
使用説明書
〈取り扱い編〉
ご使用の前に必ずこの「使用説明書」をお読みの上、正しくお使いください。
本書をすぐに利用できるように保管してください。



� はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、
この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要

になったとき、すぐに利用できるように保管してください。
安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「安全上のご注意」をお読みください。
株式会社リコー



� 商標

Ethernetは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
EtherTalk，Macintosh，TrueTypeは、米国Apple Computer,Inc.の各国での登録商標または商標です。
Microsoft、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登
録商標です。 
NECは、日本電気株式会社の登録商標です。
NetWareは、米国Novell,Inc.の登録商標です。
PC98–NXシリーズ、PC-9800シリーズ、PC-9821シリーズは、日本電気株式会社の製品です。
PostScriptは、AdobeSystems,Incorporated（アドビシステムズ社）の各国での登録商標または商標で
す。
UNIXは、X/Openカンパニーリミテッドがライセンスしているソフトウェアです。
その他の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
• Windows® 98の正式名称は、Microsoft® Windows® 98 operating systemです。
• Windows® 95の正式名称は、Microsoft® Windows® 95 operating systemです。
• Windows® 3.1の正式名称は、Microsoft® Windows® operating system Version 3.1です。
• Windows® 2000の正式名称は以下のとおりです。

Microsoft® Windows® 2000 Professional
Microsoft® Windows® 2000 Server

• Windows NT® 4.0の正式名称は以下のとおりです。
Microsoft® Windows NT® Server network operating system Version 4.0
Microsoft® Windows NT® Workstation operating system Version 4.0

• Windows NT® 3.51の正式名称は以下のとおりです。
Microsoft® Windows NT® Server network operating system Version 3.51
Microsoft® Windows NT® Workstation operating system Version 3.51



• 機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了
承ください。

おことわり

A 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
B 本製品（ハードウエア、ソフトウエア）および使用説明書（本書・付属説明書）を運用した結果の影響につい
ては、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

C 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。



無断転載禁止  © 2000 RICOH CO., LTD.



安全上のご注意

表示について
本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財
産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のように
なっています。

表示の例

I
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可
能性が想定される内容を示しています。

H
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定
される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

1記号は注意を促す内容があることを告げるものです。

m記号は禁止の行為であることを告げるものです。

mの中に具体的な禁止内容が描かれています。

（左図の場合は、“分解禁止”を表します）

$記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

$の中に具体的な指示内容が描かれています。

（左図の場合は、“アースを接続してください”を表します）
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本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

I
 

• アース接続してください。アース接続がされないで、万一漏電した場合は、火災や
感電の原因になります。アース接続がコンセントのアース端子にできない場合は、
接地工事を販売店またはサービス実施店に相談してください。

• 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしな
いでください。火災や感電の原因になります。

• 延長コードの使用は避けてください。
• 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、
重い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火
災や感電の原因になります。

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

• 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容
易に外せるようにしてください。

• 本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部に
は電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部
の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。

• この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レーザー
光洩れにより失明の恐れがあります。

• 万一、煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常状態が見られる場合は、すぐ
に電源スイッチ（機種によっては主電源スイッチを含みます）を切り、その後必ず
電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因になります。そし
てサービス実施店に連絡してください。機械が故障したり不具合のまま使用し続
けないでください。

• 万一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入った場合は、まず電源スイッチ（機
種によっては主電源スイッチを含みます）を切り、電源プラグをコンセントから抜
いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因
になります。

• この機械の上に花瓶、植木鉢、コップ、水などの入った容器または金属物を置かな
いでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電の原因になります。

• トナー (使用済みトナーを含む)、トナーの入った容器や使用済みの感光体ユニッ
トを火中に投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。
使用済みのトナーカートリッジや感光体ユニットは、トナー粉が飛び散らないよ
うに袋に入れて保管してください。保管したトナーカートリッジや感光体ユニッ
トは、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル
活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック
廃棄物と同様に処理してください。



• オイルボトルは火気に投じないでください。やけどや火災の原因になります。

• オイルがこぼれたら、十分拭き取ってアルカリ性洗剤で完全に除去してくださ
い。滑ってけがをする原因になります。
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本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

H
 

• 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因になります。
• ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、
倒れたりして、けがの原因になります。

• 本機は約54kgあります。

• 本機を持ち上げるときは、２人以上で両側面の中央部分にある取っ手を持ち、
ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上
げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。

• 長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。

• 機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

• 連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセン
トから抜いてください。

• 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを
引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

• 狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にご注意ください。

• ステープラーの針がついたままの用紙の再利用や銀紙、カーボン含有紙等の導電
性の用紙は使用しないでください。火災の原因になります。

• 機械内部には高温の部分があります。紙づまりの処置の際は、本書で指定している
場所以外には触れないでください。やけどの原因になります。

• オプションの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイッチが切れていて、プ
リンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因に
なります。

• 定着ユニットの周りはヒーターの熱で熱くなっていますので、長時間触らないで
ください。



使用上のお願い
• オゾンフィルター、トナー、感光体ユニットなどの消耗品や部品は、リコー指定の製品により安全
性を評価しています。安全にご使用いただくため、リコー指定のオゾンフィルター、消耗品または
交換部品をご使用ください。部品の交換はサービス実施店に相談してください。

• 寒い所から暖かい所に移動すると、機械内部に結露が生じることがあります。結露が生じた場合
は、１時間以上放置して環境になじませてからご使用ください。

• プリンター内部の温度が上昇すると、故障の原因になります。物を置いたり、立て掛けたりして排
気口や吸気口をふさがないようにしてください。

• 通気口などでは排気により暖かいと感じることがありますが、異常ではありません。

• カバーを開けたままにしないでください。けがの原因になります。

• 排紙直後の用紙は熱くなっていますので、気を付けてお取りください。

• 印刷中にカバー類を開けたり、プリンターを移動したりしないでください。

• 印刷中は給紙トレイを引き出さないでください。印刷が停止し、用紙がつまります。

• クリップなどの異物がプリンターの中に入らないようにしてください。

• 印刷中に電源を切ったり、電源ケーブルを抜かないでください。

• 印刷中にプリンターの上で紙を揃えるなど外的ショックを与えないでください。

• 日本国外へ移動された場合は、保守サービスの責任を負いかねますのでご了承ください。

• 本機では、月間印刷枚数を10,000枚（A4Lモノクロ印刷の場合）以下、および１日の通電時間の合
計が８時間程度を目安に、耐用年数を５年と設定して設計、製造されています。月間の印刷枚数が
10,000枚を超えていたり、１日に合計８時間以上電源が入っていますと、耐用年数が設定された年
数より短くなる場合があります。
耐用年数５年の基準となる印刷枚数はモノクロ印刷で換算した数値 です。カラー印刷の割合が多
ければ印刷枚数は少なくなります。

• 感光体ユニットは、カラーとモノクロを同じ比率で印刷したときの目安として約 48,000ページご
とに交換が必要です（A4L５％チャート連続印刷時）。実際の印刷ページ数は印刷する用紙の種
類・サイズ・印刷内容、環境条件によって異なります。使用期間によっても劣化するため、上記目
安より早く交換が必要になる場合があります。感光体ユニットの保証期間は購入後３カ月です。

• プリンターを移動するときは水平に持ち上げてください。傾けて動かすと床面を傷つけることが
あります。

• 電源プラグは年に１回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分を
清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になります。

• トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、子供の手に触れ
ないようにしてください。

• この機械の上に物を置かないで下さい。落下してけがの原因になります。
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エネルギースター

• 低電力機能

• 本機には、低電力機能として「省エネモード」が搭載されています。一定時間本機を操作しな
い時間が続いたとき、自動的に電力の消費が低くなります。省エネモードは、パソコンから印
刷の指示をするか、操作パネルのキーを押すと解除されます。

• 省エネモードの設定時間は、システム初期設定で変更します。システム初期設定の変更のしか
たは、P.147 「初期設定の設定方法」を参照してください。

• 機能の仕様

• 再生紙
エネルギースタープログラムでは、環境に与える負荷の少ない再生紙の使用をお勧めしています。
推奨紙などは販売担当者にご相談ください。

電波障害自主規制、高調波ガイドライン

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業
者として、本製品が国際エネルギースタープログラム
の対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムとは、地球温暖化など、環境問題に対応するため、エネルギー
消費効率の高いオフィス用機器の開発、導入を目的とした国際的な省エネルギー制度です。

このプログラムへの参加事業者は、製品が同プログラムの省エネルギー基準を満たしている場合
に、エネルギースターロゴマークを製品に表示することができます。

本製品は、同プログラムに揚げる低電力モードなどを搭載し、省エネルギーを実現しています。

低電力機能 消費電力 30W以下

省エネモードへの移行時間 60分

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術
装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテ
レビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書
に従って正しい取り扱いをしてください。

高調波ガイドライン適合品



カラーガイド

カラー印刷のしくみ

光の3原色と色材の3原色

すべての光はRGBと呼ばれる３つの色を混合し
て表現されます。R(Red)は赤、G(Green)は緑、
B(Blue)は青です。RGBを同じ割合で混合すると
白になります。

補足

❒ RGBの３つの色を光の３原色と呼びます。パ
ソコンのディスプレイもRGB の色の組み合
わせで色を表現しています。

印刷色は CMY の３つの色を混合して表現され
ます。C(Cyan)はシアン、M(Magenta)はマゼンタ、
Y(Yellow)はイエローです。CMYを同じ割合で混
合すると黒になります。

補足

❒ CMYの３つの色を色材の３原色と呼びます。
IPSiO Color 4100は、CMYにK(黒)のトナーを
加えた４色のトナーを使ってフルカラーの
印刷を行います。

光の３原色の各色が混合すると、第２色として
シアン、マゼンタ、イエローが作られます。また
逆に、色材の３原色の各色が混合すると、赤、緑、
青が作られます。１つの原色に対し、他の２つの
原色を混ぜた色のことを「補色」と呼びます。赤
とシアン、緑とマゼンタ、青とイエローは補色の
関係にあります。

赤�

青�緑�

イエロー�

マゼンタ�シアン�

赤�

シアン�

イエロー� マゼンタ�

青�緑�
7



8

プリンターにおける色の表現方法

IPSiO Color 4100は色材の３原色であるC（シアン）、M（マゼンタ）、Y（イエロー）にK（黒）を加え
た、４色のトナーを使ってフルカラーの印刷を行います。

補足

❒ CMYの３色のトナーを同じ割合で混ぜると理論上は純粋な黒になりますが、こうして印刷された
黒は印刷の特性上どうしても純粋な黒にはならず、質感に劣ります。よりくっきりとした黒を再現
するために、通常の印刷ではブラックのトナーも使用してカラー画像を印刷します。

たとえば画像がシアンだけで作られているときは、全体をシアンのトナーだけで印刷すれば問題あり
ませんが、フルカラーの画像は実際には何万色という微妙な色の集まりでできています。このような
微妙な色は、単位面積あたりに印刷するCMYKのトナー粒子の割合を変えることで表現します。

また、画像には同じ色でも濃い部分と薄い部分があります。このような色の濃淡は単位面積あたりに
印刷するトナー粒子の量を変えることで表現します。
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プリンタードライバーでの画質調整
プリンタードライバーを使って画質を調整した印刷サンプルです。

解像度

解像度とはプリンターが印刷できる 1インチ
（25.4mm）あたりのドット数のことで、dpiという
単位で表現します。解像度が高いほど印刷は高
品質になります。

補足

❒ 解像度が高いほど印刷の時間は長くなり、必
要なメモリー容量も多くなります。

❖ 1200×600dpi

❖ 600×600dpi

❖ 300×300dpi

トナーセーブ

トナーを節約して印刷する機能です。印刷品質
を高める機能ではありませんが、試し印刷用と
して活用できます。

制限

❒ 印刷がかすれたり、細い線が印刷されなかっ
たりすることがあります。また、カラー印刷
時は色味が変わることがあります。

❖ しない

❖ する
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イメージ印刷方式

イメージデータを処理する方式を切り替えます。

❖ 標準

300dpiを越えるイメージデータの解像度を300dpi
に落として処理する方式です。

❖ 速度優先

150dpiを越えるイメージデータの解像度を150dpi
に落として処理する方式です。印刷速度は速くな
りますが、画質は多少粗くなります。

❖ 高品質

600dpiのイメージデータまでは解像度を落とさ
ずに処理する方式です。時間はかかりますが、最
高の品質で印刷できます。



プリンタードライバーでのカラー調整
プリンタードライバーを使ってカラー調整した印刷サンプルです。

印刷した画像はディスプレイで見る色と全く同じ色では印刷されません。これはディスプレイとプリ
ンターにおける色の表現方法が違うためです（⇒ P.7 「カラー印刷のしくみ」）。画像本来の色に近づ
けて印刷されるようにするには、パソコンからの印刷時にプリンター側で色合いを調節します。また、
画像の色味を変えたいときに色を補正することもできます。

参照

プリンタードライバーのヘルプ「［カラー印刷時設定］タブ」

カラーマッチング

カラーの色合いを選択できます。

❖ しない

❖ あざやかさ優先

文字やグラフィックなどに使った原色の再現性
を高めます。色を使った表やグラフ、プレゼン
テーション資料などに向いています。

❖ 階調優先

写真など中間色を含んだ画像の再現性を高めます。
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明度

画像全体の明るさを調節します。プラス（＋）方向に調節すると明るくなり、マイナス（－）方向に
調節すると暗くなります。

コントラスト

明るさの範囲の調節をします。プラス（＋）方向に調節すると明るさの範囲が縮まり、コントラスト
は強まります（明暗の差がはっきりとします）。マイナス方向（－）に調節すると反意が広がり、コ
ントラストは弱まります。

彩度

彩度とは色の鮮やかさのことです。彩度を上げると色は純色に近づき、鮮やかになります。下げると
色の深みが増します。



カラーバランス

画像全体ではなく特定の色だけを調節したい場合は、色そのものの強さを調整します。調整する色は
赤(R)、緑(G)、青(B)です。

補足

❒ カラーバーの左右の色は補色の関係にあります。たとえば赤色はマゼンタとイエローのインクで
印刷されるため、赤を強くすると、結果としてシアンを減らして印刷することを表しています。補
色については、P.7 「カラー印刷のしくみ」を参照してください。
13



14
使用説明書について

同梱されている使用説明書
本機に同梱されている使用説明書と内容は以下のとおりです。

❖ 設置手順書<かんたんセットアップ>

箱から取り出したプリンターをパソコンと接続するまでの手順を説明しています。

オプションを購入されたかたは、本書のP.25 「オプションを取り付ける」もあわせてお読みください。

❖ 使用説明書<取り扱い編>

Windowsから実際に印刷するまでの基本的な操作方法を説明しています。

❖ ヘルプファイル

付属のCD-ROMにWindowsのヘルプファイル形式で収録されています。詳しくはP.70 「ヘルプ」をご
覧ください。

つづく�つづく�

安全に正しくお使いいただくために、�操作の前には必ず�「使用説明書＜取り扱い編＞�
『安全上のご注意』�」をお読みください。�

この説明書はエコマーク商品に認定された再生紙を使用�

しています。�

2000 年�7 月　G061-8600

　�

□�トナーカートリッジ�（ブラック）�
□�トナーカートリッジ�（イエロー）�
□�トナーカートリッジ�（シアン）�
□�トナーカートリッジ�（マゼンタ）�

　� 　� 　�

□�定着クリーニングローラー�
□�感光体ユニット�
□�オイルボトル�

□�3P 電源コード�
□�3P アダプター�
□�スポイト�

□�マイバンク＆�QA 登録票�
（梱包箱上部に貼られています。�）�

プリンターを覆うビニールを開きます。�

プリンターを持ち上げ、設置する場所に移動さ�
せます。�

プリンター下の左右にある運搬用取っ手に手を差し込ん�
で２人以上で持ち上げてください。�

ZCPH075J

重要�
❒ プリンターを低い位置に設置するときは、指や服をプ�
リンターに挟み込まないようにしてください。�

プリンターの可動部を固定しているテープと固�
定材を取り除きます。�

テープ�
�

固定材�
�

ZCPH015J

上カバーオープンレバーを引き、上カバーを開�
けます。�

ZCPH235J

ロックレバー�（緑色）�を奥側へ立てます。�

ZCPH245J

オイルボトルを差し込みます。�

滴下口を下にしてラベル面を手前に向けて差し込んでく�
ださい。�

ZCPH255J

同梱品�を�確認�し�て�プ�リ�ン�タ�ー�を�取�り�出す�

設置環境、�電源�・�ア�ース�を�確認する�
設置環境を確認します。�

水平でがたつきのない場所を選んで設置してください。�

•設置する台の水平度：前後左右５�mm 以下�

温度や湿度が以下の図で示す範囲におさまる場所に設置�
してください。�

32.5℃�
�60%

27℃ 80%10℃ 80%

32.5℃ 20%10℃ 20%

%RH
80

60

40

20

10 20 30 ℃�
�

17.5℃�
�70%

17.5℃ 50% 27℃ 50%

27℃ 70%

推奨範囲�
�

使用範囲�
�

TS3H145J

　�

• 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。�火�
災や感電の原因になります。�

• ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所�
に置かないでください。�落ちたり、�倒れたりしてけ�
がの原因になります。�

用紙の補給、消耗品の交換、紙づまりの処置などをス�
ムーズに行うために、目安として図のようなスペースを�
確保してください。�

TPOH800J

10cm以上�

50cm以上�

70cm以上�

54cm以上�

20cm
以上�

※�
�

※上部�30cm以上�
�

重要�
❒ 故障の原因になりますので、次のような場所に置かな�
いでください。�

• 直射日光の当たるところ�
• エアコンや暖房機などの温風・ふく射熱が直接当たる�
ところ�

• ラジオ・テレビなど、他のエレクトロニクス機器に近�
いところ�

• 高温、高湿、低温、低湿になるところ�
• 加湿器の近く�

 　�

• 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置�
し、�異常時に電源プラグを容易に外せるようにして�
ください。�

電源を確認します。�

プリンターの電源は�100V 、�13A 以上、�50/60Hz の電源を�
使用してください。�

アースを確認します。万一漏電した場合の感電�
や火災を防止するため、アース線を以下のいず�
れかに接続します。�

•コンセントのアース端子�

•接地工事�（�D種）�を行っているアース線�

重要�

❒ ガス管や水道管には絶対に接続しないでください。火�
災やガス爆発の原因になります。�

　�

• アース接続してください。�アースが接続していない�
で、�万一漏電した場合は、�火災や感電の原因になり�
ます。�アース接続がコンセントのアース端子にでき�
ない場合は、�接地工事を販売店またはサービス実施�
店に相談してください。�

　�

• 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでくださ�
い。�また、�タコ足配線をしないでください。�火災や感�
電の原因になります。�

• 延長コードの使用は避けてください。�
• 電源コードを傷つけたり、�破損したり、�束ねたり、�加�
工しないでください。�また、�重い物を載せたり、�引っ�
ぱったり、�無理に曲げたりすると電源コードをいた�
め、火災や感電の原因になります。�

オ�イ�ルボ�トル�と�定着�ク�リ�ー�ニ�ン�グ�ロ�ー�ラー�を�セ�ッ�トする�

感光体ユ�ニ�ッ�ト�を�セ�ッ�トする�
重要�

❒ 感光体ベルトの表面に触れないでください。印字品質�
劣化の原因になります。�

❒ 感光体ベルトを�800ル�ク�ス�（�照�度�）�以�上�の�光�に�2分以上さら�
さないでください。印字品質劣化の原因になります。�

一�番�手�前�の�左�右�に�あ�る�ロ�ッ�ク�レ�バ�ー�（�緑�色�）�を�手�
前に立てます。�

ZCPH258J

感光体ユニットの左右のベルト解除ピンを外し�
ます。�

ZCPH155J

感光体ユニットの保護シートを外します。�

ZCPH156J

感光体ユニットを手順�1で立てた左右のロック�
レバーに沿って差し込みます。�

ZCPH135J

重要�

❒ 感光体ユニットの表面に傷を付けないように静かに差�
し込んでください。また、ギヤがかむようにしっかり�
押し込んでください。�

オイルボトルと定着クリーニングローラーをお�
さえ、ロックレバーを回して固定します。�

ZCPH257J

つづけて感光体ユニットをセットします。�

ロックレバー�（緑色）�を倒します。�

ZCPH105J

重要�

❒ ロックレバーが倒れないときは、無理に倒さず、立て�
直して感光体ユニットをもう一度押し込んでギヤがか�
むようにしてください。このあとロックレバーを倒し�
てください。�

上カバーを閉じます。�
上カバーの中央をロックするまでしっかり押してくださ�
い。�

ZCPH085J

定着クリーニングローラーを取り付けます。�

ローラー側を手前にして取り付けてください。�

ZCPH256J

　�　�　�　�　�

• オイルボトルは火気に投じないでください。�やけど�
や火事の原因になります。�

 　�

• オイルがこぼれたら、�十分拭き取ってアルカリ性洗�
剤で完全に除去してください。�滑ってけがをする原�
因になります。�

 　�

• プリンターを取り出すときは、�２人以上で持ち上げ�
てください。�無理をして持ち上げたり乱暴に扱って�
落としたりするとけがの原因になります。�

梱包箱を開けて同梱品を取り出し、すべて揃ってい�
ることを確認します。不足品や不具合があった場合�
は、購入された販売店までご連絡ください。�
重要�

❒ インターフェースケーブルは同梱されていません。ご�
使用になるパソコンに合わせて、別途ご用意くださ�
い。�イン�ター�フェ�ース�ケー�ブ�ルに�つい�ては�「�9.パソコン�
とプリンターを接続する」�を参照してください。�

□�かんたんセットアップ（本�書）�
□�使用説明書＜取り扱い編＞�
□�CD-ROM
□�お客様登録はがき�(仮保証書�)
□�保守契約書�
□�リコー製品サービス相談窓口一覧�
□�IPSiO コールセンター シール�
□�名刺ケース�

　�

□給紙トレイ�
□はがきアダプター�

�

ご使用の前に必ずこの「使用説明書」をお読みの上、正しくお使いください。�
本書をすぐに利用できるように保管してください。�

使用説明書�
〈取り扱い編〉�

�



使用説明書の読みかた

Windows 95/98
で
使
用
す
る�

Windows 2000

で
使
用
す
る�

■ はじめに�
各部の名称とはたらき、電源の入れかた切
りかた�

■ 用紙について�
使用できる用紙の種類と注意、用紙のセッ
ト方法�

■ こんなときには�
メッセージが表示されたときや紙づまりな
どが起きたときの対処方法�

■ 付録�
初期設定､保守･運用方法、消耗品一覧、仕
様、用語解説など�

<Windows 95/98、Windows 2000、�
 Windows NT4.0/3.51>

ヘルプファイル�

■ オプションを取り付ける�
プリンターの機能を拡張するためのオプショ
ンの取り付け手順�

プリンターを設置してからパソコンと接続す
るまでの手順�

かんたんセットアップ�

取り扱い編�

Windows NT4.0

で
使
用
す
る�

Windows NT3.51

で
使
用
す
る�

ご使用のOSによって、使用説明書の読む個所が異
なります。以下の表を参考にしてください。�
�
○：必ずお読みください。�
△：必要に応じてお読みください。�

■ 印刷するための準備をする�
印刷のために必要なネットワークの設定と
ソフトウェアのインストール手順�

■ カラーガイド�
カラー印刷のしくみやプリンタードライバー
での調整例�

○�

△�

○�

△�

○�

○�

△�

△�

○�

△�

○�

△�

○�

○�

△�

△�

○� ○� ○� ○�

○�

△�

○�

△�

○�

○�

△�

△�

○�

△�

○�

△�

○�

○�

△�

△�
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16
マークについて

本書で使われているマークには次のような意味があります。 

I
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。

H
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的
損害のみの発生が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読み
ください。

※以上は、安全上のご注意についての説明です。

 重要
誤って操作をすると、紙づまり、データ消失などの原因になることがあります。必ず、お読みください。

操作の前に

操作をする前に知っておいていただきたいこと、あらかじめ準備していただきたいことなどを説明し
ています。

補足

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときの対処方法などを説明しています。

制限

数値の制限や組み合わせできない機能、機能が使用できない状態を説明しています。

参照

参照先を示します。

［　］
画面のキーの名称を示します。

【　】
操作部（画面を除く）のキーの名称を示します。
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1.はじめに
IPSiO Color 4100の特長

A3サイズにも対応するコンパクトカラーレーザープリンター
左右に用紙トレイなどの出っ張りがないコンパクトなA3カラーレーザープリンターです。用紙のセッ
トや消耗品交換などの通常操作は前面からの一方向となります。 

1200dpiの写真高画質
1200×600dpiの高解像度でのフルカラー印刷が可能です。

デジタルカメラ、スキャナーなどの写真データも高速・高精細にプリントします。

毎分カラー６枚／モノクロ24枚の高速プリント
毎分６枚のフルカラープリントだけでなく、毎分24枚の高速モノクロプリンターとしても使用できます。

また、「Twinトナー倍速モード」を搭載しているので、見積書やリーフレットなど２色のトナーを使っ
た印刷の場合はフルカラーの倍速「12枚／分」、３色のトナーを使った印刷の場合では「8枚／分」の
高速プリントが可能です。

64bit・RISCプロセッサ＆32Mバイトメモリで快適画像処理
64bitのRISC プロセッサ（167MHz）と32Mバイトのメモリーを標準搭載し、フルカラー画像も高速に
プリントします。

カラー／モノクロページの自動判別処理
「B/W Page Sensor機能」により、カラーページとモノクロページを自動判別。印刷するたびにカラー／
モノクロの設定を切り替える必要もなく、それぞれ最適な連続印刷速度でのプリントが可能です。
19
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はじめに

1

各部の名称とはたらき

全体

1. 操作パネル

プリンターを操作したり、動作状態を確認し
たりします。

⇒ P.23 「操作パネル」

2. 上カバー

オイルボトル、感光体ユニット、定着クリー
ニングローラーの交換時、および紙づまり処
理時に開きます。

3. 前カバー

トナーカートリッジや廃トナーボトルの交
換時および紙づまり処理時に開きます。

4. 電源スイッチ

プリンターの電源を入れたり切ったりします。

5. 給紙トレイ

用紙をセットします。普通紙は最大250枚まで
セットできます。普通紙の他に、OHPフィルム
や不定形サイズの用紙もセットできます。

Aカセットカバー：用紙をセットするときに
取り外します。

Bはがきアダプター：はがきをセットすると
きに取り付けて使用します。

⇒ P.96 「給紙トレイに用紙をセットする」

6. 運搬用取っ手

本体を持ち上げるときに手をかける取っ手
です。左右に２カ所ずつあります。

7. 前カバーオープンレバー

前カバーを開けるときに、このレバーに手を
かけ手前に引きます。

8. 上カバーオープンレバー

上カバーを開けるときに、このレバーを手前
にスライドします。

9. 排紙トレイ

印刷した用紙をストックします。

ZCPH011J
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各部の名称とはたらき

1

背面

1. 排気口

機械内部の温度上昇を防ぐために空気が排
出されます。また、オゾンフィルターを交換
するときに開けます。

補足

❒ 物を置いたり立て掛けたりして、排気口
をふさがないでください。機械内部の温
度が上昇すると故障の原因になります。

2. 後カバー

紙づまり処理時に開きます。

3. 電源コネクター

電源ケーブルを差し込みます。

4. インターフェースコネクター

プリンターとパソコンを接続するインター
フェースケーブルを差し込みます。

5. インターフェースボード

各種のオプションを取り付けるときに取り
外します。

⇒ P.25 「オプションを取り付ける」

ZCPH020J
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はじめに

1

内部

1. 定着クリーニングローラー

定着ローラーに付着した不要トナーを清掃、
回収するローラーです。

2. オイルボトル

定着用のオイルが入っています。

3. 感光体ユニット

画像を形成するための感光体ベルトのある
カートリッジです。

補足

❒ 印刷品質に直接影響しますので、緑色の
フィルム状の部分が汚れたり傷がつか
ないように注意してください。

4. トナーカートリッジ

AＫ：ブラックトナーが入っています。

BＹ：イエロートナーが入っています。

CＭ：マゼンタトナーが入っています。

DＣ：シアントナーが入っています。

5. 廃トナーボトル

印刷時に排出されるトナーを回収するボト
ルです。

ZCPH030J
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各部の名称とはたらき

23

1

操作パネル

 重要
❒ 印刷時、データインランプが点滅または点灯しているときは、キー操作を行わないでください。

1. ディスプレイ

プリンターの状態やエラーメッセージが表
示されます。⇒ P .104 「パネル表示される
メッセージ」

2. オンラインランプ

プリンターが「オンライン状態」か「オフラ
イン状態」かを示します。

「オンライン状態」は、パソコンからデータを
受信できる状態でランプは点灯します。

「オフライン状態」は、パソコンからデータを
受信できない状態でランプは消灯します。

3. 電源ランプ

電源が入っているとき点灯します。ただし、
省エネモード中は消灯します。

4.【オンライン】キー

オンライン、オフラインを切り替えます。

5. アラームランプ

エラーが発生したときに点灯します。ディス
プレイでエラーの内容を確認して対処して
ください。⇒ P.104 「パネル表示されるメッ
セージ」

6.【初期設定】キー

プリンターの初期設定値を変更したり確認
したりします。

7.【印刷設定】キー

トレイ選択、用紙サイズ選択など、印刷時に
変更する項目を設定します。

8.【実行】キー

ディスプレイ上の設定値を確定します。

9.【▲】キー、【▼】キー

表示画面をスクロールするとき、設定値を増
減するときに使用します。

10.【エスケープ】キー

ディスプレイ上の設定をキャンセルして、１
つ前の画面に戻ります。

11.【リセット】キー

オフライン状態のときに押すと、電源を入れ
直した状態になります。

オンライン状態のときに押すと、印刷中の
データが取り消されます。

12.データインランプ

パソコンからのデータを受信しているとき
に点滅します。印刷待ちのデータがあるとき
は点灯します。

TPOS010J
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はじめに

1

電源を入れる、切る

電源を入れる

A 電源ケーブルが接続されていることを確
認します。

B 電源スイッチを押し、ONにします。

補足

❒ 電源スイッチは側面より少し出ている状
態がOFF、へこんでいる状態がONです。

電源が入り、操作パネルに次のメッセージが
表示されます。

  IPDL-C      ;Jw1
  tYjih^aw    A4op

電源ランプが点滅から点灯に変わるとデー
タ受信できます。以下の画面が表示されたら
印刷できます。約３分かかります。

  IPDL-C      ;Jw1
  t*Fw* qw;^H A4op

電源を切る

A データインランプとアラームランプが消
えていることを確認します。

補足

❒ データインランプが点灯しているとき
は印刷中で、点滅しているときは印刷準
備中です。データインランプが消えるま
で電源を切らないでください

❒ アラームランプが点灯しているときは
エラーが発生しています。ディスプレイ
に表示されているメッセージを確認し
てエラーの対策を行ってください。
⇒ P.104 「パネル表示されるメッセージ」

B 電源スイッチを押し、OFFにします。

電源が切れ、電源ランプが消えます。

ZCPH040J

TPOS031J
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2.オプションを取り付ける
25
H

オプションの種類

オプションを取り付けると、プリンターの性能をさらに高め、機能を拡張することができます。取り
付け可能なオプションは以下のとおりです。

参照

各種オプションについてはP.168 「関連商品一覧」を参照してください。本書で指定しているオプ
ション以外は使用できません。

1. SDRAMモジュール

SDRAMモジュール32MB、SDRAMモジュー
ル64MBのいずれかを２枚まで取り付けるこ
とができます。⇒ P.27

2. 拡張エミュレーション

R-PS2モジュールを取り付けることができま
す。⇒ P.29

• 機械内部には高温の部分があります。本書で指定している場所以外には触れない
でください。やけどの原因になります。

• オプションの取り付けや取り外しは、プリンターの電源が切れていてプリンター
本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。

ZCPH050J
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オプションを取り付ける

2

3. 拡張ボード

100Mイーサネットボードを取り付けること
ができます。⇒ P.30

4. 500枚増設トレイユニット

500枚増設トレイユニットを２段取り付ける
ことができます。⇒ P.32



SDRAMモジュールを取り付ける

2

SDRAMモジュールを取り付ける

H

 重要
❒ SDRAMモジュールに触れる前に、金属製の
ものに触れて、身体の静電気を取り除いてく
ださい。

補足

❒ SDRAMモジュールは２枚まで同時に取り付
けることができます。

A 本機の電源を切り、プリンターに接続さ
れているケーブルをすべて外します。

B ねじ2本を取り外し、インターフェース
ボードを引き抜きます。

補足

❒ 取り外したねじは手順Eで使用します。

❒ 引き抜いたインターフェースボードは、
背面を傷つけないように取り扱いにご
注意ください。

C SDRAMモジュールと差し込み口の切り欠
きを合わせ図のように向けて斜めに差し
込み（A）、カチッというまでインター
フェースボード側に倒します（B）。

補足

❒ SDRAM モジュールの差し込み口は２ヵ
所あります。どちらに先に差し込んでも
かまいません。

❒ SDRAMモジュールの差し込み口とR-PS2
モジュールの差し込み口を間違えないよ
うにご注意ください。

D SDRAMモジュールを２枚取り付ける場合
は、手順Cと同様に取り付けます。

E インターフェースボードを取り付け、ね
じ２本を締めます。

F 手順 A で取り外したケーブル類を接続し
ます。

G 本機の電源を入れます。

• オプションの取り付けや取
り外しは、プリンターの電源
が切れていてプリンター本
体が常温であることを確認
してから行ってください。や
けどの原因になります。

ZCPP010J

ZAUP040J

ZCPP020J
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オプションを取り付ける

2

H「設定一覧」を印刷して、SDRAMモジュー
ルが正しく取り付けられたか確認します。

参照

「設定一覧」の印刷手順はP.151 「設定一
覧を印刷する」を参照してください。

補足

❒ SDRAMモジュールが正しく取り付けら
れたかどうかは、設定一覧の「RAM容量」
の項目で確認できます。標準で装備され
ているメモリーは、32Mバイトです。標
準メモリー容量と取り付けたSDRAMモ
ジュールの容量の合計サイズが記載さ
れているか確認してください。

❒ 正しく取り付けられない場合は、手順 A
からやり直してください。それでも正し
く取り付けられない場合は、サービス実
施店に相談してください。

 重要
❒ 取り付けた SDRAMモジュールを有効に
使用するには、後でプリンタードライ
バーの［オプション構成］を設定するこ
とが必要です。

• Windows 95/98の場合⇒ P.54 「Windows
95/98のオプションセットアップ」

• Windows 2000、Windows NT4.0の場合
⇒ P.55 「Windows 2000、Windows NT4.0
のオプションセットアップ」

• Windows NT3.51の場合⇒ P.60 「Windows
NT3.51のオプションセットアップ」



R-PS2モジュールを取り付ける

29

2

R-PS2モジュールを取り付ける

H

 重要
❒ R-PS2モジュールに触れる前に、金属製のも
のに触れて、身体の静電気を取り除いてくだ
さい。

補足

❒ IPSiO Color用のR-PS2モジュール以外は使用
できません。

A 本機の電源を切り、プリンターに接続さ
れているケーブルをすべて外します。

B ねじ2本を取り外し、インターフェースボー
ドを引き抜きます。

補足

❒ 取り外したねじは手順Dで使用します。

❒ 引き抜いたインターフェースボードは、
背面を傷つけないように取り扱いにご
注意ください。

C 図の位置にあるピンを矢印の方向に押し
てから（A）、R-PS2モジュールの切り欠
きを図のように向けて差し込みます（B）。

補足

❒ R-PS2モジュールの差し込み口とSDRAM
モジュールの差し込み口を間違えないよ
うにご注意ください。

D インターフェースボードを取り付け、ね
じ2本を締めます。 

E 手順 A で取り外したケーブル類を接続し
ます。

F 本機の電源を入れます。

G「設定一覧」を印刷して、R-PS2モジュール
が正しく取り付けられたか確認します。

参照

「設定一覧」の印刷手順はP.151 「設定一
覧を印刷する」を参照してください。

補足

❒ R-PS2モジュールが正しく取り付けられ
ると、設定一覧の［システム構成］の「ソ
フトバージョン」に「RicohScript2(RPS):
xxxx.xx」と表示されます。

❒ 正しく取り付けられない場合は、手順 A
からやり直してください。それでも正し
く取り付けられない場合は、サービス実
施店に相談してください。

• オプションの取り付けや取
り外しは、プリンターの電源
が切れていてプリンター本
体が常温であることを確認
してから行ってください。や
けどの原因になります。

切り欠き�

ZAUP050J

ZCPP011J
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オプションを取り付ける

2

拡張ボードを取り付ける

H

A 本機の電源を切り、プリンターに接続さ
れているケーブルをすべて外します。

B ねじ 2 本を取り外し、インターフェース
ボードを引き抜きます。

補足

❒ 取り外したねじは手順Eで使用します。

❒ 引き抜いたインターフェースボードは、
背面を傷つけないように取り扱いにご
注意ください。

C 拡張ボードプレートを取り外します。

補足

❒ 取り外したねじは手順Dで使用します。

D 下の図の位置にコネクターを差し込むよ
うにして拡張ボードを取り付け、手順Cで
取り外したねじ２本を締めて固定します。

E インターフェースボードを取り付け、ね
じ２本を締めます。

F 手順 A で取り外したケーブル類を接続し
ます。

G 本機の電源を入れます。

H「設定一覧」を印刷して、拡張ボードが正
しく取り付けられたか確認します。

参照

「設定一覧」の印刷手順はP.151 「設定一
覧を印刷する」を参照してください。

補足

❒ イーサネットボードが正しく取り付け
られると、設定一覧の［システム構成］の
「拡張インターフェース」に「Ethernet：搭
載」と表示され、［ネットワーク］の項が
表示されます。

• オプションの取り付けや取
り外しは、プリンターの電源
が切れていてプリンター本
体が常温であることを確認
してから行ってください。や
けどの原因になります。

ZAUP060J

ZAUP070J
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拡張ボードを取り付ける

2

❒ 正しく取り付けられない場合は、手順 A
からやり直してください。それでも正し
く取り付けられない場合は、サービス実
施店に相談してください。

ケーブルの接続
オプションの 1 00 M イーサネットボードにケー
ブルを接続する手順は以下のとおりです。

A 本機の電源を切ります。

B 100MイーサネットボードにEthernet用イ
ンターフェースケーブルを接続します。

C もう一方のコネクターをネットワークの
HUB（ハブ）等に接続します。

ZCPH060J
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オプションを取り付ける

2

500枚増設トレイユニットを取り付ける

H

補足

❒「500枚増設トレイユニット タイプ4100」以
外は使用できません。

❒ ここではプリンターと500枚増設トレイユ
ニット１段を取り付ける場合を例に説明し
ます。500枚増設トレイユニットを２段装着
する場合は、増設トレイユニットの上段と下
段を取り付けてからプリンターに取り付け
てください。取り付け手順の流れは以下のと
おりです。

❒ 500枚増設トレイユニットを２段取り付ける
場合、上段と下段のトレイの取り付け方法
（手順K～O）の説明は「プリンター」を「上
段のトレイ」に置き換えてお読みください。

A 梱包箱から同梱品を取り出し、確認します。

補足

❒ 500 枚増設トレイユニットを２段取り付
ける場合は、以下の同梱品がそれぞれ
揃っていることを確認してください。

• 本機は約54kgあります。

• 本機を持ち上げるときは、
２人以上でプリンター下の
左右にある運搬用取っ手を
持ち、ゆっくりと体に負担
がかからない状態で持ち上
げてください。無理をして
持ち上げたり、乱暴に扱っ
て落としたりすると、けが
の原因になります。

取り付けの準備をする⇒手順�
�

500枚増設トレイを
１段取り付ける�

500枚増設トレイを
2段取り付ける�

取り付けの確認をする⇒手順

増設トレイの上段と
下段の取り付け�
⇒手順

プリンターと増設ト
レイの取り付け�
⇒手順

プリンターと増設ト
レイの取り付け�
⇒手順�

～�

～�

～�

～�

～�

･500枚増設トレイ�
ユニット�

･給紙トレイ�

･サイドカバー�

･マイバンク＆QA登録票�
ZCPP040J



500枚増設トレイユニットを取り付ける

2

B 可動部を固定しているビニールテープを
外します。

C 500枚増設トレイユニットの図の位置にあ
る留め具とねじを外します。

補足

❒ 取り外した留め具とねじは手順Mで使用
します。

D 本機の電源を切ります。

E プリンターに接続されているケーブルを
すべて外します。

F 給紙トレイを引き抜きます。

G プリンターの図の位置にある増設トレイ
コネクターカバーを外します。

H 手順 G で外した増設トレイコネクターカ
バーを500枚増設トレイユニットの図の位
置に取り付けます。

補足

❒ 500 枚増設トレイユニットを２段取り付
ける場合は、下段に設置する増設トレイ
ユニットにコネクターカバーを取り付
けます。

I 500枚増設トレイユニット上部にあるロッ
クを「Open」側にします。

ZCPP050J

ZCPP060J

ZCPP070J

ZCPP080J

ZCPP090J

OPEN

to attach

units

CLOSE
to lock

unitstogether

ZCPP100J
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オプションを取り付ける

2

J プリンターを持ち上げます。

プリンター下の左右にある運搬用取っ手に
手を差し込んで、必ず２人以上で持ち上げて
ください。

K 位置決めピン（２カ所）が合うようにプリ
ンターを静かに載せます。

500枚増設トレイユニットを２段取り付ける
場合は、増設トレイユニットの上段と下段を
取り付けてからプリンターを載せます。

L 手順Iのロックを「Close」側にします。

M 手順 C の留め具をプリンター下部の溝に
取り付け、ねじでプリンターと500枚増設
トレイユニットを固定します。

N 増設トレイケーブルの突起を下向きにし
てコネクターにしっかり差し込みます。

O サイドカバーを取り付けます。

P 手順 F で引き抜いた給紙トレイを元に戻
します。

ZCPH070J

ZCPP110J

ZCPP120J

ZCPP130J

ZCPP140J

サイドカバー（右）� サイドカバー（左）�

ZCPP150J



500枚増設トレイユニットを取り付ける

2

Q 500枚増設トレイユニットの給紙トレイを
セットします。

R 手順 Eで取り外したケーブル類を接続し
ます。

S 本機の電源を入れます。

T「設定一覧」を印刷して、500枚増設トレイ
ユニットが正しく取り付けられたか確認
します。

参照

「設定一覧」の印刷手順はP.151 「設定一
覧を印刷する」を参照してください。

補足

❒ 500 枚増設トレイユニットが正しく取り
付けられると、設定一覧の［プリンタイ
ンフォーメーション］に「トレイ２」「ト
レイ３」と表示されます。

❒ 正しく取り付けられない場合は、手順 A
からやり直してください。それでも正し
く取り付けられない場合は、サービス実
施店に相談してください。

 重要
❒ 増設したトレイを有効に使用するには、
後でプリンタードライバーの［オプショ
ン構成］を設定することが必要です。

• Windows 95/98の場合⇒ P.54 「Windows
95/98のオプションセットアップ」

• Windows 2000、Windows NT4.0の場合
⇒ P.55 「Windows 2000、Windows NT4.0
のオプションセットアップ」

• Windows NT 3.51の場合⇒ P.60 「Windows
NT3.51のオプションセットアップ」
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3.印刷のための準備をする
ネットワーク環境の設定をする

使用するネットワーク環境に応じて必要な項目
を設定します。

TCP/IPをご利用できる環境でIPアドレスに関す
る設定をする場合は、「Ridoc Manager for Admin」
も使用できます。

補足

❒ Macintoshから印刷するにはオプションの
R-PS2モジュールが必要です。

設定できる項目と工場出荷時の値は以下のとお
りです。

A【初期設定】キーを押します。

「初期設定」のメニューが表示されます。

B【▼】キーを押して、「システムショキセッ
テイ」を表示させます。

  <s<uf?lw>     j
  sdlI s<uf?lw  l

C【実行】キーを押します。

D 使用するプロトコルの組み合わせを次の
中から選択します。

*1 有効なプロトコルは左から順にTCP/IP, NetWare,
AppleTalk, NetBEUIです。

補足

❒ 使用しないプロトコルは無効にしてお
くことをお勧めします。

❒ NetWare5Jのピュア IP環境でお使いにな
る場合は、TCP/IPプロトコルを有効にし
てください。

制限

❒ AppleTalkを使用するにはオプションの
R-PS2モジュールが必要です。

項目名 工場出荷時

32.IPアドレス 011.022.033.044

33.サブネットマスク 000.000.000.000

34.デフォルトゲートウェイ
アドレス

000.000.000.000

35.アクセスコントロール
アドレス

000.000.000.000

36.アクセスコントロール
マスク

000.000.000.000

37.ネットワークブート NONE

38.フレームタイプ (NetWare) Auto Select

39.有効プロトコル All Active 

（すべて有効）

表示
有効なプロトコル *1 

TCP NW AT NB

All Active 

（工場出荷時）
○ ○ ○ ○

None

TCP/IP Only ○

NetWare Only ○

TCP & NetWare ○ ○

ATalk Only ○

TCP & ATalk ○ ○

NetW & ATalk ○ ○

TCP& NW& ETK ○ ○ ○

NetBEUI Only ○

TCP & NetBEUI ○ ○

NetW& NetBEUI ○ ○

TCP & NW & NB ○ ○ ○

ATalk&NetBEUI ○ ○

TCP& ETK& NB ○ ○ ○

NW & ETK & NB ○ ○ ○
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印刷のための準備をする

3

A「39.ユウコウプロトコル」が表示され
るまで【▲】キーまたは【▼】キーを押
します。

  <sdlI s<uf?lw> j
  39.SepeE\K;pH  l

B【実行】キーを押します。

現在の設定が表示されます。

  <SepeE\K;pH>   j
  *All Active    l

C【▲】キーまたは【▼】キーを押して、使
用するプロトコルの組み合わせを表示
させます。

D【実行】キーを押します。

このあとの操作は使用するプロトコル
によって異なります。以下の手順で操作
してください。

E TCP/IPプロトコルを使用するときは、プリ
ンターに割り当てる IPアドレスを設定し
ます。

補足

❒ 設定するアドレスはネットワーク管理
者に確認してください。

❒ TCP/IPプロトコルを使用する場合、IPア
ドレスは必ず設定してください。

A「32.IPアドレス」が表示されるまで【▲】
キーまたは【▼】キーを押します。

  <sdlI s<uf?lw> j
  32.IPq;^Jd     l

B【実行】キーを押します。

現在設定されているIPアドレスが表示さ
れます。

   011.022.033.044
   j          jl/#

C【▲】キーまたは【▼】キーを押して、IP
アドレスの先頭の数字を設定します。

   111.022.033.044
   j          jl/#

D【実行】キーを押します。

カーソル（▲）が次の桁に移動します。

   111.022.033.044
    j         jl/#

補足

❒ カーソルを前の桁に戻すには【エス
ケープ】キーを押します。

❒ カーソルが左端にあるときに【エス
ケープ】キーを押すと、それまでの設
定を取り消して元の状態になります。

E【▲】キーまたは【▼】キーを押して、
2桁目を設定します。

   191.022.033.044
    j         jl/#

F【実行】キーを押します。

カーソル（▲）が次の桁に移動します。

G 手順E～Fを繰り返して最後の桁まで
設定します。

   191.168.015.016
                 j

カーソルが右端にあるときに【実行】キー
を押すとIPアドレスが登録されます。

  <sdlI s<uf?lw> j
  32.IPq;^Jd     l

TCP/IP E V F V G V I V J V K

NetWare H V I V J V K

NetBEUI I V J V K

AppleTalk I V J V K



ネットワーク環境の設定をする

3

F TCP/IPプロトコルを使用するときは、同様
の手順で「33.サブネットマスク」～「36.ア
クセスコントロールマスク」までの項目を
設定します。

G TCP/IPプロトコルを使用するときは、ネッ
トワークブートの設定をします。

コンピュータ側からアドレスを設定する方
式を次の中から選択します。

表中の数字は、それぞれ次の方式を表します。
*1 有効な方式は左から順にARP+PING, RARP+

TFTP, BOOTP, DHCPです。

補足

❒ RARP+TFTP、BOOTP、DHCPを使用する
ときはサーバの設定が必要です。

A【▼】キーを押して「37.ネットワーク
ブート」を表示させます。

  <sdlI s<uf?lw> j
  37.v?;L-iE^-;  l

B【実行】キーを押します。

現在の設定が表示されます。

  <v?;L-iE^-;>   j
  *NONE          l

C【▲】キーまたは【▼】キーを押して、使
用する方式を表示させます。

D【実行】キーを押します。

H NetWareで使用するときは、フレームタイ
プを次の中から選択します。

• Auto Select（工場出荷時）

• Ethernet 802.3

• Ethernet 802.2

• Ethernet 2

• Ethernet SNAP

補足

❒「Auto Select」は起動時最初に検知したフ
レームタイプに設定されます。したがっ
て複数のフレームタイプが使用可能な
ネットワークでは目的のフレームタイ
プに設定されないことがあります。その
ときは使用したいフレームタイプを選
択してください。

A「38.フレームタイプ NW」が表示され
るまで【▲】キーまたは【▼】キーを押
します。

  <sdlI s<uf?lw> j
  38.EJ-IhwE\NW  l

B【実行】キーを押します。

現在の設定が表示されます。

  <EJ-IhwE\NW>   j
  *Auto Select   l

C【▲】キーまたは【▼】キーを押して、使
用するフレームタイプを表示させます。

D【実行】キーを押します。

これでネットワーク環境の設定が終わ
りました。

E【オンライン】キーを押します。

次の画面が表示され、通常の画面に戻り
ます。

  Gf?;p^
  f?lwy^Q*rwaJYd

  IPDL-C      ;Jw1
  t*Fw* qw;^H A4op

I【オンライン】キーを押します。

表示
有効な方式 *1 

AR RA BO DH

ARP+PING ○

ARP & RARP ○ ○

ARP & BOOTP ○ ○

ARP&RARP&BOOTP ○ ○ ○

NONE (工場出荷時)

RARP+TFTP ○

BOOTP ○

RARP & BOOTP ○ ○

DHCP ○
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オンラインランプが消えて、プリンターがオ
フライン状態になります。

J【リセット】キーを押します。

電源を入れ直した状態になり、設定した項目
が有効になります。

K「設定一覧」を印刷して、設定した内容を
確認します。

A【初期設定】キーを押します。

B【▼】キーを押して、「テストインサツ」
を表示させ、【実行】キーを押します。

C「１．セッテイ イチラン」が表示されて
いることを確認し、【実行】キーを押し
ます。

D 確認のメッセージが表示されたら、【実
行】キーを押します。

「設定一覧」が印刷されるので、設定内容
を確認します。

E【オンライン】キーを押して通常の画面
に戻します。

-アドレスについて

❖ サブネットマスク
IPアドレスの一部をネットワークアドレスと
して使用するためのマスク値です。

❖ デフォルトゲートウェイアドレス
別のネットワークのワークステーションと
のやり取り（印刷や情報の取得）を行うとき、
ゲートウェイとなるホストやルータのアド
レスです。

補足

❒ 設定するアドレスはネットワーク管理者に
確認してください。

❒ 設定するアドレスがわからないときは、工場
出荷時の設定のままご使用ください。

-アクセスコントロールについて

アクセスコントロールアドレスとアクセスコン
トロールマスクは、印刷できるワークステー
ションをI Pアドレスを使って制限するためのも
のです。印刷を制限する必要がない場合は、
「0.0.0.0」を設定してください。

補足

❒ アクセスコントロールアドレスをマスクし
た結果と、印刷しようとしているワークス
テーションのアドレスをマスクした結果が
一致した場合にアクセスを許可します。

❒ たとえばアクセスコントロールアドレスを
192.168.15.16に設定した場合、アクセス可能
なワークステーションのアドレスはマスク
値によって次のようになります（X XXはど
んな数値でもかまいません）。

制限

❒ 状態の表示など印刷以外の目的でアクセス
するワークステーションは制限できません。

アクセス
コントロールマスク

アクセス可能なアドレス

 　0. 　0.　 0.　 0 XXX.XXX.XXX.XXX

255. 　0.　 0.　 0 192.XXX.XXX.XXX

255.255. 　0.　 0 192.168.XXX.XXX

255.255.255. 　0 192.168.　15.XXX

255.255.255.255 192.168.　15.　16



ソフトウェアをインストールする

3

ソフトウェアをインストールする

本書はWindowsの機能と操作方法について十分ご理解いただいていることを前提に説明しています。
Windowsの機能および操作方法の詳細については、Windowsの説明書を参照してください。

オートランプログラムについて
Windows 95/98、Windows 2000、Windows NT4.0上でCD-ROMをパソコンに挿入すると、オートランプ
ログラムとしてプリンタードライバーやユーティリティなどの各種ソフトウェアのインストーラー
が自動的に起動します。

補足

❒ OSの設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROM
のルートディレクトリにある「INSTTOOL.EXE」をダブルクリックして起動してください。

❒ オートランを無効にしたいときは、Shiftキーを押しながらCD-ROMを挿入し、パソコンがCD-ROM
をアクセスし終わるまでShiftキーを押したままにします。

❒ インストールの途中で［キャンセル］を押すと、以降のすべてのソフトウェアのインストールが中
止されます。キャンセルした場合は、再起動後、残りのソフトウェアまたはプリンタードライバー
をインストールし直してください。

制限

❒ Windows 2000、Windows NT4.0でインストーラーを使用するときはAdministratorsグループのメン
バーとしてログオンしてください。

❒ Windows NT3.51では、オートランプログラムでのインストールはできません。Windows NT3.51へ
のインストールの詳細は、P.58 「Windows NT3.51へのインストール」を参照してください。
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印刷のための準備をする
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オートランプログラムでのインストールの流れは次のとおりです。

参照

標準インストール⇒ P.45

ネットワーク標準インストール⇒ P.47

カスタムインストール⇒ P.51

パラレルで接続する方は標準インストールを、TCP/IPプロトコルを使ってPeer-to-Peerネットワークで
印刷する方はネットワーク標準インストールを選択します。N et BEUIプロトコルや IPP（In t e rn e t
Printing Protocol）を使ってネットワーク接続する方や管理者の方は、カスタムインストールを選択し
ます。

インストールの流れ�

インストーラー�
が起動する�

インストール�
終了の�
メッセージが�
表示される�

セットアップ�
方法を選択�
する�

選択したソフトウェアだけをインストール�

プリンター�
ドライバーの�
追加�

標準インストール�

Ridoc�
Manager�
for Client

Ridoc�
Manager�
for Client

プリンター�
ドライバーの�
追加�

ネットワーク標準インストール�

Multi�
Direct�
Print

PortNavi

カスタムインストール�

CD-ROMを�
挿入する�

パソコンを�
再起動する�

Ridoc�
Manager�
for Admin

プリンター�
ドライバーの�
追加�
または 更新�

PortNavi



ソフトウェアをインストールする

3

オートランプログラムでインストールできるソフトウェアは次のとおりです。

❖ プリンタードライバー
Windowsから印刷する場合に必要なソフトウェアです。印刷を始める前に必ずインストールして
ください。はじめてプリンタードライバーをインストールするときはプリンタードライバーの追
加を行います。プリンタードライバーの更新はプリンタードライバーをバージョンアップすると
きに選択します。

 重要
❒ 市販のアプリケーションで個別の指定が必要な場合があります。また、プリンタードライバー
の設定と異なる設定になることがあります。それぞれのアプリケーションの説明書を参照して
ください。

参照

プリンタードライバーの動作環境については、P.62 「プリンタードライバー」を参照してくだ
さい。

❖ Ridoc Manager for Client
ネットワークプリンターとしてお使いになるときに便利なユーティリティです。詳しくは P . 6 3
「Ridoc Manager」 、またはRidoc Managerのヘルプを参照してください。

❖ Ridoc Manager for Admin
管理者の方が使用するネットワークユーティリティです。詳しくはP.63 「Ridoc Manager」 、また
はRidoc Managerのヘルプを参照してください。

❖ PortNavi
TCP/IPプロトコルを使ってPeer-to-Peerネットワークで印刷するためのユーティリティです。詳し
くはイーサネットボードの使用説明書、またはPortNaviのヘルプを参照してください。

❖ Multi Direct Print
NetBEUIプロトコルやIPPを使ってPeer-to-Peerネットワークで印刷するためのユーティリティです。
詳しくはイーサネットボードの使用説明書およびMulti Direct Printのヘルプを参照してください。
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Windows 95/98、Windows 2000、Windows NT4.0へのイ
ンストール
Windows 95/98、Windows 2000、Windows NT4.0へのインストールは、オートランプログラムを使用し
て行います。ここでは、Windows 98の画面例を使用して説明しています。Windows 95、Windows 2000、
Windows NT4.0でも基本的な操作は同じです。

CD-ROMに「README」ファイルが入っています。「README」ファイルにはプリンタードライバー
の情報や、いろいろなアプリケーションに対する注意事項などが記載されています。インストールの
前に内容を確認してください。「README」ファイルは次のディレクトリに格納されています。

• Windows 95/98

DRIVERS¥WIN95DRIVERS¥WIN95DRIVERS¥WIN95DRIVERS¥WIN95¥DISK1¥DISK1¥DISK1¥DISK1

• Windows 2000、Windows NT4.0

DRIVERS¥WINDRIVERS¥WINDRIVERS¥WINDRIVERS¥WINNT40¥DISK1NT40¥DISK1NT40¥DISK1NT40¥DISK1

制限

❒ すべてのアプリケーションを終了させてからインストールを始めてください。

 重要
❒ バージョンの異なるプリンタードライバーを混在させることはできません。これまでリコーのプ
リンターをご使用の場合、インストールの途中で、「更新されます」というメッセージが表示され
ます。「はい」を選択すると、表示されているプリンタードライバーがバージョンアップされます
ので「はい」を選択してください。

補足

❒ 本機とパソコンをパラレルインターフェースで接続している場合、本機の電源を入れてからパソ
コンの電源を入れ、プラグアンドプレイ機能を働かせてください。プラグアンドプレイ機能が働い
ていると、Windows 95/98、Windows 2000起動時に［新しいソフトウェア］または、［デバイスドラ
イバウィザード］が表示されます。表示される画面は、OSやWindows 95/98のシステムのバージョ
ンによって異なります。この画面が表示されたときは、［キャンセル］をクリックして、本機に付
属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットしてください。

❖ 印刷ログコード
プリンタードライバーに印刷ログコードと呼ばれる最大８桁の番号を設定することができます。
印刷ログコードを設定しておくと、コードごとの印刷枚数をプリンターが記録し、確認することが
できます。
印刷ログコードを使って、印刷枚数を管理するときは、管理者の方がパソコンごとに設定する印刷
ログコードをあらかじめ決めておき、プリンタードライバーをインストールする前に通知してお
いてください。
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標準インストール

［標準インストール］では、IPDL-Cプリンタード
ライバーがインストールされます。

A Windows 95/98、Windows 2000、Windows
NT4.0が起動していることを確認し、本機
に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM
ドライブにセットします。

インストーラーが起動し、次の画面が表示さ
れます。

B［ようこそ］ダイアログが表示されたら、
［次へ］をクリックします。

C［標準インストール］を選択し、［次へ］を
クリックします。

参照

［ネットワーク標準インストール］を選
択した場合の操作方法については、P.47
「ネットワーク標準インストール」を参
照してください。

［カスタムインストール］を選択した場
合は、インストールするソフトウェアを
選択できます。操作方法についてはP.51
「カスタムインストール」を参照してく
ださい。

D ライセンス契約が表示されます。すべて
の項目をお読みください。ライセンス契
約に同意する場合は、［はい］をクリック
します。

E「RICOH IPSiO Color 4100」をクリックし
て反転表示させ、［次へ］をクリックしま
す。プリンタ名を変更するときは、［プリ
ンタ名］ボックスで修正します。

［ポートの選択］ダイアログが表示されます。
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F 使用するポート名をクリックして反転表
示させ、［次へ］をクリックします。

補足

❒ ネットワーク環境でご使用の場合は、ど
のポートを選んでもかまいません。通常
は「LPT1」を選んでください。プリンター
ドライバーをインストールした後、ご使
用の環境に合わせてポートを変更して
ください。その他の環境で印刷する場合
は、イーサネットボードの使用説明書を
参照してください。

G インストール条件を確認し、［完了］をク
リックします。

ファイルのコピーが始まります。

補足

❒ Windows 2000をご使用の場合、インストー
ルの途中で「デジタル署名が見つかりま
せんでした」というメッセージが表示さ
れることがあります。その場合、［はい］
をクリックしてインストールを続行し
てください。

H Windows 95/98をご使用で印刷ログコード
を使用する場合は、［はい］をクリックし
ます。

Windows 2000、Windows NT4.0の方は手順I
に進みます。

補足

❒ Windows 2000、Windows NT4.0をご使用
の場合、インストール後、プリンタープ
ロパティで印刷ログコードを設定でき
ます。

❒ 印刷ログコードを設定しておくと、各パ
ソコンごとの印刷枚数を印刷ログで確認
できます。また印刷ログはRidoc Manager
でも確認できます。詳細については、
P.155 「印刷ログコードで印刷枚数を管
理する」参照してください。

❒［いいえ］を押したとき、印刷ログコード
を後から設定して使用することはでき
ません。印刷ログコードを使うときは、
プリンタードライバーをインストール
し直してください。

A 印刷ログコードを入力し、［OK］をク
リックします。

補足

❒ 入力できるのは、半角数字最大８桁
です。英字や記号はご使用になれま
せん。

B 確認のメッセージが表示されますの
で、よければ［はい］をクリックします。

I インストール終了のメッセージが表示さ
れます。［はい］をクリックし、Windows
を再起動します。
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J 再起動後、オプションのセットアップを
行います。

これでインストールは終了です。

参照

Windows 95/98でご使用の方は P.54
「Windows 95/98のオプションセットアッ
プ」を参照して、設定してください。

Windows 2000でご使用の方は P.55
「Windows 2000、Windows NT4.0のオプ
ションセットアップ」を参照して、設定
してください。

Windows NT4.0でご使用の方は P.55
「Windows 2000、Windows NT4.0のオプ
ションセットアップ」を参照して、設定
してください。

 重要
❒ 他社のプリンターと併用してご使用に
なる場合は、プリンタードライバーの初
期設定が必要な場合があります。詳しく
は、P.57 「印刷領域を拡張する」を参照
してください。

ネットワーク標準インストール

操作の前に

TCP/IPプロトコルを使ってPeer-to-Peerネッ
トワークで印刷するときに選択します。

［ネットワーク標準インストール］では、Ridoc
Manager for Client、PortNavi、IPDL-Cプリンター
ドライバーがインストールされます。

補足

❒ Multi Direct Printで使用していた印刷ポート
がある場合、PortNaviに引き継がれます。

A Windows 95/98、Windows 2000、Windows
NT4.0が起動していることを確認し、本機
に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM
ドライブにセットします。

インストーラーが起動し、次の画面が表示さ
れます。

B［ようこそ］ダイアログが表示されたら、
［次へ］をクリックします。
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C［ネットワーク標準インストール］を選択
し、［次へ］をクリックします。

参照

［標準インストール］を選択した場合の
操作方法については、P.45 「標準インス
トール」を参照してください。

［カスタムインストール］を選択した場合
は、インストールするソフトウェアを選択
できます。操作方法についてはP.51 「カス
タムインストール」を参照してください。

D Ridoc Manager for Clientのインストーラー
が起動します。メッセージに従って操作し
てください。

E PortNaviのインストーラーが起動します。
メッセージに従って操作してください。

F プリンタードライバーのライセンス契約
が表示されます。すべての項目をお読み
ください。ライセンス契約に同意する場
合は、［はい］をクリックします。

G「RICOH IPSiO Color 4100」をクリックし
て反転表示させ、［次へ］をクリックしま
す。プリンタ名を変更するときは、［プリ
ンタ名］ボックスで修正します。

［ポートの選択］ダイアログが表示されます。

H［追加］をクリックします。

［ポートの追加］ダイアログが表示されます。
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I「RICOH PortNavi」を選択し、［OK］をク
リックします。

次の画面が表示され、プリンターが検索されます。

J ご使用のプリンターを選択し、［OK］をク
リックします。

追加したポートが［ポート名］に「IPアドレ
ス＠モデル名」の形式で表示されます。

K 手順Jで選択したポートが反転表示されて
いることを確認して、［次へ］をクリックし
ます。

L インストール条件を確認し、［完了］をク
リックします。

ファイルのコピーが始まります。

補足

❒ Windows 2000をご使用の場合、インストー
ルの途中で「デジタル署名が見つかりま
せんでした」というメッセージが表示さ
れることがあります。その場合、［はい］
をクリックしてインストールを続行し
てください。

M Windows 95/98をご使用で印刷ログコード
を使用する場合は、［はい］をクリックし
ます。

Windows 2000、Windows NT4.0の方は手順N
に進みます。

補足

❒ Windows 2000、Windows NT4.0をご使用
の場合、インストール後、プリンタープ
ロパティで印刷ログコードを設定でき
ます。

❒ 印刷ログコードを設定しておくと、各パ
ソコンごとの印刷枚数を印刷ログで確認
できます。また印刷ログはRidoc Manager
でも確認できます。詳細については、
P.155 「印刷ログコードで印刷枚数を管
理する」を参照してください。

❒［いいえ］を押したとき、印刷ログコード
を後から設定して使用することはでき
ません。印刷ログコードを使うときは、
プリンタードライバーをインストール
し直してください。
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A 印刷ログコードを入力し、［OK］をク
リックします。

補足

❒ 入力できるのは、半角数字最大８桁
です。英字や記号はご使用になれま
せん。

B 確認のメッセージが表示されますの
で、よければ［はい］をクリックします。

N インストール終了のメッセージが表示さ
れます。［はい］をクリックし、Windows
を再起動します。

O 再起動後、オプションのセットアップを
行います。

これでインストールは終了です。

参照

Windows 95/98でご使用の方は P.54
「Windows 95/98のオプションセットアッ
プ」を参照して、設定してください。

Windows 2000で ご使 用の 方は P.55
「Windows 2000、Windows NT4.0のオプ
ションセットアップ」を参照して、設定
してください。

Windows NT4.0でご使用の方は P.55
「Windows 2000、Windows NT4.0のオプ
ションセットアップ」を参照して、設定
してください。

 重要
❒ 他社のプリンターと併用してご使用に
なる場合は、プリンタードライバーの初
期設定が必要な場合があります。詳しく
は、P.57 「印刷領域を拡張する」を参照
してください。
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カスタムインストール

［カスタムインストール］では、インストールす
るソフトウェアを選択することができます。必
要なソフトウェアを選択してインストールして
ください。

A Windows 95/98、Windows 2000、Windows
NT4.0が起動していることを確認し、本機
に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM
ドライブにセットします。

インストーラーが起動し、次の画面が表示さ
れます。

B［ようこそ］ダイアログが表示されたら、
［次へ］をクリックします。

C［カスタムインストール］をクリックし、
［次へ］をクリックします。

［ソフトウェアの選択］ダイアログが表示さ
れます。

参照

［標準インストール］を選択した場合の
操作方法は、P.45 「標準インストール」を
参照してください。

［ネットワーク標準インストール］を選
択した場合の操作方法については P . 4 7
「ネットワーク標準インストール」を参
照してください。

D インストールするソフトウェアを選択し
ます。

A インストールするソフトウェアをク
リックして反転表示させ、［詳細］をク
リックします。

B ユーティリティを選択したときは、イ
ンストールするユーティリティをク
リックして反転表示させ、'印を付けま
す。プリンタードライバーのインス
トールを選択したときは、インストー
ル方法をクリックして反転表示させ、'
印を付けます。

❖［ユーティリティ］を選択したとき
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❖［プリンタドライバ］を選択した
とき

はじめて本機のプリンタードライ
バーをインストールするときは［プ
リンタドライバの追加］を、これまで
に、本機のプリンタードライバーを
使用していたときは［プリンタドラ
イバの更新］を選択してください。

C［OK］をクリックします。

E インストールしたいソフトウェアをすべ
て選択したら、［次へ］をクリックします。

F 手順 D でユーティリティのインストール
を選択したときは、選択したソフトウェ
アのインストーラーが順に起動します。
メッセージに従って操作してください。

ユーティリティのインストールを選択しな
かったときは手順Gへ進みます。

G 手順 D でプリンタードライバーのインス
トールを選択したときは、選択したソフ
トウェアのインストールがすべて終了す
ると、ライセンス契約が表示されます。す
べての項目をお読みください。ライセン
ス契約に同意する場合は、［はい］をク
リックします。

プリンタードライバーのインストールを選
択しなかったときは手順Kへ進みます。

H［プリンタドライバの追加］を選択したと
きは、次の手順でプリンタードライバー
をインストールします。

A「RICOH IPSiO Color 4100」をクリック
して反転表示させ、［次へ］をクリック
します。プリンタ名を変更するときは、
［プリンタ名］ボックスで修正します。

［ポートの選択］ダイアログが表示され
ます。

B 使用するポート名をクリックして反転
表示させ、［次へ］をクリックします。

補足

❒ ネットワーク環境でご使用の場合
は、どのポートを選んでもかまいま
せん。通常は「LPT1」を選んでくださ
い。プリンタードライバーをインス
トールした後、ご使用の環境に合わ
せてポートを変更してください。
Por t Na v i を使って印刷する場合は、
P.64 「PortNavi」を参照してください。
その他のネットワーク環境で印刷す
る場合は、イーサネットボードの使
用説明書を参照してください。

C インストール条件を確認し、［完了］を
クリックします。

ファイルのコピーが始まります。
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I［プリンタドライバの更新］を選択したと
きは、次の手順でプリンタードライバー
をインストールします。

A インストールされているプリンタード
ライバーが表示されるので、更新する
プリンターの機種名をクリックして反
転表示させ、［次へ］をクリックします。

更新するプリンタードライバーと同じ
種類のプリンタードライバーがインス
トールされているとメッセージが表示
されます。［はい］をクリックし、すべて
のプリンタードライバーを更新してく
ださい。

B インストール条件を確認し、［完了］を
クリックします。

ファイルのコピーが始まります。

補足

❒ Windows 2000をご使用の場合、インス
トールの途中で「デジタル署名が見つ
かりませんでした」というメッセージ
が表示されることがあります。その場
合、［はい］をクリックしてインストー
ルを続行してください。

J Windows 95/98をご使用で印刷ログコード
を使用する場合は、［はい］をクリックし
ます。

Windows 2000、Windows NT4.0の方は手順K
へ進みます。

補足

❒ Windows 2000、Windows NT4.0をご使用
の場合、インストール後、プリンタープ
ロパティで印刷ログコードを設定でき
ます。

❒ 印刷ログコードを設定しておくと、各パ
ソコンごとの印刷枚数を印刷ログで確認
できます。また印刷ログはRidoc Manager
でも確認できます。詳細については、
P.155 「印刷ログコードで印刷枚数を管
理する」を参照してください。

❒［いいえ］を押したとき、印刷ログコード
を後から設定して使用することはでき
ません。印刷ログコードを使うときは、
プリンタードライバーをインストール
し直してください。

A 印刷ログコードを入力し、［OK］をク
リックします。

補足

❒ 入力できるのは、半角数字最大８桁
です。英字、記号は使用できません。

B 確認のメッセージが表示されますの
で、よければ［はい］をクリックします。

K インストール終了のメッセージが表示さ
れます。［はい］をクリックし、Windows
を再起動します。

L プリンタードライバーをインストールし
たときは、再起動後、オプションのセット
アップを行います。

これでインストールは終了です。
53
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参照

Windows 95/98でご使用の方は P.54
「Windows 95/98のオプションセットアッ
プ」を参照して、設定してください。

Windows 2000でご使用の方は P.55
「Windows 2000、Windows NT4.0のオプ
ションセットアップ」を参照して、設定
してください。

Windows NT4.0でご使用の方は P.55
「Windows 2000、Windows NT4.0のオプ
ションセットアップ」を参照して、設定
してください。

 重要
❒ 他社のプリンターと併用してご使用に
なる場合は、プリンタードライバーの初
期設定が必要な場合があります。詳しく
は、P.57 「印刷領域を拡張する」を参照
してください。

Windows 95/98のオプションセット
アップ

プリンターにオプションを接続したときは、プ
リンタードライバーの設定を変えることが必要
です。

A［スタート］ボタンをクリックし、［設定］
をポイントし、［プリンタ］をクリックし
ます。

［プリンタ］ウィンドウが表示されます。

B 追加したプリンターのアイコンをクリッ
クして反転表示させ、［ファイル］メニュー
の［プロパティ］をクリックします。

プリンターのプロパティが表示されます。
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C［基本］タブをクリックし、［オプション構
成］をクリックします。

［オプション構成］ダイアログが表示されます。

D 追加したオプションを、［オプション選
択］ボックスと［プリンタートータルメモ
リーサイズ］ボックスのドロップダウン
メニューから選択します。

E［OK］をクリックし、［オプション構成］ダ
イアログを閉じます。

F［OK］をクリックし、プリンターのプロパ
ティを閉じます。

Windows 2000、Windows NT4.0の
オプションセットアップ

プリンターにオプションを接続したときは、プ
リンタードライバーの設定を変えることが必要
です。ここではWindows 2000の画面例を使用し
ています。Windows NT4.0でも基本的な操作は同
じです。

制限

❒ Windows 2000でご使用の場合、［プリンタ］
ウィンドウでプリンタープロパティを変更
するには「プリンタの管理」のアクセス許可
が必要です。AdministratorsまたはPower Users
グループのメンバーとしてログオンしてく
ださい。

❒ Windows NT4.0でご使用の場合、［プリンタ］
ウィンドウでプリンタープロパティを変更
するには「フルコントロール」のアクセス権
が必要です。AdministratorsまたはPower Users
グループのメンバーとしてログオンしてく
ださい。

A［スタート］ボタンをクリックし、［設定］
をポイントし、［プリンタ］をクリックし
ます。

［プリンタ］ウィンドウが表示されます。
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B 追加したプリンターのアイコンをクリッ
クして反転表示させ、［ファイル］メニュー
の［プロパティ］をクリックします。

C［オプション構成］タブをクリックします。

D 追加したオプションを、［オプション選
択］ボックスと［プリンタートータルメモ
リーサイズ］ボックスのドロップダウン
メニューから選択します。

E［OK］をクリックし、プリンターのプロパ
ティを閉じます。
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-印刷領域を拡張する

他社のプリンターで印刷すると１ページに入っていた文書が、本機で印刷すると１ページに入らない
ことがあります。これは印刷領域の違いに理由があります。プリンターのプロパティで［印刷領域を
拡張する］に'印を付けると、印刷領域を広げて印刷しますので、ほとんどの場合この現象を防ぐこと
ができます。

補足

❒ '印を付けると、行の最後の文字が次の行に送られるなど、変更前とレイアウトが異なることがあ
ります。通常は'印を付けない状態でお使いください。

A［プリンタ］ウィンドウからご使用のプリンターのプロパティを表示します。

• Windows 95/98の場合は、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックします。

• Windows 2000の場合は、［ファイル］メニューの［印刷設定］をクリックします。

• Windows NT4.0の場合は、［ファイル］メニューの［ドキュメントの既定値］をクリックします。

B［その他］タブをクリックします。

C［印刷領域を拡張する］をチェックして'印を付けます。

D［OK］をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。

印を付ける�
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Windows NT3.51へのイン
ストール
プリンタードライバーのインストール方法を説
明します。ネットワーク関連ソフトウェアにつ
いてはイーサネットボードの使用説明書を参照
してください。

CD-ROMに「README」ファイルが入っていま
す。「README」ファイルには説明書の印刷後に
追加されたプリンタードライバーの情報や、い
ろいろなアプリケーションに対する注意事項な
どが記載されています。インストールの前に内
容を確認してください。「README」ファイルは
次のディレクトリに格納されています。

DRIVERS¥WINNT351¥DISK1DRIVERS¥WINNT351¥DISK1DRIVERS¥WINNT351¥DISK1DRIVERS¥WINNT351¥DISK1

 重要
❒ バージョンの異なるプリンタードライバー
を混在させることはできません。バージョン
アップする場合は、古いプリンタードライ
バーを削除してから、新しいプリンタードラ
イバーをインストールしてください。プリン
タードライバーの削除のしかたについては、
「README」ファイルを参照してください。

❒ 複数のプリンタードライバーがインストー
ルされているパソコンで一部のプリンター
ドライバーをバージョンアップすると他の
プリンタードライバーの動作が不安定にな
る場合があります。プリンタードライバーの
バージョンアップを行うときは、他のプリン
タードライバーのバージョンアップも行う
ことをお勧めします。

制限

❒ プリンタードライバーをインストールする
には「フルコントロール」のアクセス権が必
要 で す。イ ン ス ト ー ル す る と き は、
AdministratorsまたはPower Usersグループの
メンバーとしてログオンしてください。

A プログラムマネージャの［メイン］グループ
から［コントロールパネル］を開き、［プリ
ンタ］アイコンをダブルクリックします。

プリントマネージャが起動します。

B［プリンタ］メニューの［プリンタの作成］
をクリックします。

［プリンタの作成］ダイアログが表示されます。

C［プリンタ名］ボックスに、プリンターの
名前を入力します。

この名前はWindows NT上で使用される名前
です。
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D［ドライバ］ボックスのドロップダウンメ
ニューから「その他」を選択します。

E 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-
ROMドライブにセットします。

F［ドライバの組み込み］ダイアログのボッ
クスにCD-ROMのドライブ名とコロン(:)
に続けて¥DRIVERS¥WINNT351¥DISK1
と半角で入力し、［OK］をクリックします。

CD-ROMのドライブ名が Dのときは、
D:¥DRIVERS¥WINNT351¥DISK1と入力します。

［ドライバの選択］ダイアログが表示されます。

G［プリンタドライバ］ボックスで、印刷す
るプリンターの機種名をクリックして反
転表示させ、［OK］をクリックします。

ファイルのコピーが始まります。

H コピーが終わったら、［説明］ボックスに
プリンターの説明を入力します。

I［印刷先］ボックスのドロップダウンメ
ニューから使用するポートを選択します。

J［OK］をクリックします。

プリンターが作成され、［オプション構成］ダ
イアログが表示されます。

［オプション構成］ダイアログでの操作につ
いては、P.60 「Windows NT3.51のオプション
セットアップ」を参照してください。

K［OK］をクリックし、［オプション構成］ダ
イアログを閉じます。

L［プリンタ］メニューの［プリントマネー
ジャの終了］をクリックし、プリントマ
ネージャを閉じます。

M Windowsを再起動します。

N 再起動後、オプションのセットアップを
行います。
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Windows NT3.51のオプションセッ
トアップ

プリンターにオプションを接続したときは、プ
リンタードライバーの設定を変えることが必要
です。

A プログラムマネージャの［メイン］グルー
プから［プリントマネージャ］アイコンを
ダブルクリックします。

［プリントマネージャ］ウィンドウが表示さ
れます。

B  IPSiO Color 4100のアイコンをクリック
して反転表示させ、［プリンタ］メニュー
の［プリンタ情報］をクリックします。

［プリンタ情報］ダイアログが表示されます。

C［設定］をクリックします。

［オプション構成］ダイアログが表示されます。

D 追加したオプションを、［オプション選
択］ボックスと［プリンタートータルメモ
リサイズ］ボックスのドロップダウンメ
ニューから選択します。

E［OK］をクリックし、［オプション構成］ダ
イアログを閉じます。

F［OK］をクリックし、［プリンタ情報］ダイ
アログを閉じます。

G［プリンタ］メニューの［プリントマネー
ジャの終了］をクリックし、プリントマ
ネージャを閉じます。
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CD-ROM収録ソフトウェアについて

ファイル一覧

CD-ROM 
DRIVE

INSTTOOL.EXE

Windows 95/98、Windows 2000、Windows NT4.0で動作する、プリンタードライバー
とユーティリティのインストーラーです。

DRIVERS

（⇒ P.62）

WIN95 Windows 95/98用プリンタードライバー

WINNT40 Windows 2000、Windows NT4.0用プリンター
ドライバー

WINNT351 Windows NT3.51用プリンタードライバー

NETWORK

（⇒ P.63）

MDP Multi Direct Print

RIDOCMAN ADMIN Ridoc Manager for Admin

CLIENT Ridoc Manager for Client

PORTNAVI PortNavi

FONTS

（⇒ P.66）

WIN95NT TrueTypeWorld Windows 95版

WIN31 TrueTypeWorld Windows3.1版

HELP

（⇒ P.70）

DRVHLP Windows用ヘルプ（IPSiO41.hlp、IPSiO41.cnt）

WSMHLP JA WWWブラウザによるイーサネット
ボードの設定ヘルプ（日） index.html

EN WWWブラウザによるイーサネット
ボードの設定ヘルプ（英） index.html
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プリンタードライバー
Windowsから印刷するために必要なソフトウェアです。IPSiO Color 4100で印刷するためには、必ずイ
ンストールする必要があります。

❖ ファイル格納場所
付属のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

• Windows 95/98用プリンタードライバー

DRIVERS¥WIN95DRIVERS¥WIN95DRIVERS¥WIN95DRIVERS¥WIN95

補足

❒ Windows 98用のプリンタードライバーは、Windows 95用と共通です。

• Windows 2000、Windows NT4.0用プリンタードライバー

DRIVERS¥WINNT40DRIVERS¥WINNT40DRIVERS¥WINNT40DRIVERS¥WINNT40

補足

❒ Windows 2000用のプリンタードライバーは、Windows NT4.0用と共通です。

• Windows NT3.51用プリンタードライバー

DRIVERS¥WINNT351DRIVERS¥WINNT351DRIVERS¥WINNT351DRIVERS¥WINNT351

❖ プリンタードライバーの動作環境
• 対象OS

Microsoft Windows 95 operating system 日本語版
Microsoft Windows 98 operating system 日本語版
Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版
Microsoft Windows 2000 サーバーファミリー 日本語版
Microsoft Windows NT Server network operating system Version4.0 日本語版
Microsoft Windows NT Workstation operating system Version4.0 日本語版
Microsoft Windows NT Server network operating system Version3.51 日本語版
Microsoft Windows NT Workstation operating system Version3.51 日本語版

制限

❒ Windows NTで使用する場合、RISCベースのプロセッサ(MIPS Rシリーズ、Alpha AXP、Power
PC)環境では動作しません。

• ディスプレイ解像度
640×480ドット以上
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ネットワーク関連ソフトウェア

Ridoc Manager

Ridoc ManagerはTCP/IPプロトコル、IPX/SPXプロトコルを使ってネットワーク上のプリンターを監視
するソフトウェアです。Ridoc Manager for AdminとRidoc Manager for Clientの２種類があります。

for AdminではIPアドレスを持つ複数のネットワークプリンターの管理が可能です。for Clientは、各ク
ライアントがWindowsの［プリンタ］ウィンドウに作成したプリンターの状態を監視します。

一般的にネットワーク管理者の方がfor Adminをお使いになり、印刷を行う各パソコンにfor Clientをイ
ンストールされることをお勧めします。

❖ ファイル格納場所
付属のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

• Admin版

NETWORK¥RIDOCMAN¥ADMINNETWORK¥RIDOCMAN¥ADMINNETWORK¥RIDOCMAN¥ADMINNETWORK¥RIDOCMAN¥ADMIN

• Client版

NETWORK¥RIDOCMAN¥CLIENTNETWORK¥RIDOCMAN¥CLIENTNETWORK¥RIDOCMAN¥CLIENTNETWORK¥RIDOCMAN¥CLIENT

対象OS プロトコルスタック

Microsoft Windows 95/98 日本語版 Windows 95/98に付属のTCP/IPプロトコル、

Windows 95/98に付属のIPX/SPXプロトコル、

NetWare Client32 for Windows 95、Intranetware Client 
for Windows 95、Novell Client for Windows 95

Microsoft Windows 2000 日本語版 Windows 2000に付属のTCP/IPプロトコル、

Windows 2000に付属のIPX/SPXトランスポート、

Windows 2000に付属のNetWare用クライアント

Microsoft Windows NT4.0 日本語版 Windows NT4.0に付属のTCP/IPプロトコル、

Windows NT4.0に付属のIPX/SPXトランスポート、

NetWare Client for Windows NT、Intranetware Client 
for Windows NT、Novell Client for Windows NT
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❖ どんなことができるのか？
Ridoc Manager for Adminでは以下の操作ができます。

• 印刷中、用紙切れなどの情報をパソコン上で確認できます。

• 同時に複数のプリンターを監視できます。プリンターの台数が多いときはグループを作り、管
理しやすいようにプリンターを分類できます。

• プリンター本体のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。

• プリンター本体のネットワークに関する設定を変更できます。

• プリンターで印刷したページ数を印刷ログコード別に確認できます。

• パソコンから行ったジョブの結果を確認できます。

• 印刷ログコードを使った各パソコンごとの印刷枚数を確認できます。
Ridoc Manager for Clientでは以下の操作ができます。

• 印刷中、用紙切れなどの情報をパソコン上で確認できます。

• 複数台のプリンターを使い分けているときは、それらを同時に監視できます。

• プリンター本体のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。

• ユーザー IDを使ったジョブの履歴を確認できます。

参照

Ridoc Managerの使いかたについては、ヘルプを参照してください。

PortNavi

PortNaviは、TCP/IPプロトコルを使ったネットワーク環境でプリンターを効率的に活用するためのソ
フトウェアです。複数のネットワークプリンターを使用している環境でお使いいただくと、特に効果
的です。NetBEUIプロトコルおよびIPPを使って印刷するときは、Multi Direct Printをお使いください。

❖ ファイル格納場所
付属のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

¥NETWORK¥PORTNAVI¥NETWORK¥PORTNAVI¥NETWORK¥PORTNAVI¥NETWORK¥PORTNAVI

❖ どんなことができるのか？
• プリントサーバーがなくても、直接ネットワークプリンターに印刷できます。

• 指定したプリンターにジョブがたまっていたり、エラーが発生して印刷できないとき、代わり
のプリンターに印刷できます（代行印刷）。

• 複数部数の印刷を複数のプリンターに割り振って印刷できます（並行印刷）。

• 並行／代行印刷に指定するプリンターをあらかじめグループ登録できます。

• 印刷データを転送中または印刷中に指定したプリンターにエラーが発生した場合、エラーメッ
セージを通知させることができます。

• 印刷が完了したときに、［印刷通知］ウィンドウを表示して、印刷の完了を通知することができ
ます。また代行印刷したときだけ表示させるなど、印刷条件により通知するかどうかを設定す
ることができます。

対象OS プロトコルスタック

Microsoft Windows 95/98 日本語版 Windows 95/98に付属のTCP/IPプロトコル

Microsoft Windows 2000 日本語版 Windows 2000に付属のTCP/IPプロトコル

Microsoft Windows NT4.0 日本語版(Service Pack 3以上) Windows NT4.0に付属のTCP/IPプロトコル
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制限

❒ PortNaviを使用するには、Ridoc Manager for Clientがインストールされている必要があります。

❒ 代行印刷／並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターのオプション構成を一致さ
せてください。印刷に必要なオプション（たとえば増設トレイなど）が代行プリンターに装着
されていない場合、オプションを使用する機能は無効になります。

❒ 代行印刷／並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターに同じサイズの用紙をセッ
トしてください。特定の給紙トレイを指定して印刷するときは、同じトレイに同じサイズの用
紙をセットしてください。

❒ 代行印刷／並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターの機種や装備が違う場合、印
刷結果が同じにならないことがあります。

参照

PortNaviの詳しい使い方については、イーサネットボードの使用説明書およびヘルプを参照し
てください。

Multi Direct Print

Multi Direct Printは、Windows 95/98、Windows 2000、Windows NT4.0からPeer-to-Peerネットワークで印
刷したり、インターネットを経由してI PPに対応したネットワークプリンターに印刷するためのユー
ティリティです。プリントサーバーを作らなくても、直接ネットワークプリンターに印刷できます。

❖ ファイル格納場所
付属のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

NETWORK¥MDPNETWORK¥MDPNETWORK¥MDPNETWORK¥MDP

参照

Multi Direct Printの使いかたについては、イーサネットボードに付属の使用説明書を参照してくだ
さい。

対象OS プロトコルスタック

Microsoft Windows 95/98 日本語版 Windows 95/98に付属のTCP/IPプロトコル

Windows 95/98に付属のNetBEUIプロトコル

Microsoft Windows 2000 日本語版 Windows 2000に付属のTCP/IPプロトコル

Windows 2000に付属のNetBEUIプロトコル

Microsoft Windows NT4.0 日本語版 Windows NT4.0に付属のTCP/IPプロトコル

Windows N4.0に付属のNetBEUIプロトコル
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TrueTypeWorld

❖ ファイル格納場所
付属のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

• TrueTypeWorld Windows 95版

FONTS¥WIN95NTFONTS¥WIN95NTFONTS¥WIN95NTFONTS¥WIN95NT

• TrueTypeWorld Windows 3.1版

FONTS¥WIN31FONTS¥WIN31FONTS¥WIN31FONTS¥WIN31

参照

インストール対象のOSについてはP.68 「インストール対応図」を参照してください。

❖ 書体見本
以下のTrueTypeフォント20書体が収録されています。
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各書体のフォント名、字母メーカーは以下のとおりです。

※フォント名の『～』の個所には書体名が入ります。『HG～』のみの場合は和文プロポーショナルに
対応していません。

（注）Windows 3.1版を収録しています。

フォント名 書体名 字母メーカー名

HG～（注） 羽衣L 株式会社大谷デザイン研究所

HG～（注） 羽衣E 株式会社大谷デザイン研究所

HG～（注） 高橋隷書体 株式会社ブリッジ

HG～&HGP～＆HGS～ 江戸文字勘亭流 株式会社晃文堂

HG～&HGP～＆HGS～ 行刻 株式会社シイアンドジィ

HG～&HGP～＆HGS～ 半古印体 株式会社シイアンドジィ

HG～&HGP～＆HGS～ 行書体 株式会社リコー

HG～&HGP～＆HGS～ 祥南行書体 有澤祥南

HG～&HGP～＆HGS～ 正楷書体 日本活字工業株式会社

HG～&HGP～＆HGS～ 創英角ポップ体 株式会社創英企画

HG～&HGP～＆HGS～ 創英丸ポップ体 株式会社創英企画

HG～&HGP～＆HGS～ 白洲ペン楷書体 日本書技研究所

HG～&HGP～＆HGS～ 白洲行草書体 日本書技研究所

HG～&HGP～＆HGS～ 白洲太楷書体 日本書技研究所

HG～&HGP～＆HGS～ 平成角ゴシック体™ W3 (財)日本規格協会

HG～&HGP～＆HGS～ 平成角ゴシック体™ W9 (財)日本規格協会

HG～&HGP～＆HGS～ 平成丸ゴシック体™ W4 (財)日本規格協会

HG～&HGP～＆HGS～ 平成丸ゴシック体™ W8 (財)日本規格協会

HG～&HGP～＆HGS～ 平成明朝体 W3 (財)日本規格協会

HG～&HGP～＆HGS～ 平成明朝体 W9 (財)日本規格協会
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基本仕様

7,602文字（MS標準キャラクタセットに準拠、JIS漢字第一水準、第二水準を含む）

フォーマット/Microsoft Windows 95日本語版準拠のTrueType Collection形式 （拡張子: ttc）

補足

❒ Windows 95以降で和文プロポーショナルフォントを使用できるようになります。

❒ フォントファイルに組み込まれたフォント情報によって書体表示名が異なります。

❒ 和文プロポーショナル機能を使用するには、TrueType Collectionに対応しているアプリケーション
が必要です。

❒ 羽衣L、羽衣E、高橋隷書体は、Windows 3.1版のフォーマットで収録されています。

❖ インストール対応図
Windows 95版は、以下のOSに対してインストールすることができます。

「HGP～」 半角文字・非漢字についてプロポーショナルピッチの情報を格納

「HGS～」 半角文字についてプロポーショナルピッチの情報を格納

「HG～」 固定ピッチ情報のみ格納

WindowsNT3.5

WindowsNT3.51以上�

Windows95/98

Windows2000

WindowsNT3.1

Windows3.1

Windows3.1版�Windows95版� �

：インストールできます�
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Windowsへのインストール

ここでは、操作例としてWindows 95/98へのインストール方法を説明しています。その他のOSへのイン
ストール方法については、OSに付属の説明書を参照してください。

制限

❒ インストールされているフォント数が多いとシステムが不安定になる恐れがあります。

❒ リモートドライブ（ネットワーク上のドライブ）にインストールしないでください。アプリケー
ションからフォントを選択するときに他のフォントが見えなくなるなどの障害が発生する恐れが
あります。

❒ Windows 3.1版フォント（羽衣L、羽衣E、高橋隷書体）はWindows 95/98での和文フォントのプロポー
ショナル機能はサポートしていません。

補足

❒ Windowsをインストールしたハードディスクに、１書体当たり約2～8MB（書体によって異なりま
す）の空き容量が必要です。

❒ インストール後、フォント名は、Windows95版フォントでは３つの書体名「HG～」、「HGP～」、「HGS～」
と表示されます。たとえば「行書体」の場合、コントロールパネルのフォントフォルダの中では、
フォント名が「HG行書体＆HGP行書体＆HGS行書体」と表示されます。

A［スタート］ボタンをクリックし、［設定］をポイントし、［コントロールパネル］をクリック
します。

B［コントロールパネル］の［フォント］をダブルクリックします。

C［ファイル］メニューの［新しいフォントのインストール］をクリックします。

D CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

E［ドライブ］ボックスのドロップダウンメニューからCD-ROMドライブを選択します。

F［フォルダ］ボックスで、［Fonts］→［Win95nt］の順にフォルダを開きます。

G［フォントの一覧］ボックスにフォント名が表示されるので、インストールするフォントをク
リックして反転表示させます。

H［フォントフォルダにフォントをコピーする］に�印が付いていることを確認し、［OK］をク
リックします。

これでインストールは終了です。
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ヘルプ
プリンターの使い方がヘルプファイル形式で収められています。お使いの環境に応じてお読みください。

❖ ファイル格納場所
付属のCD-ROM内の次のフォルダ内に格納されています。

補足

❒ Windows 95/98、Windows 2000、Windows NT4.0でお使いの方は、プリンタードライバーをイン
ストールすると、ここに収められているファイルと同じ内容のヘルプファイルがインストール
されます。インストールされたヘルプファイルはプリンタードライバーから呼び出すことがで
きます。

• Windows 95/98、Windows 2000、WindowsNT4.0/3.51用ヘルプファイル

HELP¥DRVHLPHELP¥DRVHLPHELP¥DRVHLPHELP¥DRVHLP

補足

❒ ヘルプファイルをパソコンのハードディスクにコピーするときは、フォルダ内にある２つ
のファイル（拡張子が.HLPと.CNTのファイル）を同じフォルダにコピーしてください。

• WWWブラウザによるイーサネットボードの設定ヘルプ

補足

❒ WWWブラウザによるイーサネットボードの設定ヘルプがHTML形式で格納されています。

❒ Internet Explorer3.02以上またはNetscape Navigator3.0以上のWWWブラウザを起動し、「index.html」
を開いてお読みください。

• 日本語版

HELP¥WSMHLP¥JAHELP¥WSMHLP¥JAHELP¥WSMHLP¥JAHELP¥WSMHLP¥JA

• 英語版

HELP¥WSMHLP¥ENHELP¥WSMHLP¥ENHELP¥WSMHLP¥ENHELP¥WSMHLP¥EN



4.プリンターのプロパティの表示
と印刷の中止
プリンターのプロパティとは、印刷するときにプリンターの機能に応じたさまざまな印刷条件を設定
する、プリンタードライバーの設定画面のことです。

Windows 95/98の場合

プリンタードライバーの設定画面を表示する
Windows 95/98には、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が２種類あります。 

❖［プリンタ］ウィンドウから表示させる
［プリンタ］ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、［全般］または［情報］、［詳
細］、［色の管理］、［共有］、［印刷品質］、［基本］、［仕上げ］、［変倍］、［集約］、［スタンプ印字］、
［合成］、［その他］タブが表示されます。

［全般］または［情報］、［詳細］、［色の管理］、［共有］タブはWindows 95/98が追加するタブで、
Windows 95/98の機能に関する設定を行います。
［印刷品質］、［基本］、［仕上げ］、［変倍］、［集約］、［スタンプ印字］、［合成］、［その他］タブはプ
リンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプ
リケーションで印刷するための設定の初期値になります。
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プリンターのプロパティの表示と印刷の中止

4

❖ アプリケーションから表示させる
アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、［印刷品質］、［基本］、［仕上げ］、
［変倍］、［集約］、［スタンプ印字］、［合成］、［その他］タブが表示されます。タブの内容は［プリ
ンタ］ウィンドウから表示させたときと同じです。

アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、［プリンタ］ウィンドウから表示
させたプリンターのプロパティで設定した内容が表示されます。これは［プリンタ］ウィンドウか
ら表示させたプリンターのプロパティの設定が、アプリケーションで印刷するための初期値に
なっているためです。アプリケーションからの印刷時は、ここから必要な設定だけを変更して印刷
します。

補足

❒ ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。

❒ アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。 



Windows 95/98の場合

4

印刷の初期値を設定する

アプリケーションから印刷するときの初期値を
設定するには、プリンターのプロパティを［プリ
ンタ］ウィンドウから表示させて設定します。

A［スタート］ボタンをクリックし、［設定］
をポイントし、［プリンタ］をクリックし
ます。

B 初期値を設定するプリンターのアイコン
をクリックして反転表示させ、［ファイ
ル］メニューの［プロパティ］をクリック
します。

プリンターのプロパティが表示されます。

参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ
イバーのヘルプを参照してください。
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プリンターのプロパティの表示と印刷の中止

4

アプリケーションごとに設定する

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定
をするには、プリンターのプロパティをアプリ
ケーションから表示させて設定します。ここで
はWindows 98に付属の「ワードパッド」を例に
説明します。

補足

❒ 実際の表示の手順はアプリケーションによっ
て多少異なります。詳細はアプリケーション
の説明書やヘルプを参照してください。

A［ファイル］メニューの［印刷］をクリッ
クします。

［印刷］ダイアログが表示されます。

補足

❒ 印刷部数や印刷範囲など基本的な項目
は、プリンターのプロパティを開かなく
ても、このダイアログで指定できます。

B［プロパティ］をクリックします。

プリンターのプロパティが表示されます。

参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ
イバーのヘルプを参照してください。



Windows 95/98の場合

4

印刷を中止する
印刷を中止する場合は、本機とパソコンの両方
から行います。中止する方法は印刷データの状
態によって異なりますので、状況を確認し、以下
の手順で操作してください。

A 印刷を中止したいデータが、現在プリン
ターから印刷されているか確認します。

データが印刷されていなくても、データイン
ランプが点滅・点灯していればプリンターは
データを受信しています。

B 印刷を中止します。

中止したいデータが印刷されているとき

A オンラインランプが点灯していること
を確認し、操作パネルの【リセット】
キーを押します。

操作パネルのディスプレイに「ジョブリ
セットチュウ」と表示され、印刷データ
がキャンセルされます。

中止したいデータが印刷されていないとき

A Windowsのタスクバーのプリンターア
イコンをダブルクリックします。

印刷中のプリンターのウィンドウが開
くので、印刷を中止する文書の状態を確
認します。

補足

❒ 印刷中のプリンターのウィンドウを
開くには、［プリンタ］ウィンドウで
プリンターのアイコンをダブルク
リックする方法もあります。

B 印刷を中止する文書のドキュメント名
をクリックして反転表示させます。

C［ドキュメント］メニューの［印刷中止］
をクリックします。

印刷が中止されます。

補足

❒ ネットワークプリンターとしてご使
用の場合、他のユーザーのドキュメ
ントをローカルのパソコンから削除
することはできません。

❒［プリンタ］メニューの［印刷ドキュ
メントの削除］をクリックすると、印
刷待ち状態のすべてのドキュメント
が削除されます。ただし、ネットワー
クプリンターとしてご使用の場合、
他のユーザーのドキュメントをロー
カルのパソコンから削除することは
できません。

❒ 手順Bで選択したドキュメントの印
刷が開始している場合は、プリン
ターのウィンドウからドキュメント
名が消えるまで、多少時間がかかり
ます。

TPOS043J
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プリンターのプロパティの表示と印刷の中止

4

Windows 2000の場合

プリンタードライバーの設定画面を表示する
Windows 2000には、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が３種類あります。 

❖［プリンタ］ウィンドウから表示させる（プロパティ）
プリンタープロパティを表示するには、［プリンタ］ウィンドウで設定するプリンターのアイコン
をクリックして反転表示させ、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックします。

プリンタープロパティでは以下のタブが表示されます。

［全般］、［共有］、［ポート］、［詳細設定］、［色の管理］、［セキュリティ］タブはWindows 2000が追
加するタブで、Windows 2000の機能に関する設定を行います。
［オプション構成］、［印刷ログコード］タブはプリンターに関する設定を行うタブです。 

制限

❒ プリンタープロパティの内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス許可が必要です。内
容を変更するときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンして
ください。



Windows 2000の場合

4

❒ プリンタープロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパ
ティで行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの設定に
なります。

❒ アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 

❖［プリンタ］ウィンドウから表示させる（印刷設定）
印刷設定を表示するには、［プリンタ］ウィンドウで設定するプリンターのアイコンをクリックし
て反転表示させ、［ファイル］メニューの［印刷設定］をクリックします。

印刷設定では［印刷品質］、［基本］、［仕上げ］、［変倍］、［集約］、［スタンプ印字］、［合成］、［そ
の他］タブが表示されます。

［印刷品質］、［仕上げ］、［基本］、［変倍］、［集約］、［スタンプ印字］、［合成］、［その他］タブはプ
リンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプ
リケーションで印刷するための設定の初期値になります。

制限

❒ 印刷設定の内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス許可が必要です。内容を変更す
るときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。

❒ 印刷設定をユーザーごとに変えることはできません。印刷設定で行った設定が、このプリン
タードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。

❒ アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。
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プリンターのプロパティの表示と印刷の中止

4

❖ アプリケーションから表示させる
アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、［全般］、［印刷品質］、［基本］、
［仕上げ］、［変倍］、［集約］、［スタンプ印字］、［合成］、［その他］タブが表示されます。

アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、印刷設定で設定した内容が表示
されます。これは印刷設定が、アプリケーションで印刷するための初期値になっているためです。
アプリケーションからの印刷時は、ここから必要な設定だけを変更して印刷します。

補足

❒ ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。

❒ アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。

印刷の初期値を設定する（プロパ
ティ）

制限

❒［プリンタ］ウィンドウでプリンタープロパ
ティを変更するには「プリンタの管理」のア
クセス許可が必要です。Administratorsまたは
Power Usersグループのメンバーとしてログ
オンしてください。

A［スタート］ボタンをクリックし、［設定］
をポイントし、［プリンタ］をクリックし
ます。

B 初期値を設定するプリンターのアイコン
をクリックして反転表示させ、［ファイ
ル］メニューの［プロパティ］をクリック
します。



Windows 2000の場合

4

プリンターのプロパティが表示されます。

参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ
イバーのヘルプを参照してください。

補足

❒ ここでの設定が、すべてのアプリケー
ションでの設定の初期値になります。

印刷の初期値を設定する（印刷設定）

制限

❒［プリンタ］ウィンドウで印刷設定を変更す
るには「プリンタの管理」のアクセス許可が
必要です。AdministratorsまたはPower Usersグ
ループのメンバーとしてログオンしてくだ
さい。

A［スタート］ボタンをクリックし、［設定］
をポイントし、［プリンタ］をクリックし
ます。

B 初期値を設定するプリンターのアイコン
をクリックして反転表示させ、［ファイ
ル］メニューの［印刷設定］をクリックし
ます。

印刷設定が表示されます。

参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ
イバーのヘルプを参照してください。

補足

❒ ここでの設定がアプリケーションから
印刷するときに必要な設定の初期値に
なります。

❒ 印刷設定はプリンタープロパティで［印
刷設定］をクリックして表示させること
もできます。
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プリンターのプロパティの表示と印刷の中止

4

アプリケーションごとに設定する

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定
をするには、プリンターのプロパティをアプリ
ケーションから表示させて設定します。ここで
はWindows 2000に付属の「ワードパッド」 を例
に説明します。

補足

❒ 実際の表示の手順はアプリケーションによっ
て多少異なります。詳細はアプリケーション
の説明書やヘルプを参照してください。

❒ アプリケーションの［印刷］ダイアログから
表示したプロパティは、一般ユーザーでも変
更することができます。 

A［ファイル］メニューの［印刷］をクリッ
クします。

［印刷］ダイアログが表示されます。

B ご使用のプリンターのアイコンをクリッ
クして反転表示させます。

プリンターの印刷設定用のタブが表示され
ます。

参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ
イバーのヘルプを参照してください。



Windows 2000の場合

4

印刷を中止する
印刷を中止する場合は、本機とパソコン両方か
ら行います。 中止する方法は印刷データの状態
によって異なりますので、状況を確認し、以下の
手順で操作してください。

A 印刷を中止したいデータが、現在プリン
ターから印刷されているか確認します。

データが印刷されていなくても、データイン
ランプが点滅・点灯していればプリンターは
データを受信しています。

B 印刷を中止します。

中止したいデータが印刷されているとき

A プリンターのオンラインランプが点灯
している状態で、操作パネルの【リセッ
ト】キーを押します。

操作パネルのディスプレイに「ジョブリ
セットチュウ」と表示され、印刷データ
がキャンセルされます。

中止したいデータが印刷されていないとき

A Windowsのタスクバーのプリンターア
イコンをダブルクリックします。

印刷中のプリンターのウィンドウが開
くので、印刷を中止する文書の状態を確
認します。

補足

❒ 印刷中のプリンターのウィンドウを
開くには、［プリンタ］ウィンドウで
プリンターのアイコンをダブルク
リックする方法もあります。

B 印刷を中止する文書のドキュメント名
をクリックして反転表示させます。

C［ドキュメント］メニューの［キャンセ
ル］をクリックします。

印刷が中止されます。

補足

❒［プリンタ］メニューの［すべてのド
キュメントの取り消し］をクリック
すると、印刷待ち状態のすべてのド
キュメントが削除されます。ただし、
［すべてのドキュメントの取り消し］
を使って印刷を中止するには、「プリ
ンタの管理」のアクセス許可が必要
です。

❒ 手順Bで選択したドキュメントの印
刷が開始している場合は、プリン
ターのウィンドウからドキュメント
名が消えるまで、多少時間がかかり
ます。
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プリンターのプロパティの表示と印刷の中止

4

Windows NT4.0の場合

プリンタードライバーの設定画面を表示する
Windows NT4.0には、プリンタードライバーの設定を行う画面が３種類あります。

❖［プリンタ］ウィンドウから表示させる（プロパティ）
プリンタープロパティを表示するには、［プリンタ］ウィンドウで設定するプリンタのアイコンを
クリックして反転表示させ、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックします。

プリンタープロパティでは以下のタブが表示されます。

［全般］、［ポート］、［スケジュール］、［共有］、［セキュリティ］タブはWindows NTが追加するタ
ブで、Windows NTの機能に関する設定を行います。
［オプション構成］、［印刷ログコード］タブはプリンターに関する設定を行うタブです。

制限

❒ プリンタープロパティの内容を変更するには「フルコントロール」のアクセス権が必要です。内
容を変更するときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンして
ください。



Windows NT4.0の場合

4

❒ プリンタープロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパ
ティで行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの設定に
なります。

❒ アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 

❖［プリンタ］ウィンドウから表示させる（ドキュメントの既定値）
ドキュメントの既定値を表示するには、［プリンタ］ウィンドウで設定するプリンターのアイコン
をクリックして反転表示させ、［ファイル］メニューの［ドキュメントの既定値］をクリックします。

ドキュメントの既定値では［印刷品質］、［基本］、［仕上げ］、［変倍］、［集約］、［スタンプ印字］、
［合成］、［その他］タブが表示されます。

［印刷品質］、［基本］、［仕上げ］、［変倍］、［集約］、［スタンプ印字］、［合成］、［その他］タブはプ
リンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプ
リケーションで印刷するための設定の初期値になります。

制限

❒ ドキュメントの既定値の内容を変更するには「フルコントロール」のアクセス権が必要です。内
容を変更するときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンして
ください。

❒ ドキュメントの既定値の設定をユーザーごとに変えることはできません。ドキュメントの既定
値で行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値に
なります。

❒ アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。
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プリンターのプロパティの表示と印刷の中止

4

❖ アプリケーションごとに印刷の設定をする
アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、［印刷品質］、［基本］、［仕上げ］、
［変倍］、［集約］、［スタンプ印字］、［合成］、［その他］タブが表示されます。タブの内容は［プリ
ンタ］ウィンドウから表示させたドキュメントの既定値と同じです。

アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、ドキュメントの既定値で設定し
た内容が表示されます。これはドキュメントの既定値の設定が、アプリケーションで印刷するため
の初期値になっているためです。アプリケーションからの印刷時は、ここから必要な設定だけを変
更して印刷します。

補足

❒ ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。

❒ アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。



Windows NT4.0の場合

4

印刷の初期値を設定する（プロパ
ティ）

アプリケーションから印刷するときの初期値
は、［プリンタ］ウィンドウから表示させる「プ
リンタープロパティ」と「ドキュメントの既定
値」で設定します。

制限

❒［プリンタ］ウィンドウでプリンタープロパ
ティを変更するには「フルコントロール」の
アクセス権が必要です。Administratorsまたは
Power Usersグループのメンバーとしてログ
オンしてください。

A［スタート］ボタンをクリックし、［設定］
をポイントし、［プリンタ］をクリックし
ます。

B 初期値を設定するプリンターのアイコン
をクリックして反転表示させ、［ファイ
ル］メニューの［プロパティ］をクリック
します。

プリンターのプロパティが表示されます。

参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ
イバーのヘルプを参照してください。

補足

❒ ここでの設定が、すべてのアプリケー
ションでの設定の初期値になります。
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プリンターのプロパティの表示と印刷の中止

4

印刷の初期値を設定する（ドキュメ
ントの既定値）

制限

❒［プリンタ］ウィンドウでドキュメントの既
定値を変更するには「フルコントロール」の
アクセス権が必要です。Administratorsまたは
Power Usersグループのメンバーとしてログ
オンしてください。

A［スタート］ボタンをクリックし、［設定］
をポイントし、［プリンタ］をクリックし
ます。

B 初期値を設定するプリンタのアイコンを
クリックして反転表示させ、［ファイル］
メニューの［ドキュメントの既定値］をク
リックします。

ドキュメントの既定値が表示されます。

参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ
イバーのヘルプを参照してください。

補足

❒ ここでの設定がアプリケーションから
印刷するときに必要な設定の初期値に
なります。

アプリケーションごとに設定する

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定
をするには、プリンターのプロパティをアプリ
ケーションから表示させて設定します。ここで
はWindows NTに付属の 「ワードパッド」 を例に
説明します。

補足

❒ 実際の表示の手順はアプリケーションによっ
て多少異なります。詳細はアプリケーション
の説明書やヘルプを参照してください。

❒ アプリケーションの［印刷］ダイアログから
表示したプロパティは、一般ユーザーでも変
更することができます。 

A［ファイル］メニューの［印刷］をクリッ
クします。

［印刷］ダイアログが表示されます。

補足

❒ 印刷部数や印刷範囲など基本的な項目
は、プリンターのプロパティを開かなく
ても、このダイアログで指定できます。



Windows NT4.0の場合

4

B［プロパティ］をクリックします。

プリンターのプロパティが表示されます。

参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ
イバーのヘルプを参照してください。
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プリンターのプロパティの表示と印刷の中止

4

印刷を中止する
印刷を中止する場合は、本機とパソコン両方か
ら行います。中止する方法は印刷データの状態
によって異なりますので、状況を確認し、以下の
手順で操作してください。

A 印刷を中止したいデータが、現在プリン
ターから印刷されているか確認します。

データが印刷されていなくても、データイン
ランプが点滅・点灯していればプリンターは
データを受信しています。

B 印刷を中止します。

中止したいデータが印刷されているとき

A プリンターのオンラインランプが点灯
している状態で、操作パネルの【リセッ
ト】キーを押します。

操作パネルのディスプレイに「ジョブリ
セットチュウ」と表示され、印刷が中止
されます。

中止したいデータが印刷されていないとき

A Windowsのタスクバーのプリンターア
イコンをダブルクリックします。

印刷中のプリンターのウィンドウが開
くので、印刷を中止する文書の状態を確
認します。

補足

❒ 印刷中のプリンターのウィンドウを
開くには、［プリンタ］ウィンドウで
プリンターのアイコンをダブルク
リックする方法もあります。

B 印刷を中止する文書のドキュメント名
をクリックして反転表示させます。

C［ドキュメント］メニューの［キャンセ
ル］をクリックします。

印刷が中止されます。

補足

❒［プリンタ］メニューの［印刷ドキュ
メントの削除］をクリックすると、印
刷待ち状態のすべてのドキュメント
が削除されます。ただし、［印刷ド
キュメントの削除］を使って印刷を
中止するには、「フルコントロール」
のアクセス権が必要です。

❒ 手順Bで選択したドキュメントの印
刷が開始している場合は、プリン
ターのウィンドウからドキュメント
名が消えるまで、多少時間がかかり
ます。
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Windows NT3.51の場合

4

Windows NT3.51の場合

プリンタードライバーの設定画面を表示する
Windows NT3.51では、プリンタードライバーの設定を行う方法として、プリントマネージャから設定
画面を表示させて行う方法と、アプリケーションから表示させて行う方法があります。

❖ プリントマネージャから表示させる
プリントマネージャから表示させる画面には、［プリンタ情報］、［オプション構成］、［プリンタ詳
細］、［文書設定］、［基本－拡張機能］ダイアログがあります。
このうち、［プリンタ情報］、［オプション構成］、［プリンタ詳細］ダイアログでは、プリンターの
初期設定を行います。［文書設定］、［基本－拡張機能］ダイアログでは、アプリケーションで印刷
するための初期値を設定します。

制限

❒ プリントマネージャから表示させた画面の内容を変更するには「フルコントロール」のアクセ
ス権が必要です。内容を変更するときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバー
としてログオンしてください。

❖ アプリケーションから表示させる
アプリケーションから表示させるプリンターの設定画面は、［文書設定］ダイアログと［基本－拡
張機能］ダイアログです。この画面を表示させると、プリントマネージャで設定した内容と同じ内
容で表示されます。これはプリントマネージャの設定が、アプリケーションで印刷するための初期
値になっているためです。アプリケーションからの印刷時は、ここから必要な設定だけを変更して
印刷します。

補足

❒ ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。

❒ アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。
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プリンターのプロパティの表示と印刷の中止

4

印刷の初期値を設定する

アプリケーションから印刷するときの初期値
は、プリントマネージャから表示させる画面で
設定します。

制限

❒ プリントマネージャから表示させた画面の
内容を変更するには「フルコントロール」の
アクセス権が必要です。内容を変更するとき
は、AdministratorsまたはPower Usersグループ
のメンバーとしてログオンしてください。

A［メイン］グループの［プリントマネー
ジャ］をダブルクリックします。

B 初期値を設定するプリンターのアイコン
またはウィンドウをクリックして反転表
示させ、［プリンタ］メニューの［プリン
タ情報］をクリックします。

［プリンタ情報］ダイアログが表示されます。

補足

❒［設定］をクリックすると［オプション構
成］ダイアログが表示されます。

❒［詳細］をクリックすると［プリンタ詳
細］ダイアログが表示されます。そこで
［標準設定］をクリックすると［文書設
定］ダイアログが表示されます。

❒［文書設定］ダイアログで［拡張機能］を
クリックすると、［基本－拡張機能］ダイ
アログが表示されます。

参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ
イバーのヘルプを参照してください。



Windows NT3.51の場合

4

アプリケーションごとに設定する

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定
をするには、プリンターの設定画面をアプリ
ケーションから表示させて設定します。ここで
はWindows NTに付属の「ライト」を例に説明し
ます。

補足

❒ 実際の表示の手順はアプリケーションによっ
て多少異なります。詳細はアプリケーション
の説明書やヘルプを参照してください。

A［ファイル］メニューの［プリンタの設定］
をクリックします。

［プリンタの設定］ダイアログが表示されます。

補足

❒ 印刷するプリンターが通常使うプリン
タとして設定されていないときは、［プ
リンタ名］ ボックスのドロップダウンメ
ニューから選択します。

B［プロパティ］をクリックします。

［文書設定］ダイアログが表示されます。

補足

❒［拡張機能］をクリックすると、［基本－
拡張機能］ダイアログが表示されます。

❒［ファイル］メニューの［印刷］をクリッ
クし、［印刷］ダイアログで［プリンタの
設定］をクリックする方法もあります。

参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードラ
イバーのヘルプを参照してください。
91



92

プリンターのプロパティの表示と印刷の中止

4

印刷を中止する
印刷を中止する場合は、本機とパソコンの両方
から行います。

中止する方法は印刷データの状態によって異な
りますので、状況を確認し、以下の手順で操作し
てください。

A 印刷を中止したいデータが、現在プリン
ターから印刷されているか確認します。

データが印刷されていなくても、データイン
ランプが点滅・点灯していればプリンターは
データを受信しています。

B 印刷を中止します。

中止したいデータが印刷されているとき

A プリンターのオンラインランプが点灯
している状態で、操作パネルの【リセッ
ト】キーを押します。

操作パネルのディスプレイに「ジョブリ
セットチュウ」と表示され、印刷データ
がキャンセルされます。

中止したいデータが印刷されていないとき

A［メイン］グループの［プリントマネー
ジャ］アイコンをダブルクリックします。

プリントマネージャが開きます。

B 印刷先のプリンターのアイコンをダブ
ルクリックします。

印刷中と印刷待ち文書の一覧が表示さ
れます。

C 印刷を中止する文書をクリックして反
転表示させます。

D［文書］メニューの［文書の削除］をク
リックします。

印刷が中止されます。

補足

❒［プリンタ］メニューの［全文書の削
除］をクリックすると、印刷待ち状態
のすべての文書が削除されます。［全
文書の削除］を使って印刷を中止す
るには、「フルコントロール」のアク
セス権が必要です。

❒ 手順Cで選択した文書の印刷が開始
している場合は、プリントマネー
ジャのウィンドウから文書名が消え
るまで多少時間がかります。
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5.用紙について
使用できる用紙

用紙の種類とサイズ
各トレイにセットできる用紙の種類、サイズ・方向・最大セット枚数は以下のとおりです。

補足

❒ KLは用紙のセット方向を表します。、操作パネルでは、Kはmn、Lはopと表示されます。

❒ セットできる用紙の向きにご注意ください。用紙サイズごとにセットできる方向が決まっています。

❖ 給紙トレイ（標準）の場合

*1 普通紙の最大セット枚数は「リコピー PPC用紙タイプ6200」使用時のものです。
*2 OHPフィルムやハクリ紙はリコー推奨のものをご使用ください。⇒ P.165 「消耗品一覧」
*3 はがきアダプターを取り付けることが必要です。⇒ P.98 「はがきをセットする」

給紙トレイにセットできる用紙厚は52～137kg（60～160g/m2）です。

不定形サイズの用紙をセットしたときは用紙サイズの設定が必要です。⇒ P.97 「操作パネルでのサイ
ズ指定」

❖ 500枚増設トレイユニット（オプション）の場合

*1 普通紙の最大セット枚数は「リコピー PPC用紙タイプ6200」使用時のものです。

❖ 操作パネルでの海外サイズの表示

用紙の種類 用紙のサイズ 最大セット枚数

普通紙 A3K、B4K、A4L、B5L、11×17K、

Legal（8 1/2×14）K、Letter（8 1/2×11）L、

不定形サイズ（縦148～432mm、横100～297mm）

250枚 *1 

OHPフィルム *2 A4L 50枚

ハクリ紙 *2 A4L 30枚

官製はがき *3 K 25枚

用紙の種類 用紙のサイズ 最大セット枚数

普通紙 A3K、B4K、A4L、B5L、11×17K、

Legal（8 1/2×14）K、Letter（8 1/2×11）L

500枚 *1 

サイズ 11×17 Legal（8 1/2×14） Letter（8 1/2×11）

表示 DL LG LT
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用紙について

5

用紙を取り扱うときの注意
用紙を取り扱うときは以下の点に注意してください。

用紙をセットするとき

 重要
❒ インクジェット専用紙はセットしないでく
ださい。定着ユニットに巻き付く原因になり
ます。

❒ OHPフィルムをセットするときは、印刷面を
上にセットしてください。裏表を誤ると定着
ユニットに巻き付く原因になります。

❒ リコー推奨の用紙をご利用ください。それ以
外を使用した場合の印刷結果は保証いたし
かねますので、あらかじめご了承ください。
リコー推奨の用紙について詳しくは P . 1 6 5
「消耗品一覧」を参照してください。

❒ 一度印刷した用紙はセットしないでください。

用紙を保管するとき

• プリンターに適切な用紙でも、保存状態が悪
い場合は、紙づまりや印刷品質の低下、故障
の原因となることがあります。用紙は以下の
点に注意して保管してください。

• 湿気の多いところには置かない。

• 直射日光の当たるところには置かない。

• 用紙は立てかけない。

• 残った用紙は購入時に入っていた袋や箱の
中に入れて保管してください。

用紙の種類ごとの注意

❖ 普通紙
• 給紙トレイでも 500枚増設トレイユニッ
トでも印刷することができます。

• 給紙トレイ（標準）に一度にセットでき
るのは、最大250枚 *1 です。
5 0 0 枚増設トレイユニットに一度にセッ
トできるのは、最大500枚 *1 です。
セットする用紙の量は、トレイ内に表示
された「PAPER」の上限表示（▼）を超
えないようにしてください。
*1 リコピー PPC用紙タイプ6200の場合

❖ 厚紙
• 給紙トレイ（標準）にセットしてください。

• 137kg紙（160g/m2）までの用紙をセットで
きます。これ以上の用紙への印刷は保証
できません。

• セットする用紙の量は、トレイ内に示さ
れた「LABEL」の上限表示（▼）を超え
ないようにしてください。

• プリンタードライバーの［用紙種類］の
設定は「厚紙」にしてください。

❖ ハクリ紙
• 給紙トレイ（標準）にセットしてください。

• 印刷面を上にしてセットしてください。

• ハクリ紙は印刷のたびにセットしてく
ださい。トレイにセットしたまま放置し
ていると用紙がカールする原因になり
ます。

• ハクリ紙はリコー推奨の用紙をご利用
ください。⇒ P.165 「消耗品一覧」

• プリンタードライバーの［用紙種類］の
設定は、「普通紙」にしてください。

• トレイに一度にセットできるのは、最大
30枚です。セットする用紙の量は、トレ
イ内に示された「LAB EL」の上限表示
（▼）を超えないようにしてください。



使用できる用紙

�

❖ ���フィルム
• 給紙トレイ（標準）にセットしてください。

• テープの付いている面を下にしてセッ
トしてください。

• セットするときは、テープのある面を手
前にしてください。

• 印刷面を上にして用紙方向を L にセッ
トしてください。裏表を誤ると定着ユ
ニットに巻き付く原因になります。

• ���フィルムは印刷のたびにセットして
ください。トレイにセットしたまま放置
していると密着して用紙送りを妨げる原
因になります。

• ���フィルムはリコー推奨の用紙をご利
用ください。⇒�������「消耗品一覧」

• プリンタードライバーの［用紙種類］の
設定は「���フィルム」にしてください。

• トレイに一度にセットできるのは、最大
�	枚です。セットする用紙の量は、トレ
イ内に示された「����
��」の上限表示
（▼）を超えないようにしてください。

❖ 官製はがき
• はがきアダプターを取り付けた給紙トレ
イ（標準）から印刷できます。�		枚増設
トレイユニットからは印刷できません。

• 給紙トレイ（標準）に一度にセットでき
るのは、最大��枚です。

• 使用できるのは官製はがきだけです。以
下のはがきは使用できません。

• 私製はがき

• 往復はがき

• 絵はがきなどの厚いはがき

• 年賀状、かもメールなど再生紙のは
がき

• 絵入りはがきなど裏映り防止用の粉
のついているはがき

• インクジェットプリンター専用はがき

• 一度印刷したはがき

• 表面加工されているはがき

• 表面に凸凹のあるはがき

• 両面に印刷することはできません。

• プリンタードライバーの［原稿サイズ］
の設定を「官製ハガキ」に、［用紙種類］
の設定を「厚紙」にしてください。

❖ 使用できない用紙
以下のような用紙は使用しないでください。

• インクジェット専用紙

• しわ、折れ、破れ、端部が波打っている
用紙

• カールのある用紙

• 湿気を吸っている用紙

• 乾燥して静電気が発生している用紙

• 一度印刷した用紙

• 表面加工された用紙

• 感熱紙やノンカーボン紙など特殊な用紙

• 厚さが規定以外の用紙（極端に厚い・薄
い用紙）

• ミシン目や穴などの加工がされている
用紙

• 糊がはみ出したり、台紙が見えるラベル紙

• ステープラー・クリップなどを付けたま
まの用紙

• 封筒

印刷保証範囲
本機の印刷保証範囲は以下のとおりです。

補足

❒（�）内は印刷推奨領域の範囲を示します。普通
紙以外の用紙種類で印刷推奨領域外に印刷
するとかすれなどが起こることがあります。

給紙方向�

印刷保証範囲�

5mm(10mm)

5mm 5mm

5mm(10mm)
95



��

用紙について

�

用紙をセットする

給紙トレイに用紙をセット
する

H

参照

セットできる用紙については、�����「使用で
きる用紙」を参照してください。

用紙のセット

A 給紙トレイを引き抜き、水平なところに
置きます。

B カセットカバーを外します。

C 用紙ガイドをスライドさせ、用紙のサイ
ズに合わせます。

D 印刷する面を上向きにして用紙をセット
します。

�重要
❒ セットする用紙の量は、トレイ内に示さ
れた上限表示（▼）を超えないようにし
てください。

❒ 用紙ガイドはセットした用紙が斜めに
送られないように確実に押し付けてく
ださい。

• 給紙トレイは急激に引き出
さないでください。給紙ト
レイが落下して、けがの原
因になります。

ZCPY010J

ZCPY090J

ZCPY020J

ZCPY021J

PAPER

LABEL

OHP FILM

ZCPY030J



用紙をセットする

�

❒ 種類の異なる用紙を給紙トレイに混在
させないでください。

❒ 複数枚の用紙が重なって送られないよ
うに用紙をパラパラとほぐしてから
セットしてください。

E カセットカバー元に戻します。

F 給紙トレイをカチッというまで差し込
み、本体にセットします。

�重要
❒ 給紙トレイは確実にセットしてくださ
い。前カバーとの干渉や紙づまりの原因
になります。

❒ セットした用紙とパネルに表示される
用紙のサイズが違う場合は、用紙ガイド
の位置を合わせ直してください。

操作パネルでのサイズ指定

給紙トレイに不定形サイズの用紙をセットした
ときは、操作パネルで用紙サイズを設定します。

補足

❒ �		枚増設トレイユニットには不定形サイズ
の用紙をセットできません。

❒ キーを押して表示が変わってから次の操作
を行ってください。

A【印刷設定】キーを押します。

「印刷設定」のメニューが表示されます。

  <w*akf?lw>     j
   1.;Jwf*hi     l

B【▲】キー、【▼】キーを押して「２．ヨウ
シサイス゛センタク」を表示させ、【実行】
キーを押します。

  <w*akf?lw>     j
   2.Desawd^f*hi l

「用紙サイズ選択」のメニューが表示されます。

  <Desawd^f*hi>  j
  *s^;^eo*j      l

C【▲】キー、【▼】キーを押して「フリー（フ
テイケイ）サイス゛」を表示させ、【実行】
キーを押します。

  <Desawd^f*hi>  j
   EG-(Elwow)awd^l

不定形サイズの設定画面が表示されます。

  <EG-awd^>  l
  jl/#     Dp210mm

D【▲】キー、【▼】キーを押して、用紙の横
サイズの３桁目を変更します。

  <EG-awd^>  l
  jl/#     Dp110mm

E【実行】キーを押して、横サイズの２桁目
に▼を移動します。

  <EG-awd^>   l
  jl/#     Dp110mm

補足

❒ ３桁目に戻るときは、【エスケープ】キー
を押します。【エスケープ】キーを押す
と、１つ前の桁数に▼が移動します。

TPOS050J
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�

F【▲】キー、【▼】キーを押して、横サイズ
の２桁目を変更します。�

  <EG-awd^>   l
  jl/#     Dp100mm

G １桁目も手順E、Fと同じようにして変更
します。�

H【実行】キーを押して、縦サイズ指定の表
示に変更します。

  <EG-awd^>  l
  jl/#     hl297mm

I 横サイズの指定と同じようにして、縦サ
イズを指定します。【実行】キーや【エス
ケープ】キーを押すと、▼が移動します。
【▲】キー、【▼】キーを押すと、数字が変
わります。 

  <EG-awd^>  l
  jl/#     hl297mm

J ▼が１桁目にあることを確認して、【実
行】キーを押します。

 「印刷設定」のメニューに戻ります。 

K【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。「フリー」と表示
されているか確認してください。

  IPDL-C      ;Jw1
  t*Fw* qw;^H EG-

補足

❒ 用紙サイズを「フリー（不定形）サイズ」
から「自動検知」に戻すときは、手順Cで
【▲】キー、【▼】キーを押して「ジドウ
ケンチ」を表示させ、【実行】キーを押し
ます。 

はがきをセットする
はがきアダプターを給紙トレイに取り付けるこ
とにより、はがきに印刷できるようになります。
ここでは、はがきアダプターの取り付け方と、は
がきのセット方法について説明します。

H

 重要
❒ セットしたはがきをパソコン側に認識させ
るには、後でプリンタードライバーの［原稿
サイズ］を「官製ハガキ」に、［用紙種類］を
「厚紙」に設定することが必要です。設定方法
については、ヘルプを参照してください。

参照

セットできる用紙については、P.93 「使用で
きる用紙」を参照してください。

A 給紙トレイを引き抜き、水平なところに
置きます。

B カセットカバーを外します。

• 給紙トレイは急激に引き出
さないでください。給紙ト
レイが落下して、けがの原
因になります。

ZCPY010J

ZCPY090J
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5

C サイドガイドを広げます。

D はがきアダプターをセットします。

はがきアダプター下面の２箇所のツメで給
紙トレイの底板パッドを挟むようにセット
します。

E はがきアダプターをバックガイドで固定
します。

F セットするはがきをさばき、端を揃えます。

G はがきが反っていたりバリが大きく出て
いないかを確認します。

❖ はがきが反っているとき
用紙が反っていると、用紙が正しく送ら
れなかったり印刷品質に影響が出る場
合があります。

セットする前に反りが以下の範囲にな
るように直します。

• 印刷面に対してした方向へはできる
だけ0mmに近づけるようにする

• 印刷面に対して上方向へは反りが約
2mm以内になるようにする

宛名側の面に印刷するときは図のよう
に反りを直します。

 重要
❒ 下方向に反りがあると、はがきの不
送りの原因になります。

ZCPY020J

ZCPY100J

ZCPY110J

TPOH800J

2mm以内�

0mm

TPOH810J
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❖ はがきにバリがあるとき
はがきの裏面にバリ（裁断したときにで
きた返し）があるときは、セットする前
に取り除きます。

A はがきを平らなところに置き、定規
などを水平に１～２回動かし、はが
きの４辺のバリを取り除きます。

B バリを取り除いたときに出た紙粉を
払います。

H 印刷する面を上向きにして、はがきを
セットします。

宛名側の面を印刷するときは図のように
セットします。

 重要
❒ はがきは25枚までセットできます。ただ
し、はがきアダプターの▽印にはがきが
かからないようにしてください。

I カセットカバーを元に戻します。

J 給紙トレイを元に戻します。

500枚増設トレイユニット
に用紙をセットする

H

参照

セットできる用紙については、P.93 「使用で
きる用紙」を参照してください。

A 500枚増設トレイユニットの給紙トレイを
引き抜き、水平なところに置きます。

B カセットカバーを外します。

TPOH820J

バリ�

ZCPY120J

• 給紙トレイは急激に引き出
さないでください。給紙ト
レイが落下して、けがの原
因になります。

ZCPY130J

ZCPY140J
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5

C 用紙ガイドをスライドさせ、用紙のサイ
ズに合わせます。

D 印刷する面を上向きにして用紙をセット
します。

 重要
❒ セットする用紙の量は、トレイ内に表示
された上限表示（▼）を超えないように
してください。

❒ 用紙ガイドはセットした用紙が斜めに
送られないように確実に押し付けてく
ださい。

❒ セットできる用紙の種類は普通紙のみ
です。

❒ 複数枚の用紙が重なって送られないよ
うに用紙をパラパラとほぐしてから
セットしてください。

E カセットカバーを元に戻します。

F 給紙トレイをカチッというまで差し込
み、500枚増設トレイユニットにセットし
ます。

 重要
❒ 給紙トレイは確実にセットしてくださ
い。前カバーとの干渉や紙づまりの原因
になります。

❒ セットした用紙とパネルに表示される
用紙のサイズが違う場合は、用紙ガイド
の位置を合わせ直してください。ZCPY150J

ZCPY151J

ZCPY160J
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給紙トレイを切り替える
トレイ１（標準の給紙トレイ）と500枚増設トレ
イユニット（オプション）のトレイ２、３に同じ
サイズの用紙がセットされている場合、用紙は
トレイ１から給紙されます。500枚増設トレイユ
ニットのトレイにセットした用紙に印刷したい
ときは、印刷設定で印刷するトレイに切り替え
ます。ここでは、トレイ２への切り替えを例に説
明します。

A【印刷設定】キーを押します。

「印刷設定」のメニューが表示されます。

  <w*akf?lw>     j
   1.;Jwf*hi     l

B「１．トレイセンタク」が表示されている
ことを確認し、【実行】キーを押します。

「トレイ選択」のメニューが表示されます。

  <;Jwf*hi>      j
  *;Jw1/A4op     l

補足

❒「＊」は現在選択されているトレイを示
します。

C【▲】キー、【▼】キーを押して「トレイ２」
を表示させ、【実行】キーを押します。

  <;Jwf*hi>      j
   ;Jw2/A4op     l

500枚増設トレイユニットが選択され、「印刷
設定」のメニューに戻ります。

D【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

補足

❒ 500 枚増設トレイユニットから標準の給
紙トレイに戻すときは、手順Cで「トレイ
１」を選択してください。

TPOS050J



6.こんなときには
メッセージが印刷/表示されたとき

メッセージには印刷されるものとパネルやソフトウェアで確認できるものがあります。 ここでは、以
下の３つについて示します。

• 印刷されるメッセージ

• パネル表示されるメッセージ

• ネットワーク経由で確認できる情報

印刷されるメッセージ
メモリー不足で印刷できなかったページがある場合、そのページの代わりに次のメッセージが印刷さ
れます。

エラーメッセージ 対処方法

このページは現在の搭載メモリーで
は印刷できません。プリンタードラ
イバーで解像度を300dpiにして印刷を
お試しください。詳細はマニュアル
のトラブルシューティングの項をご
参照下さい。

対処方法は以下のとおりです。改善されない場合は複数の
方法を組み合わせてください。詳しくは、P.161 「メモ
リー不足の場合」を参照してください。

A SDRAMモジュールを増設する
オプションのSDRAMモジュールを増設します。

B 解像度を落とす
プリンタードライバーで［解像度］を「300dpi」に変
更します。

C 画質低下処理
システム初期設定の［画質低下処理］を「する」に変
更します。
103
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パネル表示されるメッセージ

 重要
❒ ここで示されていないエラーメッセージが表示された場合は、プリンターの電源スイッチを切っ
てから、もう一度電源スイッチを入れてください。それでもメッセージが消えないときは、エラー
内容とエラー番号をサービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所在については、プリ
ンターをご購入の販売店に確認してください。

補足

❒ エラーの内容は、P.151 「設定一覧を印刷する」のプリンタインフォーメーションのプリンタエラー
に印刷されるものもあります。あわせてご確認ください。

エラーメッセージ 原因 対処方法・参照先

XXXXトナーガアリマセン

ユニットヲセットシテクダサイ

表示されたトナーカートリッジ
が正しくセットされていない
か、セットされたトナーカート
リッジからシールが引き抜かれ
ていません。

表示されているトナーカート
リッジを正しくセットしてくだ
さい。⇒ P.132 「トナーカート
リッジを交換する」

ウエカバー　オープン

カバーヲシメテクダサイ 

上カバーが開いたままです。 上カバーを閉めてください。
（⇒ P.21）

ウシロカバー　オープン

カバーヲシメテクダサイ

後カバーが開いたままです。 後カバーを閉めてください。
（⇒ P.20）

オイルホキュウ 定着オイルが不足してきまし
た。

オイルボトルを交換してくださ
い。残り約30枚ほどの印刷がで
きます。オイルボトルを用意し
てください。⇒ P.137 「オイル
ボトルとオゾンフィルターを交
換する」

カンコウタイユニットヲ

セットシテクダサイ

感光体ユニットがセットされて
いません。

感光体ユニットをセットしてく
ださい。⇒ P.134 「感光体ユ
ニットを交換する」

カンコウタイ　コウカン 感光体ユニットの交換時期にな
りました。

印刷面に汚れが現れていれば、
感光体ユニットを交換してくだ
さい。⇒ P.134 「感光体ユニッ
トを交換する」

クリーニングローラーコウカン

ローラーヲコウカンシテクダサイ

定着クリーニングローラーが寿
命です。

定着クリーニングローラーを交
換してください。⇒ P.140 「定
着クリーニングローラーを交換
する」

クリーニングローラーヲ

セットシテクダサイ

定着クリーニングローラーが正
しくセットされていません。

定着クリーニングローラーを正
しくセットしてください。

テイキ　テンケンジキ 定期点検の時期です。 サービス実施店に連絡してくだ
さい。

テイチャクオイルホキュウ

ボトルヲコウカンシテクダサイ

定着オイルがなくなったためプ
リンターが停止しました。

オイルボトルを交換してくださ
い。⇒ P.137 「オイルボトルと
オゾンフィルターを交換する」
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テイチャク　コウカン 定着ユニットの交換時期になり
ました。

サービス実施店に連絡してくだ
さい。

テイチャク　ユニットガアリマセン

ユニットヲセットシテクダサイ

定着ユニットがセットされてい
ません。

サービス実施店に連絡してくだ
さい。

デンゲン　サイトウニュウ

サービスマン　エラー：XX

プリンターが不調です。 電源を切ってから、もう一度入
れてください。それでも同じ
メッセージが表示されるとき
は、サービス実施店にエラー番
号とともに連絡してください。

テンシャローラーガアリマセン

タダシクセットシテクダサイ

転写ローラーが正しくセットさ
れていません。

サービス実施店に連絡してくだ
さい。

トナーホキュウ：XXXX

トナーヲホキュウシテクダサイ

表示されているトナーがなくな
りました。

表示されているトナーを交換し
てください。⇒ P.132 「トナー
カートリッジを交換する」

トナーワズカ：XXXX 表示されているトナーが不足し
てきました。

表示されているカラートナーを
速やかに交換してください。ブ
ラックで残り約300枚（A4  5％
チャート）、シアン・マゼン
タ・イエローで約500枚（A4  5
％チャート）の印刷ができま
す。カラートナーがなくなる
と、すべての印刷が停止しま
す。 ⇒ P.132 「トナーカート
リッジを交換する」

XXXニヨウシガアリマセン

YYYヲホキュウシテクダサイ

表示された給紙トレイに用紙が
ありません。

表示された給紙トレイに用紙を
セットしてください。
⇒ P.96 「給紙トレイに用紙を
セットする」

トレイガアリマセン

タダシクセットシテクダサイ

給紙トレイが正しくセットされ
ていません。

給紙トレイを正しくセットして
ください。

トレイウシロカバーオープン

カバーヲ　シメテクダサイ

500枚増設トレイユニットの後
カバーが空いています

500枚増設トレイユニットの後
カバーを閉めてください。

ハイトナー　コウカン 廃トナーボトルがもうすぐ満杯
になります。

新しい廃トナーボトルを用意
し、交換してください。
⇒ P.138 「廃トナーボトルを交
換する」

ハイトナーボトルコウカン

ボトルヲカクニンシテクダサイ

廃トナーボトルが満杯になりま
した。

廃トナーボトルを交換してくだ
さい。⇒ P.138 「廃トナーボト
ルを交換する」

マエカバー　オープン

カバーヲシメテクダサイ

前カバーが開いたままです。 前カバーを閉めてください。
（⇒ P.20）

マエカバー　セットフリョウ

アケテカラシメナオシテクダサイ

前カバーが正しく閉められてい
ません。

前カバーを一度開けてから、左
右をロックするまでしっかり押
して閉め直してください。

エラーメッセージ 原因 対処方法・参照先
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ユニットコウカン（XX） XX部分に表示されているユ
ニットの交換時期です。

サービス実施店に連絡してくだ
さい。ユニット名は以下のとお
りです。

• T1：転写ドラム

• R1：本体トレイの給紙ロー
ラー

• R2：500枚増設トレイユ
ニット（上段）の給紙ロー
ラー

• R3：500枚増設トレイユ
ニット（下段）の給紙ロー
ラー

• D1：用紙除電器

ヨウシノシュルイガチガイマス

カクニンシテクダサイ

用紙の種類が合っていません。 用紙の種類を確認してくださ
い。⇒ P.96 「給紙トレイに用
紙をセットする」

ヨウシサイズエラー

サイズヲカクニンシテクダサイ

用紙サイズが合っていません。 用紙のサイズ、セット方向を確
認してください。正しく用紙を
セットして前カバーを開閉して
ください。⇒ P.96 「給紙トレ
イに用紙をセットする」

ヨウシミスフィード：トレイ

ヨウシヲトリノゾイテクダサイ

用紙が給紙トレイ付近につまっ
ています。

つまっている用紙を取り除いて
ください。⇒ P.118 「つまった
用紙を取り除く」

ヨウシミスフィード：ハイシクチ

ヨウシヲトリノゾイテクダサイ

用紙が排紙口につまっています。 つまっている用紙を取り除いて
ください。⇒ P.118 「つまった
用紙を取り除く」

ヨウシミスフィード：ウシロ

ヨウシヲトリノゾイテクダサイ

用紙がプリンター内部または後
カバー付近につまっています。

つまっている用紙を取り除いて
ください。⇒ P.118 「つまった
用紙を取り除く」

ローラーコウカン 定着クリーニングローラーが汚
れてきました。

残り約1,000枚の印刷ができます。

Ａ３：オーバーフロー 受信バッファがオーバーフロー
しました。

ケーブルが正しく接続されてい
るか確認してください。それで
もメッセージが消えないとき
は、プリンターの受信バッファ
を多く設定してください。

Ａ６：ページフル メモリー容量が不足して、印刷
できないページがありました。

P.161 「メモリー不足の場合」
を参照してください。

ＡＢ：ページフル 描画処理が間に合いません。 SDRAMモジュールを増設する
か、送信データを小さくしてく
ださい。

Ｂ０：オプションＲＡＭ SDRAMモジュールにエラーが
発生しました。

SDRAMモジュールをセットし
直してください。それでもメッ
セージが消えないときは、サー
ビス実施店に連絡してください。

エラーメッセージ 原因 対処方法・参照先
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Ｂ１：パラレル 標準パラレルインターフェース
にエラーが発生しました。

サービス実施店に連絡してくだ
さい。

Ｂ３：メモリースイッチ メモリースイッチ(NVRAM)の
内容が異常です。

初期設定をクリアしてくださ
い。それでもメッセージが消え
ないときは、サービス実施店に
連絡してください。

Ｂ５：ＤＩＭＭエラー R-PS2モジュールにエラーが発
生しました。

R-PS2モジュールをセットし直
してください。それでもメッ
セージが消えないときは、サー
ビス実施店に連絡してください。

Ｂ７：イーサネット イーサネットボードにエラーが
発生しました。

イーサネットボードをセットし
直してください。それでもメッ
セージが消えないときは、サー
ビス実施店に連絡してください。

８５：グラフィック メモリー容量が不足して印刷で
きないページがありました。

受信バッファを減らすか、メモ
リーを増設してください。それ
でも同じメッセージが表示され
るときは、サービス実施店に連
絡してください。

８６：パラメーター 誤ったプリンタードライバーを
使っている可能性があります。

プリンタードライバーを確認し
てください。

９１：メモリオーバー プリンター標準搭載のメモリー
が壊れている可能性があります。

電源を切ってから、もう一度入
れ直してください。それでも同
じメッセージが表示されるとき
は、サービス実施店に連絡して
ください。

９４：ダウンロード オブジェクトのダウンロードエ
ラーです。

プリンタードライバーのオプ
ションセットアップで正しいメ
モリー容量を設定してください。

エラーメッセージ 原因 対処方法・参照先
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ネットワーク経由で確認できる情報
プリンターの状態や情報を表示したときの各項目の詳細です。

プリンターの状態

プリンターのステータスです。

次の方法で確認できます。詳しくはイーサネットボードの使用説明書を参照してください。

• UNIX：lpqコマンド、rsh、rcp、ftpのstatパラメータを使います。

• mshell：statusコマンドを使います。

エラーメッセージ 原因 対処方法

Call Service プリンターが不調です。 電源を切ってから、もう一度入れてく
ださい。それでも同じメッセージが表
示されるときは、サービス実施店に連
絡してください。

Cleaner : Not Set Correct-
ly

定着クリーニングローラーが正
しくセットされていません。

定着クリーニングローラーを正しく
セットしてください。

Energy Save Mode 省エネモードになっています。 そのまま使用できます。

Front Cover Open 前カバーが開いたままです。 前カバーを閉めてください。（⇒ P.20）

FrontCover:Not Closed 
Properly

前カバーが正しく閉められてい
ません。

前カバーを一度開けてから、左右を
ロックするまでしっかり押して閉め直
してください。

Fusing Oil is Empty 定着オイルがなくなったため、
プリンターが停止しました。

オイルボトルを交換してください。
⇒ P.137 「オイルボトルとオゾンフィ
ルターを交換する」

Fusing Oil is Low 定着オイルが不足してきました。 オイルボトルを交換してください。残
り約30枚ほどの印刷ができます。オイ
ルボトルを用意してください。
⇒ P.137 「オイルボトルとオゾンフィ
ルターを交換する」

Fusing Unit:Not Set Cor-
rectly 

定着ユニットがセットされてい
ません。

サービス実施店に連絡してください。

Low on Toner トナーの残りが少なくなりまし
た。

新しいトナーを用意してください。

Low on XXX Toner 表示されているトナーが不足し
てきました。

表示されているカラートナーを速やか
に交換してください。ブラックで残り
約300枚（A4  5％チャート）、シアン・
マゼンタ・イエローで約500枚（A4  5
％チャート）の印刷ができます。カ
ラートナーがなくなると、すべての印
刷が停止します。 ⇒ P.132 「トナー
カートリッジを交換する」

Maintenance Required 定期点検の時期です。 サービス実施店に連絡してください。
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No Paper 給紙トレイに用紙がありません。 給紙トレイに用紙をセットしてくださ
い。⇒ P.96 「用紙をセットする」

Paper Misfeed at Output 
Tray

用紙が排紙口につまっています。 つまっている用紙を取り除いてくださ
い。⇒ P.118 「つまった用紙を取り除
く」

Paper Misfeed at  Rear 
Cover

用紙がプリンターの内部または
後カバー付近につまっています。

つまっている用紙を取り除いてくださ
い。⇒ P.118 「つまった用紙を取り除
く」

Paper Misfeed at Tray 用紙が給紙トレイ付近につまっ
ています。

つまっている用紙を取り除いてくださ
い。⇒ P.118 「つまった用紙を取り除
く」

Paper Tray :Not Set Cor-
rectly

給紙トレイが正しくセットされ
ていません。

給紙トレイを正しくセットしてくださ
い。

PCU:Not Set Correctly 感光体ユニットがセットされて
いません。

感光体ユニットをセットしてくださ
い。⇒ P.134 「感光体ユニットを交換
する」

Ready 正常な状態です。 そのまま使用できます。

Rear Cover Open 後カバーが開いたままです。 後カバーを閉めてください。（⇒ P.21）

Rear Cover to TrayX is 
Open

表示されているオプショントレ
イの後カバーが空いています。

表示されているトレイの後カバーを閉
めてください。

Performing Self Check エンジンテスト中です。 そのまましばらくお待ちください。

Time to Change Fuser 
Cleaner

定着クリーニングローラーが寿
命です。

定着クリーニングローラーを交換して
ください。⇒ P.140 「定着クリーニン
グローラーを交換する」

Time to Change Fusing 
Unit

定着ユニットの交換時期になり
ました。

サービス実施店に連絡してください。

Time to Change PCU 感光体ユニットの交換時期にな
りました。

印刷面に汚れが現れていれば、感光体
ユニットを交換してください。
⇒ P.134 「感光体ユニットを交換す
る」

Time to Change XX XX部分に表示されているユニッ
トの交換時期です。

サービス実施店に連絡してください。
ユニット名は以下のとおりです。

• T1：転写ドラム

• R1：本体トレイの給紙ローラー

• R2：500枚増設トレイユニット
（上段）の給紙ローラー

• R3：500枚増設トレイユニット
（下段）の給紙ローラー

• D1：用紙除電器

Top Cover Open 上カバーが開いたままです。 上カバーを閉めてください。（⇒ P.20）

TransferRoller:NotSet-
Correctly

転写ローラーが正しくセットさ
れていません。

サービス実施店に連絡してください。

エラーメッセージ 原因 対処方法
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プリンター情報

プリンターの給紙トレイ、排紙トレイ、搭載しているエミュレーション、および登録しているプログ
ラムの情報です。

次の方法で確認できます。詳しくはイーサネットボードの使用説明書を参照してください。

• UNIX：rsh、rcp、ftpのinfoパラメータを使います。

• mshell：infoコマンドを使用します。

補足

❒ 現在選択されている項目には「*」が付いて表示されます。

❒ *1～*4の項目の詳しい内容については別表を参照してください。

XXX : Not Set Correctly 表示されているトナーカート
リッジが正しくセットされてい
ません。

表示されているトナーカートリッジを
正しくセットしてください。⇒ P.132 
「トナーカートリッジを交換する」

XXX Toner is Empty 表示されているトナーがなくな
りました。

表示されているトナーを交換してくだ
さい。⇒ P.132 「トナーカートリッジ
を交換する」

Warming Up ウォームアップ中です。 そのまましばらくお待ちください。

Wast Toner is Almost 
Full

廃トナーボトルがもうすぐ満杯
になります。

新しい廃トナーボトルを用意し、交換
してください。⇒ P.138 「廃トナーボ
トルを交換する」

Waste Toner is Full 廃トナーボトルが満杯になりま
した。

廃トナーボトルを交換してください。
⇒ P.138 「廃トナーボトルを交換す
る」

項目名 意味

Input Tray

 No.

 Name

 PageSize

 Status

 

給紙トレイ番号

給紙トレイ名*1

用紙サイズ*2

給紙トレイの状態*3

Output Tray

 No.

 Name

 Status

 

排紙トレイ番号

排紙トレイ名（Standardに固定）

排紙トレイの状態（Normalに固定）

Emulation

 No.

 Name

 Version

 

エミュレーション番号

エミュレーション名*4

エミュレーションのバージョン

Program

 No.

 Name

 

プログラム番号

プログラム名（空白のままで固定）

エラーメッセージ 原因 対処方法
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❖ 別表

給紙トレイ名*1 意味（Name）

Tray1 標準の給紙トレイ

Tray2 500枚増設トレイユニット（上段）

Tray3 500枚増設トレイユニット（下段）

用紙サイズ*2 意味（Page Size）

A3R A3K

B4R B4K

A4 A4L

B5 B5L

A6R はがきK

DLR 11×17K

LGR Legal（8 1/2×14）K

LT Letter （8 1/2×11）L

FRE 不定形サイズ

給紙トレイの状態*3 意味（Status）

Normal 通常状態

NoTray トレイなし

PaperEnd 用紙なし

エミュレーション名*4 意味（Name）

RWC(IPDL-C) IPDL-C

RPS(RicohScript2) R-PS2
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印刷がはじまらないとき

パソコンから指示をしても印刷できない場合は、以下の項目を確認してください。

確認すること 原因・対処・参照先

電源が入っていますか? 電源ケーブルが確実に差し込まれていることを確認し、電源スイッ
チを押して側面よりへこんでいる状態にしてください。 ⇒ P.24 「電
源を入れる、切る」

インターフェースケーブル
がきちんと接続されていま
すか?

インターフェースケーブルをきちんと接続してください。

コネクターに金具やねじが付いているときは、金具やねじを使用し
てしっかり固定してください。⇒＜かんたんセットアップ＞

インターフェースケーブル
は適切なものを使用してい
ますか?

使用するインターフェースケーブルはパソコンの機種によって異な
ります。適切なインターフェースケーブルを使用してください。

断線が考えられる場合は、他のケーブルを接続して確認してくださ
い。 ⇒＜かんたんセットアップ＞

オンラインランプが点灯し
ていますか?

【オンライン】キーを押し、オンラインランプを点灯させてください。

用紙はセットされています
か?

用紙をセットしてください。⇒ P.96 「用紙をセットする」

アラームランプが点灯して
いませんか?

操作パネルのメッセージを確認して、エラーの対処をしてください。
⇒ P.104 「パネル表示されるメッセージ」

データインランプが点滅、
点灯していますか?

データインランプが消灯しているときは、プリンターにデータが届
いていません。

❖ パラレルインターフェースでパソコンと接続している場合
印刷ポートの設定が適切かどうかを確認してください。パラレ
ルインターフェースで接続しているときは、LPT1またはLPT2に
設定します。
印刷ポートの設定方法は、この表の後に書かれている補足を参
照してください。

❖ ネットワークでパソコンと接続している場合
ネットワークの管理者に相談してください。

データインランプが点滅、点灯しているときは、ジョブがリセット
されている可能性があります。対処方法は次のとおりです。

• IPDL-C初期設定の「ウェイトタイムアウト」を長く設定する

• 正しいドライバーをセットする

• システム初期設定の「パラレル通信」を切り替えてみる

• システム初期設定の「パラレルインターフェース」の指定が正
しいことを確認する

テスト印刷ができますか? テスト印刷ができない場合は、本機が故障している可能性がありま
す。サービス実施店に相談してください。⇒ P.151 「設定一覧を印
刷する」

テスト印刷できるのにパソコンから指示した内容が印刷できないと
きは、パソコンが正常に動作しているか確認してください。なお、
大きな写真や複雑なグラフィックなどを使用したデータは、処理に
時間がかかることがあります。
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それでも印刷がはじまらないときはサービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所在につ
いては、プリンターをご購入の販売店に確認してください。

補足

❒ Windows 95/98での印刷ポートの設定方法は次のとおりです。

A［スタート］ボタンをクリックし、［設定］をポイントし、［プリンタ］をクリックします。

B 本機のアイコンを選択し、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックします。

C［詳細］タブをクリックします。

D［印刷先のポート］ボックスで正しいポートを選択します。

❒ Windows 2000、Windows NT4.0での印刷ポートの設定方法は次のとおりです。

A［スタート］ボタンをクリックし、［設定］をポイントし、［プリンタ］をクリックします。

B 本機のアイコンを選択し、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックします。

C［ポート］タブをクリックします。

D［印刷するポート］ボックスで正しいポートを選択します。

❒ Windows NT3.51での印刷ポートの設定方法は次のとおりです。

A［コントロールパネル］の［プリンタ］をダブルクリックします。

B 本機のアイコンを選択し、［プリンタ］メニューの［プリンタ情報］をクリックします。

C［印刷先］ボックスで正しいポートを選択します。
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思いどおりに印刷できないとき

汚れやかすれが生じたり指示とは異なる印刷結果が生じた場合に確認する点は以下のとおりです。

状態 原因・対処方法・参照先

メモリー不足のメッセージ
が印刷された。

メモリー不足で印刷できないページがあると印刷されます。対処方
法は以下のとおりです。改善されない場合は複数の方法を組み合わ
せてください。詳しくはP.161 「メモリー不足の場合」を参照してく
ださい。

A SDRAMモジュールを増設する
オプションのSDRAMモジュールを増設します。

B 解像度を落とす
プリンタードライバーで［解像度］を「300dpi」に変更します。

C 画質低下処理
システム初期設定の［画質低下処理］を「する」に変更します。

用紙の裏側に印刷された。 セットされている用紙の表と裏が逆です。用紙は印刷する面を上に
してセットしてください。

何度も用紙がつまる。 紙づまりの処理を正しく行っていない場合があります。用紙片を取
り除くなどを行い、紙づまりがないことを確認してください。
⇒ P.118 「つまった用紙を取り除く」

給紙トレイが正しくセットされていません。給紙トレイをセットし
直してください。⇒ P.96 「給紙トレイに用紙をセットする」

用紙が正しくセットされていません。用紙をセットし直してくださ
い。⇒ P.96 「給紙トレイに用紙をセットする」

プリンタードライバーの［用紙種類］が「厚紙」または「OHPフィ
ルム」になったままです。正しい設定に戻してください。⇒プリン
タードライバーのヘルプ

当社で推奨していない用紙がセットされています。推奨紙をお使い
ください。⇒ P.165 「消耗品一覧」

印刷の指示をしてから１枚
目の印刷が始まるまで時間
がかかる。

省エネモードになっているとウォームアップをするため印刷が開始
されるまで時間がかかります。

印刷に時間がかかる。 写真やグラフを多用したデータなど、データの種類によってはパソ
コンの処理に時間がかかる場合があります。そのままお待ちくださ
い。プリンタードライバーで次の設定をするとパソコンの負担が軽
減することがあります。 

•［イメージ印刷方式］を「速度優先」にする。

•［解像度］を「600×600dpi」または「300×300dpi」にする。

データが大きいためにプリンター側の処理に時間がかかっている場
合があります。データインランプが点滅していれば、プリンターに
データは届いています。そのまま少しお待ちください。

プリンターの電源を入れた直後は、ウォームアップのために3～4分
の間印刷が開始されません。
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モノクロ印刷しているのに
印刷に時間がかかる。

プリンタードライバーで［カラー選択］が「カラー」になっていま
す。「白黒」を選択してください。⇒プリンタードライバーのヘルプ

ただし、アプリケーションによっては指示が無視されることがあり
ます。

思ったトレイとは違うトレ
イから給紙される。

プリンタードライバーの設定が間違っています。正しいトレイを選
択してください。⇒プリンタードライバーのヘルプ

思ったサイズとは違うサイ
ズの用紙に印刷される。

プリンタードライバーの設定が間違っています。正しいトレイを選
択してください。⇒プリンタードライバーのヘルプ

指定された用紙が給紙トレイに入っていません。用紙をセットして
ください。⇒ P.96 「給紙トレイに用紙をセットする」

用紙の印刷面に汚れが出る。 操作パネルのディスプレイに「カンコウタイコウカン」と表示され
ている場合は、感光体ユニットを交換してください。⇒ P.134 「感
光体ユニットを交換する」

印刷濃度を確認してください。極端に淡側、濃側にすると地汚れの
原因になります。⇒ P.129 「濃度を調整する」

全体がかすれる。 プリンタードライバーで［トナーセーブ］がチェックされていると
全体的に薄めに印刷されます。設定を確認してください。⇒プリン
タードライバーのヘルプ

操作パネルのディスプレイに「トナーホキュウ：XXXX」と表示さ
れている場合は、表示された色のトナーカートリッジを交換してく
ださい。⇒ P.132 「トナーカートリッジを交換する」

リコー推奨以外の用紙がセットされています。リコー推奨の用紙を
ご利用ください。⇒ P.165 「消耗品一覧」

部分的にかすれる。 印刷濃度を濃くしてください。 

⇒ P.129 「濃度を調整する」

操作パネルのディスプレイに「トナーホキュウ：XXXX」と表示さ
れている場合は、表示された色のトナーカートリッジを交換してく
ださい。⇒ P.132 「トナーカートリッジを交換する」

トナーカートリッジや感光体ユニットが正しくセットされているか
確認してください。 

⇒ P.132 「トナーカートリッジを交換する」

⇒ P.134 「感光体ユニットを交換する」

リコー推奨以外の用紙がセットされています。

リコー推奨の用紙をご利用ください。

⇒ P.165 「消耗品一覧」

プリンターの設置場所が傾いていないか確認してください。

指定した色で印刷されない。 特定の色だけ抜けて印刷されるときは、その色のトナーカートリッ
ジをセットし直してください。 

⇒ P.132 「トナーカートリッジを交換する」

厚紙またはOHPフィルムに
印刷すると、トナーがはが
れやすい。

プリンタードライバーで［用紙種類］が「厚紙」または「OHPフィ
ルム」になっていません。正しい設定にしてください。⇒プリン
タードライバーのヘルプ

状態 原因・対処方法・参照先
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6

画面に表示されている色と
印刷された色が違う。

カラートナーを混合して得られる色調は、画面の色調とは発色の方
法が違います。詳しくはP.7 「カラーガイド」を参照してください。

プリンタードライバーで［トナーセーブ］がチェックされていると
色味が変わることがあります。設定を確認してください。⇒プリン
タードライバーのヘルプ

プリンタードライバーの［カラー印刷時設定］タブの設定が変更さ
れています。設定を確認してください。⇒プリンタードライバーの
ヘルプ

画面どおりに印刷されない。 アプリケーションや画像の作り方により、画面どおりに印刷されな
いことがあります。プリンタードライバーで［イメージデータに変
換して印刷］をチェックすると、印刷データをイメージデータに変
換してプリンターに送るため画面表示により近い印刷結果を得るこ
とができます。⇒プリンタードライバーのヘルプ

ただし、より多くのデータを処理するため印刷には非常に時間がか
かります。アプリケーションによっては、効果が現れないことがあ
ります。

プリンタードライバーでカ
ラー調整をすると、極端に
色が変化する。

プリンタードライバーの［カラー印刷時設定］タブでカラー調整を
するときは、値を大きく変更しないでください。また、プリンター
ドライバーに表示されるサンプルはどんな処理をするかのサンプル
で、印刷結果とは必ずしも一致しません。⇒プリンタードライバー
のヘルプ

写真が粗く印刷される アプリケーションによっては、解像度を落として印刷するものがあ
ります。

カラーの原稿が白黒で印刷
される。

プリンタードライバーでカラー印刷しないように設定されています。
［カラー選択］を「カラー」に設定してください。⇒プリンタードラ
イバーのヘルプ

アプリケーションによってはカラーの文書が白黒で印刷されるなど、
正しくカラー印刷できないことがあります。

細かい網点が印刷されない。 プリンタードライバーで［ディザリング設定］の設定を変えてくだ
さい。⇒プリンタードライバーのヘルプ

黒ベタの部分がC (シアン)、
M (マゼンタ)、Y(イエロー )
が重なってギラギラする。

プリンタードライバーで［グレー印刷方式］を「黒１色」に設定し
てください。⇒プリンタードライバーのヘルプ

グラデーションの途中で黒の
部分の発色が不自然になる。

プリンタードライバーで［グレー印刷方式］を「CMYK4色」に設定
してください。⇒プリンタードライバーのヘルプ

実線が破線で印刷される。 プリンタードライバーで［ディザリング設定］を変更してください。
⇒プリンタードライバーのヘルプ

［合成］ができない。 印刷する文書データと合成用データの印刷条件が異なります。印刷
する文書と合成用データの、用紙サイズ・用紙方向・解像度・カ
ラー選択・カラー階調をそろえてください。⇒プリンタードライ
バーのヘルプ 

なお、アプリケーションによっては印刷条件をそろえても合成印刷
ができないものがあります。

［集約］ができない。 集約の対象となるページの設定が異なります。対象となるページのサ
イズと向きを確認してください。⇒プリンタードライバーのヘルプ

状態 原因・対処方法・参照先



思いどおりに印刷できないとき

6

それでも思いどおりに印刷できないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の
所在については、プリンターをご購入の販売店に確認してください。

ページレイアウトがずれる。 プリンターによって印刷領域が異なることがあるため、他のプリン
ターで印刷すると１ページに入っていた文書が本機で印刷すると１
ページに入らないなど、ページレイアウトがずれることがあります。
プリンタードライバーの［その他］タブで［印刷領域を拡張する］
をチェックしてください。⇒プリンタードライバーのヘルプ 

状態 原因・対処方法・参照先
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つまった用紙を取り除く

プリンターに用紙がつまったときは、操作パネ
ルにエラーメッセージとつまっている場所が表
示されます。紙づまりの位置を確認し、用紙を取
り除いてください。

 重要
❒ 用紙上のトナー像は未定着の状態です。つまっ
た用紙を取り除くとき、手や服を未定着のト
ナーで汚さないように注意してください。

❒ リコーで推奨していない用紙がセットされ
ている場合は、紙づまりの原因になります。
リコーで推奨している用紙については、
P.165 「消耗品一覧」 を参照してください。

❒ 何度も用紙がつまるときは、以下の原因が考
えられます。

• セットした用紙と給紙トレイの用紙サ
イズが合っていない

• 用紙が正しくセットされていない

• 用紙が規定枚数以上セットされている

• 用紙片が内部に残っている

❒ 上記の内容を確認した上で、それでもつまる
ときはサービス実施店に連絡してください。

❒ 用紙を取り除くときに、感光体ユニットに触れ
たり、傷つけたりしないようにしてください。

「ヨウシミスフィード：トレ
イ」の場合

H

A 給紙トレイを引き出します。

補足

❒ トレイを増設している場合は、すべての
トレイを確認してください。

B つまっている用紙を取り除きます。

用紙片が残らないように静かに抜き取ります。

• 機械内部には高温の部分が
あります。紙づまりの処置
の際は、本書で指定してい
る場所以外には触れないで
ください。やけどの原因に
なります。

ZCPY040J

ZCPY050J



つまった用紙を取り除く

6

C 給紙トレイを戻します。

 重要
❒ 給紙トレイは確実にセットしてくださ
い。紙づまりの原因になります。

用紙が給紙トレイから見えない場合

A 手順Bで用紙を取り除けなかったとき
は、後カバーを開けます。

B つまっている用紙の有無を確認します。
用紙がつまっているときは、用紙片が残
らないように静かに抜き取ります。

C 後カバーを閉めます。

 重要
❒ 後カバーを閉める前に、後カバー内
に用紙が残っていないことを確認し
てください。

「ヨウシミスフィード：ウシ
ロ」の場合

H

 重要
❒ 用紙上のトナー像は未定着の状態です。つまっ
た用紙を取り除くとき、手や服を未定着のト
ナーで汚さないように注意してください。

A 後カバーを開けます。

B 定着ユニットの手前に用紙がつまってい
るときは、そのまま用紙を取り除きます。

C 用紙が定着ユニットにはさまっていると
きは、上カバーを開けます。

ZCPY060J

ZCPY070J

• 機械内部には高温の部分が
あります。本書で指定して
いる場所以外には触れない
でください。やけどの原因
になります。

ZCPY070J

ZCPH160J
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D 定着圧力解除レバーを奥側に押し、ロー
ラー間の圧力を解除します。

E 後カバー側からつまった用紙を取り除き
ます。

F 定着圧力解除レバーを手前側に戻します。

G 上カバーと後カバーを閉めます。

上カバーは、上カバーの中央をロックするま
でしっかり押してください。

 重要
❒ 後カバーを閉める前に、後カバー内に用
紙が残っていないことを確認してくだ
さい。

「ヨウシミスフィード：ハイ
シクチ」の場合

H

 重要
❒ 用紙上のトナー像は未定着の状態です。つまっ
た用紙を取り除くとき、手や服を未定着のト
ナーで汚さないように注意してください。

A 後カバーを開けます。

B 上カバーを開け、定着圧力解除レバーを
奥側に押し、ローラー間の圧力を解除し
ます。

C 後カバー側からつまった用紙を取り除き
ます。

D 定着圧力解除レバーを手前側に戻します。

ZCPY080J

ZCPY071J

• 機械内部には高温の部分が
あります。本書で指定して
いる場所以外には触れない
でください。やけどの原因
になります。

ZCPY080J

ZCPY071J



つまった用紙を取り除く

6

E 上カバーと後カバーを閉めます。

上カバーは、上カバーの中央をロックするま
でしっかり押してください。
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清掃・調整

帯電ワイヤーを清掃する
印刷時に色のついた縦すじや色むらが現れるよ
うになったら、帯電ワイヤーの清掃が必要です。
また、画像品質を維持するためにも、帯電ワイ
ヤーは１カ月または 1 ,0 0 0 枚ごとに清掃してく
ださい。

H

H

 重要
❒ 素手または手袋でじかに感光体ベルトの表面
に触れないでください。画像が劣化します。

❒ 感光体ベルトを800ルクス（照度）以上の光に
２分以上さらさないでください。感光体ベル
トが欠陥品になる原因になります。

A 電源スイッチを押して、電源を切ります。

B 上カバーと前カバーを開けます。

C 一番手前の左右にあるロックレバー（緑
色）を手前に立てます。

D 感光体ユニット上部の取っ手を持って引
き上げます。

 重要
❒ 感光体ユニットは長時間光に当てると
性能が低下します。帯電ワイヤーの清掃
は速やかに行ってください。

E ワイヤークリーナーを左右に数回動かし
て帯電ワイヤーを清掃します。

• 機械内部には高温の部分が
あります。本書で指定して
いる場所以外には触れない
でください。やけどの原因
になります。

• 給紙トレイを引き出した状
態では前カバーを開けない
でください。手をはさんだ
りして、けがの原因になり
ます。

ZCPH080J

ZCPH100J

ZCPH110J

クリーナー�

ZCPH120J



清掃・調整

6

 重要
❒ 清掃が終わったら、ワイヤークリーナー
を元の位置に戻します。

F 感光体ユニットの平らな面を手前にし
て、左右のガイドに沿って本体に差し込
みます。

 重要
❒ 感光体ユニットの表面に傷を付けない
ように静かに差し込んでください。ま
た、ギヤがかむようにしっかり押し込ん
でください。

G ロックレバー（緑色）を倒します。

 重要
❒ ロックレバーが倒れないときは無理に
倒さず、立て直して感光体ユニットをも
う一度差し込んでギヤがかむようにし
てください。このあとロックレバーを倒
してください。

H 上カバーと前カバーを閉めます。

上カバーの中央と前カバーの左右をロック
するまでしっかり押してください。

I 電源スイッチを押して、電源を入れます。
ZCPH130J

ZCPH101J

ZCPH081J
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カラー階調を補正する
カラー印刷の階調はさまざまな要素によって微
妙に変化します。印刷を繰り返しているうちに
色味が変化したり、トナーを交換したときに色
味が変わることがあります。この場合、カラー階
調を補正することにより、適切な階調の印刷結
果を得ることができますが、通常は特に設定す
る必要はありません。

補足

❒ １回の操作で補正しきれないときは、必要に
応じて数回補正を繰り返してください。

❒ 階調補正を行うと、印刷するすべてのユー
ザーの印刷結果に反映されます。 

❒ 一連の操作で使用する階調補正シートの用
紙は、同じ種類の用紙を使用してください。
違う種類の用紙を使用すると正確に補正さ
れません。 

カラー階調の補正は次の流れで行います。

階調の補正値を設定する

本機では、印刷されたときに最も明るい部分（ハ
イライト部）と、最も明るい部分と最も暗い部分
にあたる中間の調子（ミドル部）の２つの部分の
階調を補正します。ハイライト部は「補正１」で、
ミドル部は「補正２」で補正値を設定します。

A【初期設定】キーを押します。

「初期設定」のメニューが表示されます。

  <s<uf?lw>      j
  IPDL-Cs<uf?lw  l

B【▲】キー、【▼】キーを押して「メンテナ
ンス」を表示させ、【実行】キーを押します。

  <s<uf?lw>      j
  O*lz*d         l

「メンテナンス」のメニューが表示されます。

C【▲】キー、【▼】キーを押して「カイチョ
ウホセイ」を表示させ、【実行】キーを押
します。

  <O*lz*d>       j
   4.ywj<eTfw    l

D「CMYKホセイ」が表示されていることを
確認し、【実行】キーを押します。

  <ywj<eTfw>     j
   CMYKj<efw     l

階調補正シート１を印刷する�

ハイライト部を調整する�

階調補正シート２を印刷する�

ミドル部を調整する�

補正値を保存する�

⇒「階調補正シートの見方」�

⇒「階調補正シートの見方」�

① 補正値を設定する�
② 階調補正シートを印刷し、補正�
　 結果を確認する�

① 補正値を設定する�
② 階調補正シートを印刷し、補正�
　 結果を確認する�

TPOS040J



清掃・調整
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E【実行】キーを押して階調補正シート１を
印刷します。

階調補正シート１を印刷しない場合は、【エ
スケープ】キーを押して手順Fへ進みます。

  <Tfws-;1 w*ak>
   m#nu-+tslih^aw   

F 補正１でハイライト部の階調の補正値を
設定します。 

補足

❒ 補正値は印刷された階調補正シートを
見ながら設定します。階調補正シートの
見方については、P.126 「階調補正シート
の見方」を参照してください。

A Ｋ（ブラック）の階調を設定します。

階調補正シートの背景色にもっとも近い
色に割り当てられている補正値（0～6）を
【U】キー、【T】キーで設定します。

  <Tfw1>   l  jl/#
   K,M,C/Y:3,3,3/3

補足

❒【▲】キー、【▼】キーを押すごとに、
１ずつ増減します。 

❒ 補正値は０～６まで設定できます。 

B【実行】キーを押します。

  <Tfw1>   l  jl/#
   K,M,C/Y:2,3,3/3

▼がＭ（マゼンタ）に移動します。

C 手順ABと同様にしてＭ（マゼンタ）、
Ｃ（シアン）、Ｙ（イエロー）を設定し
ます。

D すべての設定が終わったら、▼がＹ（イ
エロー）の設定値の上にあることを確
認して【実行】キーを押します。

  <Tfw1>         l
   K,M,C/Y:2,3,3/3

E「ホセイカクニン」が表示されているこ
とを確認し、【実行】キーを押します。

  <Tfw1>        j
   Tfwyix*      l

F【実行】キーを押して階調補正シート１
を印刷します。

  <Tfws-;1 w*ak>  
   m#nu-+tslih^aw 

G 印刷された階調補正シートを確認しま
す。再度設定し直す場合は手順A～F
と同様に行います。

H 設定が終わったら【▼】キーを押して
「ツギノホセイヘススム」を表示させ、
【実行】キーを押します。

階調補正シートを印刷して設定を確認
する場合は、「ホセイカクニン」が表示さ
れていることを確認し、【実行】キーを押
すと、手順Eに戻ります。

  <Tfw1>        j
   ku^bTfwRddI  l

補正２へ移ります。

G【実行】キーを押して階調補正シート２を
印刷します。

階調補正シート２を印刷しない場合は、【エ
スケープ】キーを押します。

  <Tfws-;2 w*ak>
   m#nu-+tslih^aw    

階調補正シート２が印刷され、補正画面が表
示されます。

  <Tfw2>   l  jl/#
   K,M,C/Y:3,3,3/3

H 手順Fと同様の操作を行い、補正２でミド
ル部の階調の補正値を設定します。 
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I すべての設定が終わったら設定を保存し
ます。

A【▼】キーを押して「ホセイシュウリョ
ウ」を表示させ、【実行】キーを押します。

  <Tfw2>        j
   TfwsMeG<e    l

階調補正シートを印刷して設定を確認
する場合は、「ホセイカクニン」が表示さ
れていることを確認し【実行】キーを押
すと、補正シート２の印刷画面が表示さ
れます。

B【実行】キーを押します。

  <TfwjTg^*>
   s^?peQm#nu- 

次の画面が表示されて補正値が保存さ
れ、「階調補正」のメニューに戻ります。

  Tfwj+
  Tg^*sYsh

J【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

階調補正シートの見方

階調補正シートには、ハイライト部設定用の「階調補正シート１」とミドル部設定用の「階調補正シー
ト２」の２種類があります。「階調補正シート１」は補正１で、「階調補正シート２」は補正２で設定
します。

❖ 背景色と補正値
ここでは、階調補正シートに印刷されたマトリックスを説明します。

補足

❒ 実際の階調補正シートとは異なります。

❒ マトリックス上には、「背景色」（下の図では白色部分）と「補正色」（下の図では 部分）
があります。背景色ともっとも近い補正色を見つけ、その補正値を操作パネルで設定します。現
在設定されている補正値は赤色で印刷されます。 

0/0           0/1           0/2          0/3          0/4            0/5          0/6

1/0           1/1           1/2          1/3          1/4            1/5          1/6

2/0           2/1           2/2           2/3          2/4           2/5          2/6

3/0           3/1           3/2           3/3          3/4           3/5          3/6

4/0           4/1           4/2           4/3          4/4           4/5          4/6

5/0           5/1           5/2           5/3          5/4           5/5          5/6

6/0           6/1           6/2           6/3          6/4           6/5          6/6

0

1

2

3

4

5

6

補正値�

背景色�



清掃・調整

6

❖ 階調補正シートとパネル表示の関係
印刷した階調補正シートとパネル表示は次の図のように対応しています。
階調補正は、ブラック、マゼンタ、シアン／イエローの各色の補正値を階調補正シートを見て決め、
操作パネルで設定します。

補足

❒ 図は「階調補正シート１」の例です。

1. ブラックの調整

ブラックのトナー１色のみを使用した
ときに印刷される色を調整します。現在
設定されている補正値は赤色で印刷さ
れます。

2. マゼンタの調整

マゼンタのトナー１色のみを使用した
ときに印刷される色を調整します。現在
設定されている補正値は赤色で印刷さ
れます。

3. シアン／イエローの調整

シアンとイエローを使用したときに印
刷される色を補正します。シアンとイエ
ローは２色を組み合わせた状態で補正
値を決めますが、パネル上では１色ずつ
設定します。

4. 設定値

階調補正シート印刷時に設定されてい
る数値が表示されます。操作パネルで設
定した数値と対応します。

＜ホセイ１＞　　　▼　　▲▼／＃　　　�
　Ｋ，Ｍ，Ｃ／Ｙ；３，３，３／３�

1

3

4

2

1 2 3

4

階調補正シート� パネル表示（補正値設定画面）�
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階調の補正値を初期値に戻すには

階調設定した補正値を初期値に戻します。

A【初期設定】キーを押します。

「初期設定」のメニューが表示されます。

  <s<uf?lw>      j
  IPDL-Cs<uf?lw  l

B【▲】キー、【▼】キーを押して「メンテナ
ンス」を表示させ、【実行】キーを押します。

  <s<uf?lw>      j
  O*lz*d         l

「メンテナンス」のメニューが表示されます。

C【▲】キー、【▼】キーを押して「カイチョ
ウホセイ」を表示させ、【実行】キーを押
します。

  <O*lz*d>       j
   4.ywj<eTfw    l

D【▼】キーを押して「ホセイチクリア」を
表示させ、【実行】キーを押します。

  <ywj<eTfw>     j
   TfwjiGq       l

E【実行】キーを押します。

  <TfwjiGq>       
   s^?peQm#nu-    

F【実行】キーを押します。

階調の補正値が初期値に戻り、「階調補正」の
メニューに戻ります。

G【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

TPOS040J
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濃度を調整する
濃度調整はカラーバランスを崩す原因になりま
すので、できるだけ工場出荷時の設定でお使いく
ださい。複数のカラープリンターの色合わせをす
るような特殊な場合にだけ調整してください。こ
こでは、マゼンタを調整する例で説明します。

 重要
❒ 極端に淡側、濃側に設定すると、地汚れの原
因になります。

❒ 濃度の調整は、できるだけアプリケーション
やプリンタードライバーで行ってください。

A 電源を入れます。

B【初期設定】キーを押します。

「初期設定」のメニューが表示されます。

  <s<uf?lw>      j
  IPDL-Cs<uf?lw  l

C【▲】キー、【▼】キーを押して「メンテナ
ンス」を表示させ、【実行】キーを押します。

  <s<uf?lw>      j
  O*lz*d         l

「メンテナンス」のメニューが表示されます。

D「1．ノウドセッテイ」が表示されているこ
とを確認し、【実行】キーを押します。

  <O*lz*d>       j
   1.be;^f?lw    l

「濃度設定」のメニューが表示されます。

  <be;^f?lw>     j
   sq*           l

E【▲】キーまたは【▼】キーを使用して「マ
ゼンタ」を表示させ、【実行】キーを押し
ます。

次の画面が表示されます。

  <Yf^*h>     lj/#
   -<-----+---g->+

F【▲】キー、【▼】キーを使用して濃度を調
整して、【実行】キーを押します。 

設定が登録され、「濃度設定」のメニューに戻
ります。

G【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

TPOS040J
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トレイごとに印刷位置を合
わせる
トレイを増設したときに、本体のトレイと印刷
位置を合わせることを「レジスト調整」といいま
す。通常は特に設定する必要はありません。

補足

❒ レジスト設定するトレイをシステム初期設
定（⇒ P.150）の［給紙トレイ］項目で選択
してからA4サイズで設定一覧（⇒ P.151）を
印刷しておいてください。

ここでの操作では設定一覧の余白部分が7mmに
なるように調整します。

A 電源を入れます。

B【初期設定】キーを押します。

「初期設定」のメニューが表示されます。

  <s<uf?lw>      j
  IPDL-Cs<uf?lw  l

C【▲】キー、【▼】キーを押して「メンテナ
ンス」を表示させ、【実行】キーを押します。

  <s<uf?lw>      j
  O*lz*d         l

「メンテナンス」のメニューが表示されます。

  <O*lz*d>       j
   1.be;^f?lw    l

D【▲】キー、【▼】キーを押して「5．レジ
ストチョウセイ」を表示させ、【実行】キー
を押します。

  <O*lz*d>       j
   5.Js^d;j<efw  l

E【実行】キーを押します。

  <Js^d;j<efw>   j
   Dp:;Jw2       l

次の画面が表示されます。

  <Dp:;Jw2>   lj/#
   -(-----g-----)+

画面上の１目盛りは0.5mmに相当します。

F【▲】キー、【▼】キーを使用して位置を調
整します。

  <Dp:;Jw2>   lj/#
   -(-----+---g-)+

右にずらすと、画像も右にずれます。

TPOS040J
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G【実行】キーを押します。

レジスト調整の画面に戻ります。続けてトレ
イ３を設定する場合は、手順EからGと同様
に操作します。

H【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。
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消耗品の補給・交換

トナーカートリッジを交換する
操作パネルに次のメッセージが表示されたら、表示
されているトナーを速やかに交換してください。

  ;z-TuMe:XXXX
  ;z-+TuMeslih^aw

I

H

H

 重要
❒ トナーカートリッジを取り外すときは、ト
ナーを落とさないように静かに行ってくだ
さい。

❒ トナーカートリッジは無理に押し込まない
でください。

補足

❒ トナーカートリッジを斜めに立てかけたり
逆さまにしないでください。

❒ トナーカートリッジは以下の環境で保管し
てください。

• 温度範囲10℃～32.5℃

• 湿度範囲20%～80%RH（結露なきこと）

❒ 複数のトナーに対して同時にメッセージが
表示される場合があります。この場合はブ
ラック・イエロー・シアン・マゼンタの順で
必要なトナーを補給します。

A 前カバーオープンレバーに手をかけ手前
に引いて、前カバーを開けます。

B 操作パネルに表示された該当のトナー
カートリッジを取り出します。

• 使用済みのトナーカート
リッジを火中に投入しない
でください。トナー粉がは
ねて、やけどの原因になり
ます。

• 使用済みのトナーカート
リッジは、トナー粉が飛び
散らないように袋に入れて
保管してください。保管し
たトナーカートリッジは、
販売店またはサービス実施
店にお渡しいただき、当社
の回収・リサイクル活動に
ご協力ください。

• なお、お客様で処理される
場合は、一般のプラスチッ
ク廃棄物と同様に処理して
ください。

• トナー（使用済みトナーを含
む）または、トナーの入った
容器は、子供の手に触れない
ようにしてください。

• 機械内部には高温の部分が
あります。本書で指定して
いる場所以外には触れない
でください。やけどの原因
になります。

• 給紙トレイを引き出した状
態では前カバーを開けない
でください。手をはさんだ
りして、けがの原因になり
ます。

ZCPH140J

ZCPT010J
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 重要
❒ トナーがこぼれないように静かに取り
出します。

補足

❒ 取り出したトナーカートリッジは、ト
ナーで床などを汚さないように紙の上
などに置いてください。

C 新しいトナーカートリッジを図のように
10回ほど振ります。

 重要
❒ トナーカートリッジ内でトナーが均一
でないと、印刷品質が低下することがあ
ります。 

D 新しいトナーカートリッジのテープをは
がしてから、保護カバーを外します。

 重要
❒ 保護カバーを取り除いたあとは、トナー
がこぼれやすくなっています。トナー
カートリッジを振ったり衝撃を与えた
りしないでください。

E 静かに新しいトナーカートリッジを差し
込みます。

 重要
❒ トナーカートリッジは無理に押し込ま
ないでください。

F 前カバーを閉めます。 

前カバーの左右をロックするまでしっかり
押してください。

操作パネルの「トナーホキュウ」の表示が消え
て、ウォーミングアップ動作を開始します。 

ZCPT020J

ZCPT021J

ZCPT040J

ZCPH141J
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感光体ユニットを交換する
操作パネルに次のメッセージが表示されたら、
速やかに感光体ユニットを交換してください。

  y*pehwpey*
     

印刷品質を確認して問題がないようでしたらし
ばらくお使いになれます。印刷面に汚れ（たとえ
ば用紙端部に横スジ等）が現れている場合は速
やかに感光体ユニットを交換してください。

I

H

H

 重要
❒ 感光体ユニットは長時間光に当てると性能が
低下します。交換は速やかに行ってください。

❒ 素手または手袋でじかに感光体ベルトの表面
に触れないでください。画像が劣化します。

❒ 感光体ベルトを800ルクス（照度）以上の光に
２分以上さらさないでください。感光体ベル
トが欠陥品になる原因になります。

❒ 感光体ユニットを交換したあと、操作パネル
でメンテナンスクリアを必ず行ってくださ
い。メンテナンスクリアを行わないと、交換
したことになりません。

補足

❒ 取り出した感光体ユニットで床等を汚さな
いように紙等を敷いて作業してください。

❒ 感光体ユニットは、カラーとモノクロを同じ比
率で印刷したときの目安として約48,000ペー
ジごとに交換が必要です（A4L５％チャート
連続印刷時）。実際の印刷ページ数は印刷する
用紙の種類・サイズ・印刷内容、環境条件によっ
て異なります。使用期間によっても劣化するた
め、上記目安より早く交換が必要になる場合が
あります。感光体ユニットの保証期間は購入後
３カ月です。

❒ 感光体ユニット交換のメッセージは目安と
してお考えください。メッセージはプリン
ター内のカウンターで算出して表示されま
すが、印刷の状況によっては実際の残り寿命
と異なる場合があります。

A データインランプが点灯していないこと
を確認し、電源スイッチを押して、電源を
切ります。

B 上カバーと前カバーを開けます。前カ
バーは前カバーオープンレバーに手をか
け手前に引いて開きます。

• 使用済みの感光体ユニット
を火中に投入しないでくだ
さい。トナー粉がはねて、や
けどの原因になります。

• 使用済みの感光体ユニット
は、トナー粉が飛び散らな
いように袋に入れて保管し
てください。保管した感光
体ユニットは、販売店また
はサービス実施店にお渡し
いただき、当社の回収・リサ
イクル活動にご協力くださ
い。

• なお、お客様で処理される
場合は、一般のプラスチッ
ク廃棄物と同様に処理して
ください。

• 機械内部には高温の部分が
あります。本書で指定して
いる場所以外には触れない
でください。やけどの原因
になります。

• 給紙トレイを引き出した状
態では前カバーを開けない
でください。手をはさんだ
りして、けがの原因になり
ます。

ZCPH080J
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 重要
❒ 感光体ユニットの表面に傷を付ける恐
れがあるため、必ず上カバーと前カバー
を開けてから行ってください。感光体ユ
ニットの表面に傷を付ける原因になり
ます。 

C 一番手前の左右にあるロックレバー（緑
色）を手前に立てます。

D 感光体ユニット上部の取っ手を持って引
き上げます。 

E 新しい感光体ユニットを梱包箱から取り
出します。

F 新しい感光体ユニットの左右のベルト解
除ピンを外します。

G 新しい感光体ユニットの保護シートを外
します。

補足

❒ 感光体ユニットに付着している白い粉
は、セットした直後の感光体を保護する
ためのものです。プリンターの内部に白
い粉が付着することがありますが、プリ
ンターの性能には影響ありません。 

H 新しい感光体ユニットの平らな面を手前
にして、左右のガイドに沿って本体に差
し込みます。

 重要
❒ 感光体ユニットの表面に傷を付けない
ように静かに差し込んでください。ま
た、ギヤがかむようにしっかり押し込ん
でください。

ZCPH100J

ZCPH110J

ZCPH150J

ZCPH151J

ZCPH130J
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I ロックレバー（緑色）を倒します。

 重要
❒ ロックレバーが倒れないときは無理に
倒さず、立て直して感光体ユニットをも
う一度差し込んでギヤがかむようにし
てください。このあとロックレバーを倒
してください。

J 上カバーと前カバーを閉めます。

上カバーの中央と前カバーの左右をロック
するまでしっかり押してください。

K 電源スイッチを押して電源を入れます。

L【初期設定】キーを押します。

「初期設定」のメニューが表示されます。

  <s<uf?lw>      j
  IPDL-Cs<uf?lw  l

M【▲】キー、【▼】キーを押して「メンテナ
ンス」を表示させ、【実行】キーを押します。

  <s<uf?lw>      j
  O*lz*d         l

「メンテナンス」のメニューが表示されます。

  <O*lz*d>       j
   1.be;^f?lw    l

N【▲】キー、【▼】キーを押して「2．メン
テナンスクリア」を表示させ、【実行】キー
を押します。

  <O*lz*d>       j
   2.O*lz*diGq   l

「メンテナンスクリア」のメニューが表示さ
れます。

  <O*lz*diGq>    j
   iG-x*i^K-F    l

O【▲】キー、【▼】キーを押して「カンコウ
タイ」を表示させ、【実行】キーを押します。

  <O*lz*d>       j
   y*pehw        l

感光体メンテナンスクリアの画面が表示さ
れます。

  <y*pehw iGq>
   s^?peQ[#]u-

P【実行】キーを押します。

メンテナンスクリアが実行され、「メンテナ
ンス」のメニューに戻ります。 

Q【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

ZCPH101J

ZCPH081J

TPOS040J
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オイルボトルとオゾンフィ
ルターを交換する
操作パネルに次のメッセージが表示されたら、
オイルボトルとオゾンフィルターを交換してく
ださい。

  lwjNitwHTuMe
  T^;H+pey*slih^aw

オイルボトルとオゾンフィルターは、「メンテナ
ンスキット タイプ2000」に同梱されています。

I

I

H

 重要
❒ 使用済みのオイルボトルおよびオゾンフィ
ルターは、販売店またはサービス実施店にお
渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動
にご協力ください。

❒ なお、お客様がオゾンフィルターを廃棄する
場合は、一般の可燃ゴミと同様に処理してく
ださい。

A 上カバーオープンレバーを手前にスライ
ドし、上カバーを開けます。 

B オイルボトル保持用ロックレバーを回
し、ロックを解除して、古いオイルボトル
を取り出します。

補足

❒ 取り出したオイルボトルの下に紙をあ
てて、オイル滴が落ちないようにしてく
ださい。

C 新しいオイルボトルの滴下口を下にし、
ラベル面を手前に向け、差し込みます。オ
イルボトル保持用ロックレバーを回し、
オイルボトルを固定します。

• オイルボトルは火気に投じ
ないでください。やけどや
火災の原因になります。

• オイルがこぼれたら、十分
拭き取ってアルカリ性洗剤
で完全に除去してくださ
い。滑ってけがをする原因
になります。

• 機械内部には高温の部分が
あります。本書で指定して
いる場所以外には触れない
でください。やけどの原因
になります。

ZCPH160J

ZCPH170J

ZCPH171J
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D 上カバーを閉めます。

上カバーの中央をロックするまでしっかり
押してください。

E 排気口カバーを開けます。

F 排気口カバー裏面から、オゾンフィル
ターを取り外します。

G 新しいオゾンフィルターを排気口カバー
裏面に取り付けます。

H 排気口カバーを本体に取り付けます。

廃トナーボトルを交換する
操作パネルに次のメッセージが表示されたら、
廃トナーボトルを交換してください。

  Qw;z-T^;Hpey*
  T^;H+pey*slih^aw

I

ZCPH220J

TPOH680J

TPOH681J

• トナーの入った容器や使用
済みの廃トナーボトルを火
中に投入しないでくださ
い。トナー粉がはねて、やけ
どの原因になります。

• 使用済みの廃トナーボトル
は、トナー粉が飛び散らな
いように袋に入れて保管し
てください。保管した廃ト
ナーボトルは、販売店また
はサービス実施店へお渡し
いただき、当社の回収・リサ
イクル活動にご協力くださ
い。

• なお、お客様で処理される
場合は、一般のプラスチッ
ク廃棄物と同様に処理して
ください。

• トナー（使用済みトナーを
含む）または、トナーの入っ
た容器は、子供の手に触れ
ないようにしてください。

ZCPH221J
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H

H

 重要
❒ 廃トナーの再利用はできません。廃トナーボ
トルは消耗品ですので、常に予備のボトルを
購入しておかれることをお勧めします。

補足

❒ 取り出した廃トナーボトルで床等を汚さな
いように紙等を敷いて作業してください。

A 本機の電源を切ります。

B 前カバーロックレバーに手をかけ手前に
引いて、前カバーを開けます。

C 廃トナーボトルを手前に傾け、廃トナー
ホルダーから引き出します。

D 新しい廃トナーボトルに貼られているシー
ルを満杯の廃トナーボトルに貼ります。

E 新しい廃トナーボトルを廃トナーホル
ダーに取り付け、元の位置まで押し入れ
ます。

F 前カバーを閉めます。

前カバーの左右をロックするまでしっかり
押してください。

G 電源を入れます。

• 機械内部には高温の部分が
あります。本書で指定して
いる場所以外には触れない
でください。やけどの原因
になります。

• 給紙トレイを引き出した状
態では前カバーを開けない
でください。手をはさんだ
りして、けがの原因になり
ます。

ZCPH140J

ZCPH190J

ZCPH200J

ZCPH191J
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定着クリーニングローラー
を交換する
操作パネルに次のメッセージが表示されたら、定
着クリーニングローラーを交換してください。

  iG-x*i^K-F-pey*
  K-F-+pey*slih^aw

H

 重要
❒ 定着クリーニングローラーを交換したあと、
操作パネルでメンテナンスクリアを必ず
行ってください。メンテナンスクリアを行わ
ないと、交換したことになりません。

A 上カバーオープンレバーを手前にスライ
ドし、上カバーを開けます。

B ロックレバーを回して、ロックを解除し
ます。

C 定着クリーニングローラーのつまみ部を
持って取り外します。

D 新しい定着クリーニングローラーのロー
ラーを手前にして取り付けます。

E 定着クリーニングローラーをおさえ、
ロックレバーを回して固定ます。

F 上カバーを閉めます。 

上カバーの中央をロックするまでしっかり
押してください。

• 機械内部には高温の部分が
あります。本書で指定して
いる場所以外には触れない
でください。やけどの原因
になります。

ZCPH160J

ZCPH210J

ZCPH180J

ZCPH181J
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G【初期設定】キーを押します。

「初期設定」のメニューが表示されます。

  <s<uf?lw>      j
  IPDL-Cs<uf?lw  l

H【▲】キー、【▼】キーを押して「メンテナ
ンス」を表示させ、【実行】キーを押します。

  <s<uf?lw>      j
  O*lz*d         l

「メンテナンス」のメニューが表示されます。

  <O*lz*d>       j
   1.be;^f?lw    l

I【▲】キー、【▼】キーを押して「	．メン
テナンスクリア」を表示させ、【実行】キー
を押します。

  <O*lz*d>       j
   2.O*lz*diGq   l

「メンテナンスクリア」のメニューが表示さ
れます。

  <O*lz*diGq>    j
   iG-x*i^K-F    l

J「クリーニングローラ」が表示されている
ことを確認し、【実行】キーを押します。

定着クリーニングローラーのメンテナンス
クリア画面が表示されます。

  <iG-x*i^K-FiGq>
   s^?peQ[#]u-   

K【実行】キーを押します。

メンテナンスクリアが実行され、「メンテナ
ンス」のメニューに戻ります。

L【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

TPOS040J
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ここでは、お客様からよく尋ねられる質問と、それに対する回答を紹介します。

プリンタードライバーについて

❖ �����ドライブがないのでドライバーをインストールできないのですが？

�版のプリンタードライバーをファクスで注文することができます。
リコー情報���から「申し込み用紙」と「プリンタードライバー一覧表」を入手します。
A ファクスの受話器を取り、リコー 
��情報���（	�����������）へダイヤルします。
引き続きガイダンスに従って、以下の操作を行います。

B 注文取り出し���番号「��				」と【＃】を押します。
C【＃】を押します。
D 発信音がしたら、【スタート】キーまたは【受信】キーを押して受話器を置きます。
しばらくすると、「申し込み用紙」と「プリンタードライバー一覧表」が出力されます。

E 必要事項を記入して、申し込み用紙の宛先（	���������	�）にファクスします。
「申し込み用紙」はフロッピーディスクがお手元に届くまで大切に保管してください。

❖ 最新のドライバーが欲しいのですが�
最新のプリンタードライバーは、インターネットのリコーホームページ、パソコン通信＠�����のリ
コーファンフォーラムからダウンロードできます。
インターネット�リコーホームページ
��� !��"""�#�$%��$%�& �

＠������リコーファンフォーラム
'(��
)�*��

❖ インストールしたプリンタードライバーを削除したいのですが�
「プリンタードライバーのヘルプ『プリンタードライバーを削除するには』」を参照してください。

オプションについて

❖ オプションを取り付けたので、正しく取り付けられてるか確認したいのですが�
オプションが正しく取り付けられたかどうかは、設定一覧を印刷して確認します。設定一覧で確認
する項目については以下を参照してください。
⇒������「+�)�モジュールを取り付ける」
⇒������「)��+�モジュールを取り付ける」
⇒����	�「拡張ボードを取り付ける」
⇒������「�		枚増設トレイユニットを取り付ける」

❖ 増設可能なメモリー容量を教えてください。
メモリーは標準では��バイト装備されています。��バイトの+�)�モジュールを２枚増設す
ると、最大��	バイトまで拡張できます。オプションの+�)�モジュールには、��、��バイト
の２種類があります。
⇒�������「関連商品一覧」
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❖ メモリーを増設するとどんなメリットがあるのですか�
大きなサイズの用紙に、高解像度、高速で印刷することができます。
⇒�����	�「メモリー容量と印刷結果」

❖ ネットワークプリンターとして使用するときに、必要なものは何ですか�
オプションのイーサネットボードが必要です。サーバーがある場合は、サーバーを経由して印刷で
きます。サーバーがない場合は�%#�,-.�（⇒�����）または/0�����#1$���#���（⇒�����）を使用して印
刷してください。

❖ ���������と接続したいのですが�
-$���%2�から印刷する場合、オプションの��+���*%0%#用)��+�モジュールとイーサネットボード
が必要です。
��+���*%0%#用)��+�モジュールに同梱の���を使用してポストスクリプト出力してください。
⇒�������「関連商品一覧」

接続について

❖ インターフェースケーブルは何を使えばいいでしょう�
ご使用のパソコンや目的に合わせて、適合するインターフェースケーブルを使用してください。
⇒�������「関連商品一覧」

❖ ネットワークプリンターとして使った場合、�������と���������の両方から印刷でき
ますか�
オプションの��+���*%0%#用)��+�モジュールとイーサネットボードでのご使用になると印刷する
ことができます。この場合、-$���%2�からの印刷は、3��1#4-05環境からのポストスクリプト出力
が可能になります。

用紙・トレイについて

❖ 給紙トレイには、何枚まで用紙をセットできますか�
普通紙で��サイズの場合、標準の給紙トレイに��	枚セットできます。オプションの�		枚増設ト
レイユニットを２段取り付けると、最大�6��	枚までセットできます。ただし、用紙の種類、サイ
ズによって、セットできる枚数は異なります。

❖ 	種類の違うサイズの用紙を同時にセットしておきたいのですが�
給紙トレイ（標準）とオプションの�		枚増設トレイユニットに、違うサイズの用紙をセットする
ことができます。�		枚増設トレイユニットを２段取り付けると同時に、３種類の用紙をセットす
ることができます。

��
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❖ 印刷保証範囲を教えてください。
印刷保証範囲は各端より５77内側の範囲です。

補足

❒（�）内は印刷推奨領域の範囲を示します。普通紙以外の用紙種類で印刷推奨領域外に印刷する
とかすれなどが起こることがあります。

❖ 不定形サイズの用紙に印刷したいのですが�
縦���～���77、横�		～���77の用紙に印刷できます。⇒プリンタードライバーのヘルプ

❖ 縮小印刷や拡大印刷をしたいのですが�
用紙に合わせて拡大・縮小したり、１％きざみに変倍率を設定することができます。⇒プリンター
ドライバーのヘルプ

❖ 操作パネルのキーを続けて押すと、ディスプレイの表示が変わらないのですが�
キーを押してからディスプレイの表示が変わるまで若干の時間がかかります。ディスプレイの表
示が変わるのを確認してから次のキーを押してください。

❖ システム初期設定の値を元の状態に戻したいのですが�
システム初期設定の値を工場出荷時の設定に戻すには初期設定クリアを行います。ただし、初期設
定クリアを行うと、�����*初期設定や)��+�初期設定も工場出荷時の設定に戻ります。
⇒�������「設定を元に戻す」

❖ 今までに何枚印刷したか知りたいのですが�
「設定一覧」を印刷して「トータルカウンタ」の欄を確認してください。「設定一覧」の印刷方法は、
������「設定一覧を印刷する」を参照してください。

❖ 解像度の設定に「
	��×������」、「���×������」、「���×������」がありますが、どのよ
うに使い分ければいいでしょうか�
数字が大きいほどグラフィックスを細かく表現できますが、早く印刷したい場合は設定を変更し
てください。

給紙方向�

印刷保証範囲�

5mm(10mm)

5mm 5mm

5mm(10mm)
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❖ できるだけきれいに印刷するにはどうすればいいですか�
プリンタードライバーの設定を変更することで印刷品質を上げることができます。以下の方法を
試してみてください。

•［印刷品質］タブで「画質優先」を選択します。

•［印刷品質］タブで「ユーザー設定」を選択したときは次のように設定します。

A［画質調整］タブの解像度を「��		×�		8 �」にします。

B［画質調整］タブの［イメージ印刷方式］を「高品質」にします。

C［カラー印刷時設定］タブの［カラーマッチング］を「あざやかさ優先」または「階調優先」
にします。

D［画質調整］、［カラー印刷時設定］タブの上記以外の項目を変更することでも印刷品質を
調整することができます。

印刷するイメージデータの解像度を必要以上に高くしても、印刷結果にはほとんど効果がありま
せん。

❖ 速く印刷したいのですが�
プリンタードライバーの設定を変更することで印刷にかかる時間を短くすることができます。以
下の方法を試してみてください。

•［印刷品質］タブで「速度優先」を選択します。

•［印刷品質］タブで「ユーザー設定」を選択したときは次のように設定します。

A［画質調整］タブの解像度を「�		×�		8 �」または「�		×�		8 �」にします。

B［画質調整］タブの［イメージ印刷方式］で「速度優先」を選択します。

C 白黒で印刷するとカラーで印刷するときよりも速く印刷できます。
印刷する画像のデータ量を少なくしても効果があります。データ量を少なくするには以下の方法
があります。

• イメージデータの解像度を下げます。

• 使用する色数を減らします。

❖ 画面どおりの印刷結果にならないのですが�
アプリケーションや画像の作り方により、画面どおりに印刷されないことがあります。
プリンタードライバーの［その他］タブの［イメージデータに変換して印刷］をチェックすると、
印刷データをイメージデータに変換してプリンターに送るため、画面表示により近い印刷結果を
得ることができます。
ただし、より多くのデータを処理するため印刷には非常に時間がかかります。また、必ずしもすべ
てのアプリケーションで効果があるとは限りません。

� 
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初期設定

初期設定は、プリンターを使用する上での基本
的な動作に関わる設定です。通常は工場出荷時
の設定のままでご使用いただけます。変更した
初期設定は、プリンターの電源を切っても保存
されます。

初期設定の設定方法
ここでは設定の手順について、受信バッファの
設定を変更する例で説明します。

補足

❒ 初期設定を設定すると、ジョブ履歴はクリア
されます。

A【初期設定】キーを押します。

「初期設定」のメニューが表示されます。

  <s<uf?lw>      j
  IPDL-Cs<uf?lw  l

B 設定する初期設定を【▲】キー、【▼】キー
を押して表示させ、【実行】キーを押します。

  <s<uf?lw>      j
  sdlI s<uf?lw   l

設定メニューが表示されます。

  <sdlI s<uf?lw> j
   1.uMes ;Jw    l

C 設定する項目を【▲】キー、【▼】キーを
押して表示させ、【実行】キーを押します。

  <sdlI s<uf?lw> j
   2.s^Ms*Q^?EZ  l

選択した項目の設定値が表示されます。�

既存の設定値を示す項目の左側には「＊」が
表示されます。

  <s^Ms*Q^?EZ>   j
  *128KB         l

D【▲】キー、【▼】キーを押して設定値を選
択し、【実行】キーを押します。

  <s^Ms*Q^?EZ>   j
   256KB         l

選択した値が設定されます。

E 手順C、Dを繰り返して、必要な項目を設定
します。

F【オンライン】キーを押します。

次のメッセージが表示されます。

  Gf?;p^
  f?lwy^Q*rwaJYd

TPOS040J
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G【オンライン】キーを押し、オンライン状
態にします。

オンラインランプが消えて、プリンターがオ
フライン状態になります。

H【リセット】キーを押します。

電源を入れ直した状態になり、変更した項目
が有効になります。

補足

❒ 設定した内容を確認したい場合は「設定
一覧」を印刷してください。⇒�������「設
定一覧を印刷する」



初期設定


��

�

初期設定メニュー一覧

�����*�初期設定 ���ジョブタイムアウト

���ウェイトタイムアウト

システム�初期設定 ���給紙トレイ

���受信バッファ

���省エネ時間

��省エネレベル

���パラレル通信

���画質低下処理

���パラレルインターフェース

���双方向通信

���起動エミュレーション

������アドレス

����サブネットマスク

����ゲートウェイアドレス

����アクセスコントロールアドレス

����アクセスコントロールマスク

����ネットワークブート

����フレームタイプ�（,1�9-#1）

����有効プロトコル

メンテナンス ���濃度設定⇒�������「濃度を調整する」

���メンテナンスクリア⇒�������「感光体ユニットを交換する」、����	�

「定着クリーニングローラーを交換する」

���初期設定クリア⇒�������「設定を元に戻す」

���階調補正⇒�������「カラー階調を補正する」

���レジスト調整⇒�����	�「トレイごとに印刷位置を合わせる」

��システム設定保護

��ログコード保護

��ログコードクリア

��通信速度

テスト印刷 ��設定一覧⇒�������「設定一覧を印刷する」

��カラーサンプル⇒�������「カラーサンプルを印刷する」

��ジョブ履歴一覧⇒�������「ジョブ履歴の一覧を印刷する」

��ログコード一覧⇒�������「印刷ログコードで印刷枚数を管理する」�

エミュレーション切り替え⇒�������「エミュレーションを切り替える」
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初期設定の設定項目

"�#��初期設定の項目

ここでは、�����*初期設定の項目について説明
します。

　　　　は工場出荷値を示します。

❖ 
!ジョブタイムアウト
ここで設定した値を超える受信時間を要す
るジョブをキャンセルします。

• 無限（	秒）

• �～���秒

❖ 	!ウェイトタイムアウト
１つのジョブを受信中、ここで設定した時間
内にデータが送られてこない場合にキャン
セルします。

• �～���秒　（���秒）

• 無限（	秒）

システム初期設定の項目

ここでは、システム初期設定の項目について説
明します。

　　　　は工場出荷値を示します。

❖ 
!給紙トレイ
電源を入れたときに選択される給紙トレイ
を設定します。

• トレイ１

• トレイ２　（オプション）

• トレイ３　（オプション）

❖ 	!受信バッファ
受信バッファのメモリーサイズを設定しま
す。通常は変更する必要はありません。

• ��:バイト

• ��:バイト

• ��:バイト

• ���:バイト

• ���:バイト

• ���:バイト

❖ �!省エネ時間
プリンターの消費電力を節約するモードを
省エネモードといいます。ここではプリン
ターを使用しない状態で省エネモードに切
り替わるまでの時間を設定します。

• なし

• �分

• ��分

• �	分

• ��分

• �	分

❖ �!省エネレベル
プリンターが省エネモードに切り替わったと
きのレベルを設定します。「レベル１」は通常
の省エネモードで「レベル２」はレベル１より
も消費電力の節約度が少ないモードです。

• レベル１

• レベル２

�重要
❒ 省エネモード中はプリンターの起動が
遅くなり、印刷が始まるまで多少時間が
かかります。また、起動するまでの時間
は「省エネレベル」の設定によって異な
ります。

❖  !パラレル通信
パラレルインターフェースの通信速度を設
定します。データの通信速度が速すぎるとう
まく通信できないことがありますので、その
ときは「標準」に設定してください。

• 高速

• 標準

❖ �!画質低下処理
メモリーが不足したときの処理を設定します。

• しない

• する
「しない」を選択するとメモリー不足のページ
の代わりに次のメッセージが印刷されます。

「する」を選択するとメモリーを節約するた
めに解像度等を落として印刷を継続します。
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❖ �!パラレルインターフェース
パラレルインターフェースのタイミングを設
定します。通常は変更する必要はありません。

• �*:���2�81

• �*:�%/�2�81

• +4��8%"�

❖ �!双方向通信
パラレルインターフェースのモードを切り
替えます。
他社のプリントボックスなどに接続して問
題が発生したときは「一般モード」に設定し
ます。

• リコーモード

• 一般モード

❖ �!起動エミュレーション
電源を入れたときに自動的に呼び出される
エミュレーションを設定します。

• �����*

• オプション;)�+<

❖ �	!"�アドレス～��!有効プロトコル
イーサネットボードが装着されると表示さ
れます。

参照

設定内容については�����「ネットワーク
環境の設定をする」を参照してくださ
い。

設定一覧を印刷する
設定一覧を印刷して内容を確認します。

A【初期設定】キーを押します。

「初期設定」のメニューが表示されます。

  <s<uf?lw>      j
  IPDL-Cs<uf?lw  l

B【▲】キー、【▼】キーを押して「テスト�イ
ンサツ」を表示させ、【実行】キーを押し
ます。

  <s<uf?lw>      j
  ld; w*ak       l

「テスト印刷」のメニューが表示されます。

  <ld;w*ak>      j
   1.f?lw wjF*   l

C「
!セッテイイチラン」が表示されている
ことを確認し、【実行】キーを押します。

次の確認メッセージが表示されます。

  <f?lw wjF*>
   s^?peQ[#]u-

D【実行】キーを押します。

「設定一覧」が印刷されます。

E【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

TPOS040J
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設定一覧の見方

補足

❒ 以下のサンプルはオプションをつけた状態で印刷したものです。

1. システム構成

• ソフトバージョン
プリンターのバージョンです。

• RAM容量
プリンターに搭載されているメモリー
容量が記載されます。

• 拡張インターフェース
拡張ボードの接続状態を示します。

2. プリンタインフォメーション

• トレイ１
給紙トレイ（標準）の用紙サイズが表示
されます。
5 0 0 枚増設トレイユニットを取り付けた
場合は「トレイ２」「トレイ３」という表
示が追加されます。

補足

❒「トレイ１」で「FRE」と記載されてい
る場合は、不定形サイズに設定され
ています。

❒ 用紙サイズでＲと記載されている場
合は、用紙方向がKに設定されてい
ます。

❒ 不定形サイズの設定方法について
は、P.97 「操作パネルでのサイズ指
定」を参照してください。

• トータルカウンタ
プリンターの総印刷枚数です。

• プリンタエラー
消耗品の状態に関する情報が表示され
ます。

1

2

3

4

5
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3. 設定一覧

• IPDL-C初期設定
P.150 「IPDL-C初期設定の項目」での設定
項目と設定値です。

• システム初期設定
P.150 「システム初期設定の項目」での設
定項目と設定値です。

• ネットワーク
ネットワークに関する設定値です。オプ
ションのイーサネットボードがセット
されているとき記載されます。

補足

❒「IPアドレス」～「有効プロトコル」は、
P.37 「ネットワーク環境の設定をす
る」で設定する内容です。

❒「動作モード」～「ファイルサーバ名」、
「ネットワークパス名」は、P.63 「Ridoc
Manager」で設定する内容です。

4. 搭載フォント

本機に搭載されたプリンタフォントの名称
と印字サンプルです。

5. エラー履歴

本機で発生したエラーの履歴が記載されま
す。白黒の設定一覧が印刷された場合は、取
り付けたオプションのエラーが発生してい
ます。オプションの取り付けを確認してくだ
さい。

⇒ P.27 「SDRAMモジュールを取り付ける」

⇒ P.29 「R-PS2モジュールを取り付ける」

⇒ P.30 「拡張ボードを取り付ける」

⇒ P.32 「500枚増設トレイユニットを取り付
ける」

カラーサンプルを印刷する
テスト印刷では設定一覧以外にカラーサンプル
を印刷できます。

A【初期設定】キーを押します。

「初期設定」のメニューが表示されます。

  <s<uf?lw>      j
  IPDL-Cs<uf?lw  l

B【▲】キー、【▼】キーを押して「テスト イ
ンサツ」を表示させ、【実行】キーを押し
ます。

  <s<uf?lw>      j
  ld; w*ak       l

「テスト印刷」のメニューが表示されます。

  <ld;w*ak>      j
   1.f?lw wjF*   l

C【▲】キー、【▼】キーを押して「2.カラー
サンプル」を表示させ、【実行】キーを押
します。

  <ld;w*ak>      j
   2.yF-a*E\H    l

次の確認メッセージが表示されます。

  <yF-a*E\H>
   s^?peQ[#]u-    

TPOS040J
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D【実行】キーを押します。

「カラーサンプル」が印刷されます。

E【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

設定を元に戻す
設定した値をすべてクリアすることを「初期設
定クリア」といいます。

制限

❒ 次の値はクリアされません。

• レジスト調整⇒ P.130

• 濃度調整⇒ P.129

A 電源を入れます。

B【初期設定】キーを押します。

「初期設定」のメニューが表示されます。

  <s<uf?lw>      j
  IPDL-Cs<uf?lw  l

C【▲】キー、【▼】キーを押して「メンテナ
ンス」を表示させ、【実行】キーを押します。

  <s<uf?lw>      j
   O*lz*d        l

「メンテナンス」のメニューが表示されます。

  <O*lz*d>       j
   1.be;^f?lw    l

D【▲】キー、【▼】キーを押して「３．ショ
キセッテイクリア」を表示させ、【実行】
キーを押します。

  <O*lz*d>       j
   3.s<uf?lwiGq  l

「初期設定クリア」の画面が表示されます。

  <s<uf?lwiGq>   
   s^?peQ[#]u-   

E【実行】キーを押します。

次のメッセージが表示され、「メンテナンス」
のメニューに戻ります。

  s<uf?lw+iGqsYsh
  Gf?;slih^aw

F【オンライン】キーを押します。

G【オンライン】キーを押して、オフライン
状態にします。

H【リセット】キーを押します。

初期設定が元に戻り、通常の画面に戻ります。

TPOS040J
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印刷ログコードで印刷枚数を管理する

プリンタードライバーに印刷ログコードと呼ば
れる８桁の番号を設定することができます。印
刷ログコードを設定しておくとコードごとの印
刷枚数をBlack（黒色１色）、Two Color（黒色を
除く２色）、Full Color（３色以上）で印刷した
場合に分けてプリンターが記録し、コードごと
の合計枚数を確認できます。この機能を使い、た
とえば部署や個人ごとに印刷ログコードを設定
しておくと、部署や個人単位に印刷枚数を管理
することができます。

 重要
❒ プリンタードライバーをバージョンアップ
したときは、印刷ログコードを設定し直して
ください。

補足

❒ Windows 95/98ではプリンタードライバーを
インストールするときに印刷ログコードも
併せて設定します（⇒ P.45）。Windows 2000、
Windows NT4.0ではプリンタードライバー
をインストールしたあとプリンタープロパ
ティの［印刷ログコード］タブで設定します。

• Windows 2000

• Windows NT4.0

❒ 印刷ログコードごとの印刷枚数はプリン
ターから一覧にして印刷する以外に、Ridoc
Manager for Adminを使って確認することが
できます。

❒ Ridoc Manager for Adminでは記録した情報を
CSV形式のファイルとして保存することもで
きます。

❒ 印刷ログコードは100件まで登録することが
できます。101件目以降の印刷ログコードは、
印刷ログコードが指定されていないユー
ザーと同様にその他に割り当てられ、印刷ロ
グコード一覧では「User Code」の欄に「Other」
と表示されます。

❒ 印刷ログコードの設定にあたっては、あらか
じめパソコンごとに設定する印刷ログコー
ドを決めておき、プリンタードライバーをイ
ンストールする前に通知しておいてくださ
い。印刷ログコードが重複しないように、管
理することをお勧めします。

参照

印刷ログコードについての詳細は、プリ
ンタードライバーのヘルプ、またはRidoc
Manager for Adminのヘルプを参照してく
ださい。
155
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印刷ログコードごとの印刷
枚数を確認する
印刷ログコードと印刷枚数をリストにして印刷
します。

A【初期設定】キーを押します。

「初期設定」のメニューが表示されます。

  <s<uf?lw>      j
  IPDL-Cs<uf?lw  l

B【▲】キー、【▼】キーを押して「テストイ
ンサツ」を表示させ、【実行】キーを押し
ます。

  <s<uf?lw>      j
  ld; w*ak       l

「テスト印刷」のメニューが表示されます。

  <ld;w*ak>      j
   1.f?lw wjF*   l

C【▲】キー、【▼】キーを押して「4.ログコー
ドイチラン」を表示させ、【実行】キーを
押します。

  <ld;w*ak>      j
   4.Ki^p-;^wjF* l

次のメッセージが表示されます。

  <Ki^p-;^wjF*> 
   s^?peQ[#]u-   

D【実行】キーを押します。

「印刷ログコード一覧」が印刷されます。

E【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

印刷ログコード一覧の見方

1. User Code

印刷時に指定された印刷ログコードです。印
刷ログコードが指定されないときは「Other」
として分類されます。

2. Total

プリンターに記録されているコードごとの
印刷枚数を、「Black」、「Two Color」、「Full
Co lo r」ごとにまとめた合計ページ数です。
「Al l」では、記録されている印刷枚数の総
ページ数を表示します。

3. Black

黒色１色のトナーで印刷したページ数です。

4. Two Color

黒色１色を除く２色以下のトナーで印刷し
たページ数です。

5. Full Color

３色以上のトナーを使用して印刷したペー
ジ数です。

TPOS040J
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ジョブ履歴を確認する

本機は、これまでに印刷した文書（ジョブ）の印
刷時刻、枚数、印刷結果を履歴として記録してい
ます。プリンタードライバーに印刷ログコード
を設定しておくと、これらの情報といっしょに
印刷ログコードも記録されますので、自分の印
刷したジョブ履歴を簡単に見つけ、印刷結果を
確認することができます。

また、部署ごとに印刷ログコードを設定してい
る場合のように複数の人が同じ印刷ログコード
を使用しているときは、印刷ログコードとは別
にユーザー IDを指定すると便利です。ユーザー
IDを指定するとジョブ履歴がユーザー IDといっ
しょに記録されるため、同じ印刷ログコードで
印刷した履歴の中からでも簡単に自分のジョブ
を見つけることができます。

補足

❒ ユーザーIDは印刷時にプリンタードライバー
を使って設定します。印刷ごとに番号を変え
ることもできます。

❒ ジョブ履歴はプリンターから一覧にして印
刷する以外に、Ridoc Managerを使って確認
することができます。

❒ ユーザー IDが指定されていないジョブ履歴
では、Ridoc Managerの「ユーザー ID」、印刷
したジョブ履歴一覧の「User ID」の欄が「？」
と表示されます。

❒ 主電源を切ったり、プリンターをリセットす
ると、記録されたジョブ履歴は消去されます。 

制限

❒ プリンターに記録できるジョブ履歴は 64件
です。記録されたジョブ履歴が64件を超えた
場合は、古い履歴から順に消去されます。
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ジョブ履歴の一覧を印刷する
記録されているジョブ履歴の一覧を印刷します。

A【初期設定】キーを押します。

「初期設定」のメニューが表示されます。

  <s<uf?lw>      j
  IPDL-Cs<uf?lw  l

B【▲】キー、【▼】キーを押して「テストイ
ンサツ」を表示させ、【実行】キーを押し
ます。

  <s<uf?lw>      j
  ld; w*ak       l

「テスト印刷」のメニューが表示されます。

  <ld;w*ak>      j
   1.f?lw wjF*   l

C【▲】キー、【▼】キーを押して「3.ジョブ
リレキイチラン」を表示させ、【実行】キー
を押します。

  <ld;w*ak>      j
   3.s^<E^GJuwjF*l

次の確認メッセージが表示されます。

  <s^<E^GJuwjF*> 
   s^?peQ[#]u-   

D【実行】キーを押します。

ジョブ履歴一覧が印刷されます。

E【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

ジョブ履歴一覧の見方

1. User ID

印刷時に指定されたユーザー IDです。ユー
ザーIDが指定されないときは「？」になりま
す。プリンターでの操作でテスト印刷した
ジョブは空欄になります。

2. Printer Language

使用したページ記述言語（IPDL-CまたはRPS）
です。

3. Request Time

印刷した時刻です。プリンターでの操作でテ
スト印刷したジョブは空欄になります。

4. Black

黒色１色のトナーで印刷したページ数です。

5. Two Color

黒色１色を除く２色以下のトナーで印刷し
たページ数です。

6. Full Color

３色以上のトナーを使用して印刷したペー
ジ数です。

7. Status

印刷結果です。

TPOS040J
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エミュレーションを切り替える

IPSiO Color 4100では、オプションの拡張エミュ
レーションを取り付けたとき、プリンターをリ
セットせずにエミュレーションを切り替えるこ
とができます。

A【初期設定】キーを押します。

「初期設定」のメニューが表示されます。

B【▲】キー、【▼】キーを押して「エミュレー
ションキリカエ」を表示させ、【実行】キー
を押します。

  <s<uf?lw>      j
  rUMJ-s<*uGyr   l   

C【▲】キー、【▼】キーを押してエミュレー
ションを選択し、【実行】キーを押します。

  <rUMJ-s<*uGyr> j
   IPDL-C        l   

「初期設定」のメニューに戻ります。

D【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

画面に選択したエミュレーション名が表示
されていることを確認します。

TPOS040J
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メモリー容量と印刷結果

印刷できる用紙サイズとメモリーの容量の関係は以下のとおりです。

• ▲：データ量によって印刷されないことがあります。

• ○：データ量に関係なく印刷できます。

用紙サイズ

解像度／メモリ容量

A3,B4,

11×17,

Legal(8 1/2×14)

A4,B5,

Letter(8 1/2×11)

はがき 不定形最大

（縦432mm×横
297mm）

300×300dpi 32Mバイト ○ ○ ○ ○

64Mバイト ○ ○ ○ ○

96Mバイト ○ ○ ○ ○

128Mバイト ○ ○ ○ ○

160Mバイト ○ ○ ○ ○

600×600dpi 32Mバイト ▲ ○ ○ ▲

64Mバイト ○ ○ ○ ○

96Mバイト ○ ○ ○ ○

128Mバイト ○ ○ ○ ○

160Mバイト ○ ○ ○ ○

1200×600dpi 32Mバイト ▲ ▲ ○ ▲

64Mバイト ▲ ○ ○ ▲

96Mバイト ○ ○ ○ ○

128Mバイト ○ ○ ○ ○

160Mバイト ○ ○ ○ ○
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メモリー不足の場合
印刷しようとするデータによってはメモリー容量が不足して、次のようなメッセージが出力されるこ
とがあります。

対処方法は以下のとおりです。改善されない場合は、複数の方法を組み合わせてお試しください。

A メモリーを増設する
オプションのSDRAMモジュールを取り付けます。SDRAMモジュールの増設方法についてはP.27
「SDRAMモジュールを取り付ける」を、種類についてはP.168 「関連商品一覧」を参照してください。

B 解像度を落とす
IPDL-C（標準）の場合、プリンタードライバーの［印刷品質－ユーザー設定－設定/変更］ダイア
ログの［画質調整］タブで［解像度］を「300×300dpi」に変更します。⇒プリンタードライバーの
ヘルプ
R-PS2（オプション）の場合、プリンタードライバーの［グラフィックス］タブの［解像度］を「300dpi」
に変更します。⇒「R-PS2 使用説明書」

C 画質低下処理の設定
システム初期設定の［画質低下処理］を「する」に変更します。⇒ P.150 「初期設定の設定項目」
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保守・運用について

お客様登録・保守契約

お客様登録はがき・（仮）保証書

ユーザー登録はがきに必要事項をご記入の上、
必ず投函してください。

ご登録いただきました情報をもとに保証期間中
（ご購入日より６カ月）の保守サービスの受付を
させていただきます。ご登録がない場合には、手
続きに時間がかかる場合があります。お手数で
すが、必ず登録はがきをご返送くださるようお
願いいたします。

保守契約

保守契約とは、お客様本位に考えられた無償保
証期間後のサービスシステムです。一定のご予
算でプリンターを良好な状態に保ちます。保守
契約されると次のようなメリットがあります。

• 定期点検を行い、品質の維持を図ります。

• 計画的に経費の運用ができます。

• 万一故障したときは、迅速で的確なサービス
が受けられます。

• カルテ管理により、適切なサービスがうけら
れます。

保守契約を希望される場合は、購入された販売
店にご連絡ください。

清掃
プリンターを良好な状態に保ち、きれいに印刷
するために、定期的に清掃してください。

I

H

 重要
❒ ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品を使
用したり、殺虫剤をかけたりしないでくださ
い。変形、変色、ひび割れの原因となります。

❒ プリンターの内部にホコリや汚れがあると
きは、乾いた清潔な布で拭いてください。

❖ 外部の清掃
まず、やわらかい布で乾拭きします。乾拭き
で汚れがとれないときは、やわらかい布を水
で濡らし、固く絞ってから拭いてください。
水でもとれない汚れは、中性洗剤を使って拭
き、水拭きして、そのあと乾拭きし、水気を
十分にとります。

• 本書で指定している部分以
外のカバーやねじは外さな
いでください。機械内部には
電圧の高い部分やレーザー
光源があり、感電や失明の原
因になります。機械内部の点
検・調整・修理はサービス実
施店に依頼してください。

• この機械を改造しないでく
ださい。火災や感電の原因に
なります。また、レーザー光
洩れにより失明の恐れがあ
ります。

• 機械内部には高温の部分が
あります。本書で指定して
いる場所以外には触れない
でください。やけどの原因
になります。
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移動

H

H

H

 重要
❒ 増設トレイを付けているときは、プリンター
本体と増設トレイは固定されていないので、
別々に移動してください。また、プリンター
本体を持ち上げるとき、増設トレイから確実
に離れていることを確認してから移動して
ください。

❒ 本機を移動するときは水平に持ち上げてく
ださい。傾けて動かすと床面を傷つけること
があります。

❒ ２段重ねた増設トレイユニットは約 32kgあ
ります。２段重ねた増設トレイユニットを持
ち上げるときは、２人以上で下段に取り付け
た増設トレイユニットの４角を持ち、ゆっく
りと体に負担がかからない状態で持ち上げ
てください。無理をして持ち上げたり乱暴に
扱って落としたりすると、けがの原因になり
ます。

本機は日本国内向けに製造されており、電源仕
様の異なる諸外国では使用できません。日本国
外に移動するときは、保守サービスの責任は負
いかねます。

また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は
各国で異なります。これらの規則に違反して本
製品及び消耗品等を諸外国に持ち込むと罰せら
れることがあります。

保守サービスのために必要な補修用性能部品の
最低保有期間は、本製品の製造中止後、７年間で
す。したがって、本期間以後は、修理をお引き受
けできない場合があります。

近くに移動するとき

A 電源スイッチを切り、ケーブル類を取り
外します。

• 本機は約54kgあります。

• 本機を持ち上げるときは、
２人以上で両側面の中央部
分にある取っ手を持ち、
ゆっくりと体に負担がかか
らない状態で持ち上げてく
ださい。無理をして持ち上
げたり、乱暴に扱って落と
したりすると、けがの原因
になります。

• 長距離を移動するときは、
サービス実施店に相談して
ください。

• 消耗品が取り付けられた状
態で移動する際は、オイルが
こぼれないように水平に
保ってください。オイルがこ
ぼれたら、十分拭き取ってア
ルカリ性洗剤で完全に除去
してください。すべってけが
をする原因になります。

• プリンターは25度を超えて
傾けないでください。25度
以下の傾きでも 1分以内に
水平に戻してください。

• 動作していたプリンターは、
電源を切ってから約4時間は
移動させないでください。本
体内部に高熱の部分があり
やけどの原因になります。

増設トレイ� 増設トレイ�

1

2

本体�
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B 前カバー、後カバー、上カバーが閉まって
いることを確認します。

C プリンターを移動します。

プリンターを輸送するとき

プリンター購入時の梱包箱に入れて輸送してく
ださい。

 重要
❒ プリンターを輸送するときは、サービス実施
店に相談してください。また、本体内部のオ
イルを抜き取るためのスポイト（本体同梱）
をあらかじめご用意ください。

❒ ケーブル類は、すべて取り外してください。

❒ 精密機器ですので、輸送時に破損しないよう
ご注意ください。

廃棄
本機を廃棄したいときは、販売店またはサービ
ス実施店に相談してください。
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消耗品一覧

消耗品の注文は、プリンターをご購入の販売店までお願いします。

 重要
❒ オゾンフィルター、トナー、感光体ユニットの消耗品は、リコー推奨の製品により安全性を評価し
ています。安全にご使用していただくため、リコー推奨の消耗品をご使用ください。

❒ 下記以外のものを使用すると、故障の原因になることがあります。

❖ 用紙

種類 商品名 サイズ 販売単位

普通紙 リコピー PPC用紙タイプ6200 A3 1ケース（250枚×5パック）

A4 1ケース（250枚×10パック）

B4 1ケース（250枚×10パック）

B5 1ケース（250枚×10パック）

リーガル 1ケース（250枚×10パック）

レター 1ケース（250枚×10パック）

リコピー PPC用紙タイプ6000 *1 A3 1ケース（250枚×5パック）

A4 1ケース（500枚×5パック）

B4 1ケース（500枚×5パック）

B5 1ケース（500枚×5パック）

再生紙 リサイクルペーパー紙源PPC用タイプS A3 1ケース（500枚×3パック）

A4 1ケース（500枚×5パック）

B4 1ケース（500枚×5パック）

B5 1ケース（500枚×10パック）

レター 1ケース（250枚×10パック）

リサイクルペーパー紙源PPC用タイプA A3 1ケース（500枚×3パック）

A4 1ケース（500枚×5パック）

B4 1ケース（500枚×5パック）

B5 1ケース（500枚×5パック）

レター 1ケース（250枚×10パック）

マイリサイクル100 A3 1ケース（500枚×3パック）

A4 1ケース（500枚×5パック）

B4 1ケース（500枚×5パック）

B5 1ケース（500枚×5パック）

レター 1ケース（500枚×5パック）
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*1 タイプ6000<58W>、タイプ6000<70W>は使用できません。

❖ トナーカートリッジ

*1 A4L5%チャートを連続印刷した場合の目安です。実際の印刷ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印
刷内容、環境条件によって異なります。使用期間によっても劣化するため、上記ページ数より早く交換が必要
になる場合があります。

本体に同梱されているトナーカートリッジはプリンター導入用のもので上記トナー量の約1/3ですので大量の
印刷はできません。早めにトナーカートリッジをお求めくださることをお勧めします。

❖ 廃トナーボトル

*1 フルカラーでA4L5%チャートを連続印刷した場合の目安です。実際の印刷ページ数は、印刷する用紙の種類・
サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。

*2 カラーとモノクロを同じ比率でA4L5%チャートを連続印刷した場合の目安です。実際の印刷ページ数は、印
刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。

*3 モノクロのみでA4L5%チャートを連続印刷した場合の目安です。実際の印刷ページ数は、印刷する用紙の種
類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。

厚紙 リコーフルカラー PPC用紙タイプ
6000<90W>

A3 1ケース（200枚×5パック）

A4 1ケース（200枚×10パック）

B4 1ケース（200枚×5パック）

B5 1ケース（200枚×10パック）

ハクリ紙 リコピー PPC用紙 タイプSA A4 1パック（100枚入り）

B4 1パック（100枚入り）

OHPフィルム リコー OHPフィルム タイプ４ A4 1パック（50枚入り）

商品名 販売単位 印刷可能ページ数 商品コード

トナーカートリッジ シアン タイプ4100 １個 約8,500ページ *1 307760

トナーカートリッジ マゼンタ タイプ4100 １個 約8,500ページ *1 307761

トナーカートリッジ イエロー タイプ4100 １個 約8,500ページ *1 307762

トナーカートリッジ ブラック タイプ4100 １個 約14,000ページ *1 307763

商品名 販売単位 印刷可能ページ数 商品コード

廃トナーボトル タイプ4100 １個 約4,500ページ  

約7,200ページ *2 

約18,000ページ *3 

307759

種類 商品名 サイズ 販売単位
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❖ 感光体ユニット

*1 フルカラーでA4L5%チャートを連続印刷した場合の目安です。実際の印刷ページ数は、印刷する用紙の種類・
サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。

*2 カラーとモノクロを同じ比率でA4L5%チャートを連続印刷した場合の目安です。実際の印刷ページ数は、印
刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。使用期間によっても劣化するため、上
記ページ数より早く交換が必要になる場合があります。

*3 モノクロのみでA4L5%チャートを連続印刷した場合の目安です。実際の印刷ページ数は、印刷する用紙の種
類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。

❖ 定着クリーニングローラー

*1 A4L5%チャートを連続印刷した場合の目安です。実際の印刷ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印
刷内容、環境条件によって異なります。

❖ メンテナンスキット

*1 メンテナンスキットは、オイルボトルとオゾンフィルターのセットです。
*2 A4L5%チャートを連続印刷した場合の目安です。実際の印刷ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印
刷内容、環境条件によって異なります。使用期間によっても劣化するため、上記ページ数より早く交換が必要
になる場合があります。

商品名 販売単位 印刷可能ページ数 商品コード

感光体ユニット タイプ4100 １個 約30,000ページ =��

約��6			ページ�=��

約��	6			ページ�=��

������

商品名 販売単位 印刷可能ページ数 商品コード

定着クリーニングローラー�タイプ��		 １個 約�	6			ページ�=�� �	����

商品名 販売単位 印刷可能ページ数 商品コード

メンテナンスキット�タイプ�			�=�� １個 約��6			ページ�=�� �	����
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関連商品一覧

種類 商品名 商品コード

給紙ユニット �		枚増設トレイユニット�タイプ��		 �	����

給紙トレイ ��	枚給紙トレイ�タイプ��		 �	����

拡張エミュレーション )��+�モジュール�タイプ�			 �	����

拡張)�モジュール +�)�モジュール���� �	����

+�)�モジュール���� �	����

インターフェースケーブル ��インターフェースケーブル�タイプ�� �	����

��インターフェースケーブル�タイプ�� �	����

��インターフェースケーブル�タイプ�+ �	���	

>+�変換プリンターケーブル �	����

イーサネットボード �		イーサネットボード�スロット１ �	����

専用テーブル 専用テーブル�タイプ��		 �	����



仕様


��

�

仕様

項目 仕様

現像方式 レーザビーム走査?乾式１成分電子写真方式

印刷スピード モノクロ：��枚�分以下（��L印刷時）

カラー：６枚�分以下（��L印刷時）

解像度 ��		×�		8 ���		×�		8 ���		×�		8 �：�����*モード、)��+�モード

給紙量 ��	枚

最大給紙量 �6��	枚�（「�		枚増設トレイユニット」２段装着時）

紙厚 �	～��	@�7�（��～���5@）

排紙量 ��	枚

排紙方法 裏面排紙

電源 �		A������	��	�B

消費電力 最大：�6��	9以下�（エネルギースター対応）

動作時：平均�		9以下

待機時：平均�		9以下：常温（��℃）

省エネ時：�	9以下

ウォーミングアップ時間 ��	秒以下：常温（��℃）、定格電圧にて

使用温度 �	～����℃

使用湿度 �	～�	C)�（結露なきこと）

形式 デスクトップタイプ

外形寸法（幅×奥×高） 本体：���×���×��	77

増設トレイ装着時：���×���×��	（�		）77

　※（�）内は２段装着時

専用テーブル装着時：���×���×��	77�

質量 ��5@以下（消耗品を含む）

騒音 待機時：��8�以下

動作時：��8�以下

*�> )���	�����B

メモリー 標準：��バイト、最大：��	バイト

インターフェース パラレルインターフェース�（セントロニクス 準拠�双方向）

ページ記述言語 �����*モード���)��+�モード（オプション）

搭載フォント 和文：明朝�、明朝�プロポーショナル、ゴシック�、
ゴシック�プロポーショナル

欧文：�)�)�*��（,%#7-06�%086��-0�$6�%08���-0�$）、
4,�)�*��（,%#7-06�%086��-0�$6�%08���-0�$）、*3�)�*��、+�)�*��、
9��)�*��



用語解説
��$% カラー印刷するときのインク（またはトナー）の色です。*はシア

ン（薄青）を、はマゼンタ（紅赤）を、Dはイエロー（黄）を、
:はブラック（黒）を示します。

��� １インチ（����77）あたりに印刷できるドット数を表し、解像度の
単位として使われます。数字が大きいほど精細な印刷ができます。

&��'(�'�) ��,（�%$-0��#1-�,1�"%#5）で使用されるネットワークプロトコル
の規格の１つです。��,とは、１つの会社など比較的狭い範囲で、
コンピューター、プリンターなどを接続し、共有するネットワー
クをいいます。3��1#�1�によるネットワークが構築してあれば、オ
プションのネットワークボードを使用して、本機をネットワーク
プリンターとして使用できます。

����*�(���) �8%E1�+�2�172���$%# %#-�18が開発したページ記述言語。最も標準的
なページ記述言語の１つです。

���*	（�"����*��"�+	） �%2�+$#� �F�レベル�に準拠してリコーが独自に開発したインター
プリターです。本機にはオプションとして用意されています。

�,- 光の３原色でカラーモニターを表示するときに使われる色です。
)はレッド（赤）を、�はブルー（青）を、(はグリーン（緑）を
示します。

+(.'+/�'フォント 9��8 %" 2に標準で搭載されているアウトラインフォントです。
4#/14� 1フォントを使用すると、画面で見たままのフォントをイ
メージデータとして印刷ができます。また、高速で印刷したい場
合は、4#/14� 1フォントの置き換えの機能を使用して画面上では
4#/14� 1フォント、印刷はプリンターフォントを使用することも
できます。

印刷先のポート 印刷データのパソコンからの出力先です。たとえば、プリンター
とパソコンをパラレルインターフェースケーブルで接続した場
合、パソコンは印刷データをプリンタポート（��4�）に出力しま
す。ネットワークプリンターに印刷する場合は、ネットワークの
形態により印刷先のポートが変わります。

彩度 色の鮮やかさのことです。彩度を上げると色は純色に近づき、鮮
やかになります。下げるとグレーに近づき、色の深みが増します。

ディザ 印刷するときにドットの配列などを変えてより多くの階調を表
現する機能のことです。

トナーセーブ トナーを節約しながら印刷するモードのことです。

カラーマッチング )(�と*D:では発色の方式が違うので、画面に表示される画像
と印刷される画像では必ずしも見た目が同じになりません。その
色合いを調整する機能をカラーマッチングといいます。

グラフィックスコマンド 直線、円、楕円などの図形を印刷するためのコマンド。

コントラスト 画像全体の明るさを調節することで明るさの対比を調整します。
コントラストを上げると明るさの範囲が縮まり、明るさの対比が
はっきりとします。コントラストを下げると明るさの範囲が広が
り、なだらかになります。

�




プラグアンドプレイ 9��8%"2F������、9��8%"2F��			で、パソコンに新しい周辺機器
や拡張カードなどを接続したとき、自動的に必要な情報が設定さ
れ、すぐに使用できるようになる機能です。周辺機器がプラグア
ンドプレイに対応している必要があります。

プリンタのプロパティ 9��8%"2F������で印刷するときに、個々のプリンターの機能に応
じて、印刷の条件を設定する画面です。

プロポーショナルフォント 幅の広い文字と狭い文字を同じ文字幅で印刷すると文字間隔が
空きすぎてバランスが悪くなることがあります。プロポーショナ
ルフォントとは、文字がバランスよく並ぶように、それぞれの文
字の幅が調整されたフォントのことです。9��8%"2F������に標準
で搭載されている+�明朝と+�ゴシックはプロポーショナル
フォントです。

ページ記述言語 ページ記述言語とは、パソコンから送信したデータをページプリ
ンターで印刷するためのコマンド体系のことです。通常パソコン
で作成したデータをプリンターで印刷する場合、パソコンのデー
タをプリンターが理解できるコマンドに置き換えて送信します。
この、プリンターが理解できるコマンド体系をプリンターコマン
ドといい、その中でもページプリンターで使用されるコマンド体
系をページ記述言語と呼びます。

受信バッファ パソコンから送信されてきたデータを一時的に記憶させるメモ
リー。

補色 色の３原色（)(�）と色彩の３原色（*D）のうち

• 赤－シアン

• 緑－マゼンタ

• 青－イエロー

は補色の関係にあります。赤はマゼンタとイエローを混ぜて作ら
れるため、赤を強くして印刷するにはマゼンタとイエローの割合
を増やして印刷します。その結果、*D中のシアンの割合が減る
ことになります。このように、補色になる色は一方を増加させる
と、もう一方が減少する関係にあります。

明度 画像全体の明るさのことです。明度を上げると明るくなり、下げ
ると暗くなります。

�	
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東京都港区南青山1-15-5 リコービル 〒107-8544 
（03）3479-3111（代表）

� お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文やアフターサービス、製
品の操作方法に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店、もしくは最寄りのサービ
ス実施店にご連絡ください。
転居の際は、販売店またはサービス実施店にご相談ください。転居先の最寄りの販売店、
サービス実施店をご紹介いたします。

プリンター機能の操作方法に関するお問い合わせは、
 「リコープリンターコールセンター、IPSiOダイヤル」にご連絡ください。

�受付時間：9～12時、13～17時（土、日、祝祭日、リコーの休業日を除く）

True Type フォントの仕様およびインストール等に関するお問い合わせは、「TTWイン
フォメーションセンター」にご連絡ください。
045–477–1639
・受付時間：9～12時、13～17時（土、日、祝祭日、リコーの休業日を除く）

� 最新プリンタードライバー情報

最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホームページ、またはNIFTY
SERVEのリコーファンフォーラムから入手することができます。
�インターネット/リコーホームページ： http://www.ricoh.co.jp/
� NIFTY SERVE/リコーファンフォーラム： >GO FRICOH @

リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しており
ます。本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用して
いる場合があります。

この説明書の本文はエコマーク商
品に認定された再生紙を使用して
います。

ち
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IPSiO Color 4100 使用説明書＜取り扱い編＞補足情報

このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

使用説明書＜取り扱い編＞の内容に誤りがございましたので、おわび申し上げますとともに以下のよ
うに訂正させていただきます。該当部分を読み替えてご使用いただけますようお願いします。

P.93「用紙の種類とサイズ/
給紙トレイ（標準）の場合」
下線部分を以下のように読み替えてください。

• 誤： 不定形サイズ（縦176～210mm、横297～
432mm）

• 正： 176×210mm ～ 297×432mm

P.163「移動/注意」
次の「注意」に、以下のようにイラストを追加し
て読み替えてください。

H

P.163「近くに移動するとき」
手順A（下線部）の次に、以下の手順B Cを追加
してください。また、「近くに移動するとき」の
次に、「プリンターを輸送するとき」の項目を追
加してください。

A 電源スイッチを切り、ケーブル類を取り
外します。

B 前カバー、後カバー、上カバーが閉まって
いることを確認します。

C プリンターを移動します。

プリンターを輸送するとき

プリンター購入時の梱包箱に入れて輸送してく
ださい。

 重要
❒ プリンターを輸送するときは、サービス実施
店に相談してください。また、本体内部のオ
イルを抜き取るためのスポイト（本体同梱）
を、あらかじめご用意ください。

❒ ケーブル類は、すべて取り外してください。

❒ 精密機器ですので、輸送時に破損しないよう
ご注意ください。

• 消耗品が取り付けられた
状態で移動する際は、オイ
ルがこぼれないように水
平に保ってください。オイ
ルがこぼれたら、十分拭き
取ってアルカリ性洗剤で
完全に除去してください。
すべってけがをする原因
になります。

• プリンターは 25度を超え
て傾けないでください。25
度以下の傾きでも1分以内
に水平に戻してください。
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IPSiO Color 4100 使用説明書＜取り扱い編＞補足情報
P.165「消耗品/用紙」
表中、「普通紙」の部分を以下の表と読み替えてください。

*1 タイプ6000<58W>、タイプ6000<70W>は使用できません。

P.167「消耗品一覧/感光体ユニット」
下線部分を以下のように読み替えてください。

• 誤： 商品コード 337765

• 正：307765 

お問い合わせ先
お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文や修理、製品の操作方法に関するお問
い合わせはお買い上げの販売店または最寄りのサービス実施店にご相談ください。修理については、
修理範囲（サービスの内容）、修理費用の目安、修理期間、手続きなどをご要望に応じて説明いたし
ます。

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご相談ください。転居先の最寄りの販売店、サービス実
施店をご紹介いたします。

プリンター機能の操作方法に関するお問い合わせは、

「リコープリンターコールセンター、IPSiO
イプシオ

ダイヤル」にご連絡ください。

• 受付時間：9～12時、13～17時（土、日、祝祭日、リコーの休業日を除く）

この説明書はエコマーク商品に認定された再生
紙を使用しています。

無断転載禁止 © 2002 RICOH CO., LTD

G061-8860A  2002年7月  Printed in Japan

種類 商品名 サイズ 販売単位
普通紙 リコピー PPC用紙 タイプ6200 A3 1ケース（250枚×5パック）

A4 1ケース（250枚×10パック）
B4 1ケース（250枚×10パック）
B5 1ケース（250枚×10パック）

リーガル 1ケース（250枚×10パック）
レター 1ケース（250枚×10パック）

リコーフルカラーPPC用紙 タイプ6000 
*1 

A3 1ケース（250枚×5パック）
A4 1ケース（500枚×5パック）
B4 1ケース（500枚×5パック）
B5 1ケース（500枚×5パック）

紀州製紙 ファインFC A3 1ケース（500枚×3パック）
A4 1ケース（500枚×5パック）
B4 1ケース（500枚×5パック）
B5 1ケース（500枚×5パック）
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