
消耗品ガイド
以下の表に、注文する消耗品の品番を示します。

品番

品名 品番 対象プリンタ

シアン大容量返却プログラムトナーカートリッジ C736H1CG C736

マゼンタ大容量返却プログラムトナーカートリッジ C736H1MG C736

イエロー大容量返却プログラムトナーカートリッジ C736H1YG C736

ブラック大容量返却プログラムトナーカートリッジ C736H1KG C736

シアン返却プログラムトナーカートリッジ C734A1CG C734、C736

マゼンタ返却プログラムトナーカートリッジ C734A1MG C734、C736

イエロー返却プログラムトナーカートリッジ C734A1YG C734、C736

ブラック返却プログラムトナーカートリッジ C734A1KG C734、C736

シアン大容量トナーカートリッジ C736H2CG C736

マゼンタ大容量トナーカートリッジ C736H2MG C736

イエロー大容量トナーカートリッジ C736H2YG C736

ブラック大容量トナーカートリッジ C736H2KG C736

シアントナーカートリッジ C734A2CG C734、C736

マゼンタトナーカートリッジ C734A2MG C734、C736

イエロートナーカートリッジ C734A2YG C734、C736

ブラックトナーカートリッジ C734A2KG C734、C736

感光体 C734X20G C734、C736

感光体ユニット、マルチパック C734X24G C734、C736

フューザ（100V） 40X5095 C734、C736

フューザ（115V） 40X5093 C734、C736

フューザ（230V） 40X5094 C734、C736

転写モジュール 40X5096 C734、C736

廃トナーボックス C734X77G C734、C736

トナーカートリッジを注文する

［88 シアンカートリッジ残り僅か］、［88 マゼンタカートリッジ残り僅か］、［88 イエローカートリッジ残り僅か］、または［88 ブ
ラックカートリッジ残り僅か］と表示されたら、新しいカートリッジを注文します。

［88 シアンカートリッジを交換］、［88 マゼンタカートリッジを交換］、［88 イエローカートリッジを交換］、または［88 ブラック

カートリッジを交換］と表示されたら、指定されたトナーカートリッジを交換する必要があります。
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トナーカートリッジの推定印刷ページ数は、1 色あたり 5% の印刷比率に基づいています。 極端に低い印刷比率（1 色あた
り 1.25% 未満）で長時間印刷すると、その色の実際の印刷数に悪影響を与え、トナーの寿命がくる前にカートリッジ部品が損
傷する原因になります。

感光体を注文する

［84 感光体残り僅か］または［84＜カラー＞感光体残り僅か］が表示された場合は、交換用の感光体を注文します。

［84＜カラー＞感光体を交換］が表示された場合は、指定された感光体を交換する必要があります。

品名 品番

感光体 C734X20G

感光体ユニット、マルチパック C734X24G

フューザまたは転写モジュールを注文する

［80 フューザ寿命近し］または［83 転写モジュール寿命近し］と表示された場合は、交換用のフューザまたは転写モジュー

ルを注文します。

［80 フューザを交換］または［83 転写モジュールを交換］と表示された場合は、新しいフューザまたは新しい転写モジュール

を取り付けます。 取り付けについては、部品に同梱の説明書類を参照してください。

品名 品番

フューザ 40X5095（100 ボルト）

40X5093（115 ボルト）

40X5094（230 ボルト）

転写モジュール 40X5096

廃トナーボックスを注文する

［82 廃トナーボックスほぼ満杯］と表示された場合は、交換用の廃トナーボックスを注文します。 操作パネルに［82 廃トナ

ーボックスを交換］と表示されたら、廃トナーボックスを交換する必要があります。

メモ： 廃トナーボックスの再利用はお勧めできません。

品名 品番

廃トナーボックス C734X77G
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