
複合機、活用できていますか？

複合機ソリューション
さまざまなソリューションのご案内

      

CO2

Cloud

クラウド活用で
作業効率UP

名刺を電子化して
営業力強化

無駄をなくして
経費削減



複合機を活用して、らくらくお仕事
もっと知りたい！

スキャン/プリント

スキャン

現在お使いのクラウドサービスにスキャンデータをアッ
プロードしたり、クラウド上に保存されているデータのプ
リントアウトがかんたんに行えます。
パソコンを介さず、複合機の操作やスマートフォンなどのモ
バイル端末を操作してクラウドサービスとの連携が行え、
効率の良い作業のお役に立ちます。

お使いのクラウドサービスを有効活用

スキャンデータをUSBメモリに保存したり、USBメモリ
にあるデータを印刷したりすることができます。パソコ
ンの操作が不要で、素早く処理ができる機能です。

▶ e-BRIDGE plus for 
    Dropbox/Google Drive/OneDrive/Box
▶ e-BRIDGE Print & Capture Lite ▶ e-BRIDGE Plus for USB Storage

▶ e-BRIDGE Plus for USB Storage

スキャン

出力

複合機の原稿送り装置から名刺を連続でスキャンして、簡
単に名刺のデータ化ができます。データ化した名刺情報
は、スマートフォンに入れて持ち歩けるようになるだけで
なく、会社の財産として人脈の整理・営業力強化につなげる
ことができます。

名刺をデータ化して営業力強化

スキャンした文書に記載されているバーコードを読み取
り、指定したホルダーに振り分けて保存をします。各種帳
票などの整理を進め、業務の効率化につなげられます。

バーコードを利用したスキャンの効率化

▶ やさしく名刺ファイリングPRO
▶ dynaCloud Cardbox

USBメモリを便利に活用

スキャン
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複合機は紙の印刷以外にも様々な活用方法があります。

業務の効率化や営業力強化にもつなげられる機能を活用しない手はありません。

また、セキュリティ対策やコスト削減に対応すれば、安心して無駄なくお使いいただけます。

そんな複合機の有効活用をご紹介します。

プリント

管 理

●出力環境の「見える化」 ●出力統制ソリューション

●最適配置 ●保守・管理・サポートの実施

耐水紙やクリアホルダーなどさま
ざまな種類の用紙に印刷でき、案
内・掲示物作成や他社との差別化に
有効です。
また流通業の店舗向けにスマート
フォンを利用したかんたんPOP作
成ソフトも用意し、魅力的な店舗づ
くりのお役に立ちます。

かんたんPOP作成で販売力強化

▶ 特殊用紙印刷　▶ SmaPOP

複合機の利用状況を把握して、無駄を省いた効率的な運用
を提案します。設置台数や配置を見直し、コスト削減・生産
性向上・セキュリティ強化に役立ちます。

オフィスの最適な出力環境構築をお手伝い
▶ IT-GentleCare

パソコンやネットワークトラブルの解決支援や社内ネット
ワーク接続機器・モバイル端末の管理をします。機器管理
者の負担軽減や、IT担当者不在の事務所などに有効です。

IT機器の管理をテックが代行

▶ e-BRIDGE Paper Reuse Report
▶ e-BRIDGE Plus for Green Information

複合機のカウンタ情報を収集・集計して、用紙削減の達成
度を確認したり、ハイブリッドモノクロ複合機Loops
（ループス）の用紙リユース状況や用紙削減効果をグラフ
で見ることができます。

用紙の削減効果を見える化

▶ MPS｠（Managed Print Service）

▶ マルチステーション印刷

パソコンを介さず、写真などの印刷ができ、業務の効率
化に役立ちます。

スマートフォンやタブレットからの印刷

▶ AirPrint/Mopria

Googleクラウドプリントに対応したアプリやサービスを
使って、プリンタドライバをインストールせずに、どこか
らでも印刷できます。

Googleクラウドプリントの活用

▶ e-BRIDGE Plus for Google Cloud Print

複合機間でプリンタデータ
を共有し、特定の複合機以
外からでも、出力ができる
機能です。空いている複合
機を選ぶことができ、印刷
待ちの削減、効率的利用な
どのメリットがあります。

複合機の効率運用とセキュリティ強化

メニュー

施設案内

出力指示

空いている複合機で
印刷できるので待ち時間なし！



高スペックと高耐久性を兼ね備えたハイパフォーマンスモデル
● 10.1型のコントロールパネル採用で操作性の向上
● 両面同時原稿送り装置からの名刺読み取りに加え
　伝票などの非定形サイズ原稿のスキャンに対応
● クラウドサービスとの連携強化で、モバイルワークを支援*

業務効率を支えるモノクロ複合機
● 10.1型のコントロールパネル採用で操作性の向上
●両面同時原稿送り装置からの名刺読み取りに加え
  伝票などの非定形サイズ原稿のスキャンに対応*
●クラウドサービスとの連携強化で、モバイルワークを支援*
●封筒カセット対応*

役目の終わった用紙は、「廃棄」ではなく「消して再利用」へ。
ペーパーリユースのLoopsに「残す印刷」を加えたハイブリッド複合機

本体希望価格   e-STUDIO6518A：2,550,000円（税別）

CPM
65 コピー プリンタ スキャナFAX＊

本体希望価格   e-STUDIO8518A：3,650,000円（税別）

CPM
85 コピー プリンタ スキャナFAX＊

本体希望価格   e-STUDIO3518A：1,080,000円（税別）

CPM
35 コピー

本体希望価格   e-STUDIO4518A：1,200,000円（税別）

CPM
45 コピー FAX＊

本体希望価格   e-STUDIO5018A：1,490,000円（税別）

CPM
50 コピー FAX＊

ラインアップ

モノクロ機

ペーパーリユースシステム

オフィスとネットワークの真ん中に
● モバイル端末専用のアプリケーション「e-BRIDGE Print ＆ Capture Lite」に対応
● カラースキャナを標準搭載し、書類をフルカラーで電子化
● スキャンした画像を編集できる「e-STUDIO SCAN Editor」添付

本体希望価格   640,000円（税別）

CPM
23 コピー プリンタ スキャナFAX＊

オプション装着時

オプション装着時

オプション装着時＊オプション

＊オプション

＊オプション

CPM
25 コピー プリンタ＊ スキャナ＊

本体希望価格   e-STUDIO2518A：740,000円（税別）

プリンタ＊ スキャナ＊

プリンタ＊ スキャナ＊

プリンタ＊ スキャナ＊

FAX＊

FAX＊

　20枚
　

　25枚
■20枚

■25枚 　35枚■35枚 　45枚■45枚 　50枚■50枚

　55枚■65枚 　65枚■75枚 　75枚■85枚

■25枚 ■35枚 ■45枚
■85枚

5 5 5

モ
ノ
ク
ロ
機

カ
ラ
ー
機

PRINT SPEED

中規模オフィス向け
SOHO/店舗バックヤード/小規模オフィス向け 大規模オフィス/大量出力用

■23枚 ■50枚
■65枚

Ecology
環境性

紙の使用枚数を減らし、CO2 削減に貢献します。

Economy
経済性

紙の使用枚数を減らし、
購入・廃棄・保管にかかる費用の削減に貢献します。

Efficiency
効率性

業務の流れを変更せずに、紙の使用枚数を減らすことができます。
1台で「残す印刷」と「消す印刷」を選択できるようになり、
さらに効率性が増しました。

loops-style.com「紙」の話、トナーの不思議、 Loopsの便利な
使い方や開発秘話などをご覧いただけます。

Loops スペシャルサイト

ペーパーリユースシステム

消す

電子化

分別

消せる印刷

残す印刷

ハイブリッド複合機 Loops LP35/LP45/LP50

消色装置 Loops RD301



高スペックと高耐久性を兼ね備えた充実のハイエンドモデル

耐水紙
エコクリスタル対応

指定特殊用紙対応

● 10.1型のコントロールパネル採用で操作性の向上
●両面同時原稿送り装置からの名刺読み取りに加え
伝票などの非定形サイズ原稿のスキャンに対応
●クラウドサービスとの連携強化で、モバイルワークを支援*
●特殊用紙対応（1200mmの長尺にも対応し簡単POP作成）

多様化するワークスタイルに対応するハイスペックモデル
● 10.1型のコントロールパネル採用で操作性の向上
● 両面同時原稿送り装置からの名刺読み取りに加え
　伝票などの非定形サイズ原稿のスキャンに対応*
● クラウドサービスとの連携強化で、モバイルワークを支援*
● 特殊用紙対応（1200mmの長尺にも対応し簡単POP作成）
● 封筒カセット対応*

本体希望価格   e-STUDIO5516AC：2,750,000円（税別）

CPM
55

CPM
65 コピー プリンタ スキャナFAX＊

本体希望価格   e-STUDIO6516AC：3,770,000円（税別）

CPM
65

CPM
75 コピー プリンタ スキャナFAX＊

本体希望価格   e-STUDIO7516AC：4,130,000円（税別）

CPM
75

CPM
85 コピー プリンタ スキャナFAX＊

本体希望価格   e-STUDIO4515AC：2,090,000円（税別）

CPM
45

CPM
45 コピー プリンタ スキャナFAX＊

本体希望価格   e-STUDIO5015AC：2,300,000円（税別）

CPM
50

CPM
50 コピー プリンタ スキャナFAX＊

カラー機

コンパクトなボディに基本機能を搭載したエントリーモデル
本体希望価格   e-STUDIO2010AC：830,000円（税別）

CPM
20

CPM
20 コピー プリンタ スキャナFAX＊

＊オプション

＊オプション

＊オプション
オプション装着時

オプション装着時

オプション装着時

本体希望価格   e-STUDIO2515AC：1,290,000円（税別）

CPM
25

CPM
25 コピー プリンタ スキャナFAX＊

本体希望価格   e-STUDIO3515AC：1,690,000円（税別）

CPM
35

CPM
35 コピー プリンタ スキャナFAX＊

指定特殊用紙対応

● 10.1型のコントロールパネル採用で操作性の向上
● クラウドサービスとの連携強化で、モバイルワークを支援*
● 耐水紙エコクリスタル、封筒など多彩な用紙に対応
　※e-STUDIO2010ACは、長尺用紙には対応しておりません。

　　　　

IT-GentleCare ITのトラブル解決からセキュリティ対策まで、4つのメニューで安心をご提供

サービスエンジニア
訪問要請※

対応要請代行
（ベンダー・メーカーへ）

トラブル解消をサポート
※サービスエンジニアの訪問要請は
　当社が必要と判断した場合に
　限らせて頂きます。

オペレーターが対応

自
動
復
旧
ツ
ー
ル

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

リ
モ
ー
ト
ツ
ー
ル

オフィスでのITお悩み解消ツール アイティジェントルケア

オフィス業務をさらに効率化するソリューション

＊各商品の詳細は東芝テックホームページ（http://www.toshibatec.co.jp/）をご覧ください。

●インターネットに接続できない

●メールが受信できない

●オフィスアプリが起動しない

障
害
発
生

お客様

耐水紙

エコクリスタル（光沢／マット／長尺）

マグネットシート

エコクリスタルマグネット

耐水シール

リポップ（白／透明）

ホルダー

オンデマンドクリアホルダー／
プレコ

１台の複合機で、ビジネスにもPOP作成にも対応。
「業務効率アップ」「売上アップ」「コスト削減」を推進するフルカラー複合機の新たな活用法です。 特殊用紙活用例

A3カラー複合機

●  スマホライク操作で使いやすい操作画面
●  両面同時スキャンで読取時間を大幅短縮*
● 長尺紙、耐水紙、封筒など、多彩な用紙に対応可能

商品名
エコクリスタル（光沢／マット）※1

エコクリスタルラベル（強粘着／中粘着）※2

リポップ（微粘着）※2

オンデマンドクリアホルダー／プレコ／
ミルキーホルダースリム ※4

レーザークロス※1

レーザーイルミネ
エコクリスタルマグネット※1

※1

用紙サイズ
A4～1200mm × 297mm※3

A4／A3
A4

オンデマンドクリアホルダー：312mm × 220mm
プレコ：310mm × 218mm

ミルキーホルダースリム　310mm × 220 mm
A4／A3／1200mm × 297mm

A4
A4／A3

A4／A3
A4／A3／1200mm × 297mm

種類
耐水紙

耐水シール

ホルダー

耐水クロス紙
LEDパネル用フィルム
マグネットシート

和紙ラベル和紙シール
レーザープリンタ用撥水紙（110g/㎡）撥水紙

特殊用紙ラインアップ

＊オプション

オンデマンドクリアホルダーの
印刷方法のムービーが見られます。

QRコード読み取りの専用アプリで
ご利用ください。YouTubeに掲載
している動画が再生されます。

※ご利用に際し、弊社サービスエンジニ
アによる設定が必要な商品もあります。
※１ 両面印刷対応（自動両面印刷には
対応しておりません。）
※2 各粘着タイプの白／透明があります。
※3 エコクリスタルの用紙サイズは光沢／
マットで異なります。
※4 対応機種はe-STUDIO5015AC／
5005ACシリーズです。

　　　　

耐水紙

１台の複合機で、ビジネスにもPOP作成にも対応。
「業務効率アップ」「ププ 売上アップ」「ププ コスト削減」を推進するフルカラー複合機の新たな活用法です。 特殊

カラー複合機e-STUDIO5015ACシリーズ/7516ACシリーズと特殊用紙で、簡単POP作成



お客様ニーズにソリューショでお応えします! 

東芝テックのオンリーワン機能で、 
オフィスの業務効率アップに貢献いたします。 

  ペーパーリユース 
ソリューション 

 特殊用紙印刷 
  ソリューション 

 高速名刺スキャン 
   ソリューション 

東芝テック複合機 オンリーワン 

３つのソリューション 

2k-abe
四角形

2k-abe
四角形



消せるブルー印刷をした原稿に、 
フリクションで加筆しても、ブルー 
トナーと同時に消色できます。 

「フリクション」との相性抜群 削減効果の見える化ツール 

ペーパーリユースの状況をPCの 
画面で簡単に確認できます。 

http://Loops-style.com 
開発秘話 

Loopsスペシャルサイト 「Loops-Style」 好評公開中！！ 

紙の話 機能動画  など楽しい話題が満載です。 

ペーパーリユースソリューション 
紙は 「廃棄」 ⇒ 「再利用」 する時代へ！ 

消せるトナーで紙の再利用 

※「フリクション」は（株）パイロットコーポレーションの登録商標です。 

ループス ＊用紙の利用状況により、使用回数は異なります。 

5回～10回程度リユース可能 

用紙をリユースすることで購入枚数を 
抑え、経費削減効果が期待できます。 

パイロットコーポレーション社のフリクション技術を 
用いて 「消せるトナー」を共同開発。 

通常の白黒印刷 

「消せる」 ブルー印刷 

1台で2役 



特殊用紙印刷ソリューションサイト＜サンプルダウンロード付き＞ 

１．普段は複合機、作りたい時に販促機となるんです 
２．より決め細やかな案内・販促物で業務効果アップ！ 
３．タイムリーな情報提供で顧客満足度向上！ 
４．必要な時に、必要な数をプリント！ 

特殊紙印刷の特長 

YouTube に掲載の「長尺印刷 
ムービー」が見られます！(30秒) 

多種多様な特殊用紙印刷 

特殊用紙印刷ソリューション 
長尺含めこんなものにもプリントできます！ 

はじめてみませんか？ 
内製化で業務プロセスの見直し！ 

特殊用紙印刷専用サイト! 



＜名刺管理ソフト＞ クライアントアプリ＆クラウドサービス 

名刺スキャンソリューション 
片面74ページ/分（400dpi、両面148ページ/分）  

高速名刺スキャナ搭載 

ガラス面に１枚１枚、名刺を並べてからスキャンするのはとても面倒 

スキャン 
スピード 

名刺サイズ（91mm×55mm、89mm×51mm）を 
 複合機で通紙できるのは、東芝テックのみ！ 

やさしく名刺ファイリングPRO へ 
取り込み 

しかも 

「両面同時原稿送り装置」に名刺を置いてスキャンするだけ！ 

現状 

今後 

※連続枚数： 
  最大38ｍｍ（150枚相当） 

 当社独自技術により名刺両面同時高速スキャンを実現 
 名刺管理ソリューションにより名刺情報の有効活用 

やさしく名刺 
ファイリングPRO  

dynaCloud Cardbox 

クライアントアプリ 

クラウドサービス 
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