
消耗品ガイド
米国で消耗品を注文するには、お住まいの地域 Lexmark 認定消耗品販売店について、 1-800-539-6275 までお電話でお
問い合わせください。その他の国または地域の場合、 Lexmark の Web サイト www.lexmark.com にアクセスするか、消
耗品を注文する場合は、プリンタ販売店にお問い合わせください。

Lexmark リターンプログラムでは、Lexmark でリサイクルするための使用済み消耗品の回収をご契約して頂くことにより、
Lexmark の消耗品をディスカウント価格にて購入することができます。

Lexmark の純正部品と消耗品を使用する

Lexmark プリンタは純正の Lexmark 消耗品と部品を使用したときに最高の効果を発揮するように設計されています。他社
の消耗品または部品を使用すると、プリンタおよびイメージングコンポーネントの性能、信頼性、寿命に影響するおそれがあ
ります。他社の消耗品や部品を使用すると、保証範囲に影響する可能性があります。他社の消耗品や部品を使用したことに
起因する損傷には、保証が適用されません。すべての寿命インジケータは、Lexmark 消耗品と部品に対して機能するように
設計されていますが、他社の消耗品や部品を使用した場合は予期しない結果が生じる可能性があります。意図された耐用期
間後もイメージングコンポーネントを使用し続けると、Lexmark プリンタまたは関連するコンポーネントに損傷を引き起こすお
それがあります。

トナーカートリッジを注文する

メモ：

• 推定カートリッジ出力は、ISO/IEC 19798 規格に基づいています。

• 極端に低い印刷比率で長時間印刷すると、実際の印刷数に悪影響を与え、トナーがなくなる前にカートリッジ部品が損
傷する原因になります。

回収プログラムカートリッジ

項目 米国、カナダ 欧州連合（EU）、欧州経済地域（EEA）、スイス その他の国および地域

回収プログラムトナーカートリッジ

ブラック 801K 802K 808K

シアン 801C 802C 808C

マゼンタ 801M 802M 808M

イエロー 801Y 802Y 808Y

標準出力回収プログラムトナーカートリッジ

ブラック 801SK 802SK 808SK

シアン 801SC 802SC 808SC

マゼンタ 801SM 802SM 808SM

イエロー 801SY 802SY 808SY

高出力回収プログラムトナーカートリッジ

ブラック 801HK 802HK 808HK

シアン 801HC 802HC 808HC

マゼンタ 801HM 802HM 808HM

地域の国情報については、www.lexmark.com/regions をご覧ください。
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項目 米国、カナダ 欧州連合（EU）、欧州経済地域（EEA）、スイス その他の国および地域

イエロー 801HY 802HY 808HY

超高出力回収プログラムトナーカートリッジ

ブラック 801XK 802XK 808XK

シアン 801XC 802XC 808XC

マゼンタ 801XM 802XM 808XM

イエロー 801XY 802XY 808XY

地域の国情報については、www.lexmark.com/regions をご覧ください。

項目 グローバル

標準出力標準トナーカートリッジ

ブラック 800S1

シアン 800S2

マゼンタ 800S3

イエロー 800S4

高出力標準トナーカートリッジ

ブラック 800H1

シアン 800H2

マゼンタ 800H3

イエロー 800H4

超高出力標準トナーカートリッジ

ブラック 800X1

シアン 800X2

マゼンタ 800X3

イエロー 800X4

地域の国情報については、www.lexmark.com/regions をご覧ください。

イメージングキットを注文する

項目 すべての国と地域

ブラックイメージングキット 700Z1

カラーイメージングキット 700Z5

メンテナンスキットを注文する

メモ：

• 特定のタイプの用紙を使用するには、メンテナンスキットをより頻繁に交換しなければならない場合があります。

• フューザーおよび転写モジュールはメンテナンスキットに含まれ、必要に応じて個別に注文および交換することもできま
す。
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• メンテナンスキットを交換するには、お客様サポート（http://support.lexmark.com）またはサービス担当者までお問い
合わせください。

部品名 タイプ 消耗品番号

メンテナンスキット 115 V

220 V

100 V

40X7615

40X7616

40X7617

廃トナーボトルを注文する

項目 すべての国と地域

廃トナーボトル C540X75G
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