
サブ機に最適！ 増設に最適！ 旧機種から最適！

もう1台あったら便利
だろうと考えている
が、大型のA3複合機
は置けない…

増員により利用頻度が
増えた！速度が遅い！
などのスペック不足に
なった…

再リース中や5年以上
経過しているような
古いコピー機を使っ
ている…

スペースを削減しながら、大
半の印刷をプリンタ出力する
ことで大幅なコスト削減に！

コストをかけずに２台目を設置で
き、臨機応変に活用できる！保守
メンテナンスも込みにて安心利用！

0
定価100万円を超えるコピー機でも、
円ならこんなシーンで活用できます！

コピー機の新しい使い方

レンタル　時代 ！
リースから

お客様に合わせて最適な機械をご案内いたします

※本キャンペーンは募集台数に到達した時点で終了致します。

性能・年式・機能、すべてが
新しく向上するのに導入コス
トがなんと０円！

コピーキ革命へのお問合せ・お申込みは、
裏面に必要事項をご記入のうえ、送信してください。

A3複合機無料レンタル
A3複合機無料レンタル

キャンペーン
キャンペーン

会員団体様限定！
愛知県労働者福祉基金協会

一般財団法人

ハートフルセンター

の に

※FAX 線・LAN ケーブル・用紙はお客様ご準備となります。 ※70 ㎏以上の商品の為、フローリングなどに設置し
た際キャスター跡が残る場合があります。 ※返却時には引取り希望日の 2 週間前までにお電話にてご連絡ください。 
※1 年未満の途中解約時は違約金（ 4,400 円（税込）× 残月数分 ）が発生いたします。

注
　
意

団体（組合）名

Tel

Mail

Fax 役職

階

設置先住所 〒 ビル・マンション名

フリガナ

ご担当者名

フリガナ

ご連絡希望日（複数ご記入下さい）　※平日・日中にお電話させて頂きます。

①　　　月　　　日（　　）　AM ／ PM ②　　　月　　　日（　　）　AM ／ PM ③　　　月　　　日（　　）　AM ／ PM

お問合せ・お申込み ハートフルセンター専用

Q&A
今使っている機械の引取りもしてくれますか？

よくある質問をおまとめしました！

はい。納品時に限り別途11,000円／台(税込)にてお引取り可能です。
ただし、機械が買取品ではなくリース物件の場合は、事前にお客様から
リース会社へ、弊社にて引取り作業を行う承認をお取りいただきます。

Q1

申込から納品までの
期間はどのくらいですか？
正式ご注文後、１週間～１０日程でお届けが可能です。

Q2

レンタルする機械は選べますか？
いいえ。お客様のご利用環境によってこちらで選定させていただきます。
基本的には、現状の利用状況に合う機種、又は現在ご利用の複合機より
「年式が新しく」、「スペックを下げない」という条件で機器選定致します。

Q3

アフターサポートはどのような対応ですか？
取り扱いメーカーであるシャープ・富士フイルム・京セラの保守認定を
持った、自社のサービスマンが、保守メンテナンスをさせていただきます。

Q4

毎月の保守料金 ( 利用料金 ) には
何が含まれていますか？
不具合時の訪問修理費、部品交換費、トナー代が含まれています。　
用紙のみ別途となりますので、お客様にてご準備が必要です。

Q5

初期費用 ( 搬入設置費 ) の中には
何が含まれていますか？
パソコンの設定費、将来的に解約した際の機械撤去費まで含まれてい
ます。
※階段作業や既存機引取りの場合は別途お見積もりとなります。

Q6

Mac のパソコンには対応していますか？

対応機種が限られているため、ヒアリングした上で、Mac 対応モデルを
ご案内致します。なお、スキャニングについては、別途USBメモリーか、
NAS又はサーバーをご用意いただく必要がございます。

Q7

設置から数年後、
機械が古くなってきた場合はどうなりますか？
故障頻度が増え、修理訪問でも改善しない場合は、無料で機械をお入替え致
します。なお、お客様都合でのお入替え (「Macの PCを導入したので、対応
機種に入替えたい」等)は再度搬入費を頂戴したうえで、お入替え可能です。

Q8

事務所の移転で保守エリアが変更になった際は、
保守料金も変更になりますか？

はい。移転先の保守料金に変更となります。

Q9

途中解約した場合の違約金はかかりますか？

コピーキ革命は「長期・無期」の利用を前提としたレンタルサービスで
す。設置から１年未満での解約の際には、【最低基本料金4,400円(税
込)×残月数分】を違約金として頂戴します。

Q10

保守サービス受付時間：平日・土曜 9：00 ～ 17：30
※日曜・祝日・年末年始は休業となります。

【お問合せ先】 

TEL：0120-029-509

電脳株式会社

C-No.2

東京都豊島区西池袋3-1-13 西池袋パークフロントビル3階
お申し込みは上記をご記入の上こちらまで！お申し込みは上記をご記入の上こちらまで！

FAX 03-5542-1674

大好評！大好評！

突破！突破！

利用企業数利用企業数

2,0002,000 社社



コピーキ革命とは…？
電脳㈱には、毎月500台～1000台ほどの複合機の入荷がございます。
しかしながら、倉庫面積や維持費との兼ね合いでお客様にご利用いただけ
ず、廃棄せざるを得ない機械が存在します。そこで、廃棄するくらいなら
お客様に格安でもいいから使っていただきたい！という考えから、
起業家（経営者）支援、廃棄物の削減を目的として、数に限りはあります
が、業務用複合機を無料でご提供しています。

コピーキ革命 4つの強み

01
POINT 本体料金が無料！

通常50万円～100万円の業務用複合機を本体料金０円でレンタル致します。

02
POINT 設置日から１年以降は解約金・撤去費無しでいつでも解約できる！

一般的なリースは５年、６年の契約となり、途中解約ができません。10年以上存続する企業が10％を切ると言われている
時代の中で、リースのような長期契約はリスクです。コピーキ革命はレンタル契約のため、契約リスクがありません。

03
POINT 納品機械は最新モデルの中古品！

現行最新モデルから、古くても３年落ちの年式の新しい複合機が届きます。もちろん、無線環境やMacOSにも対応可能です。
現在複合機をご利用中のお客様の場合、既存機のスペックに合わせるか、もしくはそれ以上の機械をご提案致します。

04
POINT カウンター料金が格安！

複合機の保守契約にはモノクロ・カラー１枚あたり○○円といった単価が存在します。現在複合機をご利用中のお客様の場合、
現在の契約単価よりも安い単価でご提案致します。

配送設置費について

コスト削減

起業家

経営者支援

資源の

有効活用

雇用の

創出

詳しくは

お問い合わせ

下さい！

配送プラン
（Ａ４機のみ）

※沖縄・一部離島は保守対象外となります。

※階段作業や既存機お引取などは別途費用がかかります。
※配送プランはA4機のみ。受け取り後、開梱・設置・設定はお客様作業です。

【 お問合せ・取次先 】　

（一財）

 ハートフルセンター サポート本部 　

愛知県労働者福祉基金協会 (ハートフルセンター) 

平日 9：00 ～ 17：00

平日 9：00 ～ 17：00

現在の契約条件や利用枚数に応
じて、現在よりもお得な条件 で
ご提案致します！
詳しくはお問合せ下さい！

0120-3344-01

愛知

12,000円

58,000円～
（税込 13,200円）

（税込 63,800円～）

岐阜・三重・その他

68,000円～
18,000円 （税込 19,800円）

（税込 74,800円～）

※毎月の合計額がカウンター料金を含め 4,400
円未満の場合は基本料として 4,400円をご請求
致します。

最低契約期間カウンター料金

※最低契約期間は導入日より１年間 (12 ヶ
月 ) となります。※1年未満での途中解約は
違約金が発生します。

代表的なレンタル機器のご紹介
MX-2517FN

はじめてでも使いやすい一般的な
オフィス向けのスタンダードモデル

1 MX-2650FN

609mm609mm
642mm642mm

1216mm1216mm

MAC環境やWi-Fi環境で利用する方に
おすすめのワンランク上のモデル

2

カラー

25枚

モノクロ

25枚

608mm608mm
650mm650mm

1234mm1234mm

カラー

26枚

モノクロ

26枚

75㎏ 81㎏

MacOS
対応

対応
無線環境

MX-C302W
ＳＯＨＯ・自宅でご利用の多い方に
おすすめのコンパクトボディ複合機

3

カラー

30枚

モノクロ

30枚

33㎏

A4
対応

A3
対応

A3
対応

カラーコピー カラープリント カラースキャナ ＦＡＸ

※上記は一例です。ご契約の際には、ご要望や環境に応じたメーカーやモデルを選定致します。

429mm429mm
569mm569mm

474mm474mm

テレワークにも
オススメ！

両面印刷

基本最低料金

（税込 4,400円）
4,000 円 1 年～

0120-101-810TEL :

TEL :

コ

ピー
キ革命の導入で

約 万円100 現状の

リース満了に伴い入替え、無料レンタルプランを利用

一般リース コピーキ革命

サブ機として、Ａ４プリンタを導入

入替えの場合caseⅠ A4プリンタ増設の場合caseⅡ

TOTAL
（5年利用の場合）

約 万円30TOTAL
（5年利用の場合）

本体
料金 円0

なんと！

コスト削減！
％約70

印刷
料金 24 万円約

配送
設置費

5.8万円

印刷
料金 約30万円

リース
料金 約60万円

配送
設置費 10約 万円

（税込 63,800円）

なんと！

コスト削減！
％約20印刷代

出力の 8 割は「A4 サイズのプリントアウト」と言われてお

り、その出力をコピーキ革命を利用することで、現在の保守

料の約 8 割 (A4・プリントアウト）が約 20% のコスト削減

になります。 

40OFF
約 ％

20OFF
約 ％
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