
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。

• 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る可能性があります。

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 521

高出力トナーカートリッジ 521H

超高出力トナーカートリッジ 521X*

欧州連合、欧州経済地域、およびスイス

トナーカートリッジ 522

高出力トナーカートリッジ 522H

超高出力トナーカートリッジ 522X*

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 523

高出力トナーカートリッジ 523H

超高出力トナーカートリッジ 523X*

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 524

高出力トナーカートリッジ 524H

超高出力トナーカートリッジ 524X*

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 525

高出力トナーカートリッジ 525H

超高出力トナーカートリッジ 525X*

* このトナーカートリッジは、MS811n、MS811dn、MS812dn、および MS812de 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。

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 520HA1

超高出力トナーカートリッジ 520XA2

1 このカートリッジは MS810n および MS810dn 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、MS811n、MS811dn、MS812dn、および MS812de プリンタモデルでのみサポートされています。
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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 520Z 520ZA

保守キットを注文する

サポートされているフューザータイプを確認するには、フューザーのラベルを調べます。次のいずれかを実行します。

• トナーカートリッジとイメージングユニットを取り外します。フューザーの正面に 2 桁のフューザータイプコード（00 や 01 な
ど）が記載されています。

警告！破損の恐れあり： イメージングユニットは、10 分間以上直射日光にさらさないでください。長時間直射日光にさら
すと、印刷品質の問題が生じる可能性があります。

• プリンタの背面ドアを下に引きます。フューザーの背面に 2 桁のフューザータイプコード（00 や 01 など）が記載されてい
ます。

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、ピックローラーアセンブリ、および転送ローラー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。

MS810、MS811、および MS812 の Lexmark 回収プログラムフューザー保守キットおよび部品番号

フューザー保守キットのタイプ 部品番号

タイプ 00 40X8420

タイプ 01 40X8421

タイプ 02 40X8422

タイプ 03 40X8423

タイプ 04 40X8424

MS810、MS811、および MS812 の Lexmark 標準フューザー保守キットおよび部品番号

フューザー保守キットのタイプ 部品番号

タイプ 05 40X8425

タイプ 06 40X8426

タイプ 07 40X8427

タイプ 08 40X8428

タイプ 09 40X8429

ローラーキットを注文する

ローラーキ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。
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Lexmark ローラーキットとパーツ番号

タイプ 部品番号

プリンタエンジンローラーメンテナンスキット 40X7706

ステープルカートリッジを注文する

部品名 部品番号

ステープルカートリッジ 25A0013
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