
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。

No.5724  SJ-9000 カタログ 6P  ①-10A-10-19.6-TG（CC）-19.6

〒141-8562　東京都品川区大崎1-11-1　ゲートシティ大崎ウエストタワー

北海道支店　TEL.011-733-1700
東北支社　TEL.022-772-7591
北東北支店　TEL.019-635-2442
南東北支店　TEL.024-922-9883
北関東支社　TEL.048-856-8901
新潟支店　TEL.025-284-9888
群馬支店　TEL.027-363-1171
栃木支店　TEL.028-636-2111
信州支店　TEL.026-219-3636
東京支社　TEL.03-6830-9250
東関東支店　TEL.043-255-0301

東京西支店　TEL.042-523-5381
神奈川支店　TEL.045-339-5370
中部支社　TEL.052-889-5201
沼津支店　TEL.055-921-9944
静岡支店　TEL.054-281-7311
北陸支店　TEL.076-223-1666
三重支店　TEL.059-227-6678
関西支社　TEL.06-4807-6500
京都支店　TEL.075-692-1500
北大阪支店　TEL.072-861-2525
南大阪支店　TEL.072-252-7713

神戸支店　TEL.078-252-8171
中四国支社　TEL.082-544-0821
岡山支店　TEL.086-231-4391
四国支店　TEL.087-869-1033
九州支社　TEL.092-482-6611
北九州支店　TEL.093-562-8500
南九州支店　TEL. 096-370-8321
特需営業統括部　TEL.03-6830-9280
その他事務所／全国主要都市

使
い
や
す
さ
は
継
承  

デ
ザ
イ
ン
は
進
化

SJ-9000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。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-9000 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

制御部、表示部、プリンタ部一体型
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-R、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 304.8mm
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
複写能力 オリジナル＋７枚（印字圧自動調整）
前面 USB×2
背面 USB×4、シリアル（RS-232C）×2、Display Port×1、LAN（100Base-TX/10Base-T）×1
538（W）×651（D）×418（H）㎜ （表示部、用紙送りノブ等を含む最大寸法）
23kg
AC100V±10V　50/60Hz
定格140W （待機時：50W　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）

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、
建築資材、鉱物、金属材料、荒物、化粧品、肥料・飼料、スポーツ用品

廃棄物処理業、清掃業、社会保険・社会福祉、修理業、物品賃貸業、教育（各種学校・機関）、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、左官工事業、解体工事業

食品スーパー、青果、食肉、酒類、菓子・パン、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、機械器具、建築資材、自転車、自動車部品、土産物

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

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

※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。

見やすい日本語キーボード
UD※フォント使用の日本語キーボード採用。機能ごと
に色分けし、使いやすさを優先しました。便利機能が
簡単に呼び出せる専用キーも用意。

UD
設計

いまお使いの伝票でOK!
今お使いの伝票に印字できるほか、強力なプリンタ
複写力で「オリジナル+7枚」の伝票もOK！宅配便の
送り状も出力できます。 

鮮明
印字

SJ-9000

SJ-9000

導入・保守サポートサービス※

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ
所のサービスネットワークに、総勢約
1,500名のエンジニアを配置し、365
日、24時間体制にて迅速・
正確なサービスを行って
おります。

※安心してご利用いただけますように「導入・保守
サービス契約」をお勧めいたします。4年保守
パック、えらべる保守サービス等あります。詳細
につきましては、弊社営業までお問い合わせく
ださい。

※UD : ユニバーサルデザイン

37
2

48
5 （
連
続
用
紙
使
用
時
）

16
6

110°

538

41
8

41
3

538
651（連続用紙使用時）

454



すみずみまでやさしく、
さまざまに拡がる。
進化し続ける事務コン。
作業する人の動きをラクにする。業務の状況もいち早くわかる。
見やすさも効率性も刷新した事務コン、SJ-9000

業務を効率化する2画面操作
Display portで外付けモニタ（別売）を接続すれば、
売上請求業務の入力をし
ながら、表計算ソフトなどを
表示して確認するなど、業
務の効率化を実現します。

2画面
表示

バックアップ用のハードディスクが標準搭載され、電源
を落とした際にデータを自動バックアッ
プ。さらに世代管理機能により数日前
のデータも同時に保存され、安心です。

2重に
安心

落ち着いて業務終了可能
突然の停電が起きても、バック
アップバッテリーにより3分間
操作を継続できるため、その間
に業務を終了することができ
ます。

停電時
も安全

その他の機能、充実のソフトウェア
●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

便利さ
満載

周辺機器との接続でシステム拡張
さまざまなシステムやネットワークにつ
なげることが可能。事務コンが持つ能
力を最大限に活用できます。東芝テック
ならではのPOS周辺機器との接続も
可能です。

多彩な
接続性

現金売と掛売の一元管理化
掛売や納めをしている小売店において、現金売と掛
売の一元管理が可能。

レジとの
連携

事業継続計画のデータバックアップ（オプション）
データセンタに業務データなどを自動で保
存。万一の災害による事務コン消失時にも
システムの早期復旧に役立ちます。

BCP
対策

使い方次第で活躍の場がひろがる
バーコードスキャナと連携し、商品入出荷や商品台帳
からのデータ入力などが可能。また、衣料品、雑貨卸
や食品ラベルの発行など、さまざまなバーコードタグ
を発行できます。

バーコード
連携

伝票発行をさらに効率化 
事務コン本体のプリンタは、ネットワーク上で繋ぐ子機
からの伝票発行を可能にします。さらなる事務作業の
効率化を実現します。

プリンタ
共有 

分析資料をMFP(複合機)で出力 
普段コピー、FAXとしても使う
MFPから事務コンの分析資料の
出力が可能です。

MFPの
活用

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

データ
一元化

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。

ソフトと
連携

業務の効率化を推進 
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。

LAN
接続

HUB

入・出庫作業を効率アップ
ハンディターミナルとの連携で、検品作業やスキャン
データを使った仕
入伝票・納品書発行
など入出庫の作業
効率をアップ。

HTとの
連携

拡張性

急な操作も対応
急な事務作業は、立ち位置のままタッチキーボードで
伝票入力・発行が可能。画面を立ちポジションで入力可能
な角度に合わせられるので、立ったり座ったりの負担を
軽減します。

便利さ
アップ

業務の重要事項をお知らせ
在庫割れや、売り上げの回収漏れなどの情報を、起動時
にお知らせ。また、定例の会議日などを表示するリマイン
ダー表示も可能です。

お知らせ
機能

小さな
文字入力も安心
画面拡大機能で、小
さい文字でも楽に入
力。使う方への細か
な配慮です。

拡大
表示

設置が
自在

コンパクトな一体型設計
本体･表示画面･プリンタ･バックアップ機能・無停電電源
などを一体化し設置スペースを抑えました。また、キー
ボードが自立でき、未使用時は立てておけるため、貴重な
スペースを有効的に使用できます。

「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。

自動
補正

2基のハードディスクで自動的にバックアップ

※プログラムの事前設定が必要です。


