
消耗品ガイド

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 19752 規格に基づいています。

• 長期間、印刷量がきわめて低い場合、実際の印刷量に悪影響を及ぼす可能性があります。

項目 回収プログラムカートリッジ

米国およびカナダ

トナーカートリッジ 501

高出力トナーカートリッジ 501H

超高出力トナーカートリッジ 501X1

最高出力トナーカートリッジ 501U2

欧州連合、欧州経済地域、スイス

トナーカートリッジ 502

高出力トナーカートリッジ 502H

超高出力トナーカートリッジ 502X1

最高出力トナーカートリッジ 502U2

アジア太平洋地域（オーストラリアおよびニュージーランドを含む）

トナーカートリッジ 503

高出力トナーカートリッジ 503H

超高出力トナーカートリッジ 503X1

最高出力トナーカートリッジ 503U2

ラテンアメリカ（プエルトリコおよびメキシコを含む）

トナーカートリッジ 504

高出力トナーカートリッジ 504H

超高出力トナーカートリッジ 504X1

最高出力トナーカートリッジ 504U2

アフリカ、中東、中欧、東欧、および独立国家共同体

トナーカートリッジ 505

高出力トナーカートリッジ 505H

超高出力トナーカートリッジ 505X1

最高出力トナーカートリッジ 505U2

1 このカートリッジは、MS410d、MS410dn、MS510dn、MS610dn、MS610de プリンタモデルでのみサポートされています。

2 このカートリッジは、MS510dn、MS610dn、MS610de プリンタモデルでのみサポートされています。

各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 標準カートリッジ

グローバル

高出力トナーカートリッジ 500HA1

超高出力トナーカートリッジ 500XA2

最高出力トナーカートリッジ 500UA3

1 このカートリッジは、MS310d、MS310dn プリンタモデルでのみサポートされています。

2 このカートリッジは、MS410d、MS410dn プリンタモデルでのみサポートされています。

3 このカートリッジは、MS510dn、MS610dn、MS610de プリンタモデルでのみサポートされています。

イメージングユニットを注文する

長期間、印刷量がきわめて低い場合、トナーカートリッジのトナーが消耗する前に、イメージングユニットの部品が劣化する可
能性があります。

イメージングユニットの交換の詳細については、同梱されている手順シートを参照してください。

部品名 Lexmark 回収プログラム 標準

イメージングユニット 500Z 500ZA

保守キットを注文する

メモ：

• 特定のタイプの用紙を使用するには、保守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。

• セパレーターローラー、フューザー、ピックロール、転送ローラー、および redrive アセンブリはすべて保守キットに含ま
れ、必要に応じて個別に注文および交換できます。

• 保守キットを交換する場合は、サービス担当者にお問い合わせください。

プリンタモデル 部品番号

MS510dn (100v) 40X8439*

MS610dn (100v) 40X8440*

MS610de (100v) 40X8441*

MS510dn (110v) 40X8281

MS610dn (110v) 40X8433

MS610de (110v) 40X8434

MS510dn (220v) 40X8282

MS610dn (220v) 40X8435

MS610de (220v) 40X8436

* このキットは日本専用です。
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