Lexmark MX810、MX811、MX812 シリーズ
モノクロ多機能レーザープリンタ
最高性能を備えています
高性能ラインナップの人気機種をご紹介します。Lexmark MX810シリーズMFPは、超高速のプロ
セッサを搭載し、高速で印刷、
コピー、
スキャンを行うことで時間を節約し、お客様の競争力を後押
しする生産性ソリューションを盛り込んでいます。
より速いスピードが必要ですか？-MX811またはMX812をお選びください。
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生産性向上をリードします

常に一歩先を行き、より速い印刷を実現します。これらのシステ
ムは、最も困難と思われるお客様の願いをかなえ、プロフェッショ
ナルな品質の仕上げを保証します。オプションを選択して必要な
ソリューションを構築してください。
高速処理 - 3 GB のアップグレード可能なメモリと、800 MHz のデュアルコ
ア・プロセッサおよびギガビット Ethernet を活用し、印刷とスキャンとコピー
の速度を向上させます。
信頼できる高い性能 - 月間最大 35,000 枚を容易に印刷でき、最新鋭の紙
送り機能により面倒なメンテナンス作業を軽減します。
作業の継続 - 最大 2,750 枚の給紙オプションと超高収率トナーカートリッジ
のオプションを使用すれば、従来よりも給紙やカートリッジ交換の手間がか
かりません。
迅速に作業を終了 - 毎分 52 〜 60 枚という印刷とコピー速度をご堪能くだ
さい。わずか 4.4 秒で最初のページが出来上がり、さらにワンパスで文書
の両面を高速スキャンできます。毎分最大 66 枚の速度で印刷やコピーを
お望みですか？MX812 なら可能です。

プロフェッショナルな品質
よりスマートに作業します

多機能プリンタの使用方法は、とても簡単です。読みやすいタッ
チスクリーンで、ボタンを押す手間を省きます。見やすい文書を
迅速に作成して、ビジネスに集中していただけます。

大型タッチスクリーン - 鮮やかで使いやすい 10.2 インチのカラー・タッチ
スクリーンは、プリインストールされたワークフロー・ソリューションへのア
クセスを提供します。
ワンタッチ・コントロール - 待ち状態のジョブのプレビュー機能で、必要な
ページのみの印刷や、オンザフライで変更をおこなうことができます。一
枚に複数の画像を印刷するか、両面印刷を選択して用紙を節約することが
できます。
さまざまなメディアに印刷 - 内蔵式の両面印刷機能と多様な媒体に印刷で
きる機能をビジネスに生かし、さらに紙の使用を控えることができます。
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性能を最適化する革新的なトナー - 最初の一枚から最後の一枚まで一貫し
た画質を提供する Lexmark's Unison ™ Toner を使用することで、より優
れたシステム性能が得られます。

2つの550枚収容トレイを
追加で備えたMX81x dfe

インテリジェントワークフロー
安全設計

プリインストールされたビジネスソリューションにより、業務プロ
セスを簡略化し生産性を向上します。最先端セキュリティ機能は、
重要なビジネスデータを最大限に保護します。

いつでもどこでも印刷 - このシステムを使用して、デスクトップの他、ア
プリケーションを実行できるモバイル機器からも印刷できます。
6

使いやすいアプリ - プリインストールされているソリューションは、携帯電
話のアプリによく似ています。スクリーンにタッチしてショートカット機能に
アクセスすると、ファックスや電子メールやその他のドキュメントを迅速に
スキャン、印刷、送信できます。
企業レベルのセキュリティを享受 - 従業員の利用を認証し、承認し、監査
することが可能になります。極秘データを保護するために、標準ネットワー
クセキュリティ・プロトコル、データ暗号化、ディスクワイピングなどの機
能も使用できます。
潜在的な危険性を特定 - ユーザの活動を含む 100 を超える変数とイベント
を Audit Logging で追跡します。お客様の侵入検知システムと実時間で連
動する設計になっています。

Lexmark MX810 MX811 MX812 シリーズ モノクロ多機能レーザープリンタ

25.9cm(10.2インチ)の
タッチスクリーン

25.9cm(10.2インチ)の
タッチスクリーン

フィニッシャーを備えた
設定済みモデルを選択

100枚多目的フィーダ

500枚ホチキス パンチ フィニッシャ

100枚多目的フィーダ
550枚給紙
550枚給紙

550枚収容トレイ

4ビンメールボックス

550枚収容トレイ

2,100枚収容トレイ

550枚収容トレイ
キャスターベース

キャスターベース

標準
オプション

製品仕様

Lexmark MX810dfe / MX810dxfe

Lexmark MX811dfe / MX811dxfe

Lexmark MX812dfe / MX812dxfe

印刷
機能

カラースキャン、
コピー、
ファックス、ネットワークスキャン、印刷

ディスプレイ

Lexmark e-Task 25.9 cm (10.2インチ) カラー・タッチスクリーン

印刷速度：最大4
最初の印刷までの時間最速

ブラック：52 ppm

ブラック：60 ppm

ブラック：66 ppm

ブラック：4.8秒

ブラック：4.4秒

ブラック：4.0秒

印刷解像度

ブラック：1200画質、1200 x 1200 dpi、2400画質、600 x 600 dpi

メモリ / プロセッサ

標準：1024 MB / 最大：3072 MB / プロセッサ：デュアルコア、800 MHz

ハードディスク

機器構成に含まれる

月間推奨枚数2

5000〜35000枚

月間最大負荷サイクル：最大3

300000枚/月

コピー
コピー速度：最大4
最初のコピー開始までの時間最速

ブラック：52 cpm

ブラック：60 cpm

ブラック：66 cpm

ブラック：4.5秒

ブラック：4.2秒

ブラック：4秒

カラースキャン
スキャナのタイプ / ADFスキャン

ADF / DADF(ワンパス デュプレックス）
を備えたフラットベッドスキャナ / 75 gsmのボンド紙で150枚

デュプレックス スキャン速度：最大

A4/レター、
ブラック：毎分70 / 72 面 - A4/レター、
カラー：毎分66 / 68 面

シンプレックス スキャン速度：最大

A4/レター、
ブラック：毎分67 / 70 面 - A4/レター、
カラー：毎分67 / 70 面

光学走査解像度

300 X 300 ppi (カラー)、600 X 600 ppi (単色)

ファックス
モデム速度

ITU T.30、V.34 半二重、33.6 Kbps

補給品5
レーザーカートリッジの印刷可能枚数
画像ユニット推定印刷可能枚数

普通のカートリッジで6,000¹枚、高収率カートリッジで25,000¹枚、超高収率カートリッジで45,000¹枚
1回の印刷で平均的なレター/A4サイズ3枚として5%までの画線比率で、100000枚

製品に同梱のカートリッジ

高収率リターンプログラム用トナーカートリッジで25,000¹枚

紙送り
付属の紙送り(dfe)

550枚給紙、100枚多目的フィーダ、550枚排紙ビン、
ホチキス パンチ フィニッシャ、統合デュプレックス、550枚収容トレイ

付属の紙送り(dxfe)

550枚給紙、100枚多目的フィーダ、550枚排紙ビン、
ホチキス パンチ フィニッシャ、統合デュプレックス、2100枚収容トレイ

オプションの紙送り

dfe：550枚収容トレイ -- dxfe：該当なし

用紙の収容容量、標準：最大 (dfe)

標準：75 gsmのボンド紙で1200枚 / 最大：75 gsmのボンド紙で2300枚

用紙の収容容量、標準：最大 (dxfe)

標準：75 gsmのボンド紙で2750枚 / 最大：75 gsmのボンド紙で2750枚

用紙の排紙容量：最大
サポートされるメディアの種類
サポートされるメディアのサイズ

標準：75 gsmのボンド紙で1050枚 / 最大：75 gsmのボンド紙で1050枚
カードストック、デュアル・ウェブラベル、封筒、統合ラベル、紙ラベル、普通紙、OHPフィルム、
カードストック＆ラベルのガイドを参照
10封筒、7 3/4封筒、9封筒、A4、A5、B5封筒、C5封筒、DL封筒、エグゼクティブ、
フォリオ、JIS-B5、
リーガル、
レター、ステートメント、ユニバーサル、Oficio

全般
接続(標準)

内部カードスロット1つ、USB 2.0仕様高速認定(Bタイプ)、ギガビットEthernet (10/100/1000)、
フロントUSB 2.0仕様高速認定ポート(Aタイプ)、
リアUSB 2.0仕様高速認定ポート(Aタイプ)

オプションのネットワークポート / オプションのローカルポート
ノイズレベル、動作時
製品保証

Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n ワイヤレス / RS-232C シリアル インタフェース カード、並列1284-Bインターフェースカード
印刷：55 dBA / コピー：55 dBA / スキャン：57dBA

印刷：55 dBA / コピー：56 dBA / スキャン：57dBA

印刷：56 dBA / コピー：56 dBA / スキャン：57dBA

オンサイトサービスの翌営業日から1年間

サイズ(mm。高さx幅x奥行) / 重量(kg)

dfe：1133 x 663 x 734 mm / 87.6 kg -- dxfe：/ 100.0 kg

すべてのLexmark MX810モデル、MX811モデル、MX812モデルの詳細については、www.lexmark.comをご参照ください。
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¹平均的な標準印刷可能枚数は、ISO/IEC 19752にしたがった枚数です。2 「月間推奨枚数」は、毎月印刷する予定の平均枚数に基づいて、お客様がLexmark社の製品提供を評価しやすくするための枚数です。1カ月あたりの印刷枚数は、補給品の交換間隔、給紙間隔、速度、
および通常のお客様の使用などの要素をもとに、装置の最適性能維持のために規定した範囲内にすることを推奨します。3 「月間最大負荷サイクル」は、
マルチシフト操作を使用して装置が1カ月で印刷することのできる最大枚数として定義されます。このような計量により、
他のLexmark社製のプリンタやMFPとのロバスト性を比較できます。4 ISO/IEC 24734にしたがって測定した印刷速度とコピー速度は、最初の試験用ドキュメントセットを含みません。詳細については以下をご参照ください：www.lexmark.com/ISOspeeds5製品は、特殊な地
域での使用については、専用に設計された交換用カートリッジでしか機能しません。詳細については、 www.lexmark.com/regions をご参照ください。6 Lexmark社のモバイルソリューションに関する詳細については、以下をご参照ください：http://www1.lexmark.com/en_US/
solutions/business-solutions/mobile-print/index.shtml

LexmarkとダイアモンドデザインのLexmarkは、Lexmark International, Inc.の登録商標で、米国や他の国で登録されています。他のすべての商標は、各所有者に帰属
します。ENERGY STAR®は、米国で登録されている商標です。この文書内の情報は、予告なしに変更することがあります。UnisonはLexmark International, Inc.の登録
商標です。

