How to Get コストダウン?
『レンプリ』は、有限会社セドナの登録商標です。

複合機の印刷物 比率は・・・

複合機の印刷物 比率は：
複合機の印刷物で一番多いモノは、パソコンデータの印刷物です。
パソコンで作成される「請求書」や「納品書」などの事務伝票類だけ
ではなく、「報告書」/「見積書」/「図面」/「作業指示書」などの様々な
書類も、複合機で印刷されています。
でも・・・、便利な様に見える複合機を使って、パソコンデータの印刷
をしていて、コストは、どうなっているのでしょうか？？

６８％
パソコンデータの印刷

２３％
コピー（複写）

９％
FAX印刷
（販売店調査データより）

複合機の印刷コストは高い：
複合機の印刷コスト（モノクロのカウンター単価）は、一般的に
２円 ～ ４円程度に設定されています。
お客様の例：
１
～ ５００枚 ＝ ４．３円/枚
５０１枚～１，０００枚 ＝ ３．５円/枚
１，００１枚 ～
＝ ２．３円/枚
もし、パソコンデータの印刷を、複合機で印刷せずに、レーザープリ
ンター＆リサイクルトナーで印刷したら、コストはどれだけ下がるで
しょうか？お客様が、既にレーザープリンターをお持ちであれば、私
共の「リサイクルトナー」をご採用頂くと、大きなコスト削減が行えま
す。 さらに、私共は、レーザープリンターをお持ちでないお客様にも
対応するサービスをご用意しています。

レンプリ（無料：レンタルプリンター）
私共は、無料レンタルプリンター 『レンプリ』をご用意しております。
この『レンプリ』をご採用頂きますと、私共の「リサイクルトナー」をご購入
頂くだけで、レンタル料が無料のサービスをお受け頂くことが可能となり
ます。

お問い合わせ先：
株式会社上 田
ＴＥＬ：0895-24-3200

What’s New?

リサイクルトナー
低価格：

高品質&安全性：

環境にやさしい：

企業のコスト削減には聖域がありませ
ん。オフィスのランニングコストを削減
する為に、純正品トナーをリサイクルト
ナーへ切り替えませんか？私共のリサ
イクルトナーは、純正品よりも30％～
70％のコスト削減を実現します。

国際品質規格ISO9001を認証取得し
ている国内工場の徹底した品質管理
の下で製造しています。印刷枚数や
印刷物のクオリティ（品質）を入念な
開発工程を経て、ご提供します。また、
使用するトナーのMSDS(製品安全
データシート)で成分保証も行います。

トナーカートリッジは、感光体ドラム
など数多くの部品から構成されてい
ます。私共は、リサイクルトナーに製
造を行う際、古くなった部品を捨てて
新品の部品に交換するのではなく、
古くなった部品を再生/加工してゼロ
エミッションを目指しています。

レンプリ（無料レンタルプリンター）
レンタル料ゼロ：

簡単なご利用：

プリンター本体の導入費だけでなく、保
守費も不要です。お貸出ししたプリン
ターが故障した場合も、無料で代替機
をお手配します。

レンプリをご利用頂く費用は、私共のリ
サイクルトナーのご購入費のみです。
なお、レンプリご利用についての詳細
は、本誌裏面の「Q&A」欄をご覧くださ
い。

『レンプリ』は、有限会社セドナが商標登録申請中です。

レンプリ・パック（レンプリ＋クリーニング）
心配ご無用：

快適に使えます：

“リサイクルトナーを使うとプリンターの
保守をしてくれない！”・・・とご心配な
皆様には、月々わずかな費用の『レン
プリ・パック』が最適です。プリンターが
故障した時点で、レンタルプリンターに
入れ替えます。

月1回のプリンタークリーニングを行い
ますので、快適にプリンターをお使い
頂けます。『レンプリ・パック』ご利用に
ついての詳細は、本誌裏面の「Q&A」
欄をご覧ください。

お問い合わせ先：
株式会社上 田
ＴＥＬ：0895-24-3200

リサイクルトナー
リサイクルトナーの注文方法は？

使用済みカートリッジの返却方法は？

専用の「オーダーシート」をご用意しております。
予め、販売店より同「オーダーシート」をお求め
頂き、同「オーダーシート」に必要事項をご記入
の上、製造元へＦＡＸして頂きます。

私共からお客様へ納品する製品箱の中に「着
払い伝票」を同梱しておりますので、同票をご
活用頂き、お客様から私共へお送り頂く手順と
しております。また、私共（販売店）が、お客様
を訪問して回収する事も可能です。

リサイクルトナーの送料は？
製品の送料は、私共がご提示申し上げる価格
に含まれております。 また、お客様がご使用
済みとなったカートリッジの回収品の送料も同
価格に含まれております。

納期は？
納期につきましては、即日発送を原則と致しま
すが、リサイクルトナーカートリッジの在庫が無
い場合には、1週間程のご猶予を頂く場合があ
ります。なお、お客様へ正確な納期をお知らせ
する為に、私共にて「オーダーシート」に「納品
予定日」を記入して、お客様へ返信を致します。
また、「現物再生品」の場合には、お客様から
私共へ「使用済み」が届いてからの製造開始と
なりますので、ご注文日から「使用済み」が届く
までの日数についてご猶予を頂きます。

インターネットで売られている格安リサ
イクルトナーとの違いは？
格安リサイクルトナーは、「トナーの補充（最近
は中国製）」のみしか行っていませんので、印
刷不良やプリンターの故障を誘発しがちです。
私共の製品は、「分解、部品の点検（必要に応
じて交換）、クリーニング、トナー充填、印字テ
スト」を行って、品質管理を行っています。

リサイクルトナーの保証は？
不良品の無償交換（保証）の対象は、次の通り
です。 なお、詳細につきましては、製品に同梱
の「リサイクルトナーカートリッジのご使用につ
いて」に記載しております。
１． 製品本体に私共の「ロゴマークシール」が
貼られている製品を対象と致します。
２． カートリッジの保証期間は、製造年月日よ
り1年間。 （未開封のまま1年を経過したものも
含みます。）
但し、私共への回収後に検証をさせて頂いた
結果、トナー使用量が９０％を超えていることが
確認できた場合は、保証対象外とさせて頂きま
す。

リサイクルトナーが原因でプリンター
が故障した場合の保証は？
私共のリサイクルトナーカートリッジが原因でお
客様のプリンターが故障し、修理代金が発生し
た場合には、私共（製造元）が加入している「Ｐ
Ｌ保険」を適用して代金のお支払を致します。
この手続きを行う際には、修理を行って頂いた
際の「レポート（修理内容ならびに私共の製品
が故障の原因である旨が明記されている）」を
ご提出頂きます。
なお、詳細につきましては、製品に同梱の「リ
サイクルトナーカートリッジのご使用について」
に記載しております。

レンプリ・パック（レンプリ＋クリーニング）
レンプリ・パックの申し込み方法は？

対応可能なメーカー＆機種は？

お客様と私共（販売店）との間で、別途「レンプ
リ・パック契約書」でのご契約をさせて頂きます。
同契約書には、「サービスの適用範囲、適用条
件、サービス対応時間、お支払方法、プリン
ターの手配方法」などを詳細に定めております。
詳しくは、私共（販売店）へお問い合わせ下さい。

別途「レンプリ・パック契約書」に添付されてい
る「明細書」にて、仮お申込みを頂き、私共にて
対応の可否をご回答申し上げます。レンタルプ
リンターの在庫状況によっては、ご対応が出来
ない場合もございます。

レンプリ（無料レンタルプリンター）
レンプリの申し込み方法は？

プリンターの送料は？

専用の「レンタルプリンターオーダーシート」に
ご記入の上、製造元宛てＦＡＸにてお申込み頂
きます。

レンプリ費用には、送料＆梱包料を含んでお
りません。別途、販売店を通じてお客様に、
下記のご負担を頂きます事、ご了承下さい。
・送料：（例）
九州域内にモノクロプリンター発送の場合＝
￥４００（税別）
・梱包料：
モノクロプリンター＝￥500(税別)/台
カラープリンター＝￥3,000(税別)/台

リサイクルトナーの注文方法は？
本レンタルプリンターのお申込みを頂きますと、
プリンター１台に付き私共のリサイクルトナー１
セットをご購入頂きます。本レンタルプリンター
のご使用を頂く為には、以降、私共のリサイク
ルトナーのご購入をお願い申し上げます。もし、
同プリンターに私共以外のトナーをご使用にな
る場合はご解約となりますので、ご了承くださ
い。

プリンターのメーカー＆機種を指定で
きるか？
ご希望の内容にお応えできる様、レンタルプ
リンターのご準備を行いますが、在庫状況に
よってはご希望通りの内容に沿ったプリン
ターがご用意出来ない場合もございます。

プリンタードライバーなどの付属品は
付いているか？
レンプリでは、「プリンター本体」および「電源
ケーブル」のみをお貸出し致します。
LAN/USBケーブルやプリンタードライバー（ソ
フト）、およびセットアップ作業は含んでおりま
せんので、ご了承下さい。

プリンターの保証期間は？
レンタルプリンターの保証期間は、出荷日
から6ヶ月間、または当該プリンターでの印
字枚数10,000枚以内です。保証期間内にプ
リンターが故障した場合、代替プリンターの
送料＆梱包料は、製造元が負担致します。

プリンターが故障した場合は？
お貸出ししたプリンターが、保証期間を過ぎ
てお客様のご使用中に故障した場合は、代
替えのプリンターと私共のリサイクルトナー
１セット（ご購入頂きます）をお送り致します。
なお、代替えプリンターは、在庫状況によっ
てはご使用頂いていたプリンターと同機種
のご用意が出来ない場合もございます。

プリンターを壊した場合は？
お貸出ししたプリンターが、お客様のご不注
意により故障/破損した場合は、別途、修理
などの費用をご負担頂きます。

『レンプリ』は、有限会社セドナが商標登録申請中です。

販売元： 株式会社上田

HP http://www.ueda-corp.co.jp

製造元： 有限会社セドナ

HP http://www.neo-sedona.jp

私共の

リサイクルトナー は、
安心してお使い頂けます

低価格：

高品質&安全性：

環境にやさしい：

企業のコスト削減には聖域がありま
せん。オフィスのランニングコストを
削減する為に、純正品トナーをリサ
イクルトナーへ切り替えませんか？
私共のリサイクルトナーは、純正品
よりも30％～70％のコスト削減を実
現します。

国際品質規格ISO9001を認証取得
している国内工場の徹底した品質
管理の下で製造しています。印刷枚
数や印刷物のクオリティ（品質）を入
念な開発工程を経て、ご提供します。
また、使用するトナーのMSDS(製品
安全データシート)で成分保証も行
います。

トナーカートリッジは、感光体ドラム
など数多くの部品から構成されてい
ます。私共は、リサイクルトナーを製
造する際、古くなった部品を捨てて
新品の部品に交換するのではなく、
古くなった部品を再生/加工してゼロ
エミッションを目指しています。

純正品

リサイクルトナー

デリバリー：

品質保証：

プリンター故障時の保証：

専用オーダーシートに注文内容（お カートリッジの保証期間は、製造年
客様名、お届け先ご住所、機種名、 月日より1年間です。（未開封のまま
本数など）をご記入頂き、ＦＡＸでの 1年を経過したものも含みます。）
ご注文を頂きますと、数日～1週間 詳しくは、裏面の「Ｑ＆Ａ」をご覧下さ
程度で、宅急便にてお届け致します。 い。

84

私共のリサイクルトナーカートリッジが原因
でお客様のプリンターが故障し、修理代金
が発生した場合には、私共（製造元）が加
入している「ＰＬ保険」を適用して代金のお
支払を致します。詳しくは、裏面の「Ｑ＆Ａ」
をご覧下さい。

お問い合わせ先：

万円削減 九州域内の金融機関で、
私共のリサイクルトナーをご採用頂き、
1店舗平均で年間84万円のコスト削減を実現しました。

※ 販売元： 株式会社上田

ＴＥＬ：0895-24-3200
※ 製造元： 有限会社セドナ
http://www.neo-sedona.jp

ご注文の流れ
STEP1: 専用オーダーシートに注文内容（お客様

リサイクルトナー
リサイクルトナーの注文方法は？

使用済みカートリッジの返却方法は？

専用の「オーダーシート」をご用意しております。
予め、販売店より同「オーダーシート」をお求め
頂き、同「オーダーシート」に必要事項をご記入
の上、製造元へＦＡＸして頂きます。

私共からお客様へ納品する製品箱の中に「着
払い伝票」を同梱しておりますので、同票をご
活用頂き、お客様から私共へお送り頂く手順と
しております。また、私共（販売店）が、お客様
を訪問して回収する事も可能です。

リサイクルトナーの送料は？
製品の送料は、私共がご提示申し上げる価格
に含まれております。 また、お客様がご使用
済みとなったカートリッジの回収品の送料も同
価格に含まれております。

納期は？
納期につきましては、即日発送を原則と致しま
すが、リサイクルトナーカートリッジの在庫が無
い場合には、1週間程のご猶予を頂く場合があ
ります。なお、お客様へ正確な納期をお知らせ
する為に、私共にて「オーダーシート」に「納品
予定日」を記入して、お客様へ返信を致します。
また、「現物再生品」の場合には、お客様から
私共へ「使用済み」が届いてからの製造開始と
なりますので、ご注文日から「使用済み」が届く
までの日数についてご猶予を頂きます。

インターネットで売られている格安リサ
イクルトナーとの違いは？
格安リサイクルトナーは、「トナーの補充（最近
は中国製）」のみしか行っていませんので、印
刷不良やプリンターの故障を誘発しがちです。
私共の製品は、「分解、部品の点検（必要に応
じて交換）、クリーニング、トナー充填、印字テ
スト」を行って、品質管理を行っています。

リサイクルトナーの保証は？
不良品の無償交換（保証）の対象は、次の通り
です。 なお、詳細につきましては、製品に同梱
の「リサイクルトナーカートリッジのご使用につ
いて」に記載しております。
１． 製品本体に私共の「ロゴマークシール」が
貼られている製品を対象と致します。
２． カートリッジの保証期間は、製造年月日よ
り1年間。 （未開封のまま1年を経過したものも
含みます。）
但し、私共への回収後に検証をさせて頂いた
結果、トナー使用量が９０％を超えていることが
確認できた場合は、保証対象外とさせて頂きま
す。

リサイクルトナーが原因でプリンター
が故障した場合の保証は？
私共のリサイクルトナーカートリッジが原因でお
客様のプリンターが故障し、修理代金が発生し
た場合には、私共（製造元）が加入している「Ｐ
Ｌ保険」を適用して代金のお支払を致します。
この手続きを行う際には、修理を行って頂いた
際の「レポート（修理内容ならびに私共の製品
が故障の原因である旨が明記されている）」を
ご提出頂きます。
なお、詳細につきましては、製品に同梱の「リ
サイクルトナーカートリッジのご使用について」
に記載しております。

販売元： 株式会社上田

HP http://www,ueda-corp.co.jp

製造元： 有限会社セドナ

HP http://www.neo-sedona.jp

名、お届け先ご住所、機種名、本数な
ど）をご記入下さい。

STEP2: 専用オーダーシートに書
かれているＦＡＸ番号へ
ＦＡＸを送信して下さい。

STEP3: 私共（製造元）にＦＡＸが届きますと、納
期を記入の上、専用オーダーシートをＦ
ＡＸで返信致します。

STEP4: 数日から1週間程度で商
品をお届けします。なお、
現物再生品の場合は、お
客様の使用済みカートリッ
ジを予めお預け頂ければ、
短期間に納品可能です。

STEP5: ご使用済みのカートリッジは、商品に同
梱の「着払い伝票」を貼って、製造元へ
返送下さい。
STEP6: 月末締めにて、販売店よりへ請求書をお
送り致します。同書に記載した期日まで
のお支払をお願い致します。

ゼロ・エミッションで“環境にやさしい”
業界で、オンリー・ワンの技術：
「グリーン購入法」の対象品目である「リサイクルトナー」
には、国の厳しい管理基準が要求されています。
例えば、“回収部品の再資
源化率が製品全体重量（ト
ナーを除く）の95%以上であ
ること”という管理基準が定
められていますが、私共は、
この管理基準を大幅にクリ
アした「９７．５％」の再資源
化率を達成しています。
なぜ、この様な高い数字を
実現できているか？
その理由は、別項の「感光体ドラムコーティング」技術
に留まらず、ブレードやスリーブなどの各種部品も再生
加工する技術を開発し、その技術を生かして「リサイク
ルトナー」を製造しているからです。
これらの技術は、国内外の同業他社には無い、私共唯
一（オンリー・ワン）の財産です。

環境にやさしい：
レーザープリンターの消耗品「トナーカートリッジ」は、感光体ドラムなど
数多くの部品から構成されています。
私共は、「リサイクルトナー」を製造する際、古くなった部品を捨てて新品
の部品に交換するのではなく、古くなった部品を再生/加工してゼロ ・
エミッションを目指しています。
特に、感光体ドラムについては、私共の業界で唯一、使用済みの感光
体ドラムを再生する技術（機械およびコーティング液の開発/製造を含め、
脱幕＆コーティング）を確立しました。私共は、この感光体ドラムコーティ
ングマシン「ＳＡＭＵＲＡＩ」を稼働させています。
この「ＳＡＭＵＲＡＩ」には、世界中から関心が寄
せられていて、YouTubeのアクセス件数も
５，０００件を超えています。

「小型家電リサイクル法」の施行：
「小型家電リサイクル法」が、平成24年8月3日に成立し、
平成25年4月に施行されていることをご存知でしょうか？
この法律の対象品目には、
プリンターその他の印刷装
置が含まれていて、使用済
みになったプリンター（消耗
品となるトナーカートリッジ
も含む）を回収して、リユー
ス（適切な修理メンテナンス
を行って再利用）する取り
組みが求められています。
そこで、私共は、他社に先駆けて無料でプリンターリ
ユース事業を始めました。

※コーティングマシン「ＳＡＭＵＲＡＩ」をYouTubeでご覧頂く際には、
GoogleやYahooなどで“SAMURAI”と“感光体ドラム”で検索して下さい。

そこで・・・、

レンプリ（無料：レンタルプリンター）：
私共は、さまざまな事業所が排出される使用済みプリン
ターのリペア（適切な修理メンテナンス）を行って、私共
の工場で製造している「リサイクルトナー」の出荷検査
（印字テスト）工程で活用しています。
また、このリペア済みのプリンターを、「レンプリ」用のプ
リンターとして、お客様へ貸し出すことによって、安易な
廃棄処理を防いで「小型家電リサイクル法」への取り組
みとＣＯ２削減への貢献のお手伝いをさせて頂きます。

販売元： 株式会社上田
製造元： 有限会社セドナ

HP http://www.neo-sedona.jp

セドナ製リサイクルトナーと他社製品の比較
セドナ製
リサイクルトナー

Co2削減効果

◎

一般的な
リサイクルトナー

△

安価なリサイクルトナー
（ほとんどが中国製）

×

グリーン購入法

◎

○

×

「感光体ドラム」再生技術

◎

×

×

製品（トナー成分）の安全性

◎

○

×

日本国

日本国
および中国

中国

生産国

セドナは、カートリッジ内部の部品を「再加工（リペア）」する技術を駆使し、「古い部
品」を廃棄せずリサイクルしていますので、高いCO2削減効果があります。
しかし、他社および中国製は、安易にもカートリッジ内部の部品を「新品」に交換し、
「古い部品」を廃棄していますので、CO2削減効果がありません。
セドナ製品は、我が国の「グリーン購入法」の厳しい管理基準（品質基準、環境基
準）をクリアーする製品です。したがって、同法を順守する官公庁や大手企業に採
用されています。
中国製は、「グリーン購入法」に適用できていません。
セドナは、トナーカートリッジの心臓部「感光体ドラム」について、私共の業界で唯一、
使用済みの感光体ドラムを再生する技術（機械および感光体の開発/製造を含め、
脱幕＆コーティング）を確立しています。セドナは、この感光体ドラムコーティングマ
シン「ＳＡＭＵＲＡＩ」を稼働させています。
セドナは、環境や人体への影響があるトナーの成分についてＭＳＤＳにて成分保証
を行っていますので、安心してお使い頂けます。
※MSDSとは？・・・製品安全データシート（Material Safety Data Sheet）は、化学物
質や化学物質が含まれる原材料などを安全に取り扱うために必要な情報を記載し
たもの。日本では、毒物及び劇物取締法で指定されている毒物や劇物、労働安全
衛生法で指定された通知対象物、PRTR法の指定化学物質を指定の割合以上含
有する製品を事業者間で譲渡・提供するときに、MSDSの提供が義務化されている。
セドナは、全ての製品を大分県日田市の本社工場で製造しています。
他社は、製品（安価な製品）によって中国などの他国で生産し、輸入した製品を販
売しています。

使用済みカートリッジの活用度

◎

○

×

セドナは、リサイクルトナーを製造する為の「使用済みカートリッジ」を全て日本国内
から収集しています。他社は、中国からの輸入品を採用したりしていますが、中国
で加工された金型を用いて成型されたカートリッジも「使用済みカートリッジ」として
採用しています。

製品の品質管理

◎

○

×

セドナは、国際品質規格「ISO9001」を認証取得した本社工場において、徹底した品
質管理体制の下で生産しています。

プリンター保証

◎

△

×

もし、セドナ製リサイクルトナーカートリッジが原因でお客様のプリンターが故障し、
修理代金が発生した場合には、セドナが加入している「ＰＬ保険」を適用して代金の
お支払を致します。

レンタルプリンター

◎

×

×

セドナは、ISO9001基準に沿った「出荷検査」に使用するプリンターをリペア―して、
無料レンタルプリンター「レンプリ」としてお客様へ提供する独自のサービスを確立
し、日本国特許庁において「商標登録」を獲得しています。

低価格度

○

○

◎

セドナは、上記の各項目での高い評価を確立しているにも関わらず、一般的なリサ
イクルトナーとの価格的な差異はありません。

複合機での印刷を
プリンター＆リサイクルトナーにすると
こんなにもコストダウンできます！
複合機VSプリンター
月額ランニングコスト比較
¥20,000

複合機利用VSプリンター活用
年額維持費比較
¥700,000

¥18,000

¥18,000
¥600,000

¥600,000

¥16,000
¥500,000

¥14,000
¥12,000

¥400,000

¥366,000

¥10,000
¥300,000

¥8,000

¥6,000

¥5,000

¥200,000

¥4,000
¥2,000

¥1,200

¥900

¥0

¥100,000
¥0

モノクロ

カラー

※本データは、次の条件でシミュレーションした事例です。
カウンター料金： モノクロ ¥2 .5/枚、カラー ¥18.0/枚

年額維持費
現在ご所有の複合機月額リース料金： ¥19,000

月当たりの印刷枚数： モノクロ2,000枚/月、カラー 1,000枚/月

ご導入頂くA3カラープリンター価格： ¥84,000（5年償却¥1,400/月）。 ご所有の場合は、償却費が¥0となります

