/431eDP-341e/331e/461e/441e/431eDP-341e/331e/461e/441e/431eDP-341e/331e/461e/441e/431e

円/本円/本1,800

JP4000/4050/5000/5050/5500/5550/5600JP4000/4050/5000/5050/5500/5550/5600JP4000/4050/5000/5050/5500/5550/5600JP4000/4050/5000/5050/5500/5550/5600
/5800/N400/500/550/5800/N400/500/550/5800/N400/500/550/5800/N400/500/550
（（（（OEMOEMOEMOEM：：：：ｴﾃｴﾃｴﾃｴﾃﾞ゙゙゙ｨｼｽ ｨｼｽ ｨｼｽ ｨｼｽ EMEMEMEM2300230023002300////2500250025002500////2550255025502550////5300530053005300....

JP-10JP-10JP-10JP-10
/JP-500/JP-500/JP-500/JP-500

/i-50/i-50/i-50/i-50

JPJPJPJP10101010----RRRR黒黒黒黒
1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ 3,000 円/本

デジタルデジタルデジタルデジタル印刷機用 汎用印刷機用 汎用印刷機用 汎用印刷機用 汎用インクインクインクインク価格表価格表価格表価格表（（（（税別税別税別税別））））

円/本
VTVTVTVT600600600600----RRRR黒黒黒黒

600600600600ｃｃｃｃｃｃｃｃ

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク デュプロデュプロデュプロデュプロ

種種種種　　　　別別別別 メーカーメーカーメーカーメーカー

DNDNDNDN600600600600----RRRR黒黒黒黒
600600600600ｃｃｃｃｃｃｃｃ

NDNDNDND----14141414黒黒黒黒
600600600600ｃｃｃｃｃｃｃｃ

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク デュプロデュプロデュプロデュプロ



汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク デュプロデュプロデュプロデュプロ DP-S520/S550/S620/S650/S820/S850DP-S520/S550/S620/S650/S820/S850DP-S520/S550/S620/S650/S820/S850DP-S520/S550/S620/S650/S820/S850
DSDSDSDS04040404LLLL黒黒黒黒
1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ

DPSDPSDPSDPS1000100010001000----RRRR黒黒黒黒
1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

GRGRGRGRインクインクインクインク黒黒黒黒
（（（（SSSS----539539539539))))

RARARARA////ＲＣＲＣＲＣＲＣ////GRGRGRGR----RRRR黒黒黒黒
1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

GRGRGRGRインクインクインクインク青青青青
（（（（SSSS----542542542542))))

GRGRGRGR----RRRR青青青青
1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ 3,000 円/本 円/本 2,0502,0502,0502,050 円/本

GRGRGRGRインクインクインクインク赤赤赤赤
（（（（SSSS----541541541541))))

GRGRGRGR----RRRR赤赤赤赤
1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ 3,000 円/本 円/本 2,0502,0502,0502,050 円/本

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク 理想科学工業理想科学工業理想科学工業理想科学工業 GR377GR377GR377GR377
GRGRGRGRインクインクインクインクHDHDHDHD黒黒黒黒

（（（（SSSS----2314231423142314））））
GRHDGRHDGRHDGRHD----RRRR黒黒黒黒

1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ 3,300 円/本 円/本 2,1002,1002,1002,100 円/本

FRFRFRFR////RPRPRPRPインクインクインクインク黒黒黒黒
FRFRFRFR////RPRPRPRP----RRRR黒黒黒黒

1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

FRFRFRFR////RPRPRPRPインクインクインクインク青青青青
（（（（SSSS----575575575575////976976976976))))

FRFRFRFR////RPRPRPRP----RRRR青青青青
1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ 3,000 円/本 円/本 2,0502,0502,0502,050 円/本

FRFRFRFR////RPRPRPRPインクインクインクインク赤赤赤赤
（（（（SSSS----660660660660////977977977977))))

FRFRFRFR////RPRPRPRP----RRRR赤赤赤赤
1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ 3,000 円/本 円/本 2,0502,0502,0502,050 円/本

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク 理想科学工業理想科学工業理想科学工業理想科学工業 RE23(G,F,FN) RE33(G,F,FN)RE23(G,F,FN) RE33(G,F,FN)RE23(G,F,FN) RE33(G,F,FN)RE23(G,F,FN) RE33(G,F,FN)
REREREREインクインクインクインク黒黒黒黒
（（（（SSSS----761761761761））））

RERERERE----RRRR黒黒黒黒
1000cc1000cc1000cc1000cc 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク 理想科学工業理想科学工業理想科学工業理想科学工業
MZ770/MZ730/RZ777/RZ770/RZ737/RZ730MZ770/MZ730/RZ777/RZ770/RZ737/RZ730MZ770/MZ730/RZ777/RZ770/RZ737/RZ730MZ770/MZ730/RZ777/RZ770/RZ737/RZ730
/RZ670/RZ630/RZ570/RZ530/RZ330/RZ670/RZ630/RZ570/RZ530/RZ330/RZ670/RZ630/RZ570/RZ530/RZ330/RZ670/RZ630/RZ570/RZ530/RZ330

ZZZZタイプタイプタイプタイプ黒黒黒黒
（（（（SSSS----4363436343634363））））））））

ZZZZタイプタイプタイプタイプ互換 黒互換 黒互換 黒互換 黒
1000cc ※1000cc ※1000cc ※1000cc ※ 3,000 円/本 円/本 2,0502,0502,0502,050 円/本 RFID CHIPRFID CHIPRFID CHIPRFID CHIP付付付付きききき

ZZZZタイプカラータイプカラータイプカラータイプカラー
ﾐﾃﾐﾃﾐﾃﾐﾃﾞ゙゙゙ｨｱﾑﾌｨｱﾑﾌｨｱﾑﾌｨｱﾑﾌﾞ゙゙゙ﾙｰﾙｰﾙｰﾙｰ

ZZZZタイプタイプタイプタイプ互換互換互換互換
ﾐﾃﾐﾃﾐﾃﾐﾃﾞ゙゙゙ｨｱﾑﾌｨｱﾑﾌｨｱﾑﾌｨｱﾑﾌﾞ゙゙゙ﾙｰﾙｰﾙｰﾙｰ※※※※ 3,000 円/本 円/本 2,2002,2002,2002,200 円/本 RFID CHIPRFID CHIPRFID CHIPRFID CHIP付付付付きききき

ZZZZタイプカラータイプカラータイプカラータイプカラー
ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｲﾄﾚｯﾄﾗｲﾄﾚｯﾄﾗｲﾄﾚｯﾄﾗｲﾄﾚｯﾄﾞ゙゙゙

ZZZZタイプタイプタイプタイプ互換互換互換互換
ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｲﾄﾚｯﾄﾗｲﾄﾚｯﾄﾗｲﾄﾚｯﾄﾗｲﾄﾚｯﾄﾞ゙゙゙※※※※ 3,000 円/本 円/本 2,2002,2002,2002,200 円/本 RFID CHIPRFID CHIPRFID CHIPRFID CHIP付付付付きききき

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク 理想科学工業理想科学工業理想科学工業理想科学工業 RE-Z23/Z33RE-Z23/Z33RE-Z23/Z33RE-Z23/Z33 RERERERE----ZZZZタイプタイプタイプタイプ黒黒黒黒
RERERERE----ZZZZタイプタイプタイプタイプ黒黒黒黒

1000cc ※1000cc ※1000cc ※1000cc ※ 3,000 円/本 円/本 2,0502,0502,0502,050 円/本 RFID CHIPRFID CHIPRFID CHIPRFID CHIP付付付付きききき

　　　　★★★★注意事項注意事項注意事項注意事項!!!!!!!!

純正純正純正純正リユースリユースリユースリユース リコーリコーリコーリコー
サテリオサテリオサテリオサテリオAAAA411411411411////BBBB411411411411////AAAA410410410410////BBBB410410410410////AAAA401401401401
/B401/A400/B401/A400/B401/A400/B401/A400 タイプタイプタイプタイプ400400400400

タイプタイプタイプタイプ400400400400
リターンリターンリターンリターン 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

純正純正純正純正リユースリユースリユースリユース リコーリコーリコーリコー サテリオサテリオサテリオサテリオAAAA650650650650////AAAA460460460460////AAAA460460460460FFFF////AAAA450450450450////AAAA450450450450FFFF タイプタイプタイプタイプⅠⅠⅠⅠ
タイプタイプタイプタイプⅠⅠⅠⅠ
リターンリターンリターンリターン 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

純正純正純正純正リユースリユースリユースリユース リコーリコーリコーリコー サテリオ サテリオ サテリオ サテリオ DUO DUO DUO DUO 8888////DUO DUO DUO DUO 8888FFFF DUODUODUODUOインクインクインクインク８８８８
DUODUODUODUOインクインクインクインク８８８８

リターンリターンリターンリターン 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

純正純正純正純正リユースリユースリユースリユース デュプロデュプロデュプロデュプロ DP-S520/S550/S620/S650/S820/S850DP-S520/S550/S620/S650/S820/S850DP-S520/S550/S620/S650/S820/S850DP-S520/S550/S620/S650/S820/S850
DSDSDSDS04040404LLLL黒黒黒黒
1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ

DSDSDSDS04040404LLLL黒黒黒黒
リターンリターンリターンリターン 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

純正純正純正純正リユースリユースリユースリユース デュプロデュプロデュプロデュプロ DP-U520/U550/U620/U650/U820/U850DP-U520/U550/U620/U650/U820/U850DP-U520/U550/U620/U650/U820/U850DP-U520/U550/U620/U650/U820/U850
DUDUDUDU04040404LLLL黒黒黒黒
1000cc1000cc1000cc1000cc

DUDUDUDU04040404LLLL黒黒黒黒
リターンリターンリターンリターン 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

純正純正純正純正リユースリユースリユースリユース 理想科学工業理想科学工業理想科学工業理想科学工業 RPRPRPRPインクインクインクインク黒黒黒黒
RPRPRPRP----EEEE黒黒黒黒
リターンリターンリターンリターン 3,000 円/本 円/本 1,9001,9001,9001,900 円/本

RPRPRPRPインクインクインクインク青青青青
カラーカラーカラーカラー青青青青
リターンリターンリターンリターン 3,000 円/本 円/本 円/本

RPRPRPRPインクインクインクインク赤赤赤赤
カラーカラーカラーカラー赤赤赤赤
リターンリターンリターンリターン 3,000 円/本 円/本 円/本

純正純正純正純正リユースリユースリユースリユース 理想科学工業理想科学工業理想科学工業理想科学工業
MZ770/MZ730/RZ777/RZ770/RZ737/RZ730MZ770/MZ730/RZ777/RZ770/RZ737/RZ730MZ770/MZ730/RZ777/RZ770/RZ737/RZ730MZ770/MZ730/RZ777/RZ770/RZ737/RZ730
/RZ670/RZ630/RZ570/RZ530/RZ330/RZ670/RZ630/RZ570/RZ530/RZ330/RZ670/RZ630/RZ570/RZ530/RZ330/RZ670/RZ630/RZ570/RZ530/RZ330

ZZZZタイプタイプタイプタイプ黒黒黒黒
（（（（SSSS－－－－4363436343634363））））））））

ZZZZタイプタイプタイプタイプ黒黒黒黒
リターンリターンリターンリターン 3,000 円/本 円/本 2,0502,0502,0502,050 円/本 RFID CHIPRFID CHIPRFID CHIPRFID CHIP付付付付きききき

ZZZZタイプカラータイプカラータイプカラータイプカラー
ﾐﾃﾐﾃﾐﾃﾐﾃﾞ゙゙゙ｨｱﾑﾌｨｱﾑﾌｨｱﾑﾌｨｱﾑﾌﾞ゙゙゙ﾙｰﾙｰﾙｰﾙｰ

ZZZZﾀｲﾌﾀｲﾌﾀｲﾌﾀｲﾌﾟ゚゚゚ｶﾗｰｶﾗｰｶﾗｰｶﾗｰ
ﾐﾃﾐﾃﾐﾃﾐﾃﾞ゙゙゙ｨｱﾑﾌｨｱﾑﾌｨｱﾑﾌｨｱﾑﾌﾞ゙゙゙ﾙｰﾙｰﾙｰﾙｰ////ﾘﾀｰﾝﾘﾀｰﾝﾘﾀｰﾝﾘﾀｰﾝ 3,000 円/本 円/本 円/本 RFID CHIPRFID CHIPRFID CHIPRFID CHIP付付付付きききき

ZZZZタイプカラータイプカラータイプカラータイプカラー
ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｲﾄﾚｯﾄﾗｲﾄﾚｯﾄﾗｲﾄﾚｯﾄﾗｲﾄﾚｯﾄﾞ゙゙゙

ZZZZﾀｲﾌﾀｲﾌﾀｲﾌﾀｲﾌﾟ゚゚゚ｶﾗｰｶﾗｰｶﾗｰｶﾗｰ
ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｲﾄﾚｯﾄﾗｲﾄﾚｯﾄﾗｲﾄﾚｯﾄﾗｲﾄﾚｯﾄﾞ ﾞ ﾞ ﾞ ////ﾘﾀｰﾝﾘﾀｰﾝﾘﾀｰﾝﾘﾀｰﾝ 3,000 円/本 円/本 円/本 RFID CHIPRFID CHIPRFID CHIPRFID CHIP付付付付きききき

純正純正純正純正リユースリユースリユースリユース 理想科学工業理想科学工業理想科学工業理想科学工業 RE-Z23/Z33RE-Z23/Z33RE-Z23/Z33RE-Z23/Z33 RERERERE----ZZZZタイプタイプタイプタイプ黒黒黒黒
RERERERE----ZZZZタイプタイプタイプタイプ黒黒黒黒

リターンリターンリターンリターン 3,000 円/本 円/本 2,0502,0502,0502,050 円/本 RFID CHIPRFID CHIPRFID CHIPRFID CHIP付付付付きききき

円/本1,9001,9001,9001,900

販売価格販売価格販売価格販売価格

販売価格販売価格販売価格販売価格

純正純正純正純正リユースリユースリユースリユース 理想科学工業理想科学工業理想科学工業理想科学工業 リソグラフリソグラフリソグラフリソグラフMZMZMZMZシリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、リソグラフリソグラフリソグラフリソグラフRZRZRZRZシリーズシリーズシリーズシリーズ

上記価格表のRZシリーズ印刷機、MZシリーズ印刷機、RE23/33印刷機用の汎用インク（※印）は、対応する汎用マスターロールを印刷機にセットしますと、ディスプレイ上に『 消耗品情報
が取得できません 』が表示されます。
この場合は、製品に同梱されている取扱説明書通りに印刷機を設定していた

６６６６
本本本本
以以以以
上上上上
かかかか
らららら
対対対対
応応応応
しししし
まままま
すすすす

。。。。

理想科学工業理想科学工業理想科学工業理想科学工業

RP310/315/350/359RP310/315/350/359RP310/315/350/359RP310/315/350/359

NDNDNDND----24242424黒黒黒黒
1000100010001000ｃｃｃｃｃｃｃｃ

純正純正純正純正リユースリユースリユースリユース

3,000

『 『 『 『 理想科学工業 理想科学工業 理想科学工業 理想科学工業 RZRZRZRZシリーズシリーズシリーズシリーズ印刷機印刷機印刷機印刷機、、、、MZMZMZMZシリーズシリーズシリーズシリーズ印刷機印刷機印刷機印刷機、、、、RERERERE23232323////33333333印刷機用 汎用印刷機用 汎用印刷機用 汎用印刷機用 汎用インクインクインクインクについて について について について 』』』』

純正純正純正純正リユースリユースリユースリユース

６６６６
本本本本
以以以以
上上上上
　　　　
但但但但
しししし
２２２２
本本本本
単単単単
位位位位
でででで
ああああ
れれれれ
ばばばば
各各各各
種種種種
組組組組
合合合合
せせせせ
可可可可

※※※※
６６６６
本本本本
未未未未
満満満満
のののの
場場場場
合合合合
はははは
送送送送
料料料料
別別別別
途途途途
４４４４
2222
0000
円円円円
ごごごご
負負負負
担担担担

『 『 『 『 理想科学工業 理想科学工業 理想科学工業 理想科学工業 RZRZRZRZシリーズシリーズシリーズシリーズ印刷機印刷機印刷機印刷機、、、、MZMZMZMZシリーズシリーズシリーズシリーズ印刷機印刷機印刷機印刷機、、、、RERERERE23232323////33333333印刷機用 汎用印刷機用 汎用印刷機用 汎用印刷機用 汎用インクインクインクインクについて について について について 』』』』

上記価格表のRZシリーズ印刷機、MZシリーズ印刷機、RE23/33印刷機用の汎用インク（※印）は、対応する汎用マスターロールを印刷機にセットしますと、ディスプレイ上に『 消耗品情報
が取得できません 』が表示されます。
この場合は、製品に同梱されている取扱説明書通りに印刷機を設定していた

使用済使用済使用済使用済みみみみ純正純正純正純正インクボトル インクインクボトル インクインクボトル インクインクボトル インク充填充填充填充填サービスサービスサービスサービス価格表価格表価格表価格表（（（（税別税別税別税別））））

ごごごご注文単位注文単位注文単位注文単位はははは単一品種単一品種単一品種単一品種６６６６本以上本以上本以上本以上のみとなりのみとなりのみとなりのみとなり、、、、回収費用回収費用回収費用回収費用、、、、及及及及びびびび送料送料送料送料はははは無料無料無料無料ですですですです !!!!!!!! 　　　　納期納期納期納期ははははインクボトルインクボトルインクボトルインクボトル回収後回収後回収後回収後３３３３～～～～５５５５日日日日でおでおでおでお届届届届けしますけしますけしますけします !!!!!!!!

　　　　★★★★注意事項注意事項注意事項注意事項!!!!!!!!

円/本
NDNDNDND----24242424黒黒黒黒
リターンリターンリターンリターン

円/本

理想科学工業理想科学工業理想科学工業理想科学工業

DP-330/340/430/440/460DP-330/340/430/440/460DP-330/340/430/440/460DP-330/340/430/440/460
DP-341e/331e/461e/441e/431eDP-341e/331e/461e/441e/431eDP-341e/331e/461e/441e/431eDP-341e/331e/461e/441e/431e

デジタルデジタルデジタルデジタル印刷機用 汎用印刷機用 汎用印刷機用 汎用印刷機用 汎用インクインクインクインク価格表価格表価格表価格表（（（（税別税別税別税別））））

種種種種　　　　別別別別

デュプロデュプロデュプロデュプロ

理想科学工業理想科学工業理想科学工業理想科学工業

種種種種　　　　別別別別 メーカーメーカーメーカーメーカー 適応機種適応機種適応機種適応機種 純正品番純正品番純正品番純正品番 ごごごご注文品番注文品番注文品番注文品番 定定定定　　　　　　　　価価価価 備備備備　　　　考考考考

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク

出荷単位出荷単位出荷単位出荷単位

FR291/293/293N/295/295NFR291/293/293N/295/295NFR291/293/293N/295/295NFR291/293/293N/295/295N
RP310/315/350/359RP310/315/350/359RP310/315/350/359RP310/315/350/359

GR170/271/275,273GR170/271/275,273GR170/271/275,273GR170/271/275,273
GR371/373/375GR371/373/375GR371/373/375GR371/373/375

理想科学工業理想科学工業理想科学工業理想科学工業

汎用汎用汎用汎用インクインクインクインク

出荷単位出荷単位出荷単位出荷単位 備備備備　　　　考考考考純正品番純正品番純正品番純正品番 ごごごご注文品番注文品番注文品番注文品番 定定定定　　　　　　　　価価価価メーカーメーカーメーカーメーカー 適応機種適応機種適応機種適応機種

リソグラフリソグラフリソグラフリソグラフMZMZMZMZシリーズシリーズシリーズシリーズ、、、、リソグラフリソグラフリソグラフリソグラフRZRZRZRZシリーズシリーズシリーズシリーズ


