
梱　　包（5年リース）収　　納

オフィス用品

23,000円
サイズ（W635×D440×H590）

12,200円
（W333×D40×H270）

型式多数あり

型式多数あり

（W785×D545×H750） （W580×D450×H750）

NS-3D
（H1,200×W598×D505）

水漏れ・盗難防止シャッター付き（全機種）

販売停止時間を設定できます!!

現金価格 500,000円
月額リース料 8,500円

NS-3D
（H1,200×W598×D505）

現金価格 530,000円
月額リース料 9,000円

NS-4D
（H1,200×W598×D505）

NS-5D
（H1,200×W598×D505）

現金価格 560,000円
月額リース料 9,500円

現金価格 530,000円
月額リース料 9,000円

…4,600円 …4,600円ポータブル紙幣計数機

●GCS200DM
 （W368×D291×H518）

現金価格…39,000円
A4サイズ対応　マイクロクロスカット
A4コピー用紙 約380枚収納

●GCS300DX
 （W372×D322×H600）

現金価格…52,000円
A4サイズ対応　クロスカット
A4コピー用紙 約500枚収納

●DCV-10 （W470×D210×H257）
現金価格…115,000円

●屋外一体型IRLED1.3M
ネットワークカメラ
SNO-L5083RN

●ドーム型IRLED1.3M
ネットワークカメラ
SND-L5083RN

●DCV-10P（プリンター付） 
現金価格…165,000円

●エンゲルス AD-100-01
 （W188×D46×H90）

現金価格…34,200円
【オプション】
専用ACアダプター …5,400円
インストールBOX  …2,200円 ●DN-600A

 （W287×D243×H248）

現金価格…125,000円

●GCS640X
 （W450×D338×H735）

現金価格…120,000円
A4サイズ対応　クロスカット
A4コピー用紙 約800枚収納

硬貨選別計数機 紙幣計数機

B5・A4雨用順路帳用紙

雨の日も
安心。

新発売!!

新発売!!

タイムカード
100枚
サービス

ベストセラータイムレコーダー

●EX-3000 NC
現金価格…46,200円

高速・自動で紙幣を計数
 持ち運びも楽なハンドル付

●バインダー型
背巾25㎜タイプ（85×235） 
現金価格 …390円
背巾50㎜タイプ（85×235） 
現金価格 …490円
（50㎜タイプは300枚前後対応）

3紙売り機（広告板付）

3紙売り機 4紙売り機 5紙売り機

●広告板の有効利用で
　経費の削減（広告料収入）!
●スーパーストア、商店等の
チラシ広告表示で定期購
読者の獲得に!

●見本紙等を入れて紙面の
アピールに!!

2018.05

ニューモデル ニュースくん

ニュースくんの特徴
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

B5　現金価格…8,000円
A4　現金価格…9,000円

お役に立つ商品情報満載の特集カタログお役に立つ商品情報満載の特集カタログ

差し換えて何回も使用可。雨天時に最適。
順路帳留め具〈セット〉

（レーザープリンター用）　各1,000P

電源は家庭用100V
LEDランプ仕様で消費電力節減（自動点灯）
リモコンで販売部数、販売金額の確認
日付はデジタル表示で自動更新
コインメックは本体収容、安全確実、
価格設定もらくらく
コイン投入口が低く、車椅子の方もらくらくご利用
つり銭自動補給
硬貨収納箱は本体取り付け容量倍増
堅牢・水漏れ防止（シャッター式）
盗難防止の施錠方式

LED照明搭載で
省 エ ネ 対 応

コンセントを差し込めば直に
ご使用できます、停電でも安心。

インストールボックスを装着することによって、サイズの小さなチケット・名刺等も計数できます。
～since 1969 

ネットワークカメラ
監視カメラは
アナログから
ネットワークカメラへ

監視カメラは
アナログから
ネットワークカメラへ

誰もが納得する
高画質だから
売れています！

夜間でも侵入者を見逃さない！ 事務所内をしっかり監視！

遠隔監視にも対応

E-mail: ace@shinbunjihan.com 

DCV-10

DCV-10P

月額リース料　8,500円～
（設置工事費込み）

オフィスの
定番シュレッダ。
使いやすい
小型タイプ。

バランスのとれた
細断力とサイズ、
そして
コストパフォーマンス。

120分以上の
連続運転と
高細断速度を誇る
プロフェッショナル
モデル。

第三者安全認証「Ｓ（セーフティ）マーク」を取得
全機種グリーン購入法適合

●PCL-48型
 （W573×D275×H880）
現金価格
　…63,000円
小引出しサイズ
（108×241×57）

日本新聞自動販売株式会社

20182018

新発売!!



新聞販売店用顧客管理システム  40年の信頼と実績！
対応

集金区、夕刊区の管理が簡単にできます!!
マウスをクリックするだけで誰でも簡単にサブ区域を変更できます。

【朝刊区選択画面】 【集金区選択画面】 【夕刊区選択画面】

【朝刊区監査画面】 【集金区監査画面】 【夕刊区監査画面】

※消費税は別途ご請求。

メイン画面に明日から入る読者や、休み再入読者を自動表示します。予定表機能もあります。
2018年版 ce 3

5年リース月額（ソフト＋ハード料金） （5年リース）

●デジタル地図対応ソフト .......

●折込管理システム .................

●ネットワーク設定料、ドライバーインストール料は実費有料となります。
○リース期間満了後の料金については、別に定めます。

月額リース料6,800円（地図代別途）
月額リース料1,900円

5年間無償サポート

商品名 リース料 プリンタ 型　名

シンブンＡ Ｒａｉｚ3

シンブンＡ Ｒａｉｚ3

39,800円

33,800円

京セラレーザー

OKIレーザー

P8060cdn

C811dn-T

カラーLEDプリンター

（W602×D665×H790）

ランニングコスト
　カラー4.8円／ページ
　モノクロ0.6円／ページ

●京セラ
ECOSYS P8060cdn
（A4 分/カラー55枚
　　　　モノクロ60枚）

●OKI
COREFIDO C811dn-T
（A4 分/カラー・モノクロ35枚）
（W450×D552×H500）

●京セラ
ECOSYS P4040dn
(A4 分/40枚)
（W469×D410×H320）

PC

●EX-800α型
（W255×D360×H179）
月額リース料…10,500円

●SR-3型 他
（W238×D250×H339）
月額リース料…9,800円

●AX-3型
（W188×D240×H155）
月額リース料…7,800円

10 ProfessionalNEC

現金価格…20,000円

（W780×D675×H1065）

●ME625 ●SF525
（B4  1色刷り）
速い、安い、簡単、きれい
大型液晶ディスプレイで
簡単に刷れる

（B4  2色刷り）
2色を気軽にプリントできる
デジタル印刷機

新発売!!

（W1005×D735×H1110）

リソーデジタル印刷機（5年リース）

複合機（コピー，プリンター，FAX）（5年リース）

●COREFIDO
MC863dnwv
(モノクロ・カラー 分/35枚)
4段カセット
外形寸法
（W677×D600×H1216）

外形寸法
（W594×D699×H1209）

デジタルA3
カラー複合機

新発売!!
LED A3
カラー複合機

新発売!!

●TASKalfa 2510i
(分/25枚)　3段カセット

●TASKalfa 2552ci
(モノクロ・カラー 分/25枚)
4段カセット

●TASKalfa 3012i
(モノクロ 分/30枚)
4段カセット

デジタルA3
モノクロ複合機 デジタルA3

モノクロ複合機

外形寸法
（W590×D590×H1033）

プリンター

コンピューター周辺機器（5年リース）

【ポイント】
取得したポイント（加算）や使用したポイント（減算）の履歴明
細が表示されます。
手動での加減算も可能です。

【セット(朝夕刊)と朝刊の管理】
セット版と朝刊の契約を同一銘柄とみなし管理でき
ます。なのでセット版から朝刊に銘柄変更した場合
でも新勧にならず、縛り契約となります。

【連絡帳】
読者からの細かな要望苦情を随時入力管
理が出来ます。（要望、訪問、不着、苦情な
どカテゴリ別に管理できます。

【区域切替】
配達区、集金区、夕刊区、拡張区の切替が
クリックするだけで行えます。

【配布物】
集金時に配る配布物
を６種類まで入力でき
ます。
証券の店控側に印刷
されます。

証券の枚数も
数えられます

クラス最小の
設置面積にも
かかわらず高性能！

シェアNo.1メーカー機種です。
保守体制も万全。 導入しやすい低価格印刷機。

ワイドタッチパネルで
操作性も向上！

新発売!!

西暦 和暦 新元号 全て対応

新発売!!
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