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これまでの機能に加え新しい機能。
使う人の期待を裏切らない簡単操作

画面で操作の
50音順タッチキー
数値やアルファベットなど、タッチキーで
すべての入力が可能。キーボードの入力
はちょっと……。というユーザー様に最
適な機能です。

お使いの伝票が
そのまま使える
｢オリジナル＋7枚｣の強力なプリンタ複
写力。宅配便の送り状やマニフェスト伝
票など、今お使いのさまざまな伝票を鮮
明に印字できます。また、用紙の厚さを
検出し、厚さに適した印字を行います。

画面拡大表示で
細かな文字入力も安心
小さく細かい文字でも楽に入力できる
画面拡大が可能。ユーザー目線に合わ
せたうれしい機能を加えました。

すべての操作が
座ったままで可能
プリンタは後部にレイアウトしているの
で、正面を向いたまま伝票のセットや取
り出しが可能。大量の伝票発行でも快適
に作業できます。

あるとないとで大違いな
「かんたんセット」モード
単票用紙の左端を差し込むと、斜めの用
紙は自動でまっすぐに、印字位置も用紙
のセット位置へ適切に補正されます。印
刷業務がやさしく確実に。

変わらない一体型設計
本体･表示画面･プリンタ･バックアップ
機能・無停電電源をコンパクトに一体化。
事務所や現場の設置場所を選ばず、配
線などの面倒な手間も不要です。

その他の便利機能
●タッチパネル採用で直感的に操作可能
●画面への手書きによる文字認識機能の
対応
●２つの紙送り機構を装備し選んだ業務に
応じて単票／連続帳票を自動切換え
●業務ソフトも幅広く用意̶売上請求管理
／仕入買掛管理／商品在庫管理／見積
管理／財務会計／給与計算　他
●さまざまな業種の業務にも対応しカスタ
マイズも可能̶マニフェスト管理（産業
廃棄物処理業）／工事業見積管理　他

セット範囲に単票用紙の左端を差
し込めば、斜めの用紙もまっすぐ、
印字位置も適切に補正します。

納品書 宅配便送り状

チェーンストア統一 伝票

売上帳

請求書

マニフェスト伝票

日本語で表記のキーボード
見やすさにこだわったUD※フォントを使
用した日本語表記のキーボード。また、
機能ごとに色分けすることで、使いやす
さを追求してい
ます。さらに便利
機能が簡単に呼
び出せる専用キー
も用意。

停電時もあわてず
業務終了
バックアップバッテリーにより3分間
操作を継続できるので、突然の停電
でも安全に終了できます。

安心の自動バックアップ機能
バックアップ用のハードディスクを標準
搭載し、業務の終了時（電源OFF時）に、
システムが自動的にデータをバックアッ
プ。また、世代管理機能として数日前の
データの状態を保存するので更に安心
です。

※UD : ユニバーサルデザイン
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安全にお使いいただくために
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 安全にお使いいただくために､保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス（株）または営業担当までお申し付けください｡
使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。
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※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※液晶TFT画面は、ハメコミ合成です。
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製造業

卸売業

サービス業

食料品関係、機械、木材、木製品、繊維・衣料、プラスチック製品、パルプ・紙・紙加工品、鉄鋼、金属製品、化学工業、非
鉄金属、ゴム製品、窯業・土石製品、革製品、石油・石炭製品

食料品、電気・機械・化学製品、衣料関係・繊維品、包装資材、紙・パルプ、書籍・文具、家具等木製品、ガラス製品

廃棄物処理業、自動車整備業、清掃業、社会保険・社会福祉、修理業、物品賃貸業、旅館・ホテル業、DPE・写真現
像、広告業、牛乳配達、教育（各種学校・機関）、洗濯・理容・浴場業、葬儀・火葬業

建設業、土木工事業、電気工事業、管・水道工事業、塗装工事業、内装工事業、板金・金物工事業、舗装工事業、
左官工事業、サッシ工事業、建築工事業、屋根工事業、解体工事業

飲食料品、繊維・衣服・身の回り品、燃料、書籍・文具、医薬品・化粧品、スポーツ用品・玩具・娯楽、日用雑貨、ギフト・進物

出版・印刷関連、運送業、鉱業、金融・保険業、電気・ガス・熱供給・水道業、不動産業
※上記以外にも様 な々業種でご利用いただいております。

業種例

工事業

小売業

その他

業務システム用に開発された東芝テック独自のプログラム言語「STEPLAN」を搭
載。伝票や請求書等の書式変更はもちろん、お客様のご要望に応じたカスタマイズ
にも柔軟に対応可能ですので、お客様の業種･業務にジャストフィットしたシステムを
ご提供できます。とは

業種・業務に合わせ、
最適ソフトをご提供

 

SJ-8500 仕様
形状
本体部

表示部

キーボード部
プリンタ部

インターフェース

外形寸法
質量
電源電圧
消費電力
主な付属品
製造業者

一体型（本体部、表示部、プリンタ部）
メモリ 4GB
ハードディスク 業務用320GB×1   保存用320GB×1
光学ドライブ 使用可能メディア：CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM、DVD-RW
サイズ・方式 15型　LEDバックライト付　TFTカラーLCD （タッチパネル装備）
解像度 1024×768ドット
109キー日本語キーボード
印字方式 ： 24ピン ワイヤードットマトリックス方式　用紙幅 ： 12インチ（A4横サイズ）　最大印字幅 ： 11.4インチ
印字可能文字数/行 114文字（パイカ）、136文字（エリート）、171文字（マイクロ）、205文字（コンデンス）、152文字（半角）、76文字（全角）
印字速度 パイカ標準：180文字/秒、パイカ高速：240文字/秒、漢字（全角）標準：120文字/秒、漢字（全角）高速：160文字/秒
行送りピッチ 1/6インチ、1/8インチ、最小1/180インチ
複写能力 オリジナル＋７枚（印字圧自動調整）
前面 USB×1
背面 USB×4、シリアル（RS-232C）×2、LAN（100Base-TX/10Base-T）×1
538（W）×538（D）×418（H）mm（表示部、用紙送りノブを含む最大寸法）
23kg
AC100V±10V　50/60Hz
定格140W （待機時：65W　ピーク時：200W）
マウス、タッチペン、インクリボンカセット、ダストカバー、キーボードカバー
東芝テック株式会社

外形寸法図（単位：mm）
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※iPadおよびiPhoneは、米国と他国で登録されたApple Inc. の商標です。
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さまざまな拡張性を持ち、
業務の効率化をお手伝い
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豊富に使える
アプリケーション
Microsoft®Office（オプション）な
どを使用して図表やグラフを使った
資料も簡単作成。

商品データ入力は
バーコードスキャナで
バーコードスキャナとの連携で、商品
入出荷や商品台帳からのデータ入力
など、作業の効率アップと誤入力防
止に能力を発揮。

バーコードタグの出力
衣料品、雑貨卸などの商品タグや食
品ラベルの発行・出荷ラベル発行な
ど、バーコードプリンタとの連携でさ
まざまなラベルを簡単に発行。

ＰＯＳ周辺機器と連携
現金取引や、掛売と現金売の混在な
ども事務コンで対応することも可能。

BCP（事業継続計画）
対策のデータバックアップ
（オプション）

堅牢なデータセンタに業務データな
どを自動で保存。万一の災害で事務
コンが消失時にもシステムの早期復
旧に役立ちます。

外出先からでも売上情報
が見られる（オプション）
クラウドを経由してｉPhone、ｉPadと
連携し、情報の共有等活用の幅が広
がります。

周辺機器との接続で、
システムの拡張が可能
システムやネットワークにつなげるこ
とで、事務コンのさまざまな能力を
最大限に活用可能。また、流通シス
テムに強い東芝テックならではの
POS周辺機器との接続はお手の
もの。

分析資料を
MFP(複合機)で出力
普段はコピー、FAXとしても使いな
がら、見やすい分析資料の出力に最適。

電子商取引機能との
連携が可能
取引先との受注データや請求データ
の送受信、また販売管理、またシステ
ムとの連携が可能。作業の効率アッ
プやデータ一元化を実現。

ハンディターミナルとの
連携で入・出庫の作業
仕入時や出荷時の検品作業。またス
キャンデータを使って仕入伝票・納品
書の発行など入出庫の作業効率を
アップ。

LAN接続も簡単
LAN接続や既存の基幹ネットワーク
との接続で、データの一元管理やシ
ステム内の伝票･帳表発行も可能。

HUB

※東芝テックは製品のライフサイク
ル（部品、部材調達→製造プロセ
ス→流通→お客様のご使用→使
用済製品のリサイクル）について
開発・設計段階より環境設計ア
セスメントを実施しています。詳しく
は東芝テックホームページをご覧く
ださい。

環境配慮仕様
廃棄後の環境負荷を減らすた
めに、鉛フリーはんだ及びクロム
フリー鋼板を採用しています。


