
※1：ご契約期間中は、リース会社から機器本体をお客様へ貸与します。搬入・設置をご希望される場合は、別途料金がかかります。※2：通常保守時間外・休日の保守サービスなどをご希望される場合は、別途追加保守料金が発生します。通常保守 
対応時間：月曜日～金曜日（祝日、エプソン指定休日を除く）9：00～17：30。※3：枚数のカウントは片面印刷で1枚となります。用紙サイズにかかわらず同じ片面1枚としてカウントします。両面印刷の場合は2枚としてカウントします。※4：中途解約の場合は
解約金が発生します。（中途解約金額：中途解約日からサービス期間満了日までの残契約月数×基本使用料金×90％+法令所定の消費税等額となります。）※5：初回は平綴じ用5,000針同梱済です。追加時は型番：LX3SF1SC1（5,000針×3セット入り）
を別途ご購入ください。※6：パンチユニット（パンチ機能）は、2穴/4穴、2穴/3穴の2種ございます。※7：初回は平綴じ用5,000針、中綴じ用5,000針同梱済です。追加時は平綴じ用はLX3SF1SC1（5,000針×3セット入り）、中綴じ用はLM3SC1（5,000針×
2セット入り）を別途ご購入ください。※8：初回は5,000針同梱済です。追加時はLM3SC1（5,000針×2セット入り）を別途ご購入ください。※9：〈LM〉シリーズ1台あたりの価格です。〈LM〉シリーズ台数分の購入が必要です。※10：本オプションご利用時は
ファクス回線は最大2回線となります。※11：ICカードでの認証を行う場合は、対応のカードリーダーが必要です。※12：サーバー単位の価格です。サーバー台数分の購入が必要です。1サーバーに接続できる機器は100台です。また、期間利用サービス
パックでの料金設定もございます。※13：〈LM〉シリーズ1台あたりの価格です。〈LM〉シリーズ台数分の購入が必要です。一括購入可能なパッケージもございます。※14：1ライセンスあたりの価格です。1ライセンス1ユーザーで2台のPCまで使用可能です。
＊当社は、申込書に基づくお客様の審査の結果、ご契約をお断りする場合があります。また、申込書と後日いただく契約書等の内容が相違している場合やお客様の状況が変化している場合は、本申込書や審査の如何にかかわらず、ご契約をお断り 
する場合があります。審査内容、理由等については一切お答えできませんので、予めご了承ください。＊本媒体上の他者商標の帰属先は、エプソンのホームページをご確認ください。

（2022年11月17日現在）

月々安心の定額 オール・イン・ワンプラン

料金プラン/機種名料金プラン/機種名

基本印刷枚数※3 モノクロ：5,200枚 

カラー：2,800枚

モノクロ：4,500枚 

カラー：2,300枚

モノクロ：3,700枚 

カラー：1,900枚

超過従量料金（税別）/枚
モノクロ：1.5円 

カラー：5.0円

モノクロ：1.5円 

カラー：5.0円

モノクロ：1.5円 

カラー：5.0円
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基本モデル
契約年数5年 47,000円 41,000円 35,000円

追
加
構
成

大容量給紙ユニット・P1 4,000円

フィニッシャー

ステープルフィニッシャー・P1※5 7,000円
ステープルフィニッシャー・P1※5＋パンチユニット・P1※6 8,200円
中綴じフィニッシャー・P1※7 10,000円
中綴じフィニッシャー・P1※7＋パンチユニット・P1※6 11,200円
インナーフィニッシャー・P1※8 3,400円
インナーフィニッシャー・P1※8＋パンチユニット・P2※6 4,600円
インナートレイ・P1 320円

ファクス
機能増設

2ポート使用 1,000円
3ポート使用 2,000円

ネットワーク機能増設 400円

本体有償ソリューション/ソフトウェアオプション本体有償ソリューション/ソフトウェアオプション
■■ 本体有償ソリューション 本体有償ソリューション

ソリューション名ソリューション名 内容内容 基本使用料金［月額］基本使用料金［月額］（税別）（税別）

OCRオプション スキャン時に検索可能PDFが作成可能となるOCR機能 1,100円※9

赤色消去 赤色や赤文字だけを消去してコピーする機能 350円※9

グループ印刷 部数印刷を効率化できる機能 350円※9

IPファクス※10 IPネットワーク通信でファクス利用が可能、IPファクス（T.38） 350円※9

■■ 認証印刷オプション 認証印刷オプション
オプション名オプション名 内容内容 基本使用料金［月額］基本使用料金［月額］（税別）（税別）

Epson Print Admin※11 認証印刷オプション（サーバー集約型） 8,000円※12

Epson Print Admin Advanced Workflows※11 Epson Print Adminの機能拡張オプション 480円※9

Epson Print Admin Serverless※11 認証印刷オプション（サーバーレス型） 1,200円※13

■■ Document Capture Pro拡張機能オプション Document Capture Pro拡張機能オプション
オプション名オプション名 型番型番 内容内容 標準価格標準価格（税別）（税別）

Document Capture Pro Enhanced OCR YA1CR1 Document Capture Pro拡張機能用ライセンス 35,000円※14

本体を購入することなく※1、月々の定額費用だけで、規定枚数までプリントし放題。
インク、メンテナンスボックス、保守サービス※2も含まれています。

月々の費用に
含まれる内容

●機器使用料※1

●規定枚数までのインク、
　メンテナンスボックス費用
●保守サービス※ 2（故障時の修理）

月額ご利用料金の算出方法

月額ご利用料金＝オプション料金基本使用料金
（基本構成＋追加構成） ++

+++

超過従量料金

無線LANユニット･P1ハードディスクドライブ･P1G3ファクスボード
（ファクス機能 1ポート）

カセット2段モデル＋増設2段カセットユニット・P1
（合計カセット数4段）

オプションオプション
オプション名オプション名 型番型番 内容内容 標準価格標準価格（税別）（税別）

認証デバイス台・P1 PR3ADT2 認証印刷オプション用の認証装置
（カードリーダー）設置台 2,500円

認証印刷オプション対応
カードリーダー RC-S380/S 認証印刷オプション用の認証装置

（カードリーダー）
オープン
プライス

カセットロック・P1 LM3CL1 用紙カセットを開閉できない様にする
カセット用ロック ＊南京錠は付属しません。 1,500円

ドライバーCD LM3CD1 — 1,000円

消耗品消耗品
商品名商品名 型番型番 内容内容 標準価格標準価格（税別）（税別）

ステープルカートリッジ
（平綴じ用） LX3SF1SC1 5,000針×3セット入り 5,000円

ステープルカートリッジ
（中綴じ/インナー用） LM3SC1 5,000針×2セット入り 3,000円

基本構成



2

カラー

モノクロ

カラー

モノクロ を適用！！

カラー

3.0円
モノクロ 

0.8円

超過従量料金は、組み合わせ機種内の最安値を適用！！

超過従量料金 超過従量料金

基本印刷枚数を分け合える！1

400枚
基本印刷枚数
カラー

1,000枚
モノクロ

7,000枚
基本印刷枚数

カラー

13,000枚
モノクロ 14,000枚に！！

モノクロ 

7,400枚
カラー

基本モデル

2台で

（税別）

複数台導入でお得に！基本印刷枚数を分け合えるグループ割引

＜LX＞シリーズ（オール・イン・ワンプラン）との組み合わせでさらにお得に！

●ご契約の取扱販売店が同じであること
●お客様（社名・屋号）、ご請求先が同じであること
●検針日が同じであること

■グループ割引は以下の条件を満たしていることが必要です。

●ご契約の取扱販売店が同じであること　●お客様（社名・屋号）、ご請求先が同じであること　●検針日が同じであること

■グループ割引アドバンスは以下の条件を満たしていることが必要です。

●＜LX＞シリーズ

機種名が同一であること
プラン名が同一であること

●＜LM＞シリーズ・＜PX＞シリーズ

料金プランの超過従量料金が同額であること
＊機種名およびシリーズ名の異なる組み合わせも適用となります。

＊ペーパーレスサクセスプランはグループ割引アドバンス対象外となります。

＜LX＞シリーズ（オール・イン・ワンプラン）との複数台導入なら、基本印刷枚数を分け合えるのはもちろん、
枚数超過した際の超過従量料金にご契約機種内の最安値が適用されます。

グループ割引

グループ割引アドバンスさらに
お得!

（税別）5.0円

（税別）1.5円

（税別） （税別）

3.0円

（税別）0.8円

「エプソンのスマートチャージ」のリモートサービスは、オンラインでの情報収集サービスです。オール・イン・ワンプランでは、この仕組みを
利用し、毎月の印刷枚数確認の実施と、インク、メンテナンスボックスの交換時期を自動で検知して手配を行います。

「エプソンのスマートチャージ」のリモートサービス

＊インク、メンテナンスボックスの交換作業は
お客様ご自身で実施をお願いいたします。

「エプソンのスマートチャージ」のリモートサービスについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。

基本モデル

＜LX＞シリーズ
＜LM＞シリーズ

＜PX＞シリーズ
＊ペーパーレスサクセスプランは対象外

組み合わせ
自由！！（オール・イン・ワンプラン）

（オール・イン・ワンプラン）

オール・イン・ワンプラン
スタンダード（ ）

オール・イン・ワンプラン、
ペーパーレスサクセスプラン（ ）

組み合わせでさらにお得に！
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