
富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

ドラムカートリッジ （YMCK） CT351311 ¥106,800 ¥112,100
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203576 ¥63,700 ¥66,900
トナーカートリッジ シアン（C） CT203577 ¥46,200 ¥48,500
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203578 ¥46,200 ¥48,500
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203579 ¥46,200 ¥48,500
トナー回収ボトル1 CWAA0983 ¥5,800 ¥6,100
トナー回収ボトル2 CWAA0984 ¥5,800 ¥6,100
ドラムカートリッジ（CMYK） CT351241 ¥182,500 ¥191,600
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203446 ¥62,800 ¥65,900
トナーカートリッジ シアン（C） CT203447 ¥67,500 ¥70,900
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203448 ¥67,500 ¥70,900
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203449 ¥67,500 ¥70,900
トナー回収ボトル CWAA0985 ¥3,500 ¥3,700
ドラムカートリッジ（CMYK） CT351356 ¥46,200 ¥48,500
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203700 ¥39,000 ¥41,000
トナーカートリッジ シアン（C） CT203701 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203702 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203703 ¥33,000 ¥34,700
トナー回収ボトル CWAA1043 ¥2,500 ¥2,600
ドラムカートリッジ（CMYK） CT351088 ¥46,200 ¥48,500
トナーカートリッジ ブラック（K） CT202484 ¥39,000 ¥41,000
トナーカートリッジ シアン（C） CT202485 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT202486 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT202487 ¥33,000 ¥34,700
トナー回収ボトル CWAA0885 ¥2,500 ¥2,600
ドラムカートリッジ（ブラック） CT350865 ¥161,900 ¥170,000
ドラムカートリッジ（カラー） CT350866 ¥69,000 ¥72,500
トナーカートリッジ（ブラック） CT201582 ¥56,000 ¥58,800
トナーカートリッジ（シアン） CT201583 ¥62,800 ¥65,900
トナーカートリッジ（マゼンタ） CT201584 ¥58,400 ¥61,300
トナーカートリッジ（イエロー） CT201585 ¥62,800 ¥65,900
トナー回収ボトル CWAA0554 ¥3,500 ¥3,700
ドラムカートリッジ （CMYK） CT351104 ¥106,800 ¥112,100
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203138 ¥63,700 ¥66,900
トナーカートリッジ シアン（C） CT203139 ¥46,200 ¥48,500
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203140 ¥46,200 ¥48,500
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203141 ¥46,200 ¥48,500
トナー回収ボトルA CWAA0901 ¥5,800 ¥6,100
トナー回収ボトルB CWAA0902 ¥5,800 ¥6,100
ドラムカートリッジ （CMYK） CT351104 ¥106,800 ¥112,100
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203138 ¥63,700 ¥66,900
トナーカートリッジ シアン（C） CT203139 ¥46,200 ¥48,500
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203140 ¥46,200 ¥48,500
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203141 ¥46,200 ¥48,500
トナー回収ボトルA CWAA0901 ¥5,800 ¥6,100
トナー回収ボトルB CWAA0902 ¥5,800 ¥6,100
ドラムカートリッジ （CMYK） CT351104 ¥106,800 ¥112,100
トナーカートリッジ ブラック（K） CT202630 ¥63,700 ¥66,900
トナーカートリッジ シアン（C） CT202631 ¥46,200 ¥48,500
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT202632 ¥46,200 ¥48,500
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT202633 ¥46,200 ¥48,500
トナー回収ボトルA CWAA0901 ¥5,800 ¥6,100
トナー回収ボトルB CWAA0902 ¥5,800 ¥6,100

カラー複合機
（A3）

ApeosPort
C7070/C6570/C5570/C4570/
C3570/C3070/C2570

Apeos
C7070/C6570/C5570/C4570/
C3570/C3070/C2570

Apeos C8180/C7580/C6580

Apeos C2360/C2060

ApeosPort C2360/C2060

ApeosPort-VII C7788/C6688/C5588

DocuCentre-VII C7788/C6688/C5588

ApeosPort-VII
C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C2273

DocuCentre-VII
C7773/C6673/C5573/C4473/C3373/C2273

ApeosPort-VI
C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271

DocuCentre-VI
C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271
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富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

ドラムカートリッジ（CMYK） CT351053 ¥37,500 ¥39,400
トナーカートリッジ ブラック（K） CT202400 ¥18,000 ¥18,900
トナーカートリッジ シアン（C） CT202401 ¥17,500 ¥18,400
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT202402 ¥17,500 ¥18,400
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT202403 ¥17,500 ¥18,400
トナー回収ボトル CWAA0869 ¥2,000 ¥2,100
ドラムカートリッジ（ブラック） CT350865 ¥161,900 ¥170,000
ドラムカートリッジ（カラー） CT350866 ¥69,000 ¥72,500
トナーカートリッジ（シアン） CT201583 ¥62,800 ¥65,900
トナーカートリッジ（マゼンタ） CT201584 ¥58,400 ¥61,300
トナーカートリッジ（イエロー） CT201585 ¥62,800 ¥65,900
トナーカートリッジ（ブラック） CT201582 ¥56,000 ¥58,800
トナー回収ボトル CWAA0554 ¥3,500 ¥3,700
LLドラムカートリッジ（CMYK） CT350850 ¥97,000 ¥101,900
トナーカートリッジブラック（K） CT201360 ¥46,000 ¥48,300
トナーカートリッジシアン（C） CT201361 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジマゼンタ（M） CT201362 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジイエロー（Y） CT201363 ¥33,000 ¥34,700
トナー回収ボトル CWAA0729 ¥3,000 ¥3,200
LLドラムカートリッジ（CMYK） CT350850 ¥97,000 ¥101,900
トナーカートリッジブラック（K） CT201360 ¥46,000 ¥48,300
トナーカートリッジシアン（C） CT201361 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジマゼンタ（M） CT201362 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジイエロー（Y） CT201363 ¥33,000 ¥34,700
トナー回収ボトル CWAA0729 ¥3,000 ¥3,200
ドラムカートリッジ ブラック (K) CT350823 ¥34,000 ¥35,700
ドラムカートリッジ シアン （C) CT350824 ¥34,000 ¥35,700
ドラムカートリッジ マゼンタ (M) CT350825 ¥34,000 ¥35,700
ドラムカートリッジ イエロー (Y) CT350826 ¥34,000 ¥35,700
トナーカートリッジ ブラック （K） CT201444 ¥39,000 ¥41,000
トナーカートリッジ シアン （C） CT201445 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジ マゼンタ （M） CT201446 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジ イエロー （Y） CT201447 ¥33,000 ¥34,700
トナー回収ボトル CWAA0777 ¥2,500 ¥2,600
トナーカートリッジ ブラック （K） CT202484 ¥39,000 ¥41,000
トナーカートリッジ シアン （C） CT202485 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジ マゼンタ （M） CT202486 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジ イエロー （Y） CT202487 ¥33,000 ¥34,700
ドラムカートリッジ CT351088 ¥46,200 ¥48,500
トナー回収ボトル CWAA0885 ¥2,500 ¥2,600
トナーカートリッジ ブラック （K） CT202484 ¥39,000 ¥41,000
トナーカートリッジ シアン （C） CT202485 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジ マゼンタ （M） CT202486 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジ イエロー （Y） CT202487 ¥33,000 ¥34,700
ドラムカートリッジ CT351088 ¥46,200 ¥48,500
トナー回収ボトル CWAA0885 ¥2,500 ¥2,600
LLドラムカートリッジ(CMYK) CT350850 ¥97,000 ¥101,900
トナーカートリッジブラック(K) CT201360 ¥46,000 ¥48,300
トナーカートリッジシアン(C) CT201361 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジマゼンダ(M) CT201362 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジイエロー(Y) CT201363 ¥33,000 ¥34,700
トナー回収ボトル CWAA0729 ¥3,000 ¥3,200
LLドラムカートリッジ（YMCK) CT350850 ¥97,000 ¥101,900
トナーカートリッジ ブラック（K） CT201360 ¥46,000 ¥48,300
トナーカートリッジ シアン（C） CT201361 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT201362 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT201363 ¥33,000 ¥34,700
トナー回収ボトル CWAA0729 ¥3,000 ¥3,200

カラー複合機
（A3）

DocuCentre C2000

ApeosPort-V C7785/C6685/C5585

DocuCentre-V C7785/C6685/C5585

ApeosPort-IV
C5575/ C4475/C3375/C2275

DocuCentre-IV
C5575/C4475/C3375/C2275

ApeosPort-IV
C5570/C4470/C3370/C2270

DocuCentre-IV
C5570/C4470/C3370/C2270

ApeosPort-V
C7776/ C6676/C5576/C4476/ C3376/C2276

DocuCentre-V
C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C2276

ApeosPort-V
C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275

DocuCentre-V
C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275

DocuCentre-IV C2263
DocuCentre-IV C2263 空間清浄機付き
DocuCentre-IV C2263 N

DocuCentre-V C2263

DocuCentre-VI C2264
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富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

ドラムカートリッジ（CMYK） CT351053 ¥37,500 ¥39,400
トナーカートリッジ ブラック（K） CT202400 ¥18,000 ¥18,900
トナーカートリッジ シアン（C） CT202401 ¥17,500 ¥18,400
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT202402 ¥17,500 ¥18,400
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT202403 ¥17,500 ¥18,400
トナー回収ボトル CWAA0869 ¥2,000 ¥2,100
ドラムカートリッジ (ブラック) CT350865 ¥161,900 ¥170,000
ドラムカートリッジ (カラー) CT350866 ¥69,000 ¥72,500
トナーカートリッジ (ブラック) CT201582 ¥56,000 ¥58,800
トナーカートリッジ (シアン) CT201583 ¥62,800 ¥65,900
トナーカートリッジ (マゼンダ) CT201584 ¥58,400 ¥61,300
トナーカートリッジ (イエロー) CT201585 ¥62,800 ¥65,900
トナー回収ボトル CWAA0554 ¥3,500 ¥3,700
LLドラムカートリッジ（CMYK） CT350850 ¥97,000 ¥101,900
トナーカートリッジブラック（K） CT201360 ¥46,000 ¥48,300
トナーカートリッジシアン（C） CT201361 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジマゼンダ（M） CT201362 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジイエロー（Y） CT201363 ¥33,000 ¥34,700
トナー回収ボトル CWAA0729 ¥3,000 ¥3,200
ドラムカートリッジ （CMYK） CT351104 ¥106,800 ¥112,100
トナーカートリッジ ブラック（K） CT202630 ¥63,700 ¥66,900
トナーカートリッジ シアン（C） CT202631 ¥46,200 ¥48,500
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT202632 ¥46,200 ¥48,500
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT202633 ¥46,200 ¥48,500
トナー回収ボトルA CWAA0901 ¥5,800 ¥6,100
トナー回収ボトルB CWAA0902 ¥5,800 ¥6,100
イニシャルトナーカートリッジ ブラック（K） － ¥17,700 ¥18,600
イニシャルトナーカートリッジ シアン（C） － ¥13,100 ¥13,800
イニシャルトナーカートリッジ マゼンタ（M） － ¥13,100 ¥13,800
イニシャルトナーカートリッジ イエロー（Y） － ¥13,100 ¥13,800
イニシャルドラムカートリッジ ブラック（K） － ¥40,700 ¥42,700
イニシャルドラムカートリッジ シアン（C） － ¥40,700 ¥42,700
イニシャルドラムカートリッジ マゼンタ（M） － ¥40,700 ¥42,700
イニシャルドラムカートリッジ イエロー（Y） － ¥40,700 ¥42,700
トナー回収ボトル － ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203660 ¥28,300 ¥29,700
トナーカートリッジ シアン（C） CT203661 ¥34,800 ¥36,500
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203662 ¥34,800 ¥36,500
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203663 ¥34,800 ¥36,500
ドラムカートリッジ ブラック（K） CT351332 ¥40,700 ¥42,700
ドラムカートリッジ シアン（C） CT351333 ¥40,700 ¥42,700
ドラムカートリッジ マゼンタ（M） CT351334 ¥40,700 ¥42,700
ドラムカートリッジ イエロー（Y） CT351335 ¥40,700 ¥42,700
トナー回収ボトル CWAA1014 ¥3,000 ¥3,200

カラー複合機
（A4）

カラー複合機
（A3）

Apeos C5240

DocuCentre-IV C4475 A/C3375 A/C2275 A
（店舗サービス向け）

ApeosPort-VI
C7771 RC/C6671 RC /C5571 RC/
C4471 RC/C3371 RC/C2271 RC

DocuCentre SC2021

ApeosPort-V C7780/C6680/C5580

DocuCentre-V C7780/C6680/C5580
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富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

ドラムカートリッジ ブラック（K） － ¥40,700 ¥42,700
ドラムカートリッジ シアン（C） － ¥40,700 ¥42,700
ドラムカートリッジ マゼンタ（M） － ¥40,700 ¥42,700
ドラムカートリッジ イエロー（Y） － ¥40,700 ¥42,700
トナーカートリッジ ブラック（K） － ¥12,400 ¥13,000
トナーカートリッジ シアン（C） － ¥10,900 ¥11,400
トナーカートリッジ マゼンタ（M） － ¥10,900 ¥11,400
トナーカートリッジ イエロー（Y） － ¥10,900 ¥11,400
トナー回収ボトル － ¥3,000 ¥3,200
ドラムカートリッジ ブラック（K） CT351212 ¥40,700 ¥42,700
ドラムカートリッジ シアン（C） CT351213 ¥40,700 ¥42,700
ドラムカートリッジ マゼンタ（M） CT351214 ¥40,700 ¥42,700
ドラムカートリッジ イエロー（Y） CT351215 ¥40,700 ¥42,700
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203330 ¥26,500 ¥27,800
トナーカートリッジ シアン（C） CT203331 ¥32,700 ¥34,300
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203332 ¥32,700 ¥34,300
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203333 ¥32,700 ¥34,300
トナー回収ボトル CWAA0915 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ ブラック CT202368 ¥19,500 ¥20,500
トナーカートリッジ シアン CT202369 ¥24,000 ¥25,200
トナーカートリッジ マゼンタ CT202370 ¥24,000 ¥25,200
トナーカートリッジ イエロー CT202371 ¥24,000 ¥25,200
ドラムカートリッジ （ブラック） CT351082 ¥40,700 ¥42,700
ドラムカートリッジ （シアン） CT351083 ¥40,700 ¥42,700
ドラムカートリッジ （マゼンタ） CT351084 ¥40,700 ¥42,700
ドラムカートリッジ （イエロー） CT351085 ¥40,700 ¥42,700
トナー回収ボトル CWAA0843 ¥3,000 ¥3,200
ドラムカートリッジ（CMYK） CT351232 ¥222,800 ¥233,900
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203382 ¥57,500 ¥60,400
トナーカートリッジ シアン（C） CT203383 ¥63,600 ¥66,800
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203384 ¥66,600 ¥69,900
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203385 ¥63,600 ¥66,800
トナー回収ボトル CWAA0985 ¥3,500 ¥3,700
ドラムカートリッジ（ブラック） CT350985 ¥240,000 ¥252,000
ドラムカートリッジ（CMY） CT350747 ¥112,000 ¥117,600
トナーカートリッジ (ブラック) CT201272 ¥50,000 ¥52,500
トナーカートリッジ (シアン) CT201273 ¥56,000 ¥58,800
トナーカートリッジ (マゼンダ) CT201274 ¥56,000 ¥58,800
トナーカートリッジ (イエロー) CT201275 ¥56,000 ¥58,800
トナー回収ボトル CWAA0554 ¥3,500 ¥3,700
トナーカートリッジ（ブラック） CT203181 ¥16,000 ¥17,600
トナーカートリッジ（ゴールド） CT203182 ¥15,000 ¥16,500
トナーカートリッジ（シルバー） CT203183 ¥15,000 ¥16,500
トナーカートリッジ（ホワイト） CT203184 ¥15,000 ¥16,500
ドラムカートリッジ（ブラック） CT350985 ¥240,000 ¥252,000
ドラムカートリッジ（CMY） CT350747 ¥112,000 ¥117,600
トナー回収ボトル CWAA0554 ¥3,500 ¥3,700
ドラムカートリッジ CT350874 ¥286,800 ¥301,100
トナーカートリッジ ブラック(K) CT201614 ¥14,000 ¥14,700
トナーカートリッジ シアン(C) CT201615 ¥27,600 ¥29,000
トナーカートリッジ マゼンダ(M) CT201616 ¥26,500 ¥27,800
トナーカートリッジ イエロー(Y) CT201617 ¥29,400 ¥30,900
トナー回収ボトル CWAA0554 ¥3,500 ¥3,700
定着器クリーニングカートリッジ CWAA0817 ¥32,000 ¥33,600

カラー複合機
（デザイン向け）

カラー複合機
（A4）

ApeosPro C810/C750/C650

DocuColor
5065 P/4055 P/5151 P/7171 P/5656 PN

DocuColor 1450 GA
 シリーズ

DocuColor 7171 P（Model-ST）

ApeosPort-VII C4422/C3322/C4421

ApeosPort-V C3320
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富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

LLドラムカートリッジ（CMYK） CT350850 ¥97,000 ¥101,900
トナーカートリッジブラック（K） CT201360 ¥46,000 ¥48,300
トナーカートリッジシアン（C） CT201361 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジマゼンタ（M） CT201362 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジイエロー（Y） CT201363 ¥33,000 ¥34,700
トナー回収ボトル CWAA0729 ¥3,000 ¥3,200
LLドラムカートリッジ（CMYK） CT350850 ¥97,000 ¥101,900
トナーカートリッジブラック（K） CT201360 ¥46,000 ¥48,300
トナーカートリッジシアン（C） CT201361 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジマゼンタ（M） CT201362 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジイエロー（Y） CT201363 ¥33,000 ¥34,700
トナー回収ボトル CWAA0729 ¥3,000 ¥3,200
LLドラムカートリッジ（CMYK） CT350850 ¥97,000 ¥101,900
トナーカートリッジブラック（K） CT201360 ¥46,000 ¥48,300
トナーカートリッジシアン（C） CT201361 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジマゼンタ（M） CT201362 ¥33,000 ¥34,700
トナーカートリッジイエロー（Y） CT201363 ¥33,000 ¥34,700
トナー回収ボトル CWAA0729 ¥3,000 ¥3,200
ドラムカートリッジ CT351144 ¥692,000 ¥727,000
トナーカートリッジ CT203034 ¥130,900 ¥137,400
フューザークリーニングカートリッジ CWAA1033 ¥80,000 ¥84,000
トナー回収ボトル CWAA1025 ¥3,500 ¥3,700
ドラムカートリッジ CT351327 ¥214,500 ¥225,200
トナーカートリッジ CT203643 ¥21,000 ¥22,100
トナー回収ボトル1 CWAA0983 ¥5,800 ¥6,100
ドラムカートリッジ CT351357 ¥103,300 ¥108,500
トナーカートリッジ CT203707 ¥21,000 ¥22,100
ドラムカートリッジ CT351357 ¥103,300 ¥108,500
トナーカートリッジ 5K（SSC） CT203706 ¥13,100 ¥13,800
ドラムカートリッジ CT351064 ¥69,500 ¥73,000
トナーカートリッジ CT202346 ¥21,000 ¥22,100
ドラムカートリッジ CT351357 ¥103,300 ¥108,500
トナーカートリッジ 5K（SSC） CT203706 ¥13,100 ¥13,800
ドラムカートリッジ CT351357 ¥103,300 ¥108,500
トナーカートリッジ CT203707 ¥21,000 ¥22,100
ドラムカートリッジ CT351234 ¥214,500 ¥225,200
トナーカートリッジ CT203399 ¥21,000 ¥22,100
トナー回収ボトルA CWAA0901 ¥5,800 ¥6,100
ドラムカートリッジ CT350945 ¥468,000 ¥491,400
トナーカートリッジ CT201826 ¥108,000 ¥113,400
トナー回収ボトル CWAA0554 ¥3,500 ¥3,700
ドラムカートリッジ CT351089 ¥103,300 ¥108,500
トナーカートリッジ 5k (SSC) CT202503 ¥13,100 ¥13,800
ドラムカートリッジ CT351089 ¥103,300 ¥108,500
トナーカートリッジ CT202504 ¥21,000 ¥22,100
ドラムカートリッジ CT350945 ¥468,000 ¥491,400
トナーカートリッジ CT201826 ¥108,000 ¥113,400
トナー回収ボトル CWAA0554 ¥3,500 ¥3,700
ドラムカートリッジ（ブラック） CT350945 ¥468,000 ¥491,400
トナーカートリッジ CT201826 ¥108,000 ¥113,400
トナー回収ボトル CWAA0554 ¥3,500 ¥3,700
トナーカートリッジ(SSC用) CT201825 ¥10,500 ¥11,000
ドラムカートリッジ(SSC用) CT350920 ¥69,500 ¥73,000
トナーカートリッジ （25K） CT202377 ¥66,000 ¥69,300
ドラムカートリッジ CT351070 ¥144,500 ¥151,700

モノクロ複合機
（A3）

カラー複合機
（特定用途向け）

DocuStation C3375 KT

DocuStation C3375 CS

ApeosPort-V 7080N/6080N/5080N
DocuCentre-V 7080N/6080N/5080N

DocuCentre-V 1060

DocuCentre-V 3060/2060

DocuCentre-V
C4475 AC/C3375 AC/C2275 AC

Apeos 4570/3570

Apeos 3060/2560

Apeos 1860

ApeosPort-V 4070/3070
DocuCentre-V 4070/3070

ApeosPort 1860

ApeosPort  4570/3570

ApeosPort-V 7080/6080/5080
DocuCentre-V 7080/6080/5080

Revoria Press E1100/E1110/E1125/E1136

ApeosPort-IV 7080/6080/5080
DocuCentre-IV 7080/6080/5080

ApeosPort 3060/2560

DocuCentre 1058

ApoesPort-V 4020
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富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

ドラムカートリッジ(SSC用) CT350920 ¥69,500 ¥73,000
トナーカートリッジ(SSC用) CT201733 ¥21,000 ¥22,100
ドラムカートリッジ(SSC) CT350920 ¥69,500 ¥73,000
トナーカートリッジ(SSC) CT201733 ¥21,000 ¥22,100
ドラムカートリッジ CT351064 ¥69,500 ¥73,000
トナーカートリッジ CT202346 ¥21,000 ¥22,100
ドラムカートリッジ CT350945 ¥468,000 ¥491,400
トナーカートリッジ CT201826 ¥108,000 ¥113,400
トナー回収ボトル CWAA0554 ¥3,500 ¥3,700
ドラムカートリッジ（ブラック） CT350945 ¥468,000 ¥491,400
トナーカートリッジ CT201826 ¥108,000 ¥113,400
トナー回収ボトル CWAA0554 ¥3,500 ¥3,700
ドラムカートリッジ(SSC) CT350920 ¥69,500 ¥73,000
トナーカートリッジ(SSC) CT201733 ¥21,000 ¥22,100
ドラムカートリッジ CT351341 ¥102,000 ¥107,100
トナーカートリッジ CT203669 ¥79,200 ¥83,200
イニシャルドラムカートリッジ ー ¥102,000 ¥107,100
イニシャルトナーカートリッジK ー ¥26,400 ¥27,700
ドラムカートリッジ CT351228 ¥102,000 ¥107,100
トナーカートリッジ CT203362 ¥66,000 ¥69,300
イニシャルドラムカートリッジ ー ¥102,000 ¥107,100
イニシャルトナーカートリッジ ー ¥66,000 ¥69,300
ドラムカートリッジ CT100028 ¥150,000 ¥157,500
トナーカートリッジ（⿊） CT200498 ¥8,160 ¥8,600
トナーカートリッジ（赤） J262 ¥3,700 ¥3,900
デベロッパー CT300084 ¥76,000 ¥79,800
ドラムカートリッジ CT100028 ¥150,000 ¥157,500
トナーカートリッジ(⿊) CT200498 ¥8,160 ¥8,600
トナーカートリッジ(赤) J262 ¥3,700 ¥3,900
デベロッパー CT300084 ¥76,000 ¥79,800
ドラムカートリッジ CT351237 ¥45,600 ¥47,900
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203410 ¥25,300 ¥26,600
トナーカートリッジ シアン（C） CT203411 ¥22,000 ¥23,100
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203412 ¥22,000 ¥23,100
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203413 ¥22,000 ¥23,100
⼤容量トナーカートリッジ ブラック（K） CT203418 ¥51,000 ¥53,600
⼤容量トナーカートリッジ シアン（C） CT203419 ¥39,000 ¥41,000
⼤容量トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203420 ¥39,000 ¥41,000
⼤容量トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203421 ¥39,000 ¥41,000
トナー回収ボトル CWAA0966 ¥5,500 ¥5,800
ドラムカートリッジ CT351237 ¥45,600 ¥47,900
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203410 ¥25,300 ¥26,600
トナーカートリッジ シアン（C） CT203411 ¥22,000 ¥23,100
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203412 ¥22,000 ¥23,100
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203413 ¥22,000 ¥23,100
⼤容量トナーカートリッジ ブラック（K） CT203418 ¥51,000 ¥53,600
⼤容量トナーカートリッジ シアン（C） CT203419 ¥39,000 ¥41,000
⼤容量トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203420 ¥39,000 ¥41,000
⼤容量トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203421 ¥39,000 ¥41,000
トナー回収ボトル CWAA0966 ¥5,500 ¥5,800

モノクロ複合機
（A3）

カラープリンター
（A3）

モノクロ複合機
（A4）

Able 1409 λ

Able 1408 λ

モノクロ複合機
（A2）

ApeosPort-V 4070 R/3070 R

ApeosPort-IV 7080 R/6080 R/5080 R

Apeos 6340

ApeosPort-VII 5022

ApeosPort-IV 4070 R/3070 R

ApeosPort-V 7080 R/6080 R/5080 R

ApeosPort Print C5570

ApeosPort Print C5570 (Model-PSN04)

DocuCentre-IV 3060/2060

ApeosPort-IV 4070/3070
DocuCentre-IV 4070/3070
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富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

ドラムカートリッジ CT351237 ¥45,600 ¥47,900
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203410 ¥25,300 ¥26,600
トナーカートリッジ シアン（C） CT203411 ¥22,000 ¥23,100
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203412 ¥22,000 ¥23,100
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203413 ¥22,000 ¥23,100
⼤容量トナーカートリッジ ブラック（K） CT203418 ¥51,000 ¥53,600
⼤容量トナーカートリッジ シアン（C） CT203419 ¥39,000 ¥41,000
⼤容量トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203420 ¥39,000 ¥41,000
⼤容量トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203421 ¥39,000 ¥41,000
トナー回収ボトル CWAA0966 ¥5,500 ¥5,800
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203169 ¥40,300 ¥42,300
トナーカートリッジ シアン（C） CT203170 ¥26,600 ¥27,900
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203171 ¥26,600 ¥27,900
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203172 ¥26,600 ¥27,900
ドラムカートリッジ CT350904 ¥47,600 ¥50,000
トナー回収ボトル CWAA0731 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203169 ¥40,300 ¥42,300
トナーカートリッジ シアン（C） CT203170 ¥26,600 ¥27,900
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203171 ¥26,600 ¥27,900
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203172 ¥26,600 ¥27,900
ドラムカートリッジ CT350904 ¥47,600 ¥50,000
トナー回収ボトル CWAA0731 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ ブラック(K) CT201688 ¥40,300 ¥42,300
トナーカートリッジ シアン(C) CT201689 ¥26,600 ¥27,900
トナーカートリッジ マゼンタ(M) CT201690 ¥26,600 ¥27,900
トナーカートリッジ イエロー(Y) CT201691 ¥26,600 ¥27,900
ドラムカートリッジ CT350904 ¥47,600 ¥50,000
トナー回収ボトル CWAA0731 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ ブラック(K) CT201688 ¥40,300 ¥42,300
トナーカートリッジ シアン(C) CT201689 ¥26,600 ¥27,900
トナーカートリッジ マゼンタ(M) CT201690 ¥26,600 ¥27,900
トナーカートリッジ イエロー(Y) CT201691 ¥26,600 ¥27,900
ドラムカートリッジ CT350904 ¥47,600 ¥50,000
トナー回収ボトル CWAA0731 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203173 ¥18,700 ¥19,600
トナーカートリッジ シアン（C） CT203174 ¥16,700 ¥17,500
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203175 ¥16,700 ¥17,500
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203176 ¥16,700 ¥17,500
⼤容量トナーカートリッジ ブラック（K） CT203177 ¥33,500 ¥35,200
⼤容量トナーカートリッジ シアン（C） CT203178 ¥25,600 ¥26,900
⼤容量トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203179 ¥25,600 ¥26,900
⼤容量トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203180 ¥25,600 ¥26,900
ドラムカートリッジ CT350988 ¥37,000 ¥38,900
トナー回収ボトル CWAA0731 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ ブラック(K) CT202050 ¥18,700 ¥19,600
トナーカートリッジ シアン(C) CT202051 ¥16,700 ¥17,500
トナーカートリッジ マゼンタ(M) CT202052 ¥16,700 ¥17,500
トナーカートリッジ イエロー(Y) CT202053 ¥16,700 ¥17,500
⼤容量トナーカートリッジ ブラック(K) CT202054 ¥33,500 ¥35,200
⼤容量トナーカートリッジ シアン(C) CT202055 ¥25,600 ¥26,900
⼤容量トナーカートリッジ マゼンタ(M) CT202056 ¥25,600 ¥26,900
⼤容量トナーカートリッジ イエロー(Y) CT202057 ¥25,600 ¥26,900
ドラムカートリッジ CT350988 ¥37,000 ¥38,900
トナー回収ボトル CWAA0731 ¥3,000 ¥3,200

カラープリンター
（A3）

DocuPrint C5150 d

DocuPrint C5150 d (Model-PSN01)

DocuPrint C5000 d

DocuPrint C5000 d (Model-PSN01)

DocuPrint C4150 d

DocuPrint C4000 d

ApeosPort Print C4570
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富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

トナーカートリッジ ブラック（K） CT203203 ¥17,900 ¥18,800
トナーカートリッジ シアン（C） CT203204 ¥18,000 ¥18,900
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203205 ¥18,000 ¥18,900
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203206 ¥18,000 ¥18,900
⼤容量トナーカートリッジ ブラック（K） CT203207 ¥31,500 ¥33,100
⼤容量トナーカートリッジ シアン（C） CT203208 ¥22,300 ¥23,400
⼤容量トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203209 ¥22,300 ¥23,400
⼤容量トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203210 ¥22,300 ¥23,400
ドラムカートリッジ ブラック（K） CT350812 ¥12,000 ¥12,600
ドラムカートリッジ カラー（CMY） CT350813 ¥12,000 ¥12,600
トナー回収ボトル CWAA0773 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ ブラック（K） CT202459 ¥12,800 ¥13,400
トナーカートリッジ シアン（C） CT202460 ¥18,000 ¥18,900
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT202461 ¥18,000 ¥18,900
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT202462 ¥18,000 ¥18,900
トナーカートリッジ ブラック（K）2本セット CT202463 ¥21,000 ¥22,100
トナーカートリッジ シアン（C） 2本セット CT202464 ¥26,800 ¥28,100
トナーカートリッジ マゼンタ（M） 2本セット CT202465 ¥26,800 ¥28,100
トナーカートリッジ イエロー（Y） 2本セット CT202466 ¥26,800 ¥28,100
ドラムカートリッジ ブラック（K） CT350812 ¥12,000 ¥12,600
ドラムカートリッジ カラー（CMY） CT350813 ¥12,000 ¥12,600
トナー回収ボトル CWAA0773 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ ブラック（K） CT202459 ¥12,800 ¥13,400
トナーカートリッジ シアン（C） CT202460 ¥18,000 ¥18,900
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT202461 ¥18,000 ¥18,900
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT202462 ¥18,000 ¥18,900
トナーカートリッジ ブラック（K）2本セット CT202463 ¥21,000 ¥22,100
トナーカートリッジ シアン（C） 2本セット CT202464 ¥26,800 ¥28,100
トナーカートリッジ マゼンタ（M） 2本セット CT202465 ¥26,800 ¥28,100
トナーカートリッジ イエロー（Y） 2本セット CT202466 ¥26,800 ¥28,100
ドラムカートリッジ ブラック（K） CT350812 ¥12,000 ¥12,600
ドラムカートリッジ カラー（CMY） CT350813 ¥12,000 ¥12,600
トナー回収ボトル CWAA0773 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ(ブラック) CT201125 ¥18,700 ¥19,600
トナーカートリッジ(シアン) CT201126 ¥16,700 ¥17,500
トナーカートリッジ(マゼンタ) CT201127 ¥16,700 ¥17,500
トナーカートリッジ(イエロー) CT201128 ¥16,700 ¥17,500
⼤容量トナーカートリッジ(ブラック) CT201129 ¥32,000 ¥33,600
⼤容量トナーカートリッジ(シアン) CT201130 ¥27,800 ¥29,200
⼤容量トナーカートリッジ(マゼンタ) CT201131 ¥27,800 ¥29,200
⼤容量トナーカートリッジ(イエロー) CT201132 ¥27,800 ¥29,200
ドラムカートリッジ CT350615 ¥27,200 ¥28,600
トナー回収ボトル CWAA0731 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ ブラック(K) CT201398 ¥13,800 ¥14,500
トナーカートリッジ シアン(C) CT201399 ¥14,400 ¥15,100
トナーカートリッジ マゼンタ(M) CT201400 ¥14,400 ¥15,100
トナーカートリッジ イエロー(Y) CT201401 ¥14,400 ¥15,100
トナーカートリッジ ブラック(K)2本セット CT201402 ¥23,000 ¥24,200
トナーカートリッジ シアン(C) 2本セット CT201403 ¥24,000 ¥25,200
トナーカートリッジ マゼンタ(M) 2本セット CT201404 ¥24,000 ¥25,200
トナーカートリッジ イエロー(Y) 2本セット CT201405 ¥24,000 ¥25,200
ドラムカートリッジ ブラック(K) CT350812 ¥12,000 ¥12,600
ドラムカートリッジ カラー(CMY) CT350813 ¥12,000 ¥12,600
トナー回収ボトル CWAA0773 ¥3,000 ¥3,200

カラープリンター
（A3）

DocuPrint C3360

DocuPrint C3350

DocuPrint C3450 d

DocuPrint C3450 d II

DocuPrint C3550 d
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富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

トナーカートリッジ ブラック（K） CT203211 ¥15,400 ¥16,200
トナーカートリッジ シアン（C） CT203212 ¥18,000 ¥18,900
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203213 ¥18,000 ¥18,900
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203214 ¥18,000 ¥18,900
⼤容量トナーカートリッジ ブラック（K） CT203215 ¥21,000 ¥22,100
⼤容量トナーカートリッジ シアン（C） CT203216 ¥22,300 ¥23,400
⼤容量トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203217 ¥22,300 ¥23,400
⼤容量トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203218 ¥22,300 ¥23,400
ドラムカートリッジ ブラック（K） CT350812 ¥12,000 ¥12,600
ドラムカートリッジ カラー（CMY） CT350813 ¥12,000 ¥12,600
トナー回収ボトル CWAA0773 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ ブラック(K) CT202451 ¥13,800 ¥14,500
トナーカートリッジ シアン(C) CT202452 ¥14,400 ¥15,100
トナーカートリッジ マゼンタ(M) CT202453 ¥14,400 ¥15,100
トナーカートリッジ イエロー(Y) CT202454 ¥14,400 ¥15,100
トナーカートリッジ ブラック（K）2本セット CT202455 ¥23,000 ¥24,200
トナーカートリッジ シアン（C）2本セット CT202456 ¥24,000 ¥25,200
トナーカートリッジ マゼンタ（M）2本セット CT202457 ¥24,000 ¥25,200
トナーカートリッジ イエロー（Y）2本セット CT202458 ¥24,000 ¥25,200
ドラムカートリッジ ブラック（K） CT350812 ¥12,000 ¥12,600
ドラムカートリッジ カラー（CMY） CT350813 ¥12,000 ¥12,600
トナー回収ボトル CWAA0773 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ ブラック(K) CT202451 ¥13,800 ¥14,500
トナーカートリッジ シアン(C) CT202452 ¥14,400 ¥15,100
トナーカートリッジ マゼンタ(M) CT202453 ¥14,400 ¥15,100
トナーカートリッジ イエロー(Y) CT202454 ¥14,400 ¥15,100
トナーカートリッジ ブラック（K）2本セット CT202455 ¥23,000 ¥24,200
トナーカートリッジ シアン（C）2本セット CT202456 ¥24,000 ¥25,200
トナーカートリッジ マゼンタ（M）2本セット CT202457 ¥24,000 ¥25,200
トナーカートリッジ イエロー（Y）2本セット CT202458 ¥24,000 ¥25,200
ドラムカートリッジ ブラック（K） CT350812 ¥12,000 ¥12,600
ドラムカートリッジ カラー（CMY） CT350813 ¥12,000 ¥12,600
トナー回収ボトル CWAA0773 ¥3,000 ¥3,200
ドラムカートリッジ ブラック（K） CT351216 ¥18,600 ¥19,500
ドラムカートリッジ シアン（C） CT351217 ¥18,600 ¥19,500
ドラムカートリッジ マゼンタ（M） CT351218 ¥18,600 ¥19,500
ドラムカートリッジ イエロー（Y） CT351219 ¥18,600 ¥19,500
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203334 ¥21,000 ¥22,100
トナーカートリッジ シアン（C） CT203335 ¥16,000 ¥16,800
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203336 ¥16,000 ¥16,800
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203337 ¥16,000 ¥16,800
⼤容量トナーカートリッジ ブラック（K） CT203338 ¥40,000 ¥42,000
⼤容量トナーカートリッジ シアン（C） CT203339 ¥32,000 ¥33,600
⼤容量トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203340 ¥32,000 ¥33,600
⼤容量トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203341 ¥32,000 ¥33,600
トナー回収ボトル CWAA0915 ¥3,000 ¥3,200

カラープリンター
（A3）

カラープリンター
（A4）

DocuPrint C2450 II

ApeosPort-VII CP4422

DocuPrint C2550 d

DocuPrint C2450

9/21 



富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

ドラムカートリッジ ブラック（K） CT351216 ¥18,600 ¥19,500
ドラムカートリッジ シアン（C） CT351217 ¥18,600 ¥19,500
ドラムカートリッジ マゼンタ（M） CT351218 ¥18,600 ¥19,500
ドラムカートリッジ イエロー（Y） CT351219 ¥18,600 ¥19,500
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203334 ¥21,000 ¥22,100
トナーカートリッジ シアン（C） CT203335 ¥16,000 ¥16,800
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203336 ¥16,000 ¥16,800
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203337 ¥16,000 ¥16,800
⼤容量トナーカートリッジ ブラック（K） CT203338 ¥40,000 ¥42,000
⼤容量トナーカートリッジ シアン（C） CT203339 ¥32,000 ¥33,600
⼤容量トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203340 ¥32,000 ¥33,600
⼤容量トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203341 ¥32,000 ¥33,600
トナー回収ボトル CWAA0915 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203652 ¥21,000 ¥22,100
トナーカートリッジ シアン（C） CT203653 ¥16,000 ¥16,800
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203654 ¥16,000 ¥16,800
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203655 ¥16,000 ¥16,800
⼤容量トナーカートリッジ ブラック（K） CT203656 ¥42,700 ¥44,800
⼤容量トナーカートリッジ シアン（C） CT203657 ¥46,500 ¥48,800
⼤容量トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203658 ¥46,500 ¥48,800
⼤容量トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203659 ¥46,500 ¥48,800
ドラムカートリッジ ブラック（K） CT351336 ¥18,600 ¥19,500
ドラムカートリッジ シアン（C） CT351337 ¥18,600 ¥19,500
ドラムカートリッジ マゼンタ（M） CT351338 ¥18,600 ¥19,500
ドラムカートリッジ イエロー（Y） CT351339 ¥18,600 ¥19,500
トナー回収ボトル CWAA1014 ¥3,000 ¥3,200
⼤容量トナーカートリッジ ブラック（K） CT203532 ¥13,000 ¥13,700
⼤容量トナーカートリッジ シアン（C） CT203533 ¥14,500 ¥15,200
⼤容量トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203534 ¥14,500 ¥15,200
⼤容量トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203535 ¥14,500 ¥15,200
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203536 ¥8,400 ¥8,800
トナーカートリッジ シアン（C） CT203537 ¥8,000 ¥8,400
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203538 ¥8,000 ¥8,400
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203539 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ(YMCK) CT351307 ¥30,000 ¥31,500
トナー回収ボトル CWAA1003 ¥2,000 ¥2,100
トナーカートリッジ(ブラック) CT200706 ¥9,000 ¥9,500
トナーカートリッジ(シアン) CT200707 ¥14,000 ¥14,700
トナーカートリッジ(マゼンタ) CT200708 ¥14,000 ¥14,700
トナーカートリッジ(イエロー) CT200709 ¥14,000 ¥14,700
⼤容量トナーカートリッジ(ブラック) CT200710 ¥15,000 ¥15,800
⼤容量トナーカートリッジ(シアン) CT200711 ¥25,500 ¥26,800
⼤容量トナーカートリッジ(マゼンタ) CT200712 ¥25,500 ¥26,800
⼤容量トナーカートリッジ(イエロー) CT200713 ¥25,500 ¥26,800
ドラムカートリッジ CT350410 ¥42,000 ¥44,100
転写ロールカートリッジ CT350411 ¥10,000 ¥10,500
トナーカートリッジ(ブラック) CT201090 ¥2,700 ¥2,800
トナーカートリッジ(シアン) CT201091 ¥5,700 ¥6,000
トナーカートリッジ(マゼンタ) CT201092 ¥5,700 ¥6,000
トナーカートリッジ(イエロー) CT201093 ¥5,700 ¥6,000
⼤容量トナーカートリッジ(ブラック) CT201086 ¥4,100 ¥4,300
⼤容量トナーカートリッジ(シアン) CT201087 ¥8,800 ¥9,200
⼤容量トナーカートリッジ(マゼンタ) CT201088 ¥8,800 ¥9,200
⼤容量トナーカートリッジ(イエロー) CT201089 ¥8,800 ¥9,200
⼤容量3K トナーカートリッジ(ブラック) CT201276 ¥6,100 ¥6,400
ドラムカートリッジ CT350591 ¥21,200 ¥22,300

カラープリンター
（A4）

ApeosPort-VII CP3322

ApeosPrint C5240

ApeosPrint C320 dw

DocuPrint C3200 A

DocuPrint C2110
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富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

トナーカートリッジ(ブラック) CT201090 ¥2,700 ¥2,800
トナーカートリッジ(シアン) CT201091 ¥5,700 ¥6,000
トナーカートリッジ(マゼンタ) CT201092 ¥5,700 ¥6,000
トナーカートリッジ(イエロー) CT201093 ¥5,700 ¥6,000
⼤容量トナーカートリッジ(ブラック) CT201086 ¥4,100 ¥4,300
⼤容量トナーカートリッジ(シアン) CT201087 ¥8,800 ¥9,200
⼤容量トナーカートリッジ(マゼンタ) CT201088 ¥8,800 ¥9,200
⼤容量トナーカートリッジ(イエロー) CT201089 ¥8,800 ¥9,200
⼤容量3K トナーカートリッジ(ブラック) CT201276 ¥6,100 ¥6,400
ドラムカートリッジ CT350591 ¥21,200 ¥22,300
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203053 ¥21,000 ¥22,100
トナーカートリッジ シアン（C） CT203054 ¥16,000 ¥16,800
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203055 ¥16,000 ¥16,800
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203056 ¥16,000 ¥16,800
⼤容量トナーカートリッジ ブラック（K） CT203057 ¥40,000 ¥42,000
⼤容量トナーカートリッジ シアン（C） CT203058 ¥32,000 ¥33,600
⼤容量トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203059 ¥32,000 ¥33,600
⼤容量トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203060 ¥32,000 ¥33,600
ドラムカートリッジ ブラック（K） CT351149 ¥12,400 ¥13,000
ドラムカートリッジ シアン（C） CT351150 ¥12,400 ¥13,000
ドラムカートリッジ マゼンタ（M） CT351151 ¥12,400 ¥13,000
ドラムカートリッジ イエロー（Y） CT351152 ¥12,400 ¥13,000
トナー回収ボトル CWAA0915 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ ブラック(K) CT202085 ¥18,000 ¥18,900
トナーカートリッジ シアン(C) CT202086 ¥18,000 ¥18,900
トナーカートリッジ マゼンタ(M) CT202087 ¥18,000 ¥18,900
トナーカートリッジ イエロー(Y) CT202088 ¥18,000 ¥18,900
⼤容量トナーカートリッジ ブラック(K) CT202089 ¥24,500 ¥25,700
⼤容量トナーカートリッジ シアン(C) CT202090 ¥34,500 ¥36,200
⼤容量トナーカートリッジ マゼンタ(M) CT202091 ¥34,500 ¥36,200
⼤容量トナーカートリッジ イエロー(Y) CT202092 ¥34,500 ¥36,200
ドラムカートリッジ CT351000 ¥42,000 ¥44,100
トナー回収ボトル CWAA0843 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ ブラック（K） CT202085 ¥18,000 ¥18,900
トナーカートリッジ シアン（C） CT202086 ¥18,000 ¥18,900
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT202087 ¥18,000 ¥18,900
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT202088 ¥18,000 ¥18,900
⼤容量トナーカートリッジ ブラック（K） CT202089 ¥24,500 ¥25,700
⼤容量トナーカートリッジ シアン（C） CT202090 ¥34,500 ¥36,200
⼤容量トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT202091 ¥34,500 ¥36,200
⼤容量トナーカートリッジ イエロー（Y） CT202092 ¥34,500 ¥36,200
ドラムカートリッジ CT351000 ¥42,000 ¥44,100
トナー回収ボトル CWAA0843 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ ブラック（K） CT202677 ¥10,300 ¥10,800
トナーカートリッジ シアン（C） CT202678 ¥11,800 ¥12,400
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT202679 ¥11,800 ¥12,400
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT202680 ¥11,800 ¥12,400
⼤容量トナーカートリッジ ブラック（K） CT202681 ¥17,000 ¥17,900
⼤容量トナーカートリッジ シアン（C） CT202682 ¥20,900 ¥21,900
⼤容量トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT202683 ¥20,900 ¥21,900
⼤容量トナーカートリッジ イエロー（Y） CT202684 ¥20,900 ¥21,900
ドラムカートリッジ ブラック（K） CT351110 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ シアン（C） CT351111 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ マゼンタ（M） CT351112 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ イエロー（Y） CT351113 ¥8,000 ¥8,400
トナー回収ボトル CWAA0915 ¥3,000 ¥3,200

カラープリンター
（A4）
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富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

トナーカートリッジ ブラック（K） CT202677 ¥10,300 ¥10,800
トナーカートリッジ シアン（C） CT202678 ¥11,800 ¥12,400
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT202679 ¥11,800 ¥12,400
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT202680 ¥11,800 ¥12,400
⼤容量トナーカートリッジ ブラック（K） CT202681 ¥17,000 ¥17,900
⼤容量トナーカートリッジ シアン（C） CT202682 ¥20,900 ¥21,900
⼤容量トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT202683 ¥20,900 ¥21,900
⼤容量トナーカートリッジ イエロー（Y） CT202684 ¥20,900 ¥21,900
ドラムカートリッジ ブラック（K） CT351110 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ シアン（C） CT351111 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ マゼンタ（M） CT351112 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ イエロー（Y） CT351113 ¥8,000 ¥8,400
トナー回収ボトル CWAA0915 ¥3,000 ¥3,200
⼩容量トナーカートリッジ CP310 st 専用ブラック（K） CT203313 ¥4,000 ¥4,200
⼩容量トナーカートリッジ ゴールド（GLD） CT203314 ¥8,500 ¥8,900
⼩容量トナーカートリッジ シルバー（SLV） CT203315 ¥8,500 ¥8,900
⼩容量トナーカートリッジ ホワイト（WHT） CT203316 ¥8,500 ¥8,900
トナーカートリッジ CP310 st 専用ブラック（K） CT203317 ¥9,600 ¥10,100
トナーカートリッジ ゴールド（GLD） CT203318 ¥20,000 ¥21,000
トナーカートリッジ シルバー（SLV） CT203319 ¥20,000 ¥21,000
トナーカートリッジ ホワイト（WHT） CT203320 ¥14,300 ¥15,000
ドラムカートリッジ CP310 st 専用ブラック（K） CT351200 ¥11,500 ¥12,100
ドラムカートリッジ ゴールド（GLD） CT351201 ¥11,500 ¥12,100
ドラムカートリッジ シルバー（SLV） CT351202 ¥11,500 ¥12,100
ドラムカートリッジ ホワイト（WHT） CT351203 ¥11,500 ¥12,100
トナー回収ボトル CWAA0915 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ ブラック（K） CT202728 ¥7,000 ¥7,400
トナーカートリッジ シアン（C） CT202729 ¥8,100 ¥8,500
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT202730 ¥8,100 ¥8,500
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT202731 ¥8,100 ¥8,500
ドラムカートリッジ ブラック（K） CT351110 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ シアン（C） CT351111 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ マゼンタ（M） CT351112 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ イエロー（Y） CT351113 ¥8,000 ¥8,400
トナー回収ボトル CWAA0915 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ (ブラック) CT201757 ¥3,100 ¥3,300
トナーカートリッジ (シアン) CT201758 ¥4,500 ¥4,700
トナーカートリッジ (マゼンタ) CT201759 ¥4,500 ¥4,700
トナーカートリッジ (イエロー) CT201760 ¥4,500 ¥4,700
⼤容量トナーカートリッジ (ブラック) CT201761 ¥6,600 ¥6,900
⼤容量トナーカートリッジ (シアン) CT201762 ¥6,900 ¥7,200
⼤容量トナーカートリッジ (マゼンタ) CT201763 ¥6,900 ¥7,200
⼤容量トナーカートリッジ (イエロー) CT201764 ¥6,900 ¥7,200
トナーカートリッジ (ブラック) CT201757 ¥3,100 ¥3,300
トナーカートリッジ (シアン) CT201758 ¥4,500 ¥4,700
トナーカートリッジ (マゼンタ) CT201759 ¥4,500 ¥4,700
トナーカートリッジ (イエロー) CT201760 ¥4,500 ¥4,700
⼤容量トナーカートリッジ (ブラック) CT201761 ¥6,600 ¥6,900
⼤容量トナーカートリッジ (シアン) CT201762 ¥6,900 ¥7,200
⼤容量トナーカートリッジ (マゼンタ) CT201763 ¥6,900 ¥7,200
⼤容量トナーカートリッジ (イエロー) CT201764 ¥6,900 ¥7,200

カラープリンター
（A4）
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富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

トナーカートリッジ ブラック（K） CT202677 ¥10,300 ¥10,800
トナーカートリッジ シアン（C） CT202678 ¥11,800 ¥12,400
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT202679 ¥11,800 ¥12,400
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT202680 ¥11,800 ¥12,400
⼤容量トナーカートリッジ ブラック（K） CT202681 ¥17,000 ¥17,900
⼤容量トナーカートリッジ シアン（C） CT202682 ¥20,900 ¥21,900
⼤容量トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT202683 ¥20,900 ¥21,900
⼤容量トナーカートリッジ イエロー（Y） CT202684 ¥20,900 ¥21,900
ドラムカートリッジ ブラック（K） CT351110 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ シアン（C） CT351111 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ マゼンタ（M） CT351112 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ イエロー（Y） CT351113 ¥8,000 ¥8,400
トナー回収ボトル CWAA0915 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ ブラック（K） CT202677 ¥10,300 ¥10,800
トナーカートリッジ シアン（C） CT202678 ¥11,800 ¥12,400
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT202679 ¥11,800 ¥12,400
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT202680 ¥11,800 ¥12,400
⼤容量トナーカートリッジ ブラック（K） CT202681 ¥17,000 ¥17,900
⼤容量トナーカートリッジ シアン（C） CT202682 ¥20,900 ¥21,900
⼤容量トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT202683 ¥20,900 ¥21,900
⼤容量トナーカートリッジ イエロー（Y） CT202684 ¥20,900 ¥21,900
ドラムカートリッジ ブラック（K） CT351110 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ シアン（C） CT351111 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ マゼンタ（M） CT351112 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ イエロー（Y） CT351113 ¥8,000 ¥8,400
トナー回収ボトル CWAA0915 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ ブラック（K） CT202728 ¥7,000 ¥7,400
トナーカートリッジ シアン（C） CT202729 ¥8,100 ¥8,500
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT202730 ¥8,100 ¥8,500
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT202731 ¥8,100 ¥8,500
ドラムカートリッジ ブラック（K） CT351110 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ シアン（C） CT351111 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ マゼンタ（M） CT351112 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ イエロー（Y） CT351113 ¥8,000 ¥8,400
トナー回収ボトル CWAA0915 ¥3,000 ¥3,200
トナーカートリッジ (ブラック) CT201757 ¥3,100 ¥3,300
トナーカートリッジ (シアン) CT201758 ¥4,500 ¥4,700
トナーカートリッジ (マゼンタ) CT201759 ¥4,500 ¥4,700
トナーカートリッジ (イエロー) CT201760 ¥4,500 ¥4,700
⼤容量トナーカートリッジ (ブラック) CT201761 ¥6,600 ¥6,900
⼤容量トナーカートリッジ (シアン) CT201762 ¥6,900 ¥7,200
⼤容量トナーカートリッジ (マゼンタ) CT201763 ¥6,900 ¥7,200
⼤容量トナーカートリッジ (イエロー) CT201764 ¥6,900 ¥7,200
トナーカートリッジ (ブラック) CT201757 ¥3,100 ¥3,300
トナーカートリッジ (シアン) CT201758 ¥4,500 ¥4,700
トナーカートリッジ (マゼンタ) CT201759 ¥4,500 ¥4,700
トナーカートリッジ (イエロー) CT201760 ¥4,500 ¥4,700
⼤容量トナーカートリッジ (ブラック) CT201761 ¥6,600 ¥6,900
⼤容量トナーカートリッジ (シアン) CT201762 ¥6,900 ¥7,200
⼤容量トナーカートリッジ (マゼンタ) CT201763 ¥6,900 ¥7,200
⼤容量トナーカートリッジ (イエロー) CT201764 ¥6,900 ¥7,200

カラープリンター
（A4）

DocuPrint CM210 z

DocuPrint CM200 b

DocuPrint CM200 fw

DocuPrint CM310 z

DocuPrint CM310 z II
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富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

⼤容量トナーカートリッジ ブラック（K） CT203532 ¥13,000 ¥13,700
⼤容量トナーカートリッジ シアン（C） CT203533 ¥14,500 ¥15,200
⼤容量トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203534 ¥14,500 ¥15,200
⼤容量トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203535 ¥14,500 ¥15,200
トナーカートリッジ ブラック（K） CT203536 ¥8,400 ¥8,800
トナーカートリッジ シアン（C） CT203537 ¥8,000 ¥8,400
トナーカートリッジ マゼンタ（M） CT203538 ¥8,000 ¥8,400
トナーカートリッジ イエロー（Y） CT203539 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ(YMCK) CT351307 ¥30,000 ¥31,500
トナー回収ボトル CWAA1003 ¥2,000 ¥2,100
トナーカートリッジ CT202342 ¥32,500 ¥34,100
ドラムカートリッジ CT351060 ¥82,000 ¥86,100
トナーカートリッジ CT201225 ¥32,500 ¥34,100
ドラムカートリッジ CT350765 ¥82,000 ¥86,100
トナーカートリッジ（6K） CT203090 ¥28,000 ¥29,400
トナーカートリッジ（10K） CT203091 ¥36,000 ¥37,800
トナーカートリッジ（15K） CT203092 ¥42,000 ¥44,100
ドラムカートリッジ CT351167 ¥20,000 ¥21,000
トナーカートリッジ CT201225 ¥32,500 ¥34,100
ドラムカートリッジ CT350765 ¥82,000 ¥86,100
ドラム/トナーカートリッジ(6K) CT350760 ¥30,000 ¥31,500
ドラム/トナーカートリッジ(15K) CT350761 ¥45,000 ¥47,300
ドラム/トナーカートリッジ(15K)2本セット CT350796 ¥81,000 ¥85,100
トナーカートリッジ（6K） CT203090 ¥28,000 ¥29,400
トナーカートリッジ（10K） CT203091 ¥36,000 ¥37,800
トナーカートリッジ（15K） CT203092 ¥42,000 ¥44,100
ドラムカートリッジ CT351167 ¥20,000 ¥21,000
トナーカートリッジ（6K） CT203090 ¥28,000 ¥29,400
トナーカートリッジ（10K） CT203091 ¥36,000 ¥37,800
ドラムカートリッジ CT351166 ¥20,000 ¥21,000
ドラム/トナーカートリッジ(6K) CT350871 ¥30,000 ¥31,500
ドラム/トナーカートリッジ(10K) CT350872 ¥40,000 ¥42,000
ドラム/トナーカートリッジ(6K) CT350515 ¥30,000 ¥31,500
ドラム/トナーカートリッジ(14K) CT350516 ¥42,000 ¥44,100
ドラム/トナーカートリッジ(2K) CT350588 ¥18,000 ¥18,900
ドラム/トナーカートリッジ(6K) CT350589 ¥30,000 ¥31,500
ドラム/トナーカートリッジ(10K) CT350590 ¥40,000 ¥42,000
ドラム／トナーカートリッジ（6K） CT350871 ¥30,000 ¥31,500
ドラム／トナーカートリッジ（10K） CT350872 ¥40,000 ¥42,000
トナーカートリッジ CT203363 ¥30,000 ¥31,500
⼤容量トナーカートリッジ CT203364 ¥54,000 ¥56,700
ドラムカートリッジ CT351229 ¥18,600 ¥19,500
トナーカートリッジ CT203363 ¥30,000 ¥31,500
⼤容量トナーカートリッジ CT203364 ¥54,000 ¥56,700
ドラムカートリッジ CT351229 ¥18,600 ¥19,500
トナーカートリッジ CT203667 ¥36,000 ¥37,800
⼤容量トナーカートリッジ CT203668 ¥80,100 ¥84,100
ドラムカートリッジ CT351342 ¥18,600 ¥19,500
トナーカートリッジ CT202077 ¥19,000 ¥20,000
⼤容量トナーカートリッジ CT202078 ¥38,000 ¥39,900
ドラムカートリッジ CT350997 ¥8,500 ¥8,900
トナーカートリッジ CT202077 ¥19,000 ¥20,000
⼤容量トナーカートリッジ CT202078 ¥38,000 ¥39,900
ドラムカートリッジ CT350997 ¥8,500 ¥8,900

モノクロプリンター
（A4）

モノクロプリンター
（A3）

カラープリンター
（複合機）

DocuPrint 3050

DocuPrint 2055

DocuPrint 3010

DocuPrint P450 JM

DocuPrint P450 d/P450 ps

ApeosPrint 6340

DocuPrint 3200 d

Apeos C320 z

DocuPrint 5100 d

DocuPrint 5060

DocuPrint 3100/3000

DocuPrint 4400 d

DocuPrint 4060

DocuPrint 4050

DocuPrint 3500 d

ApeosPort-VII P4022 JM

ApeosPort-VII P4022
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富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

トナーカートリッジ CT203113 ¥12,000 ¥12,600
⼤容量トナーカートリッジ CT203114 ¥25,600 ¥26,900
ドラムカートリッジ CT351175 ¥20,000 ¥21,000
トナーカートリッジ CT202073 ¥8,000 ¥8,400
⼤容量トナーカートリッジ CT202074 ¥18,000 ¥18,900
ドラムカートリッジ CT350995 ¥8,500 ¥8,900
トナーカートリッジ CT202334 ¥7,800 ¥8,200
ドラムカートリッジ CT351057 ¥8,500 ¥8,900

DocuPrint P250 dw トナーカートリッジ CT201916 ¥9,300 ¥9,800
トナーカートリッジ CT201778 ¥4,900 ¥5,100
⼤容量トナーカートリッジ CT201779 ¥8,200 ¥8,600
トナーカートリッジ CT201778 ¥4,900 ¥5,100
⼤容量トナーカートリッジ CT201779 ¥8,200 ¥8,600
トナーカートリッジ CT202334 ¥7,800 ¥8,200
ドラムカートリッジ CT351057 ¥8,500 ¥8,900
トナーカートリッジ (ブラック) CT202904 ¥55,200 ¥60,700
トナーカートリッジ (シアン) CT202905 ¥65,600 ¥72,200
トナーカートリッジ (マゼンダ) CT202906 ¥65,600 ¥72,200
トナーカートリッジ (イエロー) CT202907 ¥65,600 ¥72,200
トナーカートリッジ (クリア) CT202908 ¥82,500 ¥90,800
トナーカートリッジ (ゴールド) CT202909 ¥82,500 ¥90,800
トナーカートリッジ (シルバー) CT202910 ¥82,500 ¥90,800
トナーカートリッジ（ホワイト） CT202911 ¥37,500 ¥41,300
トナーカートリッジ（ピンク） CT203329 ¥82,000 ¥90,200
トナーカートリッジ（カスタムレッド） CT203145 ¥75,000 ¥82,500
トナーカートリッジ（テクスチャード紙） CT203144 ¥41,250 ¥45,400
トナーカートリッジ (クリア) CT202916 ¥82,500 ¥90,800
トナーカートリッジ (ゴールド) CT202917 ¥82,500 ¥90,800
トナーカートリッジ (シルバー) CT202918 ¥82,500 ¥90,800
トナーカートリッジ（ホワイト） CT202919 ¥37,500 ¥41,300
トナーカートリッジ（ピンク） CT203636 ¥82,000 ¥90,200
トナーカートリッジ（カスタムレッド） CT203149 ¥75,000 ¥82,500
トナーカートリッジ（テクスチャード紙） CT203146 ¥41,250 ¥45,400
定着ウェブ（特殊メディア） CWAA0932 ¥80,000 ¥84,000
ドラムユニット CT351137 ¥880,000 ¥924,000
トナー回収ボトル CWAA0795 ¥6,000 ¥6,300
定着ウェブ CWAA0781 ¥80,000 ¥84,000
コロトロン CT400031 ¥80,000 ¥84,000
定着ベルト CWAA0798 ¥80,000 ¥84,000

モノクロプリンター
（A4）

プロダクション
プリンター
（カラー）

Revoria Press PC1120

Revoria Press PC1120S

DocuPrint P360 dw

DocuPrint M260 z

DocuPrint M200 fw

DocuPrint P200 b

DocuPrint P260 dw

DocuPrint P350 d
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富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

トナー マットブラック(MK) CT201839 ¥67,000 ¥73,700
トナー マットシアン(MC) CT201840 ¥92,000 ¥101,200
トナー マットマゼンタ(MM) CT201841 ¥92,000 ¥101,200
トナー マットイエロー(MY) CT201842 ¥92,000 ¥101,200
トナーカートリッジ クロ(K） CT201221 ¥67,000 ¥73,700
トナーカートリッジ シアン（C） CT201222 ¥92,000 ¥101,200
トナーカートリッジ マゼンタ(M） CT201223 ¥92,000 ¥101,200
トナーカートリッジ イエロー(Y） CT201224 ¥92,000 ¥101,200
トナー マットグリーン（MG） CT202510 ¥126,000 ¥138,600
トナー マットオレンジ（MO） CT202511 ¥126,000 ¥138,600
トナー マットブルー（MB） CT202512 ¥126,000 ¥138,600
トナー クリア（CLR) CT202776 ¥105,000 ¥115,500
トナー ホワイト (WHT) CT202959 ¥116,000 ¥127,600
Fuser Oil 2pack CT500034 ¥44,000 ¥46,200
Fuser Oil II 2pack CT500035 ¥44,000 ¥46,200
Fuser Agent 2 CT500016 ¥36,000 ¥37,800
デベロッパー マットブラック(MK) CT300222 ¥400,000 ¥420,000
デベロッパー マットシアン(MC) CT300223 ¥400,000 ¥420,000
デベロッパー マットマゼンタ(MM) CT300224 ¥400,000 ¥420,000
デベロッパー マットイエロー(MY) CT300225 ¥400,000 ¥420,000
DC IGEN3 K DV カイ CT300135 ¥400,000 ¥420,000
DC IGEN3 C DV カイ CT300136 ¥400,000 ¥420,000
DC IGEN3 M デベ CT300093 ¥400,000 ¥420,000
DC IGEN3 Y デベ CT300094 ¥400,000 ¥420,000
デベロッパー マットグリーン（MG） CT300256 ¥400,000 ¥420,000
デベロッパー マットオレンジ（MO） CT300257 ¥400,000 ¥420,000
デベロッパー マットブルー（MB） CT300258 ¥400,000 ¥420,000
デベロッパークリア (CLR) CT300260 ¥400,000 ¥420,000
デベロッパーホワイト (WHT) CT300262 ¥400,000 ¥420,000
キャリア CT300188 ¥64,000 ¥67,200
PR ベルト CT100085 ¥250,000 ¥262,500
SPOTS BLADE ASSY CWAA0659 ¥10,000 ¥10,500
DC CHARGE PINS ASSY CWAA0654 ¥55,000 ¥57,800
AC CHARGE DICOROTRON CWAA0655 ¥50,000 ¥52,500
AC GRID CWAA0656 ¥10,000 ¥10,500
PRETRANS DICOROTRON CWAA0657 ¥220,000 ¥231,000
TRANSFER DICOROTRON CWAA0658 ¥39,000 ¥41,000
トナーカートリッジ (ブラック) CT201374 ¥40,000 ¥44,000
トナーカートリッジ (シアン) CT201375 ¥44,000 ¥48,400
トナーカートリッジ (マゼンダ) CT201376 ¥41,000 ¥45,100
トナーカートリッジ (イエロー) CT201377 ¥44,000 ¥48,400
トナーカートリッジ（マットブラック） CT201843 ¥40,000 ¥44,000
トナーカートリッジ（マットシアン） CT201844 ¥44,000 ¥48,400
トナーカートリッジ（マットマゼンタ） CT201845 ¥41,000 ¥45,100
トナーカートリッジ（マットイエロー） CT201846 ¥44,000 ¥48,400
トナーカートリッジ (クリア) CT201378 ¥66,000 ¥72,600
トナーカートリッジ (ゴールド) CT202389 ¥66,000 ¥72,600
トナーカートリッジ (シルバー) CT202390 ¥66,000 ¥72,600
ドラムユニット CT350818 ¥880,000 ¥924,000
トナー回収ボトル CWAA0795 ¥6,000 ¥6,300
フューザーウェブ CWAA0781 ¥80,000 ¥84,000
コロトロン CT400024 ¥40,000 ¥42,000
フューザーベルト CWAA0798 ¥80,000 ¥84,000
IBT ベルト CT400025 ¥200,000 ¥210,000
くるみ製本のり(5Kg) CWAA0824 ¥23,000 ¥24,200
くるみ製本カッティングプレート CWAA0825 ¥8,000 ¥8,400

プロダクション
プリンター
（カラー）

Color 1000 Press

Color 1000i Press

Color800 Press

Xerox iGen4 Press

Xerox iGen 150 Press

Xerox iGen4 Press

Xerox iGen 150 Press
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富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

トナーカートリッジ (ブラック) CT202904 ¥55,200 ¥60,700
トナーカートリッジ (シアン) CT202905 ¥65,600 ¥72,200
トナーカートリッジ (マゼンダ) CT202906 ¥65,600 ¥72,200
トナーカートリッジ (イエロー) CT202907 ¥65,600 ¥72,200
トナーカートリッジ (クリア) CT202908 ¥82,500 ¥90,800
トナーカートリッジ (ゴールド) CT202909 ¥82,500 ¥90,800
トナーカートリッジ (シルバー) CT202910 ¥82,500 ¥90,800
トナーカートリッジ (ホワイト) CT202911 ¥37,500 ¥41,300
トナーカートリッジ (ピンク) CT203329 ¥82,000 ¥90,200
トナーカートリッジ (カスタムレッド) CT203145 ¥75,000 ¥82,500
トナーカートリッジ (テクスチャード紙) CT203144 ¥41,250 ¥45,400
トナーカートリッジ (クリア) CT202916 ¥82,500 ¥90,800
トナーカートリッジ (ゴールド) CT202917 ¥82,500 ¥90,800
トナーカートリッジ (シルバー) CT202918 ¥82,500 ¥90,800
トナーカートリッジ (ホワイト) CT202919 ¥37,500 ¥41,300
トナーカートリッジ (ピンク) CT203636 ¥82,000 ¥90,200
トナーカートリッジ (カスタムレッド) CT203149 ¥75,000 ¥82,500
トナーカートリッジ (テクスチャード紙) CT203146 ¥41,250 ¥45,400
デベロッパー（ピンク） CT300288 ¥800,000 ¥840,000
ドラムユニット CT351137 ¥880,000 ¥924,000
トナー回収ボトル CWAA0795 ¥6,000 ¥6,300
定着ウェブ CWAA0781 ¥80,000 ¥84,000
定着ウェブ (特殊メディア) CWAA0932 ¥80,000 ¥84,000
コロトロン CT400031 ¥80,000 ¥84,000
定着ベルト CWAA0798 ¥80,000 ¥84,000
IBT ベルト CT400025 ¥200,000 ¥210,000
トナーカートリッジ（ブラック） CT202221 ¥40,000 ¥44,000
トナーカートリッジ (シアン) CT202222 ¥44,000 ¥48,400
トナーカートリッジ (マゼンタ) CT202223 ¥41,000 ¥45,100
トナーカートリッジ (イエロー) CT202224 ¥44,000 ¥48,400
ドラムカートリッジ CT351049 ¥383,000 ¥402,200
トナー回収ボトル CWAA0554 ¥3,500 ¥3,700
トナーカートリッジ（ブラック） CT201205 ¥18,000 ¥19,800
トナーカートリッジ (シアン) CT201206 ¥20,000 ¥22,000
トナーカートリッジ (マゼンタ) CT201207 ¥20,000 ¥22,000
トナーカートリッジ (イエロー) CT201208 ¥20,000 ¥22,000
ドラムカートリッジ（ブラック） CT350985 ¥240,000 ¥252,000
ドラムカートリッジ（CMY） CT350747 ¥112,000 ¥117,600
トナーカートリッジ SSC（ブラック） CT201247 ¥31,000 ¥32,600
トナーカートリッジ SSC (シアン) CT201248 ¥35,000 ¥36,800
トナーカートリッジ SSC (マゼンタ) CT201249 ¥35,000 ¥36,800
トナーカートリッジ SSC (イエロー) CT201250 ¥35,000 ¥36,800
トナー回収ボトル CWAA0554 ¥3,500 ¥3,700
トナーカートリッジ（ブラック） CT202296 ¥62,000 ¥65,100
トナーカートリッジ (シアン) CT202297 ¥70,000 ¥73,500
トナーカートリッジ (マゼンタ) CT202298 ¥70,000 ¥73,500
トナーカートリッジ (イエロー) CT202299 ¥70,000 ¥73,500
ドラムカートリッジ CT351054 ¥247,100 ¥259,500
トナー回収ボトル CWAA0554 ¥3,500 ¥3,700

プロダクション
プリンター
（カラー）

Iridesse Production Press

Versant 2100 Press/3100 Press/3100i Press

700 Digital Color Press

Color C75 Press

Versant
80 Press/180 Press/180i Press/170i Press
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富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

ドラムカートリッジ CT351144 ¥692,000 ¥727,000
トナーカートリッジ CT203034 ¥130,900 ¥137,400
フューザークリーニングカートリッジ CWAA1033 ¥80,000 ¥84,000
トナー回収ボトル CWAA1025 ¥3,500 ¥3,700
フォトリセプター2 CT100080 ¥660,000 ¥693,000
⿊トナー CT200988 ¥235,000 ¥246,800
トナー回収ボトル CWAA0578 ¥37,500 ¥39,400
デベロッパ回収ボトル(4 本/箱) CWAA0579 ¥70,000 ¥73,500
ウルトラソフトクリーナーブラシ CWAA0750 ¥160,000 ¥168,000
BFMホチキス針 100枚用 CWAA0676 ¥9,600 ¥10,100
BFMホチキス針 30枚用 CWAA0675 ¥9,600 ¥10,100
バインダーテープ（⿊） CWAA0753 ¥14,500 ¥15,200
バインダーテープ（白） CWAA0754 ¥14,500 ¥15,200
バインダーテープ（⻘） CWAA0755 ¥14,500 ¥15,200
ホットメルト糊 (BBF2005 用) CWAA0806 ¥25,000 ¥26,300
バキュームバッグ (BBF2005 用) CWAA0807 ¥3,600 ¥3,800
ドラムカートリッジ CT350935 ¥440,000 ¥462,000
トナーカートリッジ CT201777 ¥110,000 ¥115,500
フューザークリーニングカートリッジ CWAA0551 ¥60,000 ¥63,000
トナー回収ボトル CWAA0552 ¥5,000 ¥5,300
くるみ製本のり(5Kg) CWAA0824 ¥23,000 ¥24,200
くるみ製本カッティングプレート CWAA0825 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ CT351143 ¥440,000 ¥462,000
トナーカートリッジ CT202110 ¥110,000 ¥115,500
フューザークリーニングカートリッジ CWAA0551 ¥60,000 ¥63,000
トナー回収ボトル CWAA0552 ¥5,000 ¥5,300
くるみ製本のり(5Kg) CWAA0824 ¥23,000 ¥24,200
くるみ製本カッティングプレート CWAA0825 ¥8,000 ¥8,400
ドラムカートリッジ CT351144 ¥692,000 ¥727,000
トナーカートリッジ CT203034 ¥130,900 ¥137,400
フューザークリーニングカートリッジ CWAA0923 ¥80,000 ¥84,000
トナー回収ボトル CWAA0554 ¥3,500 ¥3,700
HLC シリーズトナー(赤) CT200547 ¥140,000 ¥147,000
HLC シリーズトナー(⻘) CT200548 ¥140,000 ¥147,000
HLC シリーズトナー(緑) CT200549 ¥140,000 ¥147,000
フォトレセプターベルト CT100062 ¥456,000 ¥478,800
4669/4569 デベロッパー G110 ¥250,000 ¥262,500
4669/4569 トナー G210 ¥147,000 ¥154,400
HLC シリーズクリーニングブラシ3 CWAA0752 ¥80,000 ¥84,000
4669/4569 フィルターバック G313 ¥44,000 ¥46,200
HLC シリーズフューザー・オイル CT500009 ¥5,000 ¥5,300
HLC シリーズフューザー・オイル（ブレンドオイル） CT500020 ¥5,000 ¥5,300
HLC シリーズトナー回収ボトル CWAA0571 ¥20,000 ¥21,000
HLC シリーズデベロッパー回収ボトル CWAA0572 ¥80,000 ¥84,000
HLC シリーズエレキモジュール用フィルターバック CWAA0745 ¥90,000 ¥94,500

プロダクション
プリンター

（モノクロ）

B9136/B9125/B9110 シリーズ

Nuvera シリーズ

D125/D110/D95 シリーズ

D136Light Publisher/D136 Printer

DocuTech180/155/128 HighLight Color

Revoria Press E1110P/E1125P/E1136P
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富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

トナーカートリッジ CT203548 ¥87,600 ¥92,000
現像剤 CT300300 ¥154,000 ¥161,700
キットA CWAA0974 ¥15,000 ¥15,800
クリーナーブレード CWAA0975 ¥26,000 ¥27,300
クリーナーブラシ CWAA0976 ¥24,000 ¥25,200
脱煙フィルター CWAA0977 ¥26,000 ¥27,300
感光ドラム CT100100 ¥545,000 ¥572,000
650J Continuous Feed Printing System トナー CT201150 ¥87,600 ¥92,000
650J Continuous Fee Printing System 現像剤 CT300178 ¥154,000 ¥161,700
トナーカートリッジ CT203548 ¥87,600 ¥92,000
現像剤 CT300300 ¥154,000 ¥161,700
Fuji Xerox 650J Continuous Feed Printing System
キットA

CWAA0738 ¥15,000 ¥15,800

Fuji Xerox 650J Continuous Feed Printing System
クリーナーブレード

CWAA0739 ¥26,000 ¥27,300

Fuji Xerox 650J Continuous Feed Printing System
クリーナーブラシ

CWAA0740 ¥24,000 ¥25,200

Fuji Xerox 650J Continuous Feed Printing System
脱煙フィルタ

CWAA0741 ¥26,000 ¥27,300

Fuji Xerox 650J Continuous Feed Printing System
DRUM

CT100076 ¥422,690 ¥443,800

キットA CWAA0974 ¥15,000 ¥15,800
クリーナーブレード CWAA0975 ¥26,000 ¥27,300
クリーナーブラシ CWAA0976 ¥24,000 ¥25,200
脱煙フィルター CWAA0977 ¥26,000 ¥27,300
感光ドラム CT100100 ¥545,000 ¥572,000
FX495JC トナー CT200591 ¥25,750 ¥27,000
FX495JC デベロッパー CT300100 ¥80,000 ¥84,000
FX495J Nトナー CT201068 ¥33,500 ¥35,200
FX495J Nデベロッパー CT300176 ¥105,000 ¥110,300
FX495JC ドラムA CT100057 ¥394,000 ¥413,700
FX495JC ドラムB CT100058 ¥420,000 ¥441,000
FX495JC KIT B CWAA0601 ¥32,000 ¥33,600
FX495JC KIT A CWAA0602 ¥31,000 ¥32,600
FX495JC SMOKE FILTER CWAA0600 ¥27,000 ¥28,400
FX495JC KIT ROLLER A CWAA0595 ¥244,000 ¥256,200
FX495JC KIT ROLLER B CWAA0594 ¥242,000 ¥254,100
FX495JC OZONE FILTER CWAA0599 ¥21,000 ¥22,100
FX495JC KIT LAMP CWAA0598 ¥48,000 ¥50,400
FX495JC KIT TRFCHG B CWAA0596 ¥70,000 ¥73,500
FX495JC KIT TRFCHG A CWAA0597 ¥70,000 ¥73,500
FX495JC KIT CHG B CWAA0592 ¥42,000 ¥44,100
FX495JC KIT CHG A CWAA0593 ¥42,000 ¥44,100
FX IJCCF PIGMENT1 PRINT HEAD CWAA0929 ¥675,000 ¥709,000
FX IJCCF PIGMENT2 PRINT HEAD CWAA0930 ¥675,000 ¥709,000
FX IJCCF PIGMENT1 PRINT HEAD CWAA0929 ¥675,000 ¥709,000
FX IJCCF PIGMENT2 PRINT HEAD CWAA0930 ¥675,000 ¥709,000
FX IJCCF PREMIUMK PRINT HEAD FOR 1400 CWAA0931 ¥675,000 ¥709,000
プリントヘッド（Out用） CWAA0937 ¥690,000 ¥725,000
プリントヘッド（In用） CWAA0938 ¥690,000 ¥725,000

連帳機

Revoria Press CF191/CF168

650J Continuous Feed Printing System
シリーズ

Fuji Xerox 495 J Continuous Feed

2800 Inkjet Color Continuous Feed
Printing System シリーズ

1400 Inkjet Color Continuous Feed
Printing System シリーズ

11000 Inkjet Press
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富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

ドラム CT100097 ¥300,000 ¥315,000
現像剤 CT300261 ¥200,000 ¥210,000
トナー CT202875 ¥50,000 ¥52,500
ドキュメントキャリア（A0） N500 3,800 ¥4,000
ドキュメントキャリア（A1） N503 1,700 ¥1,800
ドキュメントキャリア（A2） N504 1,300 ¥1,400
ドキュメントキャリア（A0 コーティングタイプ） CWAA0839 20,000 ¥21,000
ドキュメントキャリア（A1 コーティングタイプ） CWAA0840 12,000 ¥12,600
ドラム CT100097 ¥300,000 ¥315,000
デベロッパー（ブラック） CT300261 ¥200,000 ¥210,000
トナーカートリッジ CT202875 ¥50,000 ¥52,500
ドキュメントキャリア（A0） N500 3,800 ¥4,000
ドキュメントキャリア（A1） N503 1,700 ¥1,800
ドキュメントキャリア（A2） N504 1,300 ¥1,400
ドキュメントキャリア（A0 コーティングタイプ） CWAA0839 20,000 ¥21,000
ドキュメントキャリア（A1 コーティングタイプ） CWAA0840 12,000 ¥12,600
インクカートリッジ（ブラック） *1 CT290012 ¥25,000 ¥26,300
インクカートリッジ（シアン） *1 CT290013 ¥25,000 ¥26,300
インクカートリッジ（マゼンタ） *1 CT290014 ¥25,000 ¥26,300
インク（イエロー） *1 CT290015 ¥25,000 ¥26,300
プリントヘッド CT290016 ¥40,000 ¥42,000
廃インクカートリッジ CWAA0841 ¥5,000 ¥5,300
インクカートリッジ ブラック 0.5L CT290038 ¥25,000 ¥26,300
インクカートリッジ シアン 0.5L CT290039 ¥25,000 ¥26,300
インクカートリッジ マゼンタ 0.5L CT290040 ¥25,000 ¥26,300
インクカートリッジ イエロー 0.5L CT290041 ¥25,000 ¥26,300
インクカートリッジ ブラック 2L CT290034 ¥75,000 ¥78,800
インクカートリッジ シアン 2L CT290035 ¥75,000 ¥78,800
インクカートリッジ マゼンタ 2L CT290036 ¥75,000 ¥78,800
インクカートリッジ イエロー 2L CT290037 ¥75,000 ¥78,800
プリントヘッド CT290016 ¥40,000 ¥42,000
廃インクカートリッジ CWAA0841 ¥5,000 ¥5,300
ドラム M039 ¥400,000 ¥420,000
⿊トナーカートリッジ M200 ¥50,000 ¥52,500
⿊デベロッパー M100 ¥200,000 ¥210,000
赤トナーカートリッジ M201 ¥10,000 ¥10,500
赤デベロッパー M101 ¥120,000 ¥126,000
ドラム CT100083 ¥300,000 ¥315,000
トナーカートリッジ CT200647 ¥40,000 ¥42,000
ドラム CT100079 ¥420,000 ¥441,000
トナーカートリッジ CT201158 ¥40,000 ¥42,000
ドラム CT100063 ¥320,000 ¥336,000
トナーカートリッジ CT200647 ¥40,000 ¥42,000
ドラム M039 ¥400,000 ¥420,000
⿊トナーカートリッジ M200 ¥50,000 ¥52,500
⿊デベロッパー M100 ¥200,000 ¥210,000
赤トナーカートリッジ M201 ¥10,000 ¥10,500
赤デベロッパー M101 ¥120,000 ¥126,000

*1︓ 2022年10⽉18⽇ 価格修正

広幅複合機

DocuWide C842

DocuWide C842 0.5L/2L兼用モデル

DocuWide 9098 α 

DocuWide 2055
DocuWide 2055（Model-7S）

DocuWide 9095 α

DocuWide 6055MF（Model-ColorScan）

DocuWide 3035 MF（Model-ColorScan）

ApeosWide 6050/3030

DocuWide
6057MF/6057EP/3037MF/3037EP
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富士フイルムビジネスイノベーション 改定価格リスト（消耗品）

※リストに記載のない商品、サービスにつきましては、改定⽇以降に当社HPにてご確認下さい。

カテゴリ 本体商品名 商品名 商品C 旧標準価格
(消費税別)

新標準価格
(消費税別)

ホチキス針 タイプXE（2PCS） CWAA0856 ¥3,200 ¥3,400
ホチキス針 タイプXH（3PCS） CWAA0855 ¥6,300 ¥6,600
ホチキス針 タイプXF（4PCS） CWAA0671 ¥13,000 ¥13,700
ホチキス針 中とじ用 タイプXG（4PCS） CWAA0728 ¥3,800 ¥4,000
ホチキス針50枚用タイプ XE (3PCS) CWAA0540 ¥4,800 ¥5,000
ホチキス針中とじ用タイプXC (4PCS) CWAA0501 ¥12,000 ¥12,600
ホチキス針中とじ用タイプXC-D4（4PCS） CWAA0749 ¥12,000 ¥12,600
ホチキス針中とじ用タイプW（4PCS） CWAA0922 ¥3,200 ¥3,400
ホチキス針中とじ用タイプ３ CWAA0867 ¥3,200 ¥3,400
ホチキス針 （3PCS） CWAA0455 ¥4,800 ¥5,000
スタンプ交換キット（赤） F451 ¥3,000 ¥3,200
FAXスタンプカートリッジ CWAA0550 ¥1,500 ¥1,600
タッチパネル用抗菌フィルム（10.1インチ） CWAA1006 ¥2,500 ¥2,600
タッチパネル用抗菌フィルム（7インチ） CWAA1023 ¥2,500 ¥2,600
タッチパネル用抗菌フィルム（5インチ） CWAA1026 ¥2,500 ¥2,600
タッチパネル用抗菌フィルム（10.1インチ） CWAA0979 ¥2,500 ¥2,600
タッチパネル用抗菌フィルム（7インチ） CWAA1002 ¥2,500 ¥2,600
タッチパネル用抗菌フィルム（5インチ） CWAA1004 ¥2,500 ¥2,600

複合機

プリンター

プロダクション
プリンター

共通消耗品
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