
エコパッケージ（トナーボトルパック）サービス契約�

交換用スタンプインク（20） 1,100円 蓄積(送信)済みスタンプ（20）の交換パーツです。（1個）�
ステープルカートリッジMS 8,000円 フィニッシャ（20）のステープラ針です。（5000本入りカートリッジ×3箱）�
サドル用ステープルカートリッジ（20） 8,000円 サドルユニット（20）のステープラ針です。（2000本入りカートリッジ×4箱）�

商品名� 標準価格（税別）� 備考�

Document Management Software Pro　  1 20,000円�
Document Management Software Pro 追加 5ライセンスパック 5 90,000円�
Document Management Software Pro 追加 10ライセンスパック 10 178,000円�

商品名� ライセンス数� 標準価格（税別）�

MULTINAα1820 iモデル 954,000円�
  pモデル 934,000円�

商品名� モデル� 標準価格（税別）� 備考�

本体には、NG-155215-05Bトナーボトル5（黒率6%で5000枚分）が添付されています。�
標準で、給紙カセット2段（550枚×2）、マルチ手差し（150枚）がついています。�

MULTINAα1820 39,000円
�

搬入設置料�

品名� 価格（税別）� 備考�

特殊作業（階段作業、クレーン車使用等）の場合は別途料金が必要となりますので予めご了承ください。本体のみの搬入設置料で�
オプション品の取付料は含まれていません。オプションを併せてご購入の場合はオプション価格の表に示す別料金を加算致します。�

給紙キャビネット1段（20）  100,000円 4,000円 〇 〇�
給紙キャビネット2段（20）  150,000円 4,000円 〇 〇�

設置台（20） 40,000円 4,000円 〇 〇�
�
反転ユニット（20） 10,000円 4,000円 〇 〇�
両面記録ユニット（20） 60,000円 4,000円 〇 〇�

ジョブセパレータ（20） 20,000円 4,000円 〇 〇�
�
�
フィニッシャ（20） 180,000円 8,000円 〇 〇�
�
パンチユニット（20） 50,000円 4,000円 〇 〇�

サドルユニット（20）＊2 150,000円 4,000円 〇 〇�
＜2003年9月出荷予定＞ �

メールビンユニット（20）
＊2
 100,000円 8,000円     △

＊3
  〇�

�

増設ビンユニット（20） 10,000円 4,000円 〇 〇�
�

�
�
�
増設ソートメモリA（20） 15,000円 4,000円 －  〇�
�
�
�
G3マルチポート（20） 120,000円 8,000円 〇 〇�
蓄積(送信)済みスタンプ（20） 5,000円 4,000円 〇 〇�
FAX/TEL切替&ハンドセット（20） 40,000円 4,000円 〇 〇�
プリンタキット（20） 120,000円 4,000円 〇 標準搭載�
スキャナ&iFAXキット（20） 140,000円 4,000円 標準搭載 〇�

商品名� 標準価格�
（税別）�

取付料 ＊1�
（税別）�

対象モデル�
iモデル pモデル�

備考�

給紙カセット（550枚）を1段増設します。上段は給紙カセット、下段は物入れとして使用できます。�

給紙カセット（550枚）を2段増設します。�

給紙キャビネット1段（20）、給紙キャビネット2段（20）を増設しないときの推奨台です。�
用紙や取扱説明書を入れるなど、物入れとして使用できます。�

両面記録ユニット（20）、ジョブセパレータ（20）を増設するときに必要です。�

コピーやPCプリント時に両面記録ができます。反転ユニット（20）が必要です。�

FAXやコピー等の出力先を2つに分けることができます。�
上段100枚、下段250枚スタックできます。反転ユニット（20）が必要です。�

丁合、ステープル止め（2箇所まで）を行います。ステープル止めは1度に最大50枚まで可能です。
上段200枚、下段1000枚スタックできます。サドルユニット（20）、メールビンユニット（20）、
増設ビンユニット（20）を増設したときは、下段スタック枚数は500枚となります。�

パンチ処理を行います。フィニッシャ（20）のオプションとなります。�

週刊誌とじの際の中折りとステープルでの中とじを自動処理できます。ステープル止めは1度に
最大15枚まで可能です。200枚スタックできます。フィニッシャ（20）のオプションとなります。�

プリンタ出力の仕分け処理を行います。4ビン付きで各125枚スタックできます。�
フィニッシャ（20）のオプションとなります。�

FAXを他の出力と仕分け（出力先は3つ）する時などに使用します。�
増設ビンユニット（20）には200枚スタックできます。フィニッシャ（20）のオプションとなります。�

pモデル用の増設メモリ（32Mバイト）です。プリンタ、コピーの電子ソート可能枚数の拡張、�
FAXの蓄積枚数の拡張が可能です。�

�

�

�

�

�

加入電話回線による2通信同時動作ができるようになります。�

FAX送信原稿のメモリ蓄積、または送信が完了したことを示すスタンプユニットです。�

1回線を電話と併用できます。別途、電源が必要です。�

iモデルでプリンタ機能を使用したい場合に必要です。�

pモデルでIPアドレスFAX、インターネットFAX等の機能を使用したい場合に必要です。�

※上記標準価格には搬入取付料、保守料金、消費税は含まれていません。�

＊1 取付料は本体と同時設置の場合の料金です。設置後、後日オプションを追加される場合の取付料は別料金になります。別途、販売店にご相談ください。�
＊2 サドルユニットとメールビンユニットは、同時装着できません。�
＊3  iモデルにプリンタキットを装着した場合に使用できます。�
※記録紙の湿りを防ぐ、除湿ヒーターも用意しております。別途、ご相談ください。 

＊ iモデルには、1ライセンス版が添付されています。�
＊ pモデルのオプション「スキャナ&iFAXキット(20)」には、1ライセンス版が添付されています。�

※上記料金は標準価格であり、営業時間外、及び遠隔地の保守サービスにつきましては別途販売担当者、または保守技術者におたずね下さい。�

■リモートメンテナンス�
より良好な状態で装置をご使用頂くために、『エコパッケージ（トナーボトルパック）サービス』、『スポットサービス』のいずれを選択された場合であっても、FAXの回線を使用した
リモートメンテナンスを実施致します。リモートメンテナンスによりお客様の保守、消耗品交換等に関する作業を大幅に削減することができます。�

MULTINAα1820をご導入頂きますと、保守サービスとして、『エコパッケージ（トナーボトルパック）サービス』、『スポットサービス』のいずれかを選択して頂きます。
お客様にMULTINAα1820を常に良好な状態でご使用頂くために、『エコパッケージ（トナーボトルパック）サービス契約』をご締結頂くことをお奨め致します。�

※記録枚数はお客様の使用状況に応じて変化することがあります。�
※契約有効期間は、ご導入から5年間で、5年経過後は最大2年間の契約有効期限の延長を行うことができます。�
　6年目以降は、上記標準価格は1.1倍増しの料金になります。（8年目以降はスポットサービス契約に切り替え）�

［エコパッケージ（トナーボトルパック）料金］�
標準価格（税別）�

41,500円�

備考�

NG-155215-051トナーボトル5:A4原稿、黒率6%で約5,000枚の記録が可能�

■消耗品�

 基本（出張）料金 10,500円 保守技術者1訪問あたり�
 技術工料 7,600円～11,100円 作業内容により3段階の料金�
 部品代 実費 交換部品代金�

品名� 標準価格（税別）� 備考�

■スポットサービス�
［スポットサービスとは］�
お客様のご要請に従って、その都度、装置の修理、点検、調整を行う保守サービスです。装置の修理、点検、調整に必要な保守技術者の出張費用、技術工料、ならびに部品の�
交換費用は、その都度お支払い頂きます。�

［スポットサービス料金］�

■文書ハンドリングソフト Document Management Software Pro 追加ライセンスパック�

■本体標準価格�

■搬入設置料�

■オプション価格�

日本電気株式会社�
NECアクセステクニカ株式会社�

Cat.No.AFX025�
030605001IM

＊このカタログは再生紙を使用しています。�〒108-8001  東京都港区芝5丁目7番1号（NEC本社ビル）�
〒436-8501  静岡県掛川市下俣800番地�

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ�お問い合わせは�

本カタログの情報はインターネットでもご覧になれます。　http://www.nec.co.jp/multina/

ビジネスコミュニケーションインフォメーションセンター�
受付時間　午前9時～12時  午後1時～5時（土・日曜日、祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます。）�

0537-22-8964

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」（安全上のご注意）をよくお読みください。�
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因となることがあります。�注意�安全上のご注意�

故障自動通報�
故障が発生した場合に装置が自己診断を行い、装置の故障状況を自動的にフリーダイヤルでコールセンターに通報します。�
この診断結果に基づき、必要に応じて保守技術者が訪問致します。�

消耗品交換時期の自動通報�
消耗品交換時期が近づくと、自動的にコールセンターに通報します。コールセンターではこの情報により、電話にてお客様に対して消耗品の送付のご案内を申し上げます。�

コールセンターからの定期的な状態監視�
コールセンターから、定期的にお客様の装置の状態を監視致します。�

1

2

3

［スポットサービスのイメージングユニット価格］�
ご契約時にイメージングユニットを別途ご購入頂きます。また、お客様のご要望に応じてイメージングユニットを有償にて交換致します。�

 NG-155299-001イメージングユニット 180,000円 感光体、現像器、現像材を含むユニット�
品名� 標準価格（税別）� 備考�

［スポットサービスの消耗品価格］�

 NG-155215-05Bトナーボトル5 24,900円 A4原稿、黒率6%で約5,000枚の記録が可能�
品名� 標準価格（税別）� 備考�

※記録枚数はお客様の使用状況に応じて変化することがあります。�
（ソート可能枚数は黒率6%の標準原稿の場合。FAX蓄積枚数はA4判700文字程度の原稿を標準的
画質で読み取り、または受信した場合。原稿により枚数は変わります）�

 ソート可能枚数 FAX蓄積枚数�

標準時 約250枚 約1,900枚�

ソートメモリ増設時 約500枚 約2,000枚�

お客様の使用状況に合わせて一定のタイミングで保守技術者が訪問し、予防保守の実施、定期交換部品の交換を�
行います。定期交換部品には、イメージングユニット（感光体、現像器、現像材）を含みます。�

装置が故障した場合に、お客様のご要請により保守技術者が訪問し、修理を行います。�
また、必要に応じて故障箇所以外の点検、修理も実施致します。�

修理点検で部品の交換が必要な場合はこれを交換します。�

1

2

3

予防保守の実施�

装置の修理と点検�

部品の交換�

［エコパッケージ（トナーボトルパック）とは］�
エコパッケージ（トナーボトルパック）とは、装置を常に良好な状態でご使用頂くための保守サービスと消耗品（トナー）の供給を一体化したものです。消耗品の
交換時にお支払い頂く料金の中に保守サービスを含むものです。エコパッケージ（トナーボトルパック）料金に含まれている保守サービスは、以下の通りです。�

1820 差し込み1C－オモテ／有�



■推奨装置構成（本体＋オプション品）�

※大容量給紙トレイ、設置台、給紙キャビネットには、転倒防止用の固定足およびカバーがつきます。�

●給紙キャビネット1段（20）（品名コード：AOP-CBNT120）�

●両面記録ユニット（20）（品名コード：AOP-DUP20）�

●設置台（20）（品名コード：AOP-T20）�

●給紙キャビネット2段（20）（品名コード：AOP-CBNT220）�

●フィニッシャ（20）（品名コード：AOP-FNSH20）�

●フィニッシャ（20）（品名コード：AOP-FNSH20）�
●増設ビンユニット（20）（品名コード：AOP-BBIN20）�
●メールビンユニット（20）（品名コード：AOP-MAIL20）�

●フィニッシャ（20）（品名コード：AOP-FNSH20）�
●増設ビンユニット（20）（品名コード：AOP-BBIN20）�

用紙の出力が多い�
2部門間で仕分けしたい�

FAXをメインで利用したい�
受信FAXをPCへ転送したい�
1回線をFAXと電話で併用したい�

プリンタ出力が多い�
プリンタ出力を仕分けしたい�

1

2

3

4

MULTINAα1820 iモデル ＋ 給紙キャビネット2段（20）�
　（品名コード：A1820I-4C）  1,104,000円（税別）�
反転ユニット（20）�
　（品名コード：AOP-UTRN20）  10,000円（税別）�
ジョブセパレータ（20）�
　（品名コード：AOP-JOB20）  20,000円（税別）�
G3マルチポート（20）�
　（品名コード：AOP-G3MP20）  120,000円（税別）�
  合計　　1,254,000円（税別）�

MULTINAα1820 iモデル ＋ 給紙キャビネット2段（20）�
　（品名コード：A1820I-4C）  1,104,000円（税別）�
プリンタキット（20）�
　（品名コード：AOP-PRT20）  120,000円（税別）�
反転ユニット（20）�
　（品名コード：AOP-UTRN20）  10,000円（税別）�
両面記録ユニット（20）�
　（品名コード：AOP-DUP20）  60,000円（税別）�
フィニッシャ（20）�
　（品名コード：AOP-FNSH20）  180,000円（税別）�
サドルユニット（20）�
　（品名コード：AOP-SDL20）  150,000円（税別）�
パンチユニット（20）�
　（品名コード：AOP-PNCH20）  50,000円（税別）�
増設ビンユニット（20）�
　（品名コード：AOP-BBIN20）  10,000円（税別）�
  合計　　1,684,000円（税別）�

MULTINAα1820 iモデル ＋ 設置台（20）�
　（品名コード：A1820I-2T）  994,000円（税別）�
蓄積（送信）済みスタンプ（20）�
　（品名コード：AOP-STMP20）  5,000円（税別）�
FAX/TEL切替&ハンドセット（20）�
　（品名コード：AOP-F/T20）  40,000円（税別）�
  合計　　1,039,000円（税別）�

MULTINAα1820 pモデル ＋ 給紙キャビネット2段（20）�
　（品名コード：A1820P-4C）  1,084,000円（税別）�
反転ユニット（20）�
　（品名コード：AOP-UTRN20）  10,000円（税別）�
両面記録ユニット（20）�
　（品名コード：AOP-DUP20）  60,000円（税別）�
増設ソートメモリA（20）�
　（品名コード：AOP-SMA20）  15,000円（税別）�
フィニッシャ（20）�
　（品名コード：AOP-FNSH20）  180,000円（税別）�
メールビンユニット（20）�
　（品名コード：AOP-MAIL20）  100,000円（税別）�
  合計　　1,449,000円（税別）�

FAXのペーパーレス化を考えている�
コピー機能を有効利用したい�
プリンタとしても利用したい�

2520 差し込み1C－ウラ�


