その他の便利機能

お店のデータ分析

現状把握と販売促進に役立つデータ出力機能。
店名ロゴを、すっきりと美しくプリント。
同梱されているロゴチップ注文書に必要事項を記入し
てオーダーいただければ、店名ロゴ・住所・電話番号を
すっきりデザインしたオリジナルのロゴチップを作成い
たします（別売）。届いたロ

●項目別データ

ゴチップで、イメージアップ

ジャンル別や日・月間・

に役立つレシートを、手軽

年 間など様々な集 計

に発行できます。

データがつかめます。

多彩な商品に対応する拡張キーボード。
最大130メニューをワンタッチで
登録できる、PLUフルキーボード

●月間日別データ

もご用意しています
（別売）。

毎日の 売 上を正 確に

●時間帯別データ

（MA-660-20のみ対応）

キー入力／エラー音の音量設定機能。

記録。1ヵ月間の売上が

繁 忙 時 、閑 散 時が

正確に把握できます。

一目瞭然で、
スタッフ

お店の環境に応じて、
キー入力／エラー音の音量を「切」

配置や販売戦略に

「小」
「大」から選択可能。

役立ちます。

その他にも使いやすい機能
●消費税の混在（外税・内税・非課税）
自動計算機能。
●消費税率の変更を予約でき、
当日は、
自動変更。
●安心の4種類の税率対応。
●合計後の返品や訂正に対応するレジマイナス機能。
（警告音付）
●同一商品の複数登録に便利なリピート・乗算機能。

各種データ
対応表

●小数点以下2桁までの小数点計算機能。
●専用キーによる信計・掛計・入金・支払処理機能。

型番
売上明細
項目別
部門別
部門粗利
時間帯別
現金在高
責任者別
PLU
月間日別

MA-660-20
○
○
○
○
○
○
○
○（1,000）
○

MA-660-10
○
○
○
○
○
○
○
―
○

MA-660-10B
○
○
○
○
○
○
○
―
○

●電子時計機能内蔵で日付を自動更新。

桁数
外形寸法
質量
ドロア寸法
使用電源
消費電力
ロール紙

※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。
また、東芝テック独自の環境調和型製品の基準を定め、
この基
準を満たした製品には左記マークを表示しています。
詳しくは東芝テック リテールソリューションのホームページをご覧
ください。

359

MA-660シリーズの主な仕様

299

登録7桁／合計10桁
400（幅）×437（奥行）×299（高さ）mm ※ポップアップ時は359（高さ）mm
400（幅）×437（奥行）×115（高さ）mm
AC100V±10% 50/60Hz
待機時10W 登録時38W
レシート・記録紙とも幅58mm
（テックサーマル58R-80TRSCとご用命ください。）

115

437
400

（単位：mm）

廃棄後の環境負荷を減らすために、鉛フリーはんだ及び

環境配慮仕様 クロムフリー鋼板を採用しています。

安全にお使いいただくために。
1 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。2 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。詳しくはテックエンジニアリング（株）または営業担当までお申し付けください｡

レシート&ジャーナル

3 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。

■純正サプライ用品使用のお願い
当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、厳しい規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。
※本カタログ中のラベル・レシート・レポート類は任意に作成し、縮小しています。
※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。

装備

●お問い合わせは

〒141-8664 東京都品川区東五反田2-17-2 オーバルコート大崎マークイースト
北海道支店
東北支社
北東北支店
南東北支店
北関東支社
新潟支店
群馬支店
栃木支店
信州支店
東京支社
東関東支店

TEL.011-733-1700
TEL.022-772-7591
TEL.019-635-2442
TEL.024-922-9883
TEL.048-856-8901
TEL.025-284-9888
TEL.027-363-1171
TEL.028-636-2111
TEL.0263-25-1555
TEL.03-6422-7500
TEL.043-255-0301

東京西支店
神奈川支店
静岡支社
沼津支店
中部支社
北陸支店
関西支社
京都支店

TEL.042-523-5381
TEL.045-681-7891
TEL.054-281-7311
TEL.055-921-9944
TEL.052-889-5201
TEL.076-223-1666
TEL.06-4807-6500
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
中九州支店 TEL.096-370-8321
南九州支店 TEL.099-255-5911
特需営業統括部 TEL.03-6422-7600
その他事務所 ／ 全国主要都市

シリーズ
No.1273 MA-660カタログ4P ④-10K-125-09.1-CC-05.4

左右対称の新型デザインに、面倒だった作業もスッキリと簡略化する機能を満載！ お店の雰囲気で選べる２色の

レシート&ジャーナル

ボディカラーも魅力的な、斬新な発想が詰め込まれたレジスターです。

液晶&LED
用紙交換もポンと置くだけ、手間いらず。
MA-660-10B

クール
ブラック

液晶とLED、2種類の見やすい画面。
商品名は、
大きく見やすい液晶画面で
表示。
さらに商品ジャンル
（部門）や金

液晶
画面

レシート用紙の交換は、
ワンタッ
チでカバーを開き、
ロールペーパ
ーを置くだけの「ワンタッチ投げ
込み方式」。無駄な手間がかか
らず、
お客様にもご迷惑をおか
けしません。

額は、
色分けしてLED表示。見づらさ
が原因のミスも解消できます。

領収証もクーポン券も、かんたん操作で素早く発行。
レシートや 領 収 証は 、ワイドで見 や すい 幅
58mmサイズ。販売プランに合わせたクーポン
券も素早く発行できます。東芝テック（株）は、横長領収証の発行に関する

LED
表示

▲

複数の特許を保有しています。
特許第2679892号、特許第2912766号、
特許第2945880号

マニュアルいらずのかんたん操作。

部門キーの名前印刷も簡単。

登録時には大きく2行で、
また設定／点検時に

部門名を設定→キーステッカーを印刷→キーステッカーの
交換。部門キーの変更作業がグンと便利になりました。

は４行でガイダンス表示。読みやすく、
わかりや
すい、
マニュアルいらずの親切設計です。
MA-660-20

小計、合計、レシート停止など、
「いまの状態」がすぐわかる。

キーボード

フェア
ホワイト

Universal
Design

使いやすく美しい
ユニバーサルデザイン
キーボードを採用。

「小計」
「合計」
「レシート停止」
などをクッキリ文字表示。その時々
の 状 態 がひと目で確 認 できる

キーボードには、
POSターミナルと同様
のユニバーサルデザインカラーを採用。
ワンランク上の洗練されたフォルムは、
お店の雰囲気づくりにも役立ちます。

から、
忙しい時間帯でも安心です。
●写真は、機能説明のために全LEDを点灯させたものです。実際の点灯状態とは異なります。

画面表示に従って、迷わず悩まず操作が可能。
登録や設定時にはわかりやすい説明画

ワイドテーブル

面が、
またエラー時にも対応方法が表示
されるので、
はじめての方でも迷うことなく
操作できます。

文字入力も、ポンポンとケータイ感覚で。
名称やメッセージも手間をかけることなく、
まるで携帯電話を使うよ
うな手軽さでポンポンと入力できます。

ワイドテーブル採用で、 キーボード前面の、広々使える金属板テーブルは、札
お札の管理も適切に。 押さえや小銭・ペン・クリップ置き等に重宝。大切なお
預かり金もお客様に見やすく安心です。

