
Mac・iPod touch・iPadを利用した最新のITオーダーリングシステム

構成機器の中⼼心は Apple製品。
デザイン性の⾼高さから、お店のイメージを損なうことはありません。

【Apple 製品】
　・Mac PC（会計レジ及びサーバー）
　　※導入コストや停電時のリスク回避の側面から「MacBook Pro」を推奨

　・iPod touch（スタッフ用ハンディターミナル）

　　※スペックでは第 5世代推奨。コスト面では第 4世代を推奨

　・iPad mini（スタッフ用ハンディターミナル）

　　※iPod touch より大きな画面でご利用いただけます。

　・iPad（来店者用セルフオーダー端末）

　・Time Capsule（無線 LANルーター兼バックアップ用HDD）

　・AirMac Extreme 及び AirMac Express（無線 LANルーター）

　　※無線 LAN拡張時に使用。

【その他機器】
　・レジプリンター、キッチンプリンター
　　※指定機種

　・キャッシュドロワ

　　※指定機種

MacBook Pro

Time Capsule

Regi Printer

Kitchen PrinteriOSデバイス

AirMac Extreme

Cash Drawer

ITOSハードウェアカタログ

-	The	product	situa0on	as	of	October	25,	2016	-

Supported	by	ITOS Co.,Ltd�



■ Apple製品 
▶Mac コンピューター 
　　　　‥‥オーダーサーバ・レジ会計・メニュー編集・データ分析等 
▶iPod touch or iPhone or iPad mini 
　　　　‥‥スタッフ用オーダー端末 
▶iPad or iPad mini 
　　　　‥‥お客様用セルフオーダー端末 
▶AirMac Time Capsule 
　　　　‥‥HDD内蔵無線LANルーター・オーダー情報の中継・データバックアップ 
▶AirMac Extreme or AirMac Express 
　　　　‥‥無線LANルーター・無線ネットワーク拡張 

　　　　　 
■ ITOS製品  

▶レジプリンター 
　　　　‥‥レシート・領収証・日次集計表・ジャーナル等の印刷 
▶キッチンプリンター 
　　　　‥‥厨房用注文伝票・ゲスト用伝票の印刷 
▶キャッシュドロワ 
　　　　‥‥現金収納用

キッチンプリンタ

キッチンプリンタAirMac 
Time Capsule

AirMac 
Extreme

  iPad

  iPod touch

MacBook Pro

キャッシュドロアレジプリンタ

ITOS機器構成例

LANLAN

LAN

LAN

LANUSB

レジ付近

デシャップ

厨　房 厨　房

客　席

キッチンプリンタ



　MacBook Pro  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

		PRODUCT	LIST

 ⑴ Apple製品　／　会計レジ・オーダーサーバ

1 ～ 2
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 ⑵ Apple製品　／　オーダー端末（スタッフ・セルフ）

　iPad Air 2  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　
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　AirMac Express    ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　

　AirMac Time Capsule    ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 ⑶ Apple製品　／　無線LAN機器
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　ITOSキッチンプリンタ（CT-S） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　

　ITOSレジプリンタ・キッチンプリンタ  （TSP143）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 ⑷ ITOS製品　／　レジプリンタ・キッチンプリンタ・キャッシュドロア

　ITOSキッチンプリンタ （FVP10）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　
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　※ 本カタログ記載製品の型式・仕様・金額等は、平成28年11月1日時点のものです。 
　　 最新の内容については弊社またはAppleのホームページでご確認ください。 
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販売価格 ディスプレイ プロセッサ

128,800円（税別）

●Retinaディスプレイ 
●IPSテクノロジー搭載13.3インチ
（対角） 
●LEDバックライトディスプレイ 
●2,560 x 1,600ピクセル、 
●標準解像度227 ppi 
●数百万色以上対応

●2.7GHzデュアルコア 
●Intel Core i5プロセッサ 
●3MB共有L3キャッシュ 

メモリ ストレージ サイズおよび重量
●8GB 　　 
●1,866MHz  
●LPDDR3オンボードメモリ 

●128GB  
●PCleベースオンボードSSD 

●高さ：1.8 cm 
●幅：31.4 cm 
●奥行き：21.9 cm 
●重量：1.58 kg

接続および拡張性
●MagSafe2電源ポート　　　　 
●Thunderboltポート（最大10Gbps）x 2　　　 
●USB 3ポート（最大5Gbps）x 2 
●HDMIポート 
●ヘッドフォンポート 
●SDXCカードスロット　　　　 
●Apple Thunderbolt - FireWireアダプタ（別売り） 
●Apple Thunderbolt - ギガビットEthernetアダプタ 
（別売り）

【主な仕様】

～ 会計レジ + サーバ ～

13インチモデル＜MF839J/A＞
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＊本頁の製品は、米国Apple,Inc.の登録商標です。

MacBook Pro 2015年モデル



販売価格 ディスプレイ プロセッサ

＜MLUQ2J/A＞＜MLL42J/A＞ 

148,800円（税別） 
＜MLVP2J/A＞＜MLH12J/A＞ 

178,800円（税別）

＜共通＞ 
●Retinaディスプレイ 
●IPSテクノロジー搭載13.3インチ
（対角） 
●LEDバックライトディスプレイ 
●2,560 x 1,600ピクセル、 
●標準解像度227 ppi 
●数百万色以上対応

＜MLUQ2J/A＞＜MLL42J/A＞  
●2.0GHzデュアルコア 
●Intel Core i5プロセッサ 
●4MB共有L3キャッシュ 
＜MLVP2J/A＞＜MLH12J/A＞ 
●2.9GHzデュアルコア 
●Intel Core i5プロセッサ 
●4MB共有L3キャッシュ

メモリ ストレージ サイズおよび重量
＜MLUQ2J/A＞＜MLL42J/A＞ 
●8GB　　　●1,866MHz  
●LPDD3オンボードメモリ 
＜MLVP2J/A＞＜MLH12J/A＞ 
●8GB　　　●2,133MHz  
●LPDD3オンボードメモリ

＜共通＞ 
●256GB 
●PCleオンボードSSD 

＜共通＞ 
●高さ：1.49 cm 
●幅：30.41 cm 
●奥行き：21.24 cm 
●重量：1.37 kg

接続および拡張性
＜MLUQ2J/A＞＜MLL42J/A＞　　　　　　　　　　　　  ＜MLVP2J/A＞＜MLH12J/A＞ 
●2つのThunderbolt3(USB-C)ポートで以下に対応　　　　●2つのThunderbolt3(USB-C)ポートで以下に対応　 
　・充電　・DisplayPort　　　　　　　　　　　　　　　　 ・充電　・DisplayPort 
　・Thunderbolt（最大40Gbps)　　　　　　　　　　　　  ・Thunderbolt（最大40Gbps) 
　・USB3.1 Gen2 (最大10Gbps)　　　　　　　　　　 　　・USB3.1 Gen2 (最大10Gbps) 
●ヘッドフォンポート　　　　　　　　　　　　　　　　　　●ヘッドフォンポート 

【主な仕様】

13インチモデル / Touch Barなし 
　シルバー＜MLUQ2J/A＞ 
　スペースグレイ＜MLL42J/A＞
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＊本頁の製品は、米国Apple,Inc.の登録商標です。

MacBook Pro 2016年モデル ～ 会計レジ + サーバ ～

13インチモデル / Touch Barあり 
　シルバー＜MLVP2J/A＞ 
　スペースグレイ＜MLH12J/A＞



販売価格 ディスプレイ プロセッサ

＜MK142J/A＞ 

108,800円（税別） 
＜MK442J/A＞ 

128,800円（税別） 
＜MK452J/A＞ 

148,800円（税別）

＜MK142J/A・MK442J/A＞ 
●IPSテクノロジー搭載21.5インチ 
●LEDバックライトディスプレイ
●1,920 x 1,080ピクセル解像度 
●数百万色以上対応 

＜MK452J/A＞ 
●IPSテクノロジー搭載21.5インチ 
●Retina 4Kディスプレイ
●4,096 x 2,304ピクセル解像度 
●数百万色以上対応

<MK142J/A> 
●1.6GHzデュアルコア 
●Intel Core i5プロセッサ 
●3MB L3キャッシュ 
<MK442J/A> 
●2.8GHzクアッドコア 
●Intel Core i5プロセッサ 
●4MB L3キャッシュ 
<MK452J/A> 
●3.1GHzクアッドコア 
●Intel Core i5プロセッサ 
●6MB L3キャッシュ

メモリ ストレージ サイズおよび重量
＜共通＞  
●8GB　 
●1,867MHz 
●LPDDR3オンボードメモリ

＜共通＞  
●1TB  
●5,400rpm　ハードドライブ 
●256GBフラッシュストレージ
（SSD）に変更可能

＜共通＞ 
●高さ：45.0 cm 
●幅：52.8 cm 
●スタンド奥行き：17.5 cm 
●重量：5.68 kg

入力および接続および拡張性
＜共通＞ 
●Magic Keyboard 
●Magic Mouse2（またはMagic Trackpad2） 
●3.5mmヘッドフォンジャック 
●SDXCカードスロット 
●USB3ポート x 4 
●Thunderboltポート x 2 
●Mini DisplayPort出力でDVI、VGA、デュアルリンクDVI接続に対応（アダプタは別売り） 
●10/100/1000BASE-TギガビットEthernet（RJ-45コネクタ） 
●Kensington社ケーブルロック用セキュリティスロット

iMac

【主な仕様】

21.5インチモデル＜MK142J/A＞＜MK442J/A＞
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＊本頁の製品は、米国Apple,Inc.の登録商標です。

～ 会計レジ + サーバ ～

21.5インチ/４Kディスプレイモデル＜MK452J/A＞



販売価格 ディスプレイ 電源及びバッテリー

  20,800円（税別）

●マルチタッチIPSテクノロジー搭載
●4インチ（対角） 
●ワイドスクリーンディスプレイ 
●Retinaディスプレイ 
●1,136 x 640ピクセル解像度
●326 ppi 
●800:1コントラスト比（標準） 
●最大輝度 500 cd/m2（標準） 
●耐指紋性撥油コーティング

●リチャージャブルリチウムイオン 
　バッテリー内蔵 
●最大40時間のオーディオ再生 
（完全充電時） 
●最大8時間のビデオ再生 
（完全充電時） 
●充電時間：高速充電約2時間 
（バッテリー容量の80%充電） 
●完全充電約4時間

カラー ワイヤレス サイズおよび重量
●802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 
（802.11n/acは2.4GHz/5GHz） 
●Bluetooth 4.1

●高さ：123.4 mm 
●幅：58.6 mm 
●奥行き：6.1 mm 
●重量：88 g

カメラ 入出力 本体のボタンとコネクタ
●FaceTime HDカメラ 
・1.2メガピクセルの写真 
・720p HDビデオ 
＜32・64GBモデルのみ＞ 
●iSightカメラ 
・8メガピクセルの写真　 
・1080p HDビデオ 

●Lightningコネクタ 
●3.5mmステレオヘッドフォンジャ 
　ック 
●内蔵スピーカー 
●マイクロフォン 

iPod touch ～スタッフオーダー端末～

【主な仕様】

第6世代＜16GB＞

-4-
＊本頁の製品は、米国Apple,Inc.の登録商標です。

mm



販売価格 ディスプレイ 電源及びバッテリー

   42,800円（税別）

●Ratinaディスプレイ 
●IPSテクノロジー搭載 
●9.7インチ（対角） 
●LEDバックライト 
●マルチタッチディスプレイ 
●2,048 × 1,536ピクセル解像度 
●264 ppi 
●耐指紋性撥油コーティング 
●フルラミネーションディスプレイ 
●反射防止コーティング

●27.3Whリチャージャブルリチウム 
　ポリマーバッテリー内蔵 
●Wi-Fiでのインターネット利用、ビ 
　デオ再生、オーディオ再生：最大 
　10時間 
●電源アダプタ、またはUSB経由で 
　コンピュータを使って充電

カラー ワイヤレス サイズおよび重量
●スペースグレイ 
●シルバー 
●ゴールド

●Wi-Fi（802.11a/b/g/n/ac）  
●デュアルバンド（2.4GHz/5GHz） 
●MIMO対応HT80 
●Bluetooth 4.2

●高さ：240 mm 
●幅：169.5 mm 
●厚さ：6.1 mm 
●重量：437 g

カメラ 入出力 チップ
●FaceTime HDカメラ 
・1.2メガピクセルの写真 
・720p HDビデオ撮影 
●iSightカメラ 
・8メガピクセルの写真 
・1080p HDビデオ（30fps）　

●Lightningコネクタ 
●3.5mmステレオヘッドフォンジャ 
　ック 
●内蔵スピーカー 
●マイクロフォン 

●64ビットアーキテクチャ搭載 
　A8Xチップ 
●M8モーションコプロセッサ

iPad Air 2

【主な仕様】

Wi-Fiモデル＜32GB＞

～セルフオーダー端末～

-5-
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販売価格 ディスプレイ 電源及びバッテリー

　29,800円（税別）

●IPSテクノロジー搭載 
●7.9インチ（対角） 
●LEDバックライト 
●マルチタッチディスプレイ 
●2,048 × 1,536ピクセル解像度 
●326 ppi 
●耐指紋性撥油コーティング

●23.8Whリチャージャブルリチウム 
　ポリマーバッテリー内蔵 
●Wi-Fiでのインターネット利用、ビ 
　デオ再生、オーディオ再生：最大 
　10時間 
●電源アダプタ、またはUSB経由で 
　コンピュータを使って充電

カラー ワイヤレス サイズおよび重量
●スペースグレイ 
●シルバー

●Wi-Fi（802.11a/b/g/n）  
●デュアルチャンネル 
　　　 （2.4GHz/5GHz） 
●Bluetooth 4.0

●高さ：200 mm 
●幅：134.7 mm 
●奥行き：7.5 mm 
●重量：331 g

カメラ 入出力 チップ
●FaceTime HDカメラ 
・1.2メガピクセルの写真 
・720p HDビデオ 
●iSightカメラ 
・5メガピクセルの写真 
・1080p HDビデオ

●Lightningコネクタ 
●3.5mmステレオヘッドフォンジャ 
　ック 
●内蔵スピーカー 
●マイクロフォン 

●64ビットアーキテクチャ搭載 
　A7チップ 
●M7モーションコプロセッサ

iPad mini 2 　　　 ～スタッフオーダー端末～ 
　　 ～セルフオーダー端末～

【主な仕様】
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Wi-Fiモデル＜32GB＞



販売価格 ディスプレイ 電源及びバッテリー

　42,800円（税別）

●IPSテクノロジー搭載 
●7.9インチ（対角） 
●LEDバックライト 
●マルチタッチディスプレイ 
●2,048 × 1,536ピクセル解像度 
●326 ppi 
●耐指紋性撥油コーティング 
●フルラミネーションディスプレイ 
●反射防止コーティング

●19.1Whリチャージャブルリチウム 
　ポリマーバッテリー内蔵 
●Wi-Fiでのインターネット利用、ビ 
　デオ再生、オーディオ再生：最大 
　10時間 
●電源アダプタ、またはUSB経由で 
　コンピュータを使って充電

カラー ワイヤレス サイズおよび重量
●スペースグレイ 
●シルバー 
●ゴールド

●Wi-Fi（802.11a/b/g/n/ac）  
●デュアルバンド（2.4GHz/5GHz） 
●MIMO対応HT80 
●Bluetooth 4.2

●高さ：203.2 mm 
●幅：134.8 mm 
●奥行き：8.1 mm 
●重量：298.8 g

カメラ 入出力 チップ
●FaceTime HDカメラ 
・1.2メガピクセルの写真 
・720p HDビデオ 
●iSightカメラ 
・8メガピクセルの写真 
・1080p HDビデオ

●Lightningコネクタ 
●3.5mmステレオヘッドフォンジャ 
　ック 
●内蔵スピーカー 
●マイクロフォン 

●64ビットアーキテクチャ搭載 
　A8チップ 
●M8モーションコプロセッサ

iPad mini 4 　　　 ～スタッフオーダー端末～ 
　　 ～セルフオーダー端末～

【主な仕様】
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Wi-Fiモデル＜32GB＞



販売価格 ディスプレイ 電源及びバッテリー

　 62,800円（税別）

●IPSテクノロジー搭載 
●9.7インチ（対角） 
●LEDバックライト 
●Multi-Touchディスプレイ 
●2,048 x 1,536ピクセル解像度 
●264ppi 
●広色域ディスプレイ 
●True Toneディスプレイ 
●耐指紋性撥油コーティング 
●フルラミネーションディスプレイ 
●反射防止コーティング

●27.5Whリチャージャブルリチウム 
　ポリマーバッテリー内蔵 
●Wi-Fiでのインターネット利用、ビ 
　デオ再生、オーディオ再生：最大 
　10時間 
●電源アダプタ、またはUSB経由で 
　コンピュータを使って充電

カラー ワイヤレス サイズおよび重量
●スペースグレイ 
●シルバー 
●ゴールド 
●ローズゴールド

●Wi-Fi（802.11a/b/g/n/ac）  
●デュアルバンド（2.4GHz/5GHz） 
●Bluetooth 4.2テクノロジー

●高さ：240 mm 
●幅：169.5 mm 
●奥行き：6.1 mm 
●重量：437 g

カメラ 入出力 チップ
●FaceTime HDカメラ 
・1.2メガピクセルの写真 
・720p HDビデオ 
●iSightカメラ 
・12メガピクセルの写真 
・４Kビデオ撮影 
・1080p HDビデオ　

●Lightningコネクタ 
●3.5mmステレオヘッドフォンジャ 
　ック 
●4スピーカーオーディオ 
●デュアルマイクロフォン 

●64ビットアーキテクチャ搭載 
　A9Xチップ 
●M9モーションコプロセッサ 

iPad Pro 9.7inch     ～セルフオーダー端末～

【主な仕様】
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Wi-Fiモデル＜32GB＞



販売価格 ディスプレイ 電源及びバッテリー

　82,800円（税別）

●IPSテクノロジー搭載 
●12.9インチ（対角） 
●LEDバックライト 
●Multi-Touchディスプレイ 
●2,732 x 2,048ピクセル解像度 
●264ppi 
●耐指紋性撥油コーティング 
●フルラミネーションディスプレイ 
●反射防止コーティング

●38.5Whリチャージャブルリチウム 
　ポリマーバッテリー内蔵 
●Wi-Fiでのインターネット利用、ビ 
　デオ再生、オーディオ再生：最大 
　10時間 
●電源アダプタ、またはUSB経由で 
　コンピュータを使って充電

カラー ワイヤレス サイズおよび重量
●スペースグレイ 
●シルバー 
●ゴールド

●Wi-Fi（802.11a/b/g/n/ac）  
●デュアルバンド（2.4GHz/5GHz） 
●Bluetooth 4.2テクノロジー

●高さ：305.7 mm 
●幅：220.6 mm 
●奥行き：6.9 mm 
●重量：713 g

カメラ 入出力 チップ
＜共通＞ 
●FaceTime HDカメラ 
・1.2メガピクセルの写真 
・720p HDビデオ 
●iSightカメラ 
・8メガピクセルの写真 
・1080p HDビデオ　

●Lightningコネクタ 
●3.5mmステレオヘッドフォンジャ 
　ック 
●4スピーカーオーディオ 
●デュアルマイクロフォン

●64ビットアーキテクチャ搭載 
　A9Xチップ 
●M9モーションコプロセッサ 

iPad Pro 12.9inch     ～セルフオーダー端末～

【主な仕様】
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Wi-Fiモデル＜32GB＞



販売価格 サイズおよび重量 ワイヤレス

29,800円（税別）

●高さ：168 mm 
●幅：98 mm 
●奥行：98 mm 
●重量：1.48 kg

●IEEE 802.11a/b/g/n/ac2 
●ビームフォーミングアンテナアレイ 
●同時デュアルバンド2.4GHz/5GHz 
●ユーザー数：50人

システム条件 接続・拡張性
●設定と管理 
・OS X Lion v10.7.5以降およびAirMacユーティリティ6.3を搭載したMac 
・iOS 5以降およびAirMacユーティリティ1.3を搭載したiOSデバイス 
●Time Machineを使ったバックアップ 
・OS X v10.5.7以降を搭載したMac 
●ワイヤレスデバイスアクセス 
・802.11a/b/g/n/ac規格に準拠したWi-Fi対応デバイス 
●USBプリンタの共有 
・OS X v10.2.7以降を搭載したMac 
・Windows XP（SP3）・Windows Vista（SP2）・Windows7（SP1）、 
・Windows 8を搭載したWindowsパソコン 
●USBハードドライブの共有 
・OS X v10.4.8以降を搭載したMac 
・Windows XP（SP3）、Windows Vista（SP2）、Windows7（SP1）、 
　Windows 8を搭載したWindowsパソコン

●ギガビットEthernet WANポート 
●ギガビットEthernet LANポート  
　 x 3 
●USB 2

AirMac Time Capsule

【主な仕様】

～HDD内蔵無線LANルーター～

2TBモデル＜ME177J/A＞
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＜壁付けキット＞ 
H-Squared Air Mount  
for AirMac Extreme  
& AirMac Time Capsule 
￥5,400（税別）



販売価格 サイズおよび重量 ワイヤレス

19,800円（税別）

●高さ：168 mm 
●幅：98 mm 
●奥行：98 mm 
●重量：945 g

●IEEE 802.11a/b/g/n/ac2 
●ビームフォーミングアンテナアレイ 
●同時デュアルバンド2.4GHz/5GHz 
●ユーザー数：50人

システム条件 接続・拡張性
●設定と管理 
・OS X Lion v10.7.5以降およびAirMacユーティリティ6.3を搭載したMac 
・iOS 5以降およびAirMacユーティリティ1.3を搭載したiOSデバイス 
●ワイヤレスデバイスアクセス 
・802.11a/b/g/n/ac規格に準拠したWi-Fi対応デバイス 
●USBプリンタの共有 
・OS X v10.2.7以降を搭載したMac 
・Windows XP（SP3）・Windows Vista（SP2）・Windows7（SP1）、 
・Windows 8を搭載したWindowsパソコン 
●USBハードドライブの共有 
・OS X v10.4.8以降を搭載したMac 
・Windows XP（SP3）、Windows Vista（SP2）、Windows7（SP1）、 
　Windows 8を搭載したWindowsパソコン

●ギガビットEthernet WANポート 
●ギガビットEthernet LANポート  
　 x 3 
●USB 2　　●内蔵電源

AirMac Extreme

【主な仕様】

～無線LANルーター～

＜ME918J/A＞
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＜壁付けキット＞ 
H-Squared Air Mount  
for AirMac Extreme  
& AirMac Time Capsule 
￥5,400（税別）



販売価格 接続・拡張性 ワイヤレス

9,800円（税別）

●高さ：98 mm 
●幅：98 mm 
●奥行：23 mm 
●重量：240 g

●IEEE 802.11a/b/g/n 
●同時デュアルバンド2.4GHz/5GHz 
●ユーザー数：50人

システム条件 サイズおよび重量
●設定と管理 
・iOS 5以降およびAirMacユーティリティを搭載したiPhone、iPad、iPod  
　touch 
・OS X Lion v10.7.3以降およびAirMacユーティリティ6.1を搭載したMac 
・OS X v10.5.7以降およびAirMacユーティリティ5.6.1を搭載したMac 
・Windows 7以降およびAirMacユーティリティ5.6.1を搭載したWindows 
　パソコン 
●ワイヤレスデバイスアクセス 
・802.11a/b/g/n規格に準拠したWi-Fi対応デバイス 
●USBプリンタの共有 
・USBプリンタ 
・OS X v10.2.7以降を搭載したMac 
・Windows XP（SP3）、Windows Vista（SP2）、Windows7（SP1）、 
　Windows 8を搭載したWindowsパソコン

●10/100BASE-TEthernet  
　WANポート 
●10/100BASE-TEthernet  
　LANポート 
●USB 2　　 
●3.5mmミニオーディオジャック

AirMac Express

【主な仕様】

～無線LANルーター～

＜MC414J/A＞
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＜壁付けキット＞ 
H-Squared Air Mount  
for AirMac Express 
￥3,800（税別）



販売価格 ボディカラー インターフェイス

＜TSP143GT＞  
　　65,800円（税別） 
＜TSP143LAN＞　 
    82,800円（税別） 

＜共通＞ 
●ホワイト 
●グレー

＜TSP143GT＞ 
●USB 2.0 
＜TSP143LAN＞ 
●Ethernet 
（100BASE-TX/10BASE-T）

印字方式・速度 文字仕様
＜共通＞ 
●ダイレクトラインサーマル印字 
＜TSP143GT＞ 
●最大250mm/秒 
＜TSP143LAN＞ 
●最大125mm/秒 

＜共通＞ 
●印字構成 
・英数字 12×24ドット　　・英数字 9×24ドット 
・半角数字 12×24ドット　・全角漢字 24×24ドット 
●印字桁数 
・最大48桁（12×12フォント）/ 最大24桁（漢字・24×24フォント） 
●文字サイズ 
・12×24フォント W1.5×H3.0mm　・ 9×24フォント W1.125×H3.0mm 
・半角漢字 W1.5×H3.0mm　・全角漢字 W3.0×H3.0mm 
●文字種 
・英数字　・拡張グラフィックス　・国際文字　・JIS第一　・第二水準漢字 
●バーコード規格 
・UPC-A/E  ・JAN/EAN8/13  ・ITF  ・CODE39　・CODE93 
・CODE128　　・CODABER(NW-7)    ・QRコード 
●解像度：8ドット/mm（203dpi）

オートカッター
＜共通＞ 
●タイプ 
・ギロチン式 
●カット方式 
・パーシャルカット（中央1点残し） 
●寿命 
・100万回カット（推奨紙使用時）

用紙 特徴 サイズ・レイアウト
＜共通＞ 
●形態：感熱ロール紙 
●サイズ：80mm 
●巻径最大：83mm 
●厚さ：65 ～ 85 ㎛

●ACアダプター不要 
　電源内蔵により、ACアダプタの設 
　置スペースが不要 
●高速スループットを実現 
　TSPはお客様を待たせません 
●180度印字反転機能 
　縦置き時でも見やすい印字を実現

＜共通＞ 
●高さ：132 mm 
●幅：142 mm 
●奥行き：204 mm 
●重量：約1.75 kg 
●置き方：平置き / 縦置き

ITOS プリンタ ～レジプリンタ～　～キッチンプリンタ～

【主な仕様】

レジプリンタ＜TSP143GT＞　キッチンプリンタ＜TSP143LAN＞

「オプションも充実！」 
　縦置きキット　　　防滴カバー　　　　外付けブザー
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販売価格 ボディカラー インターフェイス

　 114,800円（税別） 
       ※IFボード(30,000円)含む 

●ホワイト 
●グレー

●USB 2.0 
●Ethernet 
（100BASE-TX/10BASE-T）

印字方式・速度 文字仕様
●ダイレクトラインサーマル印字 
●最大250mm/秒

●印字構成 
・英数字 12×24ドット　　・IBMグラフィックス 12×32ドット 
・半角数字 12×24ドット　・全角漢字 24×24ドット 
●印字桁数 
・最大48桁（12×24フォント）/ 最大24桁（漢字・24×24フォント） 
●文字サイズ 
・12×24フォント W1.5×H3.0mm　・ 12×32フォント W1.5×H4.0mm 
・半角漢字 W1.5×H3.0mm　・全角漢字 W3.0×H3.0mm 
●文字種 
・英数字　・拡張グラフィックス　・国際文字　・JIS第一　・第二水準漢字 
●バーコード規格 
・UPC-A/E  ・JAN/EAN8  ・JAN/EAN13  ・ITF  ・CODE39 
・CODE93  ・CODE128  ・CODABER(NW-7)  ・PDF417  ・QRコード 
●解像度：8ドット/mm（203dpi）

オートカッター
●タイプ 
・ギロチン式 
●カット方式 
・フルカット　 
・パーシャルカット（中央1点残し） 
●寿命 
・200万回カット（推奨紙使用時）

用紙 スピーカー サイズ・レイアウト
●形態：感熱ロール紙 
●サイズ：80mm 
●巻径最大：83mm 
●厚さ：65 ～ 150 ㎛

●内蔵スピーカー 
●モノラルミニジャック（∅3.5）

●高さ：114 mm 
●幅：144 mm 
●奥行き：228 mm 
●重量：約2.8 kg 
●置き方：平置き

特徴
●フロントワーキング 
　引き出し式前方排出により、ラクラク用紙交換 
●ヴォイス機能 
　スピーカー内蔵・ステータスを音声でお知らせ 
●縮小印字機能 
　アプリケーションを変更せずに、印字を縦・横に縮小

●フラットルーフ 
　天面がフラットなため、プリンタ上スペースにも上載 
　せ可能 
●多様な設置製 
　マウントキット（オプション）により、棚下・テーブ 
　ル下への組込み可能

ITOS プリンタ ～キッチンプリンタ～

【主な仕様】

ITOSキッチンプリンタ＜FVP10＞
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販売価格 ボディカラー インターフェイス

　 88,600円（税別） 
       ※無線ボード(24,800円)別途 

●ホワイト ●USB 2.0 
●Ethernet 
（100BASE-TX/10BASE-T） 
●WiFi

印字方式・速度 文字仕様
●ラインサーマルドット印字方式 
●最大300mm/秒

●印字構成 
・FontA 12×24ドット　　・FontB 9×17ドット 
・FontC 8×18ドット　・漢字A 24×24ドット  ・漢字C 16×16ドット 
●印字桁数 
・FontA 53桁・FontB 71桁・FontC 80桁・漢字A 26桁・漢字C 40桁 
●文字サイズ 
・FontA 1.5×3.00mm・FontB 1.13×2.15mm 
・FontC 1.00×2.00mm・漢字A 3.00×3.00mm・漢字C:2.00×2.00mm 
●文字種 
・英数字　・国際文字　・漢字（JIS第1、第2、第３、第４） 
●バーコード規格 
・UPC-A/E・JAN（EAN）13桁／8桁・ITF・CODE39・CODE93 
・CODE128・CODABAR（NW-7） 
●解像度：8ドット/mm（203dpi）

オートカッター
●タイプ 
・ギロチン式 
●カット方式 
・フルカット　 
・パーシャルカット（中央1点残し） 
●寿命 
・200万回カット（推奨紙使用時）

用紙 スピーカー サイズ・レイアウト
●形態：感熱ロール紙 
●サイズ：80mm 
●巻径最大：83mm 
●厚さ：65 ～ 150 ㎛

●内蔵スピーカー ●高さ：148 mm 
●幅：145 mm 
●奥行き：192 mm 
●重量：約2.1 kg 
●置き方：平置き

特徴
●業界最高速クラスの印字速度MAX300mm/sec 
●省スペース設計、ACアダプターを底面に内蔵可能 
（電源内蔵タイプ） 
●液晶モニター搭載でメッセージの確認や 
　機能設定が容易 

●用紙セーブ機能搭載により、用紙節約が可能 
●16階調印刷対応で、画像・写真等をよりリアルに 
　印刷が可能 
●導入後も安心の『2年間無償保証』対応機種

ITOS プリンタ ～キッチンプリンタ～

【主な仕様】

ITOSキッチンプリンタ＜CT-S801＞＜CT-S851＞
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※WiFi対応をしておりますが、通信環境等により不安定になる場合がございます。



販売価格 ボディカラー 外形寸法

＜SMD146M＞  
　20,000円（税別） 

＜EW35S・EB35S＞　 
  22,000円（税別） 

＜SMD146M＞ 
●ホワイト 
＜EW35S＞ 
●ホワイト 
＜EB35S＞ 
●ブラック

＜SMD146M＞ 
●幅：405 mm 
●奥行き：423 mm 
●高さ：112 mm　※ゴム足含む 
＜EW35S・EB35S＞ 
●幅：350 mm 
●奥行き：350 mm 
●高さ：82 mm

重量 金種 コネクタ・ケーブル
＜SMD146M＞ 
●7.6 kg 
＜EW35S・EB35S＞ 
●4.6 kg

＜SMD146M＞ 
●4札、6コイン 
＜EW35S・EB35S＞ 
●3札、6コイン 
※仕切り板を外せば5コインに変更可

＜共通＞ 
●6ピンモジュラー

ITOS ドロア ～キャッシュドロア～

【主な仕様】

ITOSキャッシュドロア＜SMD146M＞

ITOS小型キャッシュドロア＜ES35S＞＜EB35S＞
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ITOSに関するお問い合わせは... 　


