
※掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。※フィニッシャーの取付も可能です。※45枚/分以上の高速機についてはお問い合わせ下さい。                   Ver.2.0

複合機
カラー複合機

RICOH

複合機／IMC

仕　様

連続複写速度：A4(ヨコ)：30枚/分（※1）
大きさ：587×685×1,155mm（※2※3）
質量：117kg以下（※3）

30
枚 /分

連続複写速度：A4(ヨコ)：35枚/分（※1）
大きさ：587×685×1,155mm（※2※3）
質量：117kg以下（※3）

35
枚 /分

※1 フルカラー・モノクロ
※2 幅（W）×奥行（D）×高さ（H）
※3 自動原稿送り装置含む。
※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。
     予めご了承ください。

基本性能

A3 A4 カラー モノ プリンター コピー FAX スキャナ

たいへんを、カンタンに

手間のかかる日々の業務は、デバイスやアプリで効率化しませんか？

直感的に操作できる新 MultiLink-Panel は、使い方に合わせて多彩にカスタマイズ可能です。また、クラウドアプリを
はじめとする各種アプリとの連携により、複雑なワークフローも効率化できます。定型業務をカンタンに済ませて、よ
り創造的な業務へ。このパネルがあなたの新しいワークスタイルの入口になります。

すぐに、みんなで

ドキュメントをクラウド管理すれば、チームの連携がスムーズに。

個人が各自で情報（紙・データ）を持っていても、そのままでは他の人は閲覧も活用もできません。そこで文書を高速
スキャンし、「RICOH e-Sharing Box」に保存。「RICOH カンタン入出力」を使えば、チームのみんなで情報を利用でき
ます。モバイルワークや創造的なコラボレーションがますます重要になる時代、迅速な情報共有を始めてみませんか？

いつも、ここちよく

ストレスフリーな使い心地で、「はたらく」をもっと快適に。

お客様がいつも最新の機能やアプリを快適に使える仕組み「RICOH Always Current Technology」に対応。さらに、
待ち時間を感じさせない｢人感センサー｣などを搭載し、静音性、ユニバーサルデザインにも配慮。｢どなたにも、いつ
も使いやすく｣という視点から磨き上げられた快適性が、スマートな働き方をサポートします。

RICOH Always 
Current Technology ver.2.0対応
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        掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。

URL.https://unimat-totele.jp
ユニマット  東テレ
東テレ・ICT ソリューション事業部

複合機

※掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。※フィニッシャーの取付も可能です。※45枚/分以上の高速機についてはお問い合わせ下さい。

KONICA
MINOLTA
複合機／bizhub

仕　様

連続複写速度：A4(ヨコ)：30枚/分（※1）
大きさ：615×688×1,165mm（※2※3）
質量：約117kg（※3）

30
枚 /分

連続複写速度：A4(ヨコ)：36枚/分（※1）
大きさ：615×688×1,165mm（※2※3）
質量：約117kg（※3）

36
枚 /分

※1 フルカラー・モノクロ
※2 幅（W）×奥行（D）×高さ（H）
※3 自動原稿送り装置含む。
※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる
場合がございます。予めご了承ください。

※1 フルカラー・モノクロ
※2 幅（W）×奥行（D）×高さ（H）
※3 自動原稿送り装置含む。
※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる
場合がございます。予めご了承ください。

基本性能

A3 A4

カラー モノ プリンター コピー FAX スキャナ

仕　様

連続複写速度：A4(ヨコ)：35枚/分（※1）
大きさ：660×822×1,191mm（※2※3）
質量：約114kg（※3）

基本性能

A3 A4

カラー モノ プリンター コピー FAX スキャナ

TOSHIBA

複合機／e-STUDIO

35
枚 /分



※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。

プロッター

プロッターSC-T3150 A1
仕　様

連続複写速度：A1サイズ線画データ（普通紙）高速：約34秒
大きさ：970×696×913mm（※1）
質量：38kg

プロッターDJ T650 A1
仕　様

T650 A1
連続複写速度：
A1サイズ線画データ（普通紙）
高速エコノ：約26秒
大きさ：1,013×605×932mm（※1）
質量：29.5kg

プロッターDJ T520 A1
仕　様

T520 A1
連続複写速度：
A1サイズ線画データ（普通紙）
高速：約40秒
大きさ：987×640×932mm（※1）
質量：34kg

プロッターDJ T830 A1/A0
仕　様　　　　　　　　スキャナー一体型モデル

T830 A1
連続複写速度：A1サイズ線画データ（普通紙）高速：約26秒
大きさ：1310×570×645mm（※1）　質量：51kg（※2）

T830 A0
連続複写速度：A1サイズ線画データ（普通紙）高速：約25秒
大きさ：1578×575×646mm（※1）　質量：62.5kg（※2）

プロッターSC-T3150M A1
仕　様　　　　　　　　スキャナー一体型モデル

連続複写速度：A1サイズ線画データ（普通紙）高速：約34秒
大きさ：970×696×975mm（※1※2）
質量：45kg（※2）
※ 写真はスタンド無しですが、スタンド付属です。

※ 写真はT830 A1です。

※1 幅（W）×奥行（D）×高さ（H）　※2 スタンド含む

カラー モノ プリンター コピー スキャナ

カラー モノ プリンター

カラー モノ プリンター カラー モノ プリンター

カラー モノ プリンター コピー スキャナ

Ver.2.0



掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。

ユニマット  東テレ
URL.https://unimat-totele.jp

インクジェット複合機・レーザープリンター・プロジェクター・スクリーン・シュレッダー

※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。

インクジェット複合機
A3／MFC
仕　様

大きさ：575×477×375mm（突起部を除く）（※1）
質量：約23.4kg

A3 A4 カラー モノ プリンター コピー FAX スキャナ

カラーレーザー
プリンター
仕　様

連続複写速度：A4(ヨコ)：36枚/分（フルカラー・モノクロ）
大きさ：449×571×498 mm（※1）
質量：約47.0kg

A3 A4 カラー モノ プリンター

※1 幅（W）×奥行（D）×高さ（H）

プロジェクター
仕　様

明るさ：3300lm（ルーメン）
解像度：XGA（1024×768）
寸法：302×234×77mm（※1）
質量：約2.4kg

シュレッダーA3／スリム
仕　様

細断寸法：約2.3×18mm
カッティングタイプ：クロスカット
最大細断枚数：約15/13枚(50/60Hz)
投入幅：320mm/A3
大きさ：650×300×700mm
質量：48kg

スクリーン
仕　様

イメージ寸法：1,620×1,220mm（※1）
スカート(MAX)：740mm（※1） 脚幅Y：340mm（※1）
ケース寸法：1,794mm（※1） 高さA：2,050mm（※1）
質量：7.0 kg

仕　様

明るさ：3200lm（ルーメン）
解像度：WXGA（1280×800）
寸法：257×144×221mm（突起部含まず）（※1）
質量：約3.0kg

超短焦点
プロジェクター

シュレッダーA3
仕　様

細断寸法：約3×25mm
カッティングタイプ：クロスカット
最大細断枚数：約22枚[A4PPC(64g/㎡)]
投入幅：320mm（A3）
大きさ：500×500×900mm（※1）
質量：56kg

東テレ・ICT ソリューション事業部
東テレ・ＩＣＴソリューション事業部  〒190-0011  東京都立川市高松町3-1-5 新立川ビル 4階B室

　　　　　　TEL.042-540-7101（代）　FAX.042-540-7102
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大 阪 事 業 所  〒564-0043  大阪府吹田市南吹田2-2-17

東 テ レ Ｏ Ｔ Ｓ 事 業 所  〒190-0015  東京都立川市泉町935番地 西地区209号棟



什器・備品
机・イス・ロッカー書庫 など

両袖机 片袖机 平机 脇机

会議
テーブル

打合せテーブル 固定イス 折イス 丸イス

スチール書庫 スチール書庫 カウンター書庫

キャスター付き
ワゴン

※平机の中に入ります。

※各種サイズがございます。 ※肘付もございます。

ガラス書庫 ガラス書庫

アングル棚

回転イス

図面掛け マップケース／
ベース脚

ロッカー
1人用・2人用・3人用・6人用・9人用

長靴入れ
（12人用）

下駄箱

ホワイトボード

※各種サイズがございます。
　詳細につきましては
　お問い合わせください。

ヘルボード

※連結可能

ヘル帯スタンド
（6人用）

※ヘルメット
　及び安全帯
　はついて
　おりません。

パーテーション

※連結も可能です

月例ボード
キャスター付

月例ボード壁掛け

工事工程計画表月度
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

工事名 担当 予定日 日程計画表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

完了日

ホワイト
ボード壁掛け

工程表ボード
壁掛け

※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。                                                                                                                Ver.2.0

※各種サイズがございます。



掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。

東テレ・ICT ソリューション事業部

ユニマット  東テレ
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家電・AED

※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。

テレビ 冷蔵庫 洗濯機 掃除機 電気ポット 電子レンジ

加湿空気清浄機

食器棚

ブルーヒーター

電気ストーブ

エアコン

※100V（6畳用）の家庭用エアコンから200V（16畳用）までございます。
※室外機の取付け位置や配管ダクト、電源が必要となります。
※詳細はお問い合わせください。

ダルマストーブ

石油ストーブ

床置エアコン

CDラジカセ

寝具

シーリング
ライト

傘立て 消火器 プラスチック
ベンチ

屋外シンク仮設トイレ

足踏冷水機 製氷機

※設置には水道工事が必要となります。詳細はお問い合わせください。

ユニット
ハウス
※詳細はお問い
　合わせください。

ワイヤレス
スピーカー
（CD機能付）

ワイヤレス
マイク

made in Japan

成人小児モード
切換スイッチ

パッド使用期限
確認

パッド導通
チェック

100回/分の
動作音 イラスト表示 心電図

波形表示

AEDモード セミオート
モード

防塵・防水
（IP66）

Bluetooth
通信 AED Linkage無線LAN 録　音

2015
AED-3 150は
耳が不自由な方にも
お使いいただけます。

AED（自動体外式除細動器） AED（自動体外式除細動器）

成人・小児モード
切換スイッチ

パッド使用期限
確 認

AEDモード Bluetooth
通 信

AED Linkage防塵・防水
（IP66）

イラスト表示100回／分の
動作音

心電図波形表示パッド導通
チェック

セミオートモード

2015



Ver.2.0※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。

ビジネスホン
ビジネスホン／電話回線・LAN構築

●ビジネスホン導入により、電話回線を複数の電話機で共有することができます。
●ナンバーディスプレイや留守番電話、転送など用途に応じたご提案をいたします。
●NTTの回線手配も当社保有回線を使用することが可能です。

ターミナルアダプター

多機能電話機

単独電話機 業務用留守番
電話機

主装置
ビジネスホン導入時は主装置も
合わせてご注文
いただく必要が
あります。

コードレスホン
（子機付）
子機2台付もあります。

電話・ネットワークの接続イメージ
機器納入後のLAN構築も当社で行うことが可能です。
ビジネス上のコミュニケーションを円滑に行うためには、きちんと整備されたネットワークを構築しなければなりません。
貴社に最適なネットワーク構築を行いますので、納入後の各種工事設定も安心して当社にお任せください。

インターネット
の利用には別途
プロバイダ契約
が必要です。

※移転時は、PCのネットワ
ーク設定のほか、ルータ
ーの再設定が必要にな
る場合があります。

※移転時は、回線の手配
のほか、ビジネスホンの
配線、設定が必要となり
ます。

コードレス多機能
電話機



掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。

ユニマット  東テレ
URL.https://unimat-totele.jp
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パソコン・周辺機器・各種アクセサリー・監視カメラ

※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。

レンタルソフトウェア
各種ソフトウェアも
レンタルしています。

モバイル
Wi-Fi ルーター
機種によって異なります。
詳細はお問い合わせください。
※標準7G

SOFTWARE

※詳細は
　お問い合わせ
　ください。

※詳細は
　お問い合わせ
　ください。

デスクトップ
パソコン

タブレット
※詳細はお問い
　合わせください。

ノート
パソコン

監視カメラ
仕　様

※詳細はお問い合わせください。



※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。                                                                                                                 Ver.2.0

電子ホワイトボード

MAXHUB V5 V Series

ALL in ONE 
インタラクティブパネル

仕　様

型名：V75FA
ディスプレイサイズ：75インチ
ディスプレイ領域：1,650.24（H）×928.26（V）mm
解像度：3,840 × 2,160　コントラスト：4000：1
輝度：350cd/m2　応答速度：6.5ms
視野角：178°（H/V）　
表示色：1.07B （10bit）
外部入力：HDMI入力×1 、USB2.0×1、USB3.0×2、
　　　　  USB Type-C×2、オーディオ出力×1
大きさ：1,710×90×1,024mm（※1※2）　 質量：50.55kg（※2） ※1 幅（W）×奥行（D）×高さ（H）　※2 本体のみ

スムーズな書き心地
MAXHUBはスマートフォンと同じ静電
容量方式を採用し、タイムラグ無しで
リアルタイムに書くことができます。

リアル・遠隔からもデータ転送
手元のデバイスや遠隔地側からも簡
単にファイル転送してMAXHUBに投
影することが可能です。

多様なデータ保存方式
筆記した内容はQRコードやメールで
瞬時に共有ができ、MAXHUBファイル
で保存することで、次回続けて編集す
ることができます。

ドングルやアプリでの
スムーズな画面共有
付属のワイヤレスドングルで、ワンタッ
チで素早くパソコンの画面をMAXHUB
に投影できます。

MAXHUB/PC の
双方向から操作可能
MAXHUB側からも操作可能ですの
で、プレゼン時に画面とPCの両方に意
識を向ける必要がなくなります。

最大 6画面まで
同時表示
最大6画面まで投影しながらマーキン
グや資料の入替など印象的なプレゼ
ンテーションをすることができます。



掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。
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電子ホワイトボード

Brain Board（ブレインボード）
仕　様

型名：LCD-CB652　有効表示領域：1,428.5×803.5mm
入力端子：HDMI×3、VGA（RGB）：ミニD-Sub15ピン×1
音声端子：【オーディオ入力】HDMI® コネクタ×3、
　　　　　　　　　　　 　 φ3.5mmステレオミニジャック×1
　　　　 【オーディオ出力】光出力コネクタ×1、
　　　　　　　　　　　　  φ3.5mmステレオミニジャック×1
制御信号：【制御入力コネクタ】D-Sub 9ピン（RS-232C）×1
　　　　  【LANコネクタ】RJ-45（10BASE-T/100BASE-TX）×1
USBポート：【ダウンストリーム】USB2.0（Type A）×6
タッチパネル：【対応OS】Windows10、macOS、Chrome OS
　　　　　　【接続端子】USB2.0（Type B）×2
大きさ：1488.4×898×1757～1862mm（※1※2）
質量：約61.4kg（※2）※1 幅（W）×奥行（D）×高さ（H）　※2 本体+スタンド+背面金具含む

操作性や利便性にこだわった充実の機能

手のひらで消せる！※直感的なディスカッション！

6つの
画面を
分割表示
可能

PCレスで
各種アプリが
利用可能

スマートフォンやPCなどの画面を
ワイヤレスで表示可能（ScreenShare Pro）

その他にも便利な
アプリケーションをプリインストール

利用シーンに合わせた
設置が可能

PCレスで素早く書き込みできるホワイトボード機能を内蔵。
スタイラスペンで4人同時に書き込みが可能

Chrome OSなどマルチOSの
タッチ操作に対応

Windows、Chrome OS、macOSのタッチ
操作に対応。インタラクティブホワイトボード
の利用の幅が広がります。

ノートPC、スマートフォン、タブレットPCの画面を
ワイヤレス※で表示。シンプルな接続によりスマートな
会議や授業が可能です。スタイラスペンを使い、表示
した画面への書き込みや保存もできます。

PCレスでPDFファイルやWebページの閲覧
が可能です。またパスワードの設定によるスク
リーンロックやストップウォッチ、カウントタイマー
など、便利なアプリケーションを利用できます。

スリムに固定設置ができる壁掛け金具を標準
添付。また、安定性を考慮し直径100ｍｍの
大型キャスターを採用したスタンドもご用意
（オプション）。シーンに合わせて運用できます。

無線LANユニット
（NP05LM3）

起動後すぐに書き込みできるホワイトボード機能を搭載。書き込みした画面は、本体、USBメモリに保存する
ことができます。また、添付のスタイラスペンを使用して、フリーハンドの書き込みや、ホワイトボードメニュー
から図形を選択して挿入したり、その図形の拡大・縮小、回転などの操作もできます。

両端のペン先は
色設定が可能※

3つのOSに
対応

Windows PC iPad/iPhone Chromebook AndroidMac

対応クライアント端末
画面共有アプリ（ScreenShare Pro）をスマートデバイスにインストール。

細書き

太書き

ストップウォッチ カウントタイマー スポット表示

PDFの閲覧 WEBの閲覧 スクリーンロック・
設定変更

macOS

 キャスター付きスタンド
（2021年2月発売予定）

壁掛け金具（標準添付）

操作性や利便性にこだわった充実の機能

※ScreenShare Pro（無償ダウンロード）のインストールとオプションの無線LANユニットが必要。

※写真のスタンドは開発中のものです。
　発売時には、転倒防止脚が装備されます。
　（65型ディスプレイ装着イメージ）

※ホワイトボード機能時のみ。 マグネットで本体に装着
Windows

Chrome OS

※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。

仕　様

型名：MA55、MA65
ディスプレイサイズ：55インチ、65インチ
画像サイズ：4K（3,840×2,160）
大きさ：55インチ：W1,266×D800×H1,634ｍｍ（※1※2）
　　       65インチ：W1,507×D800×H1,775ｍｍ（※1※2）
質　量：55インチ：67.26kg（※2）
　　       65インチ：77.76kg（※2）

※1 幅(W)×奥行(D)×高さ(H)
※2 本体+スタンド

M-Tab



※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。

デジタルサイネージ

防水防塵ＩＰ：IP65

現場に設置するサイネージの編集操作はインターネットブラウザでどこからでも。
スイッチONで自動的に設定した番組が放映されます。

専門的な知識や技術は一切不要。
ご自身の写真ライブラリーから簡単にコンテンツやスケジュールの配信ができます。

PC/モバイルサイトだけでのご利用、サイネージコンテンツだけのご利用でも可能です。

Ver.2.0



掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。

ユニマット  東テレ
URL.https://unimat-totele.jp

東テレ・ICT ソリューション事業部
東テレ・ＩＣＴソリューション事業部  〒190-0011  東京都立川市高松町3-1-5 新立川ビル 4階B室

　　　　　　TEL.042-540-7101（代）　FAX.042-540-7102
　　　　　　Mail.info-totele@unimatlife.jp

大 阪 事 業 所  〒564-0043  大阪府吹田市南吹田2-2-17

東 テ レ Ｏ Ｔ Ｓ 事 業 所  〒190-0015  東京都立川市泉町935番地 西地区209号棟

動画・静止画の
ドロップor添付

週間スケジュールの登録

デジタルサイネージ

※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。

【サイネージャー】

さまざまなシーンで大活躍する
ネットワーク型デジタルサイネージ

電源をコンセントに差し込むだけ。
スイッチONで自動的に設定した番組が
放映されます。

サイネージャーはそれ自体がWi-Fiのアクセスポイント。
WI-Fi接続が可能な、お手持ちのスマートフォン・タブレット・
PCなどから直接接続、コンテンツ編集ができます。

専門的な知識や技術は一切不要。
ご自身の写真ライブラリーから簡単にコンテンツや
スケジュールの配信ができます。

スケジュールは週ごと・日ごと・時間帯ごとに設定が可能です。
起動時間と終了時間を設定することでON/OFFも自動で
行います。

簡単その1 32～98
inch

簡単その2



※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。

電動カート

電動セニアカー　ＥＴ４Ｄ

●安心・快適な機能を全機種に標準装備

免許自主返納制度のご利用者に特別値引きあり。
株式会社ユニマットライフ　東テレ事業所では、千葉・神奈川・埼玉の各県警
が展開する『運転免許自主返納支援措置』をサポートしております。
レンタル料金の優遇割引が御座いますので、詳しくは各県警ホームページ又は
東テレ事業所までお問合せください。

歩くようなスピード

前進時の最高速度は時速1km～6kmの範
囲で、設定可能です。

曲がる時は自動で減速

時速4.5kmを超える速度で走行する場合、
ハンドルを切った角度に応じて自動的に時
速4.5kmまで減速します。

握り込み緊急停止機能

危険を感じて、アクセルレバーを強く握りしめ
てしまった場合、安全のため急停止します。
＊通常時のブレーキとして使用しないでください。

持ち上げハンドル

本体の運搬などに便利な持ち上げハンドル
を前後に装備しました。
＊転倒のおそれがあるため、乗車した状態で持ち
上げないでください。

手押し切替え（クラッチハンドル）

シート背面のクラッチハンドルで、手押しと
電動走行の切替えがカンタンにできます。

ブレーキレバー

手押し時にはブレーキとして、駐車時には
パーキングブレーキとして機能します。

サスペンション・パンクレスタイヤ

前後輪両方にサスペンションを装備しソフ
トな乗り心地です。
タイヤは空気が入っていないパンクレスタ
イプです。

見やすく操作しやすいハンドルまわり

Ver.2.0



掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。

ユニマット  東テレ
URL.https://unimat-totele.jp

電動カート

東洋製作所　
電動カート　てくてっくん
免許自主返納制度のご利用者に特別値引きあり。
株式会社ユニマットライフ　東テレ事業所では、千葉・
神奈川・埼玉の各県警が展開する『運転免許自主返納
支援措置』をサポートしております。
レンタル料金の優遇割引が御座いますので、詳しくは各
県警ホームページ又は東テレ事業所までお問合せくだ
さい。

デザイン・カラーについて
真っ青な空の下を、ゆっくりとリラックスした状態で、あたかも浮
遊しているような感覚でお散歩してほしい。より、自然体で自由に
活動してほしい。そんな願いがこもったデザインです。

快適性について
従来のシニアカーに比べ、身体的負荷を最小限に抑えた設計と
なっています。てくてっくん一番のこだわりである、ハンドルタッ
チセンサーは、業界初の試みです。

安全性・運転性について
てくてっくんの最速スピードである時速６kmは、人間の小走りと同じスピ
ードです。わき見運転などによる接触事故防止のために、業界初の「衝突
防止センサー」を内蔵しております。

他にも、横転の危険性を回避するための「停止機能」、長時間運転などを
知らせる「音声案内」など多彩な安全対策機能を装備しております。

※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。

東テレ・ICT ソリューション事業部
東テレ・ＩＣＴソリューション事業部  〒190-0011  東京都立川市高松町3-1-5 新立川ビル 4階B室
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