
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。

株式会社リコー

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。
� 複製、印刷が禁止されているもの

. 本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意
ください。

. �"�複製、印刷することが禁止されているもの

.（見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。）
/ 紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など
/ 日本や外国の郵便切手、印紙

☛（関係法律）
. 紙幣類似証券取締法
. 通貨及証券模造取締法
. 郵便切手類模造等取締法
. 印紙等模造取締法
.（刑法�第１４８条）

. �"�不正に複製、印刷することが禁止されているもの
/ 外国の紙幣、貨幣、銀行券
/ 株券、手形、小切手などの有価証券
/ 国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画
/ 個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画

☛（関係法律）
. 刑法�第１４９条�第１５５条�第１５９条�第１６２条
. 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律

. 	"�著作権法で保護されているもの
/ 著作権法により保護されている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など）を複製、
印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合を
除き、禁止されています。



� 商標

. 0��1、0*��は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。

. 0�������は、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

. 0�����-23、4-#���$5�、��������は、米国6��2��*$7�����8��#"の各国での登録商標です。

. +��'9、+��'9��、+��)�9、+��:;���、+�����6は、米国+�!2�����-#3-�,社の商標です。

. �	��は、����2�*$��$�-��$�の商標です。

. �<4，:��=は、米国������-��$�-2�<�5���55�4-#����5�*$��$�-��$�の登録商標です。

. 9$��5����	は、9$��5�:�>�2$�7����*$��$�-��$�の登録商標です。

. 4�#�$5$��、���,$!5、���,$!51�、4�:�は、米国4�#�$5$���*$��$�-��$�の米国およびその他の国における登
録商標です。

. 10*は、日本電気株式会社の登録商標です。

. 1���-��は、米国1$>�228��#"の登録商標です。

. �*
��1?シリーズ、�*�
���シリーズ、�*�
���シリーズは、日本電気株式会社の製品です。

. �*��)���+シリーズは、日本電気株式会社の商標です。

. �$5�#����は、6,$@���5��75���#$��$�-��,（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。

. A1�?は、?�����カンパニーリミテッドがライセンスしているソフトウエアです。

. 一太郎は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

. その他の製品名、名称は、各社の商標または登録商標です。

/ ���,$!5B�
�の製品名は、4�#�$5$��B����,$!5B�
�です。
/ ���,$!5B�
�の製品名は、4�#�$5$��B����,$!5B�
�です。
/ ���,$!5B�4�の製品名は、4�#�$5$��B����,$!5B�4�22�����7�0,���$��（���,$!5�4�）です。
/ ���,$!5B�����の製品名は以下のとおりです。

4�#�$5$��B����,$!5B��������>��

4�#�$5$��B����,$!5B��������$��55�$�-2

/ ���,$!5�1�B��"�の製品名は以下のとおりです。
4�#�$5$��B����,$!5�1�B���>����"�

4�#�$5$��B����,$!5�1�B��$�35�-��$���"�
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

�"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。
�"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。

	"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��C������)�*�+�*�"8�9�:"



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）
�



�

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、
接地工事を電気工事業者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）または、トナーの入った容器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。

• 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を廃棄する場合は、
トナー粉が飛び散らないように袋に入れて、一般のプラスチック廃棄物と同様に
処理してください。



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。

• プリンター本体は約����あります。

• 機械を移動するときは、前面と背面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。

• 給紙テーブルは約�	��あります。

• 給紙テーブルを移動するときは、両側面の下部を持ち、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。

• 
���枚増設トレイユニットは約
	��あります。

• 
���枚増設トレイユニットを移動するときは、両側面の下部を持ち、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。

• 長距離移動するときは、サービス実施店に相談してください。

• ����枚フィニッシャーは約���あります。

• ����枚フィニッシャーを移動するときは、両側面の中央部分を持ち、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。

• �ビンプリントポストは約����あります。

• �ビンプリントポストを移動するときは、両側面の中央部分を持ち、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。

• 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。

• 定着ユニットは高温になります。定着ユニットの交換はプリンター本体の電源を
切ってから��分以上待ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。やけ
どの原因になります。

• 電源プラグは年に
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の掃
除をしてください。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。



使用上のお願い
• トナー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、
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
気口や給気口をふさがないようにしてください。

• 各部の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。

• 印刷中に各部のカバーや両面ユニットを開けたり、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。

• 本機の設置場所の温度や湿度の状態によっては、印刷時に用紙から水蒸気が発生し、操作パネル奧
の排気口で白い湯気になって見える事があります。

• 印刷時には、操作パネル奧の排気口付近が暖かくなりますが、異常ではありません。

• 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。

• 本機は、平均月間印刷ページ数が������ページ（�K）、
日の通電時間の合計が�時間程度の条件
で、使用年数を�年と想定して設計・製造されています。最大月間印刷ページ数が�������ページを
超えていたり、
日に合計�時間以上電源が入っていたり、総印刷ページ数が���������ページを超え
たりすると、想定された年数より使用年数が短くなる場合があります。

• ハードディスクへのアクセス中はデータインランプが点滅します。このときにプリンターの電源
を切るとハードディスクが破損するおそれがあります。ハードディスクへのアクセス中に電源を
切らないでください。

• スプール印刷中は、ハードディスクへのアクセスが行われ，データインランプが点滅します。ス
プール印刷中にプリンターやパソコンの電源を切ると、ハードディスクが破損するおそれがあり
ます。また、スプール印刷中にプリンターやパソコンの電源を切るとスプールジョブがプリンター
内に残り、繰り返し印刷されます。スプール印刷中はプリンターやパソコンの電源を切らないでく
ださい。
�



�

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、システム条件で変更します。システム条件の変更のしかたは、
��
���「システム設定を変更する」を参照してください。

• 機能の仕様

• 再生紙
印刷用紙は再生紙の使用をお勧めします。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、同プログラムに掲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 	�以下

省エネモードへの移行時間 
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（����）の基準に基づくクラス�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



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。使用説明書はすぐに利用できる
ように使用説明書ポケットの中に入れて保存
し、ご活用ください。

❖ セットアップガイド

同梱品の確認から、ネットワークやパソコンへ
の接続、プリンタードライバーをインストール
して印刷できるようにするまでの手順を説明し
ています。ネットワーク環境でお使いのときは、
セットアップが終わったあと、使用説明書＜プ
リンターネットワーク編＞もあわせてお読みく
ださい。

❖ 使用説明書＜取り扱い編＞

印刷がはじまらないときや思いどおりに印刷で
きないときの解決方法、紙づまりの処置や、印刷
に関する情報など、本機を使用する上で重要な
情報がまとめてあります。

❖ 使用説明書＜プリンターネットワーク編＞

本機をネットワークプリンターとして使用する
ための情報や設定方法を説明しています。使用
しているネットワーク環境に対応する部分をお
読みください。

❖ ヘルプファイル

付属の������に��� !"#のヘルプファイル形
式で収録されています。

ヘルプファイルにはプリンタードライバーの詳
しい説明や、本機の機能を十分に活用するため
の情報がまとめてあります。

一歩進んだ印刷方法を試したいとき、どの項目
を設定すればいいのか迷ったときに参照してく
ださい。

また、������の�#$%&'フォルダにある
�� ()�%*$をダブルクリックすると、設定方法の
ヘルプをご覧いただけます。

������の構成については、セットアップガイ
ドの「������収録ソフトウェアについて」を参
照してください。
�



�

使用説明書の読み方

同梱の使用説明記載の記載内容は以下のとおりです。�
目的に合わせて各分冊の説明をお読みください。�
�
○：必ずお読みください。�
△：必要に応じてお読みください。�

セットアップガイド�

プリンタードライバーのヘルプファイル�

取り扱い編�

Windows 95/98/Me,2000,NT4.0編�

本体各部の説明、操作パネルやキーの名称とそのはたらき�
1.  はじめに�

エラーメッセージが表示されたときや思いどおりに印刷できないときの解決方法、�
紙づまりが起きたときの対処方法、トナーカートリッジの交換方法�

4.  こんなときには�

保守･運用方法、消耗品一覧、仕様、用語解説など�
7.  付録�

△�

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、�
各オプションの取り付け方法�

1.  設置と接続�
○�

△�

○�

ネットワーク環境の設定をする�

ソフトウェアをインストールする�

CD-ROM収録ソフトウェアについて�

印刷のために必要なパネルでの操作とソフトウェアのインストール手順� �
2.  印刷するための準備をする�

△�

○�

△�

△�

使用できる用紙の種類と注意事項、用紙のセット方法�
2.  用紙について� ○�

プリンタードライバーの設定画面を表示する方法、印刷を中止する方法�
3.  プリンタードライバーの表示と印刷の中止�

△�

操作パネルを使用した各種の設定方法やシステム設定一覧の印刷方法�
6.  操作パネルを使用する�

�

プリンタードライバーの各種の設定方法を目的別に説明�

DOS編�
△�プリンタードライバーの各種の設定方法を目的別に説明�

△�

操作パネルを使用した試し印刷や機密印刷の方法�
5.  試し印刷/機密印刷する� △�



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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�"はじめに
�	
�����1?
��の特長

大容量給排紙＆多彩な後処理機能�/��の超高速ネットワーク
プリンタ

クラス最速印刷

連続�枚+分（�K）とファーストプリント�秒以下�,
�というクラス最速プリントを実現。�-�*�����./

の��0�を使用した高速コントローラーと合わせ、大量部数の高速印刷はもちろん、各クライアントか
ら集中する多数の印刷指示もすばやく印刷します。
/� 6�Kを第�給紙トレイから印刷した場合

大容量給排紙に対応

最大�"12で��	��枚の大容量給紙�,
�が可能。センタープリンターとして余裕の大容量です。また排紙も
給紙量に見合った最大����枚排紙� ,��が可能。大量出力業務でも排紙フルで停止するリスクを軽減し
ます。
/� 6�Kでオプションの「����枚給紙テーブル�タイプ
��」、「����枚増設トレイユニット�タイプ
��」、「�7-K�$

手差しトレイ�タイプ+」設置時
/� 6�Kでオプションの「
ビンプリントポスト�タイプ
��」設置時

電子ソート、ステープル、パンチ機能対応�/��

オプションのフィニッシャーにより、シフトソートなどの仕分け印刷、ステープル、パンチなどの後
処理が可能。会議資料、教育資料などの作成に威力を発揮します。ジョブごとに排紙トレイがシフト
するジョブ仕分け機能にも対応します。
/� オプション

使い勝手を追求したネットワークユーティリティ標準添付

標準添付のネットワークユーティリティ「�� !3����415�」により、印刷をかけたネットワークプリン
タが使用不可能の場合に他のプリンタに印刷を行う「代行印刷」や、大量部数を複数のプリンタで分
散する「並行印刷」が可能。席に居ながら自分の印刷の終了がわかる印刷終了通知も発行します。ま
た、異なるアプリケーションからの出力ジョブをまとめて一つの文書として印刷可能な「�� !3��(#�

�����6*」も標準添付。

最大	��万枚の高耐久設計

クラス最高レベルの高耐久設計を実現。印刷が集中するワークグループのセンタープリンターとし
て、あるいは大量印刷を行う業務にも余裕で対応可能です。



��

はじめに

�

各部の名称とはたらき

全体

�� コントローラーボード

0���� モジュールや拡張エミュレーショ
ンなどのオプションを取り付けるときに引
き抜きます。

�� パラレル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パラレル
インターフェースケーブルを接続します。

�� イーサネットケーブルコネクター

プリンターとネットワークを接続するイー
サネットケーブルを接続します。

�� 拡張+::（オプション）取り付け口

オプションの拡張.��を取り付けます。

�� 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。

�� 排紙トレイ

印刷された用紙が、印刷された面を下向きに
排紙されます。

�� 操作パネル

プリンターを操作したり、動作状態を確認で
きます。

⇒���
	�「操作パネル」

	� 前カバー

トナーを交換するときや、つまった用紙を取
り除くときに開けます。


� 給紙トレイ

用紙をセットします。各トレイに普通紙で最
大���枚までセットできます。

��� ����枚給紙テーブル（オプション）

オプションの給紙トレイです。各トレイに普
通紙で最大���枚までセットできます。



各部の名称とはたらき

�

背面

�� 両面ユニット

両面に印刷するときに使用されます。

�� 両面ユニット右カバー

つまった用紙を取り除くときなどに開けま
す。

�� 縦搬送上カバー

つまった用紙を取り除くときなどに開けま
す。

�� 縦搬送カバー

つまった用紙を取り除くときなどに開けま
す。

�� 電源ケーブル

電源プラグをコンセントに差し込みます。

�� 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。物を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。
��



��

はじめに

�

内部

�� 定着ユニット

「メンテキット�コウカン」というメッセージ
が表示されたときに交換します。

�� 転写ユニット

「メンテキット�コウカン」というメッセージ
が表示されたときに交換します。

�� トナー固定レバー

トナーを交換するときに引き上げます。

�� トナーホルダー

トナーを交換するときに引き出します。

�� 現像ユニット

「メンテキット�コウカン」というメッセージ
が表示されたときに交換します。

�� 本体右カバー

つまった用紙を取り除くときなどに開けま
す。



各部の名称とはたらき

��

�

操作パネル

�� 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。

�� 電源ランプ

電源が入ってるときに点灯します。ただし、
省エネモードになっているときは消灯しま
す。

�� アラームランプ

エラーが発生しているときに点灯します。
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。

�� データインランプ

パソコンから送られた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。

�� オンラインランプ�【オンライン】キー

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、キーを押すことでオン
ラインとオフラインを切り替えることがで
きます。

オンライン状態はパソコンからのデータを
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。

各種の設定中に【オンライン】キーを押すと、
通常の画面に戻ります。

��【リセット】キー

印刷中または受信中のデータを取り消すと
きに使用します。

��【強制排紙】キー

オフライン状態のときはプリンター内に
残っているデータを強制的に印刷します。

オンライン状態のときに送られたデータの用
紙サイズや用紙種類が、実際にセットされてい
る用紙サイズや用紙種類と合わなかった場合
に、強制的に印刷することができます。

	�【メニュー】キー

操作パネルで行うプリンターに関するすべ
ての設定は、このボタンを押してメニュー内
部で行います。


�【戻る】キー

設定を有効にせずに上位の階層に戻るとき、
メニューから通常の表示に戻るときに使用
します。

���【�】キー

設定や設定値を確定させるとき、または下位
の階層に移動するときに使用します。

���【▲】、【▼】キー

表示画面をスクロールさせるとき、設定値を
増減させるときに使用します。キーを押しつ
づけると、表示が早くスクロールしたり、あ
るいは数値が
�単位で増減します。

1

2 43

オンライン�

リセット�

メニュー�

戻る�

強制排紙� OK
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6

7
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9
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はじめに

�

排紙トレイガイドについて

�.�フィルムやトレーシングペーパー（第二原
図用紙）などに印刷するときはガイドをおこし
てください。用紙がまるまって排出されるのを
防ぎます。

❖ 普通紙、厚紙に印刷するとき
ガイドを矢印の方向にずらします。

❖ �+� フィルムやトレーシングペーパー
（第二原図用紙）などに印刷するとき
ガイドのくぼみに親指をつけ、右側にずらし
てください。

❖ 6	の用紙に印刷するとき
エンドフェンスをおこしてください。



�"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、サイズと方向、最大セット枚数は以下のとおりです。

補足

❒ 海外向けサイズの用紙は以下のとおりに表示されます。

❒ Kは縦方向に用紙をセットすることを表し、操作パネルでは［タテ］と表示されます。

❒ Lは横方向に用紙をセットすることを表し、操作パネルでは［ヨコ］と表示されます。

❖ 給紙トレイ、����枚給紙テーブル（オプション）にセットできる用紙

/� 普通紙の最大セット枚数は「リコー ��*用紙タイプ����」使用時のものです。

�重要
❒ セットした用紙サイズと方向に用紙サイズダイヤルを合わせてください。海外向けサイズの用
紙をセットしたときは、用紙サイズダイヤルを「＊」に合わせ、操作パネルで用紙サイズの設
定をしてください。

補足

❒ 給紙トレイ、
���枚給紙テーブルにセットできる用紙の厚さは��～����紙（�～
���+$�）です。

本書の表記 

×
	 6(�1& 6(**(7 �/×�/

パネルの表示 �6 68 69 .6

プリンタードライバーの表示 ダブル
レター

リーガル レター ハーフ
レター

用紙の種類 用紙サイズダイヤルをセットし
たサイズと方向に合わせます

用紙サイズダイヤルを「＊」に
合わせて、操作パネルで用紙サ
イズを設定します

最大セット
枚数�,
�

普通紙
再生紙
カラー紙
特殊紙
レターヘッド
付き紙

��L、�L、�KL、
��KL、��L



×
	L、6(�1&（�
+�×
）L、
6(**(7（�
+�×

）KL、
�
+�×�
+�）L

���枚
�
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用紙について

�

❖ ����枚増設トレイユニット（オプション）にセットできる用紙

/� 最大セット枚数は「リコー ��*用紙タイプ����」使用時のものです。

補足

❒ 
���枚増設トレイユニットにセットできる用紙の厚さは��～����紙（�～
���+$�）です。

❒ 6(**(7の用紙をセットする時は販売担当者にご連絡ください。

❖ 手差しトレイ（オプション）にセットできる用紙

/� 最大セット枚数は「リコー ��*用紙タイプ����」使用時のものです。
/� ラベル紙と厚紙は、最大セット枚数が異なります。用紙の高さが用紙ガイド板にある上限表示を越えない
ようにしてください。

�重要
❒ 手差しトレイに用紙をセットしたときは、操作パネルやプリンタードライバーで用紙サイズの
設定が必要です。操作パネルでの設定方法は���
�「手差しトレイ（オプション）に用紙をセッ
トする」を、プリンタードライバーでの設定方法はヘルプを参照してください。

❒ 不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作パネルやプリンタードライバーで用紙サイズを
入力する必要があります。操作パネルでの設定方法は�����「不定形サイズの用紙をセットした
とき」を、プリンタードライバーでの設定方法はヘルプを参照してください。

❒ 手差しトレイ（オプション）に��Lより長い用紙をセットしたときは、正しく用紙が送られる
ように手で持って支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異
なりますので、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。

❒ 長尺紙の印刷保証範囲は、給紙方向に対して長さ��$$までです。⇒������「印刷保証範囲」

補足

❒ 手差しトレイにセットできる用紙の厚さは�～
����紙（��～
�	�+$�）です。

❒ プリンタードライバーから印刷する場合は、手差しトレイに用紙をセットしてください。

❒ 装着しているメモリー容量によって印刷できる用紙サイズは異なります。⇒���
��「用紙サイ
ズと解像度」

用紙の種類 セットできる用紙のサイズ 最大セット枚数�,
�

普通紙
再生紙
カラー紙
特殊紙
レターヘッ
ド付き紙

�、6(**(7（�
+�×

） 
����枚

用紙の種類 セットできる用紙のサイズとセット方向 最大セット枚数�,
�

普通紙
再生紙
カラー紙
特殊紙
レターヘッド
付き紙
ラベル紙
厚紙

定型サイズ：
��L、�L、�KL、��KL、��KL、��L、
��L、

×
	L、6(�1&（�
+�×
）L、6(**(7（�
+�×

）
KL、.1&:�6(**(7（�
+�×�
+�）L
不定形サイズ：
縦
�～��$$、横
��～��	$$の範囲で設定できます。

��枚�,��

�.�フィルム �枚

官製はがき はがきL、��KL（往復はがき） 
�枚



使用できる用紙

��
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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

• 用紙は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印刷についてはその印
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。リコー推奨の用紙の種類
とサイズは��
���「消耗品一覧」を参照して
ください。

• 給紙トレイ、
���枚増設トレイユニットに用
紙をセットするときは、トレイの上限表示を
超えないようにしてください。

• そっていたり曲がっているときは、まっすぐ
に直してからセットしてください。

• 用紙をセットした給紙トレイをプリンター
にセットするときは、ゆっくりと入れてくだ
さい。トレイを勢いよく入れると、トレイの
用紙ガイドがずれることがあります。

用紙を保管するとき

• 用紙は以下の点に注意して保管してくださ
い。

• 湿気の多い所には置かない。

• 直射日光の当たる所には置かない。

• 立て掛けない。

• 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
• ����紙（
���+$�）より厚い用紙に印刷す
るときは手差しトレイ（オプション）に
セットしてください。手差しトレイ（オ
プション）には
����紙（
�	�+$�）まで
セットできます。

• 目安として����紙（
���+$�）より厚い用
紙をセットしたときは、プリンタードラ
イバーまたは操作パネルで用紙種類を
「厚紙」に切り替えます。プリンタードラ
イバーで設定する場合は、操作パネルで
の 設 定 は 不 要 で す。た だ し、
���0+���6+�0�以外のプリンタードラ
イバーを使用して印刷するときは、操作
パネルで設定する必要があります。

• 薄い紙や �� より小さいサイズの用紙に
印刷するときは、排紙トレイ上面にある
ガイドをおこしてください。⇒���
��「排
紙トレイガイドについて」

• そっていたりまがっているときは、まっ
すぐに直してからセットしてください。

• 目安として����紙（
���+$�）より厚い用
紙をセットしたときは、排紙先をプリン
トポストビン 
 ～ � 以外に指定してくだ
さい。プリントポストビン
～�から排紙
すると、紙づまりや印刷品質の低下、故
障の原因になることがあります。

❖ 官製はがき
• 官製はがきは手差しトレイ（オプショ
ン）にセットしてください。

• 官製はがきは、さばいて端をそろえてか
ら（図参照）、手差しトレイ（オプショ
ン）にセットしてください。一度に
�枚
までセットできます。

• はがきが反っているときは、まっすぐに
直してからセットしてください。�

�重要
❒ はがきに反りがあると、はがきの不
送りの原因になります。
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• はがきの裏面にバリ（紙を裁断したとき
にできた返し）があるときは、バリを取
り除いてからセットしてください。バリ
を取り除く方法は以下のとおりです。

A はがきを平らなところに置き、定規
などを水平に
～�回動かしてはがき
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の粉
をはらいます。

• 官製はがきに印刷するときは、プリン
タードライバーまたは操作パネルで「厚
紙モード」に切り替えます。⇒�����「厚
紙、�.�フィルムをセットしたとき」

• 用紙をセットするときは、印刷面を下に
して、印刷方向から先に差し込みます。

• 往復はがきを印刷するときは、折り目の
ないものを使用してください。用紙サイ
ズは「��タテ」または「��ヨコ」に設定
します。

• 印刷できるのは普通紙の官製はがきで
す。印刷できないはがきは以下のとおり
です。

• 私製はがき

• 絵はがきなどの厚いはがき

• 年賀状やかもめーるなどの再生紙の
はがき

• 絵入りはがきなど裏映り防止用の粉
がついているはがき

• インクジェットプリンター専用のは
がき

• 一度印刷したはがき

• 表面加工されたはがき

• 表面に凹凸のあるはがき

❖ �+�フィルム
• �.�フィルムは手差しトレイ（オプショ
ン）になるべく 
枚ずつセットしてくだ
さい。

• �.�フィルムに印刷するときは、プリン
タードライバーまたは操作パネルで用
紙種類を「�.�」に切り替えます。プリ
ンタードライバーで設定する場合は、操
作パネルでの設定は不要です。ただし、
���0+���6+�0�以外のプリンタードラ
イバーを使用して印刷するときは、操作
パネルで設定する必要があります。
⇒�����「厚紙、�.�フィルムをセットし
たとき」

• 印刷面にできるだけ手を触れないよう
にしてください。印刷面が汚れたり傷つ
いたりすると印刷品質に影響がでます。
�.�フィルムを持つときは、できるだけ
端を持ってください。

• 表裏のある�.�フィルムに印刷するとき
は、印刷面を下にして手差しトレイに
セットします。

• �.�フィルムに印刷するときは、排紙先
をプリントポストビン 
 ～ � 以外に指定
してください。プリントポストビン
～�

から排紙すると、紙づまりや印刷品質の
低下、故障の原因になることがありま
す。

• �.�フィルムに印刷するときは、排紙ト
レイ上面にあるガイドを右方向にずら
してセットしてください。⇒���
��「排紙
トレイガイドについて」

バリ�



使用できる用紙
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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。

• しわ、折れ、破れ、端が波打っている用紙

• カール（反り）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、特にレーザープリンター
以外の機種（モノクロ・カラー複写機、イン
クジェットプリンターなど）で印刷された物
は、定着温度の違いにより定着ユニットに影
響を与えることがあります。

• 表面が加工された用紙（指定用紙を除く）

• 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）

• ミシン目などの加工がされている用紙

• 糊がはみ出したり、台紙の見えるラベル紙

• ステープラー・クリップなどを付けたままの
用紙

補足

❒ 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
の原因になることがあります。

印刷保証範囲
本機の印刷保証範囲は以下の図のとおりです。

ただし長尺紙の印刷保証範囲は、給紙方向に対
して長さ��$$までです。

印刷保証範囲�

5mm 5mm

5mm

5mm5mm

5mm
�	



��

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
ここでは給紙トレイに用紙を補給する方法と、
用紙サイズを変更して用紙をセットする方法を
説明します。ここでは本体給紙トレイ［トレイ
］
を例に説明します。

参照

本体給紙トレイにセットできる用紙につい
ては��
��「用紙の種類とサイズ」を参照して
ください。

工場出荷時の設定と同じサイズの用
紙をセットするとき

ここでは工場出荷時に設定されているサイズと
同じサイズの用紙をセットします。設定を変更
するときは次項「設定を変更して用紙をセット
するとき」を参照してください。

A 給紙トレイを止まるまでゆっくり引き出
します。

B バックガイドの両端をつまみながら
（①）、バックガイドを外します（②）。

C 6�の用紙を揃えてセットします。

�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。

❒ 用紙とサイドガイドの間に隙間がある
場合は、サイドガイドを移動して用紙に
突き当ててください。

❒ 片面印刷の場合、印刷面は上になりま
す。

D 用紙の端を持ち上げながらバックガイド
を取り付けます。

補足

❒ 

×
	 の用紙をセットしたときはバック
ガイドを取り付けません。給紙トレイ手
前の穴の中に保存しておいてください。

1

2
1



用紙をセットする

�

E 給紙トレイを奥に突き当たるまで静かに
押し込みます。

F 手順A～Eを繰り返し、他の給紙トレイに
も用紙をセットします。

工場出荷時の設定と違うサイズの用紙の
セット方法は次項「設定を変更して用紙を
セットするとき」を参照してください。

設定を変更して用紙をセットするとき

�重要
❒ セットした用紙サイズとセット方向に、用紙
サイズダイヤルを必ず合わせてください。用
紙サイズダイヤルが合っていないと、機械内
部を汚したり、思いどおりの印刷がでだけで
なく、紙づまりの原因になります。

A 給紙トレイを止まるまでゆっくり引き出
します。

B バックガイドの両端をつまみながら
（①）、バックガイドを外します（②）。

C サイドガイドのロックを解除します。

D サイドガイドの緑色レバーを押しながら
（①）、トレイ底面のサイズ表示を使って
サイドガイドをセットする用紙サイズに
合わせます（②）。

1

2
1

��
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E 用紙を揃えてセットします。

�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。

用紙とサイドガイドの間に隙間がある場合
は、サイドガイドの緑色レバーを押しながら
（①）、セットした用紙に突き当てます（②）。

F 用紙が固定されたことを確認してから、
サイドガイドをロックします。

G 用紙の端を持ち上げながらバックガイド
を取り付けます。

補足

❒ 

×
	 の用紙をセットしたときはバック
ガイドを取り付けません。給紙トレイ手
前の穴の中に保存しておいてください。

H セットした用紙サイズとセット方向の組
み合わせになるように、用紙サイズダイ
ヤルを合わせます。

I 給紙トレイを奥に突き当たるまで静かに
押し込みます。

補足

❒ 用紙サイズ変更時に本機が省エネモー
ドになっている場合、印刷する前に操作
パネルの【�】キーを押してください。
これにより新しく設定した用紙サイズ
が適用されます。



用紙をセットする
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給紙トレイに海外向けサイズの用紙
をセットしたとき

補足

❒ 給紙トレイにセットできる海外向けサイズ
の用紙は、

×
	L、6(�1&L、6(**(7KL、.1&:
6(**(7Lです。

A 給紙トレイの用紙サイズダイヤルを「＊」
に合わせて、用紙をセットします。

B 操作パネルの【メニュー】キーを押しま
す。

メニュー画面が表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して、「ヨウシ
セッテイ」を表示させ、【�】キーを押し
ます。

用紙設定メニューが表示されます。

D【▲】または【▼】キーを押して、「�"トク
シュ　ヨウシサイズ」を表示させ、【�】
キーを押します。

給紙トレイの選択画面が表示されます。

補足

❒ 用紙サイズダイヤルを「＊」に合わせて
いないトレイは、メニューに表示されま
せん。

E【▲】または【▼】キーを押して、目的の
給紙トレイを表示させ、【�】キーを押し
ます。

紙サイズの選択画面が表示されます。

F【▲】または【▼】キーを押して、セット
した用紙サイズとセット方向の組み合わ
せを表示させ、【�】キーを押します。

設定が確定し、約�秒後にEの画面に戻りま
す。

G【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

給紙トレイの用紙種類を設定する

セットした用紙の種類を設定することでより適
切な印刷を行うことができます。給紙トレイに
セットした用紙に設定できる用紙種類は以下の
とおりです。

• 普通紙、再生紙、特殊紙、色紙、レターヘッ
ド付き紙

A【メニュー】キーを押します。

メニュー画面が表示されます。

  <OxM->
   Desf?lw

  <Desf?lw>
  2.;isM Desawd^

  <;isM Desawd^>
  1.;Jw1m*n

  <;Jw1m*n>
  *LThl

  w*akl^uYd
  RPCS
��



��

用紙について

�

B【▲】または【▼】キーを押して、「ヨウシ
セッテイ」を表示させ、【�】キーを押し
ます。

用紙設定メニューが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して、「	"ヨウ
シシュルイ」を表示させ、【�】キーを押
します。

給紙トレイの選択画面が表示されます。

D【▲】または【▼】キーを押して、目的の
給紙トレイを表示させ、【�】キーを押し
ます。

用紙種類の選択画面が表示されます。

E【▲】または【▼】キーを押して、セット
した用紙の種類を表示させ、【�】キーを
押します。

設定が確定し、約�秒後にDの画面に戻りま
す。

F【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

����枚給紙テーブル（オプ
ション）に用紙をセットする
工場出荷時の設定と同じサイズの用紙をセット
するときは、⇒�����「工場出荷時の設定と同じ
サイズの用紙をセットするとき」を参照してく
ださい。

設定を変更して用紙をセットするとき

�重要
❒ セットした用紙サイズとセット方向に、用紙
サイズダイヤルを必ず合わせてください。用
紙サイズダイヤルが合っていないと、機械内
部を汚したり、思いどおりの印刷ができない
ばかりでなく、紙づまりの原因になります。

A 給紙トレイを止まるまでゆっくり引き出
し、水平に持ち上げながら引き抜きます。

B バックガイドの両端をつまみながら
（①）、バックガイドを外します（②）。

  <OxM-> 
   Desf?lw

  <Desf?lw>
  3.DessMHw

  <DessMHw>
  2.;Jw2

  <;Jw2>
  *awfws

  w*akl^uYd
  RPCS

TAPY063E

1

2
1



用紙をセットする

�

C 上から�段目の給紙トレイを引き出し、専
用ねじ回しを取り出します。

D 専用ねじ回しを使って、サイドガイドを
固定している�本のねじを取り外します。

E サイドガイドをセットする用紙サイズに
合わせて差し直します。

F 専用ねじ回しを使って、サイドガイドを�

本のねじで固定します。

G 用紙を揃えてセットします。

�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。

H 用紙の端を持ち上げながらバックガイド
を取り付けます。

補足

❒ 

×
	 の用紙をセットしたときはバック
ガイドを取り付けません。給紙トレイ手
前の穴の中に保存しておいてください。

TAPY041E

TAPY051E

TAPY062E

TAPY091E

TAPY092E
�




	�

用紙について

�

I セットした用紙サイズとセット方向の組
み合わせになるように、用紙サイズダイ
ヤルを合わせます。

�重要
❒ �、��、6(**(7（�
+�×

）の用紙はKとL
にセットできます。用紙のセット方向が
あっていないと、機械内部を汚したり、
紙づまりの原因になります。

❒ 海外向けサイズの用紙をセットしたと
きは、用紙サイズダイヤルを「＊」に合
わせたあと、操作パネルで用紙サイズを
設定します。設定方法は＜取り扱い編＞
「海外向けサイズの用紙をセットしたと
き」を参照してください。

J 給紙トレイを奥に突き当たるまで静かに
セットします。

補足

❒ 用紙サイズ変更時に本機が省エネモー
ドになっている場合、印刷する前に操作
パネルの【�】キーを押してください。
これにより新しく設定した用紙サイズ
が適用されます。

����枚増設トレイユニット
（オプション）に用紙をセッ
トする
ここでは
���枚増設トレイユニット（オプショ
ン）に用紙をセットする方法を説明します。
���
枚増設トレイユニットには�と6(**(7の用紙を
セットすることができます。工場出荷時、用紙サ
イズは�にセットされています。

6( * * ( 7の用紙をセットするときは販売担当者に
ご連絡ください。

A トレイ下降キーが点灯していないとき
は、キーを押します。

B トレイ下降キーが点滅から点灯に変った
後、上カバーを開けます。

TAPY090E

TAPM241E



用紙をセットする

�

C 印刷する面を下にして、用紙を左側に押
し当てるようにしてセットします。

�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。

D 上カバーを閉めます。

補足

❒ 用紙サイズ変更時に本機が省エネモー
ドになっている場合、印刷する前に操作
パネルの【�】キーを押してください。
これにより新しく設定した用紙サイズ
が適用されます。

手差しトレイ（オプション）
に用紙をセットする

補足

❒ 手差しトレイにセットできる用紙サイズは、
縦
�～��$$、横
��～��	$$です。

❒ 不定形サイズの用紙をセットするときは、必
ず操作パネルまたはプリンタードライバー
で用紙サイズを設定してください。⇒� � ���

「不定形サイズの用紙をセットしたとき」　

❒ 厚紙、�.�フィルム、はがきなどをセットし
たときは、必ず操作パネルまたはプリンター
ドライバーで厚紙または�.�に設定してく
ださい。⇒�����「厚紙、�.�フィルムをセッ
トしたとき」

❒ 手差しトレイにセットできる枚数は用紙の
種類によって異なります。用紙の量が用紙ガ
イド板にある上限表示（▼▼）を超えないよ
うにしてください。

制限

❒ 手差しトレイにセットした用紙を印刷する
ときは、次の機能が使用できません。

• 両面印刷

• ステープル／パンチ

• リミットレス給紙

A 手差しトレイを開けます。
	�



	�

用紙について

�

補足

❒ �Lよりも大きなサイズの用紙をセッ
トするときは、用紙支持板（A）を引き
出します。

B 用紙ガイド板を広げ、用紙を先端が突き
当たるまで差し込みます。

�重要
❒ セットする用紙の量は、上限表示を超え
ないようにセットしてください。用紙を
上限表示より上に積み重ねると、斜めに
印刷されたり、紙づまりの原因になりま
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。

C 用紙ガイド板を用紙サイズに合わせま
す。

D 給紙トレイを手差しトレイに設定し、用
紙サイズをセットした用紙のサイズに設
定します。

�重要
❒ 手差しトレイの設定は、操作パネルでの
設定よりもプリンタードライバーでの
設定が有効になります。

参照

プリンタードライバーでの設定方法は、
プリンタードライバーのヘルプを参照
してください。

不定形サイズの設定方法は、�����「不定
形サイズの用紙をセットしたとき」を参
照してください。

A 操作パネルの【メニュー】キーを押しま
す。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して、「ヨウ
シセッテイ」を表示させ、【�】キーを
押します。

用紙設定メニューが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して、「�"テ
サシ�ヨウシサイズ」を表示させ、【�】
キーを押します。

用紙サイズの選択画面が表示されます。

補足

❒「*」がついているのは、現在設定され
ているサイズです。

  <OxM->
   Desf?lw

  <Desf?lw>
  1.las Desawd^



用紙をセットする

�

D【▲】または【▼】キーを押して、セッ
トした用紙のサイズと方向の組み合わ
せを表示させ、【�】キーを押します。

設定が確定し、約�秒後にCの画面に戻
ります。

E【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

不定形サイズの用紙をセットしたとき

�重要
❒ 不定形サイズの設定は、操作パネルでの設定
よりもプリンタードライバーでの設定が有
効になります。

参照

プリンタードライバーでの設定方法は、プリ
ンタードライバーのヘルプを参照してくだ
さい。

A 操作パネルの【メニュー】キーを押しま
す。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して、「ヨウシ
セッテイ」を表示させ、【�】キーを押し
ます。

用紙設定メニューが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して、「�"テサ
シ�ヨウシサイズ」を表示させ、【�】キー
を押します。

D【▲】または【▼】キーを押して、「フテイ
ケイサイズ（カスタム）」を表示させ、【�】
キーを押します。

E【▲】または【▼】キーを押して横サイズ
を入力し、【�】キーを押します。

F【▲】または【▼】キーを押して縦サイズ
を入力し、【�】キーを押します。

設定が確定し、約�秒後にDの画面に戻りま
す。

�重要
❒ セットした用紙サイズとプリンタード
ライバーまたは操作パネルで入力した
サイズが合っていることを確認してく
ださい。サイズが合っていないと、機械
内部を汚す原因になります。

  <las Desawd^>
  *A4hl

  w*akl^uYd
  RPCS

  <OxM->
   Desf?lw

  <Desf?lw>
  1.las Desawd^

  <las Desawd^>
  *Elwowawd^

  <Elwowawd^>
   Dp       200 mm

  <Elwowawd^>
   hl       150 mm
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用紙について

�

G【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

厚紙、���フィルムをセットしたとき

�重要
❒ 厚紙モードの設定は、操作パネルでの設定よ
りもプリンタードライバーでの設定が有効
になります。

A 操作パネルの【メニュー】キーを押しま
す。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して、「ヨウシ
セッテイ」を表示させ、【�】キーを押し
ます。

用紙設定メニューが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して、「	"ヨウ
シシュルイ」を表示させ、【�】キーを押
します。

給紙トレイの選択画面が表示されます。

D【▲】または【▼】キーを押して、「�"テサ
シトレイ」を表示させ、【�】キーを押し
ます。

E【▲】または【▼】キーを押して、「アツガ
ミ」または「�+�フィルム」を表示させ、
【�】キーを押します。

設定が確定し、約�秒後にDの画面に戻りま
す。

補足

❒ はがきなどの厚紙をセットしたときは
「アツガミ」に設定します。�.�フィルム
をセットしたときは「�.�フィルム」に
設定します。

F【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

補足

❒ 厚紙モードの印刷が終わったら、操作パ
ネルで「アツガミモード」を「フツウシ」
に設定し直してください。

  w*akl^uYd
  RPCS

  <OxM-> 
   Desf?lw

  <Desf?lw>
  3.DessMHw

  <DessMHw>
   6.las;Jw

  <las;Jw>
  *qky^U

  w*akl^uYd
  RPCS



	"プリンタードライバー設定画面
の表示と印刷の中止
�種類の設定画面

プリンタードライバーの設定画面は「機能別ウィンドウ」と「ワンクリック設定」の�つの表示タイプ
があり、プリンタードライバーをインストールした直後は「機能別ウィンドウ」が選択されています。

本書では「機能別ウィンドウ」の画面例を使用しています。表示タイプの切り替え方について詳しく
はヘルプの「プリンタードライバーのウィンドウタイプを切り替える」を参照してください。

❖ 機能別ウィンドウ
印刷のたびに設定を変更することが多く、さまざまな印刷をする方に向いているウィンドウタイ
プです。

❖ ワンクリック設定
あまり印刷条件を変えず、いつも決まった印刷のしかたをする方に向いているウィンドウタイプ
です。

補足

❒ ワンクリック設定の表示はオプションの装着状態によって変化することがあります。
	�
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プリンタードライバー設定画面の表示と印刷の中止

�

���,$!5
��
��4�の場合

プリンタードライバーの設定画面を表示する
��� !"#��+��+�(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�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］、［共有］、［基本］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、［印刷品質］、［初期設定］タブが表示され
ます。表示方法について詳しくは���	�「印刷の初期値を設定する」を参照してください。

［全般］または［情報］、［詳細］、［共有］タブは��� !"#��+��+�(が追加するタブで、��� !"#��+��+�(

の機能に関する設定を行います。
［基本］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、［印刷品質］、［初期設定］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
るときの設定の初期値になります。

❖ 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、［基本］、［編集］、［仕上げ］、［そ
の他］、［印刷品質］、［初期設定］タブが表示されます。表示方法について詳しくは���	�「アプリ
ケーションごとに設定する」を参照してください。

［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初期値として表
示されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目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。



���,$!5
��
��4�の場合

�

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。

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��� !"#��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。

❒ 一部のアプリケーションソフトでは、文書保
存時にプリンターのプロパティで設定した
内容も保存されます。この場合、次回も同じ
設定で印刷することができます。

❒ 一部のアプリケーションソフトでは、印刷の
操作をしたときにプリンターのプロパティ
が表示されません。
	�
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プリンタードライバー設定画面の表示と印刷の中止

�

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。

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 オンラインランプが点灯していること
を確認し、【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。

補足

❒ 印刷を中止したデータが再び印刷さ
れる場合は、インターフェース設定
の「�+;切り替え時間」を長く設定して
ください。



���,$!5
��
��4�の場合

�

中止したいデータが印刷されていないとき

A ���,$!5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。
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���,$!5����の場合

プリンタードライバーの設定画面を表示する
��� !"#����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�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］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］、［共有］、［ポート］、
［詳細設定］、［色の管理］、［セキュリティ］、［オプション構成の変更／給紙トレイ設定］、［97<(92'(

フォントの置換編集］、［プリントポストトレイ名称設定］タブが表示されます。表示方法につい
て詳しくは����「印刷の初期値を設定する（プロパティ）」を参照してください。

［全般］、［共有］、［ポート］、［詳細設定］、［色の管理］、［セキュリティ］タブは��� !"#����が追
加するタブで、��� !"#����の機能に関する設定を行います。
［オプション構成の変更／給紙トレイ設定］、［97<(92'(フォントの置換編集］、［プリントポストト
レイ名称設定］タブはプリンターに関する設定を行うタブです。

制限

❒ プリンターのプロパティの内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。内
容を変更するときは、� $���#*71*!7#または�!"(7�=#(7#グループのメンバーとしてログオンして
ください。

❒ プリンターの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。
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❖［プリンタ］ウィンドウから表示させる（印刷設定）
［プリンタ］ウィンドウから印刷設定を表示させると、［基本］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、［印
刷品質］、［初期設定］タブが表示されます。表示方法について詳しくは����「印刷の初期値を設
定する（印刷設定）」を参照してください。

［基本］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、［印刷品質］、［初期設定］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」のアクセス権が必要です。内容を変更する
ときは、� $���#*71*!7#または�!"(7�=#(7#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。

❖ 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印刷ダイアログを表示させると、［全般］、［基本］、［編集］、［仕上げ］、［そ
の他］、［印刷品質］、［初期設定］タブが表示されます。表示方法について詳しくは����「アプリ
ケーションごとに設定する」を参照してください。

［全般］タブは��� !"#����が追加するタブで、��� !"#����の機能に関する設定を行います。
［基本］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、［印刷品質］、［初期設定］タブには［プリンタ］ウィンド
ウから表示させた印刷設定の内容が初期値として表示されますので、アプリケーションからの印
刷時は必要な項目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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印刷の初期値を設定する（プロパ
ティ）

制限

❒［プリンタ］フォルダ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
クセス権が必要です。� $���#*71*!7#または
�!"(7�=#(7#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。

印刷の初期値を設定する（印刷設定）

制限

❒［プリンタ］フォルダで印刷設定を変更する
には「プリンタの管理」のアクセス権が必要
です。� $���#*71*!7#または�!"(7�=#(7#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。
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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。

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��� !"#����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。

❒ 一部のアプリケーションソフトでは、文書保
存時にプリンターのプロパティで設定した
内容も保存されます。この場合、次回も同じ
設定で印刷することができます。

❒ 一部のアプリケーションソフトでは、印刷の
操作をしたときにプリンターのプロパティ
が表示されません。

❒ 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。

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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プリンタードライバー設定画面の表示と印刷の中止

�

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 オンラインランプが点灯していること
を確認し、【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。

補足

❒ 印刷を中止したデータが再び印刷さ
れる場合は、インターフェース設定
の「�+;切り替え時間」を長く設定して
ください。

中止したいデータが印刷されていないとき

A ���,$!5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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���,$!51��"�の場合

プリンタードライバーの設定画面を表示する
��� !"#49��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�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］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］、［ポート］、［スケ
ジュール］、［共有］、［セキュリティ］、［オプション構成の変更／給紙トレイ設定］、［97<(92'(フォ
ントの置換編集］、［プリントポストトレイ名称設定］タブが表示されます。表示方法について詳
しくは��	�「印刷の初期値を設定する（プロパティ）」を参照してください。

［全般］、［ポート］、［スケジュール］、［共有］、［セキュリティ］タブは��� !"#49��が追加する
タブで、��� !"#49��の機能に関する設定を行います。
［オプション構成の変更／給紙トレイ設定］、［97<(92'(フォントの置換編集］、［プリントポストト
レイ名称設定］タブはプリンターに関する設定を行うタブです。

制限

❒ プリンターの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、� $���#*71*!7#または�!"(7�=#(7#グループのメンバーとしてログオンし
てください。

❒ プリンターの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。
��
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❖［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）
［プリンタ］ウィンドウからドキュメントの規定値を表示させると、［基本］、［編集］、［仕上げ］、
［その他］、［印刷品質］、［初期設定］タブが表示されます。表示方法について詳しくは��	�「印刷
の初期値を設定する（ドキュメントの既定値）」を参照してください。

［基本］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、［印刷品質］、［初期設定］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
るとき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、� $���#*71*!7#または�!"(7�=#(7#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。

❖ 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、［基本］、［編集］、［仕上げ］、［そ
の他］、［印刷品質］、［初期設定］タブが表示されます。表示方法について詳しくは����「アプリ
ケーションごとに設定する」を参照してください。

［プリンタ］ウィンドウから表示させたドキュメントの規定値の内容が初期値として表示されます
ので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目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。



���,$!51��"�の場合

�

印刷の初期値を設定する（プロパ
ティ）

制限

❒［プリンタ］フォルダ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。� $���#*71*!7#または
�!"(7�=#(7#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。

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］フォルダ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。� $���#*71*!7#または
�!"(7�=#(7#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。
��
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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［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��� !"#49��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。

❒ 一部のアプリケーションソフトでは、文書保
存時にプリンターのプロパティで設定した
内容も保存されます。この場合、次回も同じ
設定で印刷することができます。

❒ 一部のアプリケーションソフトでは、印刷の
操作をしたときにプリンターのプロパティ
が表示されません。

❒ 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。

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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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 オンラインランプが点灯していること
を確認し、【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。

補足

❒ 印刷を中止したデータが再び印刷さ
れる場合は、インターフェース設定
の「�+;切り替え時間」を長く設定して
ください。

中止したいデータが印刷されていないとき

A ���,$!5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。
�




�"こんなときには
メッセージが表示されたとき

パネルに表示されるメッセージ
ディスプレイにメッセージが表示されたときは、以下の表を参考にして対処してください。

�重要
❒ 以下に記載する以外のメッセージが表示された場合は、プリンターの電源を切ってから、もう一度
電源を入れてください。それでもメッセージが消えないときは、メッセージ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。

❖ エラーコードが表示されないメッセージ

メッセージ 原因 対処方法

イーサネットエラー イーサネットボード
にエラーが発生しま
した。

コントローラーボードをセットし直してくだ
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。

オプション���

エラー
0����モジュールに
エラーが発生しまし
た。

0����モジュールをセットし直してくださ
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。

オマチクダサイ 準備中です。 表示が消えるまでお待ちください。

キュウシトレイ�


エラー
給紙トレイ�
にエラー
が発生しました。

電源を切ってからもう一度電源を入れても同
じメッセージが表示されるときは、給紙トレ
イ�
をセットし直してください。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。

キュウシトレイ��

エラー
給紙トレイ��にエラー
が発生しました。

電源を切ってからもう一度電源を入れても同
じメッセージが表示されるときは、給紙トレ
イ��をセットし直してください。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。

キュウシトレイ��

エラー
給紙トレイ��にエラー
が発生しました。

電源を切ってからもう一度電源を入れても同
じメッセージが表示されるときは、給紙トレ
イ��をセットし直してください。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。

キュウシトレイ�

エラー
給紙トレイ�にエラー
が発生しました。

電源を切ってからもう一度電源を入れても同
じメッセージが表示されるときは、給紙トレ
イ�をセットし直してください。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。
��



��

こんなときには

�

「サービスコール>��

デンゲンサイトウ
ニュウ」「�ナオラナイ
バアイハレンラクシ
テクダサイ」

エンジン、コント
ローラ間の通信異常
が発生しました。

電源を切ってから、もう一度電源を入れてく
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。

「サービスコール)))�)

デンゲンサイトウ
ニュウ」「�ナオラナイ
バアイハレンラクシ
テクダサイ」

エンジンのサービス
マンコールエラー。

電源を切ってから、もう一度電源を入れてく
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。

ショウエネモード 省エネモードになっ
ています。

そのままご使用になれます。

ステープルエラー ����枚フィニッシャー
内に用紙が残ってい
るか、ステープラー
が故障しています。

用紙を取り除いてください。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。⇒���		�「ヨウシミ
スフィード：�の場合」、⇒������「ステープ
ラーの針がつまったとき」

ステープルホキュウ ����枚フィニッシャー
のステープルの針が
残り少なくなってい
ます。

ステープル針の予備を用意してください。
⇒������「ステープラーの針がなくなったとき」

チュウケイユニット
（ナカ）�カバーヲ�シメ
テクダサイ

排紙中継ユニットの
中央カバーが開いて
います。

排紙中継ユニットの中央カバーを閉めてくだ
さい。

チュウケイユニット
（ヒダリ）�カバーヲ�シ
メテクダサイ

排紙中継ユニットの
左カバーが開いてい
ます。

排紙中継ユニットの左カバーを閉めてくださ
い。

チュウケイユニット
（ミギ）�カバーヲ�シメ
テクダサイ

排紙中継ユニットの
右カバーが開いてい
ます。

排紙中継ユニットの右カバーを閉めてくださ
い。

テイチャクユニット
ガアリマセン�タダシ
ク�セットシテクダサ
イ

定着ユニットがセッ
トされていない、ま
たは正しくセットさ
れていません。

定着ユニットを奥に突き当たるまで正しく
セットしてください。

トナーエンド�トナー
ヲホキュウ�シテクダ
サイ

トナーがなくなりま
した。

トナーボトルを交換してください。

トナーノコリワズカ トナーの残りが少な
くなりました。

トナー切れに備えて予備のトナーボトルを用
意してください。

「トレイノセッテイヲ
ヘンコウ（マタハ
キョウセイインサ
ツ）」「�タテ　フツ
ウシ」

自動トレイ選択時に
用紙サイズと紙種の
一致するトレイがあ
りません。

任意の給紙トレイに用紙をセットして用紙サ
イズダイヤルを調整し、必要に応じてメ
ニュー内の用紙サイズ設定にてサイズを設定
し、さらにメニュー内の紙種設定にて紙種を
設定してください。強制印刷する場合は、【強
制排紙】キーを押下してトレイを選択し強制
印刷を行ってください。ジョブリセットする
場合は、【リセット】キーを押してください。

メッセージ 原因 対処方法



メッセージが表示されたとき

�

「トレイノセッテイヲ
ヘンコウ（マタハリ
セット）」「�タテ　
フツウシ」

表紙または合紙の印
刷で、自動トレイ選
択時に用紙サイズと
紙種の一致するトレ
イがありません。

任意の給紙トレイに用紙をセットして用紙サ
イズダイヤルを調整し、必要に応じてメ
ニュー内の用紙サイズ設定にてサイズを設定
し、さらにメニュー内の紙種設定にて紙種を
設定してください。ジョブリセットする場合
は、【リセット】キーを押してください。

「トレイ?ニヨウシヲ
ホキュウシテクダサ
イ」「�タテ　フツウ
シ」

表示された給紙トレ
イに用紙がありませ
ん。

用紙を補給してください。

「トレイ?ノサイズヲ
ヘンコウ（マタハ
キョウセイインサ
ツ）」「�タテ　フツ
ウシ」

表示された給紙トレ
イの用紙サイズが、
設定されたサイズと
異なります。

設定サイズを変更するには、用紙をセットし
て用紙サイズダイヤルを調整し、必要に応じ
てメニュー内の用紙サイズ設定にて変更して
ください。強制印刷する場合は、【強制排紙】
キーを押下してトレイを選択し強制印刷を
行ってください。ジョブリセットする場合は、
【リセット】キーを押してください。

「トレイ?ノサイズヲ
ヘンコウ（マタハリ
セット）」「�タテ　
フツウシ」

表紙または合紙の印
刷で、表示された給
紙トレイの用紙サイ
ズが、設定されたサ
イズと異なります。

設定サイズを変更するには、用紙をセットし
て用紙サイズダイヤルを調整し、必要に応じ
てメニュー内の用紙サイズ設定にて変更して
ください。ジョブリセットする場合は、【リ
セット】キーを押してください。

「トレイ?ノセッテイ
ヲヘンコウ（マタハ
キョウセイインサ
ツ）」「�タテ　フツ
ウシ」

表示された給紙トレ
イの紙種が、設定さ
れた紙種と異なりま
す。

選択されたトレイ?（
～�手差し）に指定し
た種類の用紙をセットし、操作パネルで用紙
種類を変更してください。または、【強制排
紙】キーを押して、指定した種類の用紙が
セットされているトレイを選択して印刷して
ください。データを取り消すときは【リセッ
ト】キーを押してください。

「トレイ?ノセッテイ
ヲヘンコウ（マタハ
リセット）」「�タテ
　フツウシ」

表紙または合紙の印
刷で、表示された給
紙トレイの紙種が、
設定された紙種と異
なります。

設定紙種を変更するには、メニュー内の紙種
設定にて変更してください。ジョブリセット
する場合は、【リセット】キーを押してくださ
い。

トレイ?ヲ�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。

「ハイトナーマンパイ」
「サービスニゴレンラ
ククダサイ」

廃トナーが満杯にな
りました。

サービス実施店に連絡してください。

パスワードガタダシ
クアリマセン

機密印刷でパスワー
ド設定時に、誤った
パスワードが入力さ
れました。

正しいパスワードを入力してください。

パンチクズマンパイ ����枚フィニッ
シャーのパンチくず
が満杯になりました。

フィニッシャーのパンチくずを廃棄してくだ
さい。
⇒����	�「パンチくずがいっぱいになったとき」

メッセージ 原因 対処方法
�	



��

こんなときには

�

フィニッシャーカ
バーヲ�シメテクダサ
イ

����枚フィニッシャー
の前カバーが開いて
います。

����枚フィニッシャーの前カバーを閉めてく
ださい。

フィニッシャートレ
イノヨウシヲトリノ
ゾイテクダサイ

����枚フィニッシャー
が満杯になりました。

フィニッシャーから用紙を取り除いてくださ
い。

フィニッシャーヨウ
シアリ

����枚フィニッシャー
に用紙が残っていま
す。

フィニッシャーのカバーを開けて、用紙を取
り除いてください。

プリントポストウエ
カバーヲ�シメテクダ
サイ

�ビンプリントポスト
の上カバーが開いて
います。

�ビンプリントポストの上カバーを閉めてくだ
さい。

プリントポストウエ
トレイノヨウシヲト
リノゾイテクダサイ

�ビンプリントポスト
のプルーフ排紙トレ
イが満杯になりまし
た。

用紙を取り除いてください。

プリントポストマエ
カバー�（ウエ）ヲ�シ
メテクダサイ

�ビンプリントポスト
の前カバー（上）が
開いています。

�ビンプリントポストの前カバー（上）を閉め
てください。

プリントポストマエ
カバー�（ミギ）ヲ�シ
メテクダサイ

�ビンプリントポスト
の前カバー（右）が
開いています。

�ビンプリントポストの前カバー（右）を閉め
てください。

プリントポストトレ
イ?ノヨウシヲトリノ
ゾイテクダサイ

�ビンプリントポスト
の表示ビンが満杯に
なりました。

用紙を取り除いてください。

ブンショガアリマセ
ン

試し印刷または機密
印刷の対象となる
ファイルが存在しま
せん。

エラー履歴を確認してください。

ホンタイハイシトレ
イノヨウシヲトリノ
ゾイテクダサイ

本体排紙トレイが満
杯になりました。

用紙を取り除いてください。

マエカバーヲ�シメテ
クダサイ

前カバーが開いてい
ます。

前カバーを閉めてください。

ミギカバーヲ�シメテ
クダサイ

本体右カバーまたは
縦搬送上カバーが開
いています。

開いているカバーを閉めてください。

ミギシタカバーヲ�シ
メテクダサイ

縦搬送カバーが開い
ています。

縦搬送カバーを閉めてください。

メモリースイッチエ
ラー

システム条件の内容
が不適切です。

システム条件を正しく設定してください。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。
⇒���
���「システム設定を変更する」

メンテキット�コウカ
ン

メンテナンスキット
の交換時期になりま
した。

メンテナンスキット（転写ユニット、現像ユ
ニット、定着ユニット、給紙コロ）を交換し
てください。

メッセージ 原因 対処方法



メッセージが表示されたとき

�

ヨウシガ�アリマセン 用紙がありません。 用紙を補給してください。
⇒�����「用紙をセットする」

「ヨウシミスフィード
���@��=：キュウシグ
チ」「マエカバーノセ
ツメイヲミテヨウシ
ヲトリノゾイテクダ
サイ」

給紙部で紙づまりや
用紙の不送りが発生
しました。

つまった用紙を取り除いてください。
⇒���	��「つまった用紙を取り除く」

「ヨウシミスフィード
�������：ホンタイナ
イブ」「マエカバーノ
セツメイヲミテヨウ
シヲトリノゾイテク
ダサイ」

プリンター内部で紙
づまりが発生しまし
た。

つまった用紙を取り除いてください。
⇒���	��「つまった用紙を取り除く」

「ヨウシミスフィード
�：フィニッシャー」
「フィニッシャーカ
バーヲアケテヨウシ
ヲトリノゾイテクダ
サイ」

����枚フィニッ
シャーで紙づまりが
発生しました。

つまった用紙を取り除いてください。
⇒���	��「つまった用紙を取り除く」

「ヨウシミスフィード
�：プリントポスト」
「プリントポストカ
バーヲアケテヨウシ
ヲトリノゾイテクダ
サイ」

�ビンプリントポスト
で紙づまりが発生し
ました。

つまった用紙を取り除いてください。
⇒���	��「つまった用紙を取り除く」

「ヨウシミスフィード
A：リョウメンユニッ
ト」「リョウメンユ
ニットカバーヲアケ
テヨウシヲトリノゾ
イテクダサイ」

両面ユニットで紙づ
まりが発生しました。

つまった用紙を取り除いてください。
⇒���	��「つまった用紙を取り除く」

リョウメンユニット
ノ�カバーヲシメテク
ダサイ

両面ユニットが開い
ています。

両面ユニットを閉めてください。

リョウメンユニット
ヲセットシナオシテ
クダサイ

両面印刷時に、両面
ユニットが開いてい
ます。

両面ユニットをセットしてください。

リョウメンヨウシア
リ

両面ユニットに用紙
が残っています。

両面ユニットのカバーを開けて、用紙を取り
除いてください。

����エラー 拡張エミュレーショ
ンにエラーが発生し
ました。

拡張エミュレーションをセットし直してくだ
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。

.��エラー ハードディスクエ
ラーが発生しました。

電源を切ってからもう一度電源を入れても同
じメッセージが表示されるときは、拡張.��

ボードをセットし直してください。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。

メッセージ 原因 対処方法
��



��

こんなときには

�
 ❖ エラーコードが表示されるメッセージ

�>>>
��エラー 拡張
��ボードにエ
ラーが発生しました。

電源を切ってからもう一度電源を入れても同
じメッセージが表示されるときは、拡張
��

ボードをセットし直してください。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。

6�9エラー 
���枚増設トレイユ
ニットにエラーが発
生しました。

電源を切ってからもう一度電源を入れても同
じメッセージが表示されるときは、
���枚増
設トレイユニットをセットし直してください。
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。

6�9ノカバーヲシメテ
クダサイ


���枚増設トレイユ
ニットのカバーが開
いています。

カバーを閉めてください。

メッセージ 原因 対処方法

�：ワークエラー イメージ／フォーム
のワークまたはス
タック領域がオー
バーフローしました。

0����モジュールを増設するか、送信データ
を減らしてくださ�い。

��：グラフィック 印刷条件の「グラ
フィックス」が
「��86」になってい
るが、���86+�用の拡
張エミュレーション
がセットされていま
せん。

グラフィックスを���86のオプショングラ
フィックスで印刷したいときは、���86+�用の
拡張エミュレーションを正しくセットしてく
ださい。���86+�用の拡張エミュレーションが
ない場合は、印刷条件の「グラフィックス」
を「簡易グラフィックス」に設定してくだ�さ
い。

��：パラメーター�,
� ���0で文法エラーが
発生しました。

プリンタードライバーが本機と整合していな
い可能性があります。プリンターの機種や、
選択しているエミュレーションに合ったプリ
ンタードライバーをお使いください。
パソコンとプリンターの間で何か障害が発生
している可能性があります。正しく接続され
ているか確認してください。

�	：メモリーオーバー 印刷する用紙サイズ
のためのメモリー領
域がありません。

0����モジュールを増設するか、フリーサイ
ズの設定値を小さくしてください。

��：メモリースイッチ 印刷条件のパラメー
ターの設定が不適当
です。

印刷条件のメモリースイッチを正しく設定し
てください。

��：メディアフル ハードディスクの空
きがなくなりました。

ハードディスクに登録されているフォーム・
マクロやフォームオーバーレイ登録、外字の
恒久登録のうち、不要なものを削除して、空
き容量を増やしてください。

��：メモリーオーバー イメージ／フォーム
オーバーレイのため
のメモリー領域があ
りませ�ん。

0����モジュールを増設するか、送信データ
を減らしてください。

メッセージ 原因 対処方法



メッセージが表示されたとき

�

��：メモリーオーバー 外字またはフォント
などを登録するメモ
リー領域が足りませ
ん。

0����モジュールを増設するか、送信データ
を減らしてください。

�：ダウンロード フォントのダウン
ロードデータに誤り
がありました。

フォントセットダウンロードのパラメーター
を修正してください。

��：フォントエラー 指定されたフォント
がフォントテーブル
にありません。

文字コードを正しく設定してください。

��：セレクトエラー 指定されたフォント
を選択できません。

存在するフォントを選択するよう、パラメー
ターを修正してください。

��：モジセットエラー 存在しない文字の印字
要求がありました。�,��

オプション拡張フォントカードを正しくセッ
トし、フォント選択プログラムを正しく修正
してください。送信データを修正してくださ
い。

�	：アロケーション フォントを登録する
領域がありません。

0����モジュールを増設してください。

��：アクセスエラー ハードディスクへの
アクセスに失敗しま
した。

ハードディスクを正しく装着してください。

��：ワーニング データの処理中に警
告レベルのエラーが
発生しました。

�9�;;の使用説明書をお読みください。

��：ジュシンエラー �バイトエラーチェッ
クで受信エラーが発
生しました。

リセットしてください。

カイテンショリジッ
コウ

ドライバが作成した
画像方向に対して��

度回転処理を実行し
ました。

ドライバの設定を正しく設定し直すか、用紙
切れのトレイがないことを確認してください。

��：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。

プリンターシステム条件の受信バッファを多
く設定してください。

�：ソートオーバー ソート用テーブルが
オーバーフローしま
した。

0����モジュールを増設してください。

��：ページフル ページ印刷中に画像
圧縮で間引きが発生、
または、ページ画像
を破棄しました。

0����モジュールを増設してください。

�	：ドローエラー イメージ描画中に
ワークエリアがオー
バーフローしたため
描画することができ
ません。

0����モジュールを増設してください。

メッセージ 原因 対処方法
��



��

こんなときには

�

��：ライブラリー ライブラリー描画中
にエラーが発生しま
した。

0����モジュールを増設してください。

��：ページエラー 試し印刷または機密
印刷でページオー
バーが発生しました。

印刷ページ数を減らしてください。

��：ブンショスウ 試し印刷または機密
印刷で文書数オー
バーが発生しました。

登録されている文書を削除してください。

��：.��フル 試し印刷または機密
印刷で.��オーバー
フローが発生しまし
た。

登録されている文書を削除するか、試し印刷
または機密印刷している文書のサイズを小さ
くしてください。

��：.��フル フォーム、フォント
用のＨＤＤ領域が
オーバーしました。

不用なフォームまたはフォントを削除してく
ださい。

��：チクセキエラー 拡張ＨＤＤボード未
装着で機密文書印刷
が行われました。

機密文書印刷を実行したい場合は拡張.��

ボードを装着してください。.��を装着した
状態で本メッセージが表示される場合には、
サービス実施店に連絡してください。

��：リヨウシャセイ
ゲン

利用者制限により
ジョブがキャンセル
されました。

ユーザーコードの許可条件を確認してくださ
い。

��：ソートエラー ソートできない条件
での印刷要求があり
ました。

設定内容を確認し、指定し直してください。
または、0����モジュールを増設してくださ
い。

��：ステープルエラー ステープルできない
条件での印刷要求が
ありました。

用紙方向と印刷向きと後処理の位置指定を確
認し、指定し直してください。

�>：パンチエラー パンチできない条件
での印刷要求があり
ました。

用紙方向と印刷向きと後処理の位置指定を確
認し、指定し直してください。

�;：リョウメンエラー 両面印刷できない条
件での印刷要求があ
りました。

両面印刷可能なサイズの用紙を使用してくだ
さい。または、0����モジュールを増設して
ください。

�
：コマンドエラー 無効なコマンドが受
信されました。�,��

�>、�4コマンドの実行、印刷条件リストの印
刷、またはリセットにより解除します。�,��

��：パラメータスウ パラメータの数が不
適当です。�,��

�>、�4コマンドの実行、印刷条件リストの印
刷、またはリセットにより解除します。�,��

��：パラメータハンイ パラメータの有効範
囲を超えています。�,��

�>、�4コマンドの実行、印刷条件リストの印
刷、またはリセットにより解除します。�,��

��：ポジション 印刷位置が不適当で
す。�,��

�>、�4コマンドの実行、印刷条件リストの印
刷、またはリセットにより解除します。�,��

�	：ポリゴン ポリゴンバッファサ
イズが足りません。�,��

�>、�4コマンドの実行、印刷条件リストの印
刷、またはリセットにより解除します。�,��

メッセージ 原因 対処方法



メッセージが表示されたとき

�

/� このメッセージは、プリンター初期設定の「エラー表示」を「簡易表示」に設定していても表示される場
合があります。

/� )��'9��使用時のみ表示
/	 一時的にエラーを解除するための対処方法です。エラーの原因は送信されたデータ側にあるので、データ
そのものを見直してください。

補足

❒ エラーの内容は、システム設定リストや印刷条件リストに印刷される場合があります。あわせてご
確認ください。⇒���
���「テスト印刷メニュー」

��：オウトウエラー 応答コマンド実行中に
次のコマンドの実行要
求がありました。�,��

>0��>コマンドの実行、印刷条件リストの印
刷、またはリセットにより解除します。�,��

�
：コマンドエラー 無効なデバイスコン
トロールコマンドが
受信されました。�,��

>0��>コマンドの実行、印刷条件リストの印
刷、またはリセットにより解除します。�,��

��：ムコウパラメータ デバイスコントロー
ルコマンドのパラ
メータの中に無効な


バイトが受信されま
した。�,��

>0��>コマンドの実行、印刷条件リストの印
刷、またはリセットにより解除します。�,��

��：パラメータハンイ デバイスコントロー
ルコマンドのパラ
メータの有効範囲を
超えています。�,��

>0��>コマンドの実行、印刷条件リストの印
刷、またはリセットにより解除します。�,��

�：パラメータスウ デバイスコントロー
ルコマンドのパラ
メータの数が不適当
です。�,��

>0��>コマンドの実行、印刷条件リストの印
刷、またはリセットにより解除します。�,��

��：フォントセレクト 指定されたフォント
をセレクトできませ
ん。�,��

�>、�4コマンドの実行、印刷条件リストの印
刷、またはリセットにより解除します。�,��

��：フォントエラー 指定されたフォント
がフォントテーブル
にありません。�,��

�>、�4コマンドの実行、印刷条件リストの印
刷、またはリセットにより解除します。�,��

�>：パラメータハンイ 文字サイズが不適当な
可能性があります。�,��

�>、�4コマンドの実行、印刷条件リストの印
刷、またはリセットにより解除します。�,��

�;：ワークメモリー シェーディング実行
のための領域が不足
しています。�,��

メモリーを増設しても、このメッセージが消
えない場合は、データの量を減らしてくださ
い。

>�：ハイシサキヘン
コウ

排紙先の用紙サイズ
制限のため、排紙先
を変更しました。

正しい排紙先を指定してください。

メッセージ 原因 対処方法
�




��

こんなときには

�

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。詳しくはプリンターネットワーク編の使用説明書を参照してください。

• =4�B：&'Cコマンド、7#%、73'、:*'の#*1*パラメータを使います。

• $#%(&&：#*1*<#コマンドを使います。

メッセージ 原因 対処方法

�1&&�0(75�3(��(�*(7 電源を切ってから、もう一度電源を入れてください。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。

�!5(7��'(�D��7� �(�

=��*

排紙中継ユニットの
カバーが開いていま
す。

排紙中継ユニットのカバーを閉めてください。

�!5(7��'(�D��<'&()�

=��*

両面ユニットのカ
バーが開いています。

両面ユニットのカバーを閉めてください。

�!5(7��'(�D�;���#%(7 ����枚フィニッシャー
のカバーが開いていま
す。

����枚フィニッシャーのカバーを閉めてくださ
い。

���������	
����	������� 前カバーが開いてい
ます。

前カバーを閉めてください。

�!5(7��'(�D�6!"(7�

���%*��!5(7

縦搬送カバーが開い
ています。

縦搬送カバーを閉めてください。

�!5(7��'(�D��1�&-!) �ビンプリントポスト
のカバーが開いてい
ます。

�ビンプリントポストのカバーを閉めてください。

���������	
����������� 縦搬送上カバーが開
いています。

縦搬送上カバーを閉めてください。

>$'*2D�9!�(7 トナーがなくなりま
した。

新しいトナーボトルと交換してください。

>�(7�2�015(7��! ( 省エネモードになっ
ています。

そのままご使用になれます。

>77!7D����� 拡張エミュレーショ
ンにエラーが発生し
ました。

拡張エミュレーションをセットし直してくださ
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。

>77!7D�>*%(7�(* イーサネットエラー
が発生しました。

電源を切ってからもう一度電源を入れてくださ
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。

>77!7D�.�� ハードディスクエ
ラーが発生しました。

電源を切ってからもう一度電源を入れても同じ
メッセージが表示されるときは、拡張.��ボード
をセットし直してください。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。



メッセージが表示されたとき

�

>77!7D��>>>
�� 拡張
��ボードにエ
ラーが発生しました。

電源を切ってからもう一度電源を入れても同じ
メッセージが表示されるときは、拡張
��ボード
をセットし直してください。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。

>77!7D�4���� システム条件の内容
が不適切です。

システム条件を正しく設定してください。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。⇒���
���「システム
設定を変更する」

>77!7D��'*�!�1&���� 0����モジュールに
エラーが発生しまし
た。

0����モジュールをセットし直してください。
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。

>77!7D��171&&(&��+; パラレルインター
フェースで異常が発
生しました。

適切なインターフェースケーブルを使用してくだ
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。

;<&&D�;���#%(7��7!!:�

9712

����枚フィニッシャー
のプルーフ排紙トレイ
が満杯になりました。

用紙を取り除いてください。

;<&&D�;���#%(7�0%�:*�9712 ����枚フィニッシャー
のシフト排紙トレイが
満杯になりました。

用紙を取り除いてください。

;<&&D�.!&(��<�3%��(3('�

*13&(

����枚フィニッシャー
のパンチくずが満杯に
なりました。

フィニッシャーのパンチくずを廃棄してくださ
い。⇒����	�「パンチくずがいっぱいになったと
き」

;<&&D��1�&-!)��7!!:�

9712

�ビンプリントポスト
のプルーフ排紙トレ
イが満杯になりまし
た。

用紙を取り除いてください。

;<&&D��1�&-!)�9712�
 �ビンプリントポスト
のトレイ
が満杯にな
りました。

用紙を取り除いてください。

;<&&D��1�&-!)�9712�� �ビンプリントポスト
のトレイ�が満杯にな
りました。

用紙を取り除いてください。

;<&&D��1�&-!)�9712�� �ビンプリントポスト
のトレイ�が満杯にな
りました。

用紙を取り除いてください。

;<&&D��1�&-!)�9712� �ビンプリントポスト
のトレイが満杯にな
りました。

用紙を取り除いてください。

;<&&D��1�&-!)�9712�� �ビンプリントポスト
のトレイ�が満杯にな
りました。

用紙を取り除いてください。

;<&&D��1�&-!)�9712�� �ビンプリントポスト
のトレイ�が満杯にな
りました。

用紙を取り除いてください。

メッセージ 原因 対処方法
��



��

こんなときには

�

;<&&D��1�&-!)�9712�	 �ビンプリントポスト
のトレイ	が満杯にな
りました。

用紙を取り除いてください。

;<&&D��1�&-!)�9712�� �ビンプリントポスト
のトレイ�が満杯にな
りました。

用紙を取り除いてください。

;<&&D��1�&-!)�9712�� �ビンプリントポスト
のトレイ�が満杯にな
りました。

用紙を取り除いてください。

;<&&D�0*1� 17 �9712 本体排紙トレイが満
杯になりました。

用紙を取り除いてください。

;<&&D��1#*(�9!�(7 廃トナーが満杯にな
りました。

サービス実施店に連絡してください。

6!"D�0*1'&(# ����枚フィニッシャー
のステープルの針が残
り少なくなっていま
す。

ステープル針の予備を用意してください。⇒������

「ステープラーの針がなくなったとき」

6!"D�9!�(7 トナーの残りが少な
くなりました。

トナー切れに備えてトナーボトルを用意してくだ
さい。

�1&:<�3*�!�D��<'&()�

=��*

両面ユニットにエ
ラーが発生しました。

両面ユニットをセットし直してください。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。

�1&:<�3*�!�D�;���#%(7 ����枚フィニッシャー
にエラーが発生しまし
た。

����枚フィニッシャーをセットし直してくださ
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。

�1&:<�3*�!�D�6�9 
���枚増設トレイユ
ニットにエラーが発
生しました。


���枚増設トレイユニットをセットし直してくだ
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。

�1&:<�3*�!�D�0*1'&(�

=��*

ステープラーにエ
ラーが発生しました。

ステープラーをセットし直してください。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。

�1&:<�3*�!�D�9712�
 給紙トレイ�
にエラー
が発生しました。

電源を切ってからもう一度電源を入れても同じ
メッセージが表示されるときは、給紙トレイ�
を
セットし直してください。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。

�1&:<�3*�!�D�9712�� 給紙トレイ��にエラー
が発生しました。

電源を切ってからもう一度電源を入れても同じ
メッセージが表示されるときは、給紙トレイ��を
セットし直してください。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。

�1&:<�3*�!�D�9712�� 給紙トレイ��にエラー
が発生しました。

電源を切ってからもう一度電源を入れても同じ
メッセージが表示されるときは、給紙トレイ��を
セットし直してください。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。

メッセージ 原因 対処方法



メッセージが表示されたとき

�

�1&:<�3*�!�D�9712� 給紙トレイ�にエラー
が発生しました。

電源を切ってからもう一度電源を入れても同じ
メッセージが表示されるときは、給紙トレイ�を
セットし直してください。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。

��#$1*3%D��1'(7�0�/( 用紙サイズが設定さ
れたサイズと異なり
ます。

設定サイズを変更するには、用紙をセットして用
紙サイズダイヤルを調整し、必要に応じてメ
ニュー内の用紙サイズ設定にて変更してくださ
い。

��#$1*3%D��1'(7�0�/(�

1� �92'(

設定された用紙サイ
ズと紙種の一致する
トレイがありません。

任意の給紙トレイに用紙をセットして用紙サイズ
ダイヤルを調整し、必要に応じてメニュー内の用
紙サイズ設定にてサイズを設定し、さらにメ
ニュー内の紙種設定にて紙種を設定してくださ
い。

��#$1*3%D��1'(7�92'( 紙種が設定された紙
種と異なります。

設定紙種を変更するには、メニュー内の紙種設定
にて変更してください。

�����������
���������	�� 廃トナーがもうすぐ
満杯になります。

サービス実施店に連絡してください。

4!��1'(7 用紙がありません。 用紙を補給してください。⇒�����「用紙をセット
する」

4!*��(*(3*( D��<'&()�

=��*

両面ユニットが正し
くセットされていま
せん。

両面ユニットを正しくセットしてください。

4!*��(*(3*( D�;<#����

=��*

定着ユニットが正し
くセットされていま
せん。

定着ユニットを正しくセットしてください。

4!*��(*(3*( D=#(7�0(�

&(3*( �9712

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。

�1'(7�����<'&()�=��* 両面ユニットに用紙
が残っています。

両面ユニットのカバーを開けて，用紙を取り除い
てください。

�1'(7����;���#%(7 ����枚フィニッシャー
に用紙が残っていま
す。

フィニッシャーのカバーを開けて，用紙を取り除
いてください。

�1'(7���#:(( D��<'&()�

=��*

両面ユニットで紙づ
まりが発生しました。

つまった用紙を取り除いてください。⇒���	��「つ
まった用紙を取り除く」

�1'(7���#:(( D�;���#%(7 ����枚フィニッシャー
で紙づまりが発生しま
した。

つまった用紙を取り除いてください。⇒���	��「つ
まった用紙を取り除く」

�1'(7���#:(( D���'<*�

9712

給紙部で紙づまりや
用紙の不送りが発生
しました。

つまった用紙を取り除いてください。⇒���	��「つ
まった用紙を取り除く」

�1'(7���#:(( D���*(7�1& プリンター内部で紙
づまりが発生しまし
た。

つまった用紙を取り除いてください。⇒���	��「つ
まった用紙を取り除く」

メッセージ 原因 対処方法
�	



��

こんなときには

�

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。詳しくはプリンターネットワーク編の使用説明書を参照してください。

• =4�B：7#%、73'、:*'の��:!パラメータを使います。

• $#%(&&：��:!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。

❒ ,
～,�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。

�1'(7���#:(( D�6�9 
���枚増設トレイユ
ニットで紙づまりが
発生しました。

つまった用紙を取り除いてください。⇒���	��「つ
まった用紙を取り除く」

�1'(7���#:(( D��1�&-!) �ビンプリントポスト
で紙づまりが発生し
ました。

つまった用紙を取り除いてください。⇒���	��「つ
まった用紙を取り除く」

�7��*(7��#��!*�7(1 2 異常が発生していま
す。

異常の原因を取り除いてから印刷し直してくださ
い。

�(1 2 正常な状態です。 そのままご使用になれます。

�('&13(��1��*(�1�3(�

E�*

メンテナンスキット
の交換時期になりま
した。

メンテナンスキット（転写ユニット、現像ユニッ
ト、定着ユニット、給紙コロ）を交換してくださ
い。

�17$����=' 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。

項目名 意味

��'<*�9712

�4!�

�41$(

��1�(0�/(

�0*1*<#

�

給紙トレイ番号
給紙トレイ名,


用紙サイズ（給紙トレイの紙サイズ設定で指定したサイズが表
示されます）,�

給紙トレイの状態,�

�<*'<*�9712

�4!�

�41$(

�0*1*<#

�

排紙トレイ番号
排紙トレイ名,

排紙トレイの状態,�

>$<&1*�!�

�4!�

�41$(

��(7#�!�

�

エミュレーション番号
エミュレーション名
エミュレーションのバージョン

メッセージ 原因 対処方法



メッセージが表示されたとき

��

�

❖ 別表

給紙トレイ名,
 意味（41$(）

9712
 標準の給紙トレイ（上段）

9712� 標準の給紙トレイ（下段）

9712� 
���枚給紙テーブル（上段）

9712 
���枚給紙テーブル（下段）

617�(��1'13�*2�9712または6�9 
���枚増設トレイユニット

�2'1##�9712 手差しトレイ

用紙サイズ,� 意味（�1�(�0�/(）

��� ��L

� �K

�� �L

��� ��L

��� ��L

�� �L

�� ��K

��� ��L

��� ��L

�6� 

×
	L

.6� �
+�×�
+�L

68� 6(�1&（�
+�×
）L

69 6(**(7（�
+�×

）K

69� 6(**(7（�
+�×

）L

��� はがき

F トレイ未セット

;�> 不定形サイズ

給紙トレイの状態,� 意味（0*1*<#）

4!7$1& 通常状態

�1'(7>� 用紙なし

4!��'<*9712 トレイなし

>77!7 その他のエラー

排紙トレイ名, 意味（41$(）

0*1� 17 �9712 本体排紙トレイ

�7��*��!#*��7!!:�9712 プリントポストプルーフトレイ

�7��*��!#*�9712
～9712� プリントポスト
ビン～�ビン

;���#%(7�0%�:*�9712 フィニッシャートレイ



��

こんなときには

�

- A1�?からの印刷時に指定できるコマンドオプション

イーサネットボードを使って=4�Bから印刷するとき、本機では以下のコマンドオプションを指定で
きます。

• エミュレーションとプログラム

• 漢字フィルター

• 給紙トレイ
給紙トレイ番号以外にアルファベットでも指定できます。
9または�：手差しトレイ

• 排紙トレイ
排紙トレイ番号以外に�文字のアルファベットでも指定できます。
09：本体排紙トレイ
��または��：プリントポストプルーフトレイ
�
～��：プリントポスト
ビン～�ビン
;4：フィニッシャートレイ

• 印刷部数

• 両面

参照

各コマンドオプションについての詳しい説明はプリンターネットワーク編の使用説明書を参照し
てください。

排紙トレイの状態,� 意味（41$(）

4!7$1& 正常

�1'(7>)�#* 用紙あり

�5(7;&!" 用紙が満杯

>77!7 その他のエラー



印刷がはじまらないとき

�

印刷がはじまらないとき

パソコンから印刷を実行しても印刷がはじまらないときは、以下のことを確認してください。

それでも印刷が始まらないときは、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

❒ データインランプが点灯・点滅しないときの、印刷ポートの確認方法は以下のとおりです。

❖ パソコンとケーブルで直接接続しているとき
印刷ポートの設定が適切かどうか確認してください。パラレルインターフェースで接続してい
るときは、6�9
または6�9�に接続します。

• ��� !"#��+��+�(の場合

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 4B���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［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。

確認すること 原因・対処方法・参照先

電源が入っていますか？ 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていることを確認
した後、電源スイッチを「｜���」側にしてください。

オンラインランプが点灯してい
ますか？

【オンライン】キーを押して、オンラインランプを点灯させて
ください。

アラームランプが点灯していま
せんか？

点灯しているときは、ディスプレイのメッセージを確認して、
エラーの対処をしてください。

用紙はセットされていますか？ 給紙トレイや
���枚増設トレイユニットに用紙をセットしてく
ださい。

テスト印刷できますか？ 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。
⇒���
���「テスト印刷メニュー」

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がパソコン、プリンターにしっかり
と接続されていることを確認します。コネクターに金具が付い
ているときは、金具を使用して固定します。

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使用するパソコンの機種
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。断線が考えられるときは、ほかのケーブルを接
続して確認してください。
⇒���
���「関連商品一覧」

印刷実行後、データインランプ
が点灯、点滅しますか。

印刷を実行してもデータインランプが点灯・点滅しないとき
は、プリンターにデータが届いていません。
• パソコンとケーブルで接続しているとき
印刷ポートの設定が適切かどうかを確認してください。印
刷ポートの確認方法は次項の補足を参照してください。

• パソコンとネットワークで接続しているとき
ネットワークの管理者に相談してください。
��



��

こんなときには
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• ��� !"#����の場合

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 4B���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［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。

• ��� !"#49��の場合

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 4B���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［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。



思いどおりに印刷できないとき

�

思いどおりに印刷できないとき

パソコンから印刷を実行しても思いどおりに印刷できないときは、以下のことを確認してください。

状態 原因・対処方法・参照先

用紙の印刷面に汚れが出る 印刷濃度を薄くして印刷してみてください。印刷濃度を調整す
るには、操作パネルの【メニュー】キーを押し、「チョウセイ+

カンリ」から「ノウドチョウセイ」を選択します。
⇒������「【メニュー】キー機能一覧表」

用紙が反ったり、曲がったりしていませんか？
用紙が反っている時は反りを直してから印刷してください。ま
たきちんと用紙がセットされているか確認してください。

用紙の裏面が汚れる セットした用紙と用紙サイズダイヤルが合っていない可能性が
あります。セットした用紙サイズと方向の組み合わせに用紙サ
イズダイヤルを合わせてください。

��のデータを�に印刷した場合など、印刷した用紙サイズよ
りも大きいサイズのデータを印刷すると、次に印刷した用紙の
裏面が汚れることがあります。

全体がかすれる 印刷濃度を濃くして印刷してみてください。印刷濃度を調整す
るには、操作パネルの【メニュー】キーを押し、「チョウセイ+

カンリ」から「ノウド�チョウセイ」を選択します。
⇒������「【メニュー】キー機能一覧表」

プリンタードライバーの「トナーセーブ」を選択していると、
全体的に薄く印刷されます。
⇒プリンタードライバーのヘルプ

画像がぼやける 結露が発生すると画像がぼやける原因になります。寒い部屋か
ら暖かい部屋に急に移動した場合など、結露が発生したとき
は、プリンター本体を室温に十分なじませてから印刷してくだ
さい。

何度も用紙がつまる セットした用紙と用紙サイズダイヤルが合っていない可能性が
あります。セットした用紙サイズと方向の組み合わせに用紙サ
イズダイヤルを合わせてください。

給紙トレイの用紙ガイドの位置がずれていないか確認してくだ
さい。

給紙トレイにつまった用紙を取
り除いたが、ディスプレイのエ
ラーメッセージが消えない

紙づまりのメッセージが表示されたときは、カバーの開け閉め
を行わないとエラーメッセージが消えません。つまった用紙を
取り除いたあとは、カバーの開け閉めを行ってください。また
縦搬送上カバーを閉め忘れないように注意してください。
⇒���	��「つまった用紙を取り除く」

思ったトレイとは違うトレイか
ら給紙される

給紙トレイにセットした用紙と、給紙トレイの用紙サイズダイ
ヤルが合っていません。セットした用紙サイズと方向の組み合
わせに用紙サイズダイヤルを合わせてください。

��� !"#から印刷するときは操作パネルで給紙トレイを選択し
ても、プリンタードライバーの設定が優先します。プリンター
ドライバーで給紙する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
�
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こんなときには
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画面どおりに印刷されない 変倍や集約を行うと、行の最後の文字が次の行に送られるな
ど、画面上とレイアウトが異なることがあります。

97<(92'(フォントをプリンターフォントに置き換える設定で印
刷していませんか？
画面と同じ文字で印刷するには、次の設定をしてください。

• ��� !"#��+��+�(の場合
［印刷品質］タブの［ユーザー設定の変更］ダイアログ内、
［97<(92'(フォント］で［97<(92'(フォントをイメージで印
刷］を選択します。

• ��� !"#�����+��� !"#49��の場合
［97<(92'(フォントの置換編集］タブで［標準に戻す］ボタ
ンをクリックします。

⇒プリンタードライバーのヘルプ

��� !"#��+��+�(では、グラフィックスコマンドを使用する設
定で印刷すると、表やグラフのレイアウトが変わることがあり
ます。
⇒プリンタードライバーのヘルプ

色付き文字をグレーで印刷するには、［ユーザー設定の変更］
ダイアログ内、［画質調整］の［文字を黒で印刷］のチェック
を外してください。この機能は��� !"#��+��+�(で使用できま
す。
⇒プリンタードライバーのヘルプ

��� !"#��+��+�(、
��� !"#����、��� !"#49��で
6�9
への書き込みエラーが発生
する

インターフェースケーブルが正しく接続されていることを確認
してください。インターフェースケーブルは、適切なものを使
用してください。
⇒���
���「関連商品一覧」

双方向通信が働いている場合は、双方向通信を解除してくださ
い。解除方法は以下のとおりです。
・��� !"#��+��+�(の場合
双方向通信機能が働いていると、［初期設定］タブで［オプ
ション構成の変更+トレイ用紙設定］ボタンをクリックして表
示させる［オプション構成変更+給紙トレイ設定］ダイアログ
で使用できない機能が半輝度表示されます。
A［詳細］タブを開きます。
B［スプールの設定］をクリックします。
C［このプリンタの双方向通信機能をサポートしない］をク
リックし、［�E］をクリックします。

D［�E］をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。
・��� !"#����+��� !"#49��の場合
双方向通信機能が働いていると、［オプション構成の変更+給紙
トレイ設定］タブのダイアログで使用できない機能が半輝度表
示されます。
A［ポート］タブを開きます。
B［双方向サポートを有効にする］のチェックを外します。
C［プリンタープールを有効にする］をチェックします。
D［�E］をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。
⇒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

��

�

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。

意味不明の文字が印刷される エミュレーションが正しく選択されていない可能性がありま
す。操作パネルの【メニュー】キーで正しいエミュレーション
を選択してください。
⇒���

��「優先エミュレーション」

縦と横が逆に印刷される 印刷条件の［印刷方向］の設定が合っていない可能性がありま
す。正しく設定してください。
⇒プリンタードライバーのヘルプ

���モードで印刷したとき、正し
い位置に印刷されない

印刷条件の［印刷位置］の設定が、ソフトウェアの設定と合っ
ていない可能性があります。正しく設定してください。
⇒プリンタードライバーのヘルプ

フィニッシャーから排紙された
用紙が反ったり、紙づまりが発
生する

用紙の「反り」が原因で、何度もつまることがあります。この
ときは用紙の表と裏を反対にセットしてください。

思いどおりの位置にステープル
やパンチができない

用紙サイズ・方向が設定されていないと正しくステープルやパ
ンチができません。��� !"#��+��+�(の場合は［初期設定］タ
ブの［オプション構成の変更+給紙トレイ設定］ダイアログで、
��� !"#����+��� !"#49��の場合は［オプション構成の変更+

給紙トレイ設定］タブでプリンターにセットされている用紙サ
イズ・方向を正しくセットしてください。
⇒プリンタードライバーのヘルプ

ステープルの指示をして印刷し
てるのにステープルされない

ステープルの針がつまっている可能性があります。針がつまっ
ているときは取り除いてください。
⇒������「ステープラーの針がつまったとき」

印刷の指示をしてから
枚目の印
刷が始まるまで時間がかかる

データの量が多いため、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。そのまましばらくお待ちください。

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
刷を開始するまで時間がかかります。
⇒���
���「システム設定を変更する」

スプール印刷が「する」に設定されていると、印刷データがす
べて本機に送られてから印刷を開始するため、印刷開始までに
時間がかかります。
⇒���
���「システム設定を変更する」

画像が途中で切れたり、余分な
ページが印刷される

アプリケーションで設定した用紙サイズより小さい用紙に印刷
していませんか？
アプリケーションで設定したサイズと同じサイズの用紙をセッ
トしてください。同じサイズの用紙をセットできないときは、
変倍の機能を使って縮小して印刷することができます。
⇒プリンタードライバーのヘルプ

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
ページに入っていた文書が本機で印刷
すると
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、ディスプ
レイ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。

H

�重要
❒ ディスプレイに複数の場所が表示されてい
るときは、表示されているすべての場所を順
番に確認して用紙を取り除いてください。

❒ 何度も用紙がつまるときは、以下の原因が考
えられます。

• 用紙サイズダイヤルの設定と、セットし
た用紙のサイズ、方向があっていない。

• 給紙トレイの用紙ガイドの位置がずれ
ている。

❒ 上記の内容を確認した上でも用紙がつまる
ときはサービス実施店に相談してください。

ヨウシミスフィード：6の
場合

A 右側面のレバーを上げ、両面ユニットを
開けます。

B レバーを上げ、本体右カバーを開けます。

補足

❒ 
���枚増設トレイユニット（オプショ
ン）を取り付けているときは、レバーを
引いて連結部を延ばします。

• 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。

R

Y

D C
Z

A
B

U

W

TAPH200E

1

2

TAPP700E



つまった用紙を取り除く

�

C 縦搬送上カバーを開けます。

補足

❒ 
���枚増設トレイユニット（オプション）
を取り付けているときは、縦搬送上カ
バーは取り外されています。

D「6�」青色ダイヤルを矢印方向に回しま
す。

E「6�」青色レバーを上げながら用紙を取り
除きます。

F 手差しトレイを取り付けている場合は、
手差しトレイを開けて用紙を取り除きま
す。

G 縦搬送上カバー、本体右カバー、両面ユ
ニットを閉めます。

ヨウシミスフィード：<の
場合

A 右側面のレバーを上げ、両面ユニットを
開けます。

B レバーを上げ、本体右カバーを開けます。

TAPY110E

A1

TAPY120E

A2

1

2

�	
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こんなときには

�

C 前カバーを開けます。

D「<」青色ノブを矢印方向に回し、本体右カ
バーを開けた内部に出てくる用紙を取り
除きます。

E 本体右カバー、両面ユニット、前カバーの
順番にカバーを閉めます。

ヨウシミスフィード：*の
場合

A 右側面のレバーを上げ、両面ユニットを
開けます。

B レバーを上げ、本体右カバーを開けます。

C 前カバーを開けます。

D 用紙のある位置を確認します。

本体右カバーから用紙が見える場合は、手順

Eへ進み、見えない場合は手順F へ進みま
す。

B



つまった用紙を取り除く

�

E「*」青色ノブを反時計回りに回して用紙
を取り除きます。

本体右カバー内部に用紙が出てきます。

F「*」青色ノブを時計回りに回して用紙を
取り除きます。

排紙トレイ側に用紙が出てきます。

G 本体側から用紙が取り除けないときは、
右側方向に取り除きます。

H 本体右カバー、両面ユニット、前カバーの
順番にカバーを閉めます。

ヨウシミスフィード：:の
場合

A 排紙中継ユニットの中継部のカバーを開
け、用紙を取り除きます。

B 右側面のレバーを上げ、両面ユニットを
開けます。

C レバーを上げ、本体右カバーを開けます。

1

2

��



��

こんなときには

�

D 前カバーを開けます。

E 用紙のある位置を確認します。

本体右カバー内から用紙が見える場合は、手
順Fへ進み、見えない場合は手順Gへ進みま
す。

F「*」青色ノブを反時計回りに回して用紙
を取り除きます。

本体右カバー内部に用紙が出てきます。

G「*」青色ノブを時計回りに回して用紙を
取り除きます。

排紙トレイ側に用紙が出てきます。

H 排紙中継ユニットの中継部のカバー、本
体右カバー、両面ユニット、前カバーの順
番にカバーを閉めます。

I 排紙トレイ部分のカバーを左右に開き、
用紙を取り除きます。

J カバーを閉めます。

1

2



つまった用紙を取り除く

�

ヨウシミスフィード：)の
場合

A 	���枚フィニッシャーの前カバーを開け
ます。

B「)�」青色レバーを上げながら用紙を取り
除きます。

C 手順 B で用紙が取り除けないときは、
「)�」青色レバーを下げながら用紙を取り
除きます。

D「)	」青色レバーを上げながら用紙を取り
除きます。

E「)�」青色レバーを下げて用紙を取り除き
ます。

F「)�」青色レバーを元に戻します。

TAPY280E
��
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こんなときには

�

G 手順 Fで用紙が取り除けないときは、
「)�」青色レバーを上げながら用紙を取り
除きます。

H「)�」青色レバーを引いてステープルユ
ニットを引き出し、用紙を取り除きます。

I ステープルユニットを元に戻し、前カ
バーを閉めます。

ヨウシミスフィード：Aの
場合

A ����枚増設トレイユニットの上カバーを
開けます。

B 用紙を取り除きます。

C 手順 Bで用紙が取り除けないときは、
����枚増設トレイユニットの上カバーを
閉めてから、連結部を延ばします。

1

2

TAPY160E

1

2

TAPP700E



つまった用紙を取り除く

�

D 連結部側から用紙を取り除きます。

E ����枚増設トレイユニットをスライドさ
せて本体と合体させます。

ヨウシミスフィード：Dの
場合

補足

❒ 
���枚増設トレイユニット（オプション）を
取り付けているときは、レバーを引いて連結
部を延ばします。

A 縦搬送カバーを開けます。

B 用紙を取り除きます。

C 縦搬送カバーを閉めます。

TAPY170E

TAPP230E

1

2

TAPP700E

TSPY140E
�
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こんなときには

�

ヨウシミスフィード：�の
場合

A 
ビンプリントポストの前カバーを開けま
す。

B「Ｗ�」青色レバーを下げてパネルを開け、
用紙を取り除きます。

C「Ｗ�」パネルを元に戻します。

D「Ｗ�」青色レバーを上げながら用紙を取
り除きます。

E「Ｗ	」青色ボタンを押してパネルを開け、
用紙を取り除きます。

F カチッと音がするまでパネルを閉め、
ビ
ンプリントポストの前カバーを閉めま
す。

G 
ビンプリントポストの上カバーを開けま
す。

H「Ｗ�」青色レバーを右に引いてパネルを
開け、用紙を取り除きます。

I パネルを元に戻します。

TAPY450E



つまった用紙を取り除く

�

J「Ｗ�」青色レバーを引き上げながら用紙
を取り除きます。

K 
ビンプリントポストの上カバーを閉めま
す。

L 排紙口から用紙を取り除きます。

M 	���枚フィニッシャー、
ピンプリントポ
ストを同時に取り付けている場合は三角
形のカバーを開けます。

N「Ｗ�」青色レバーを矢印の方向に下げて、
パネルを開けて用紙を取り除きます。

O「Ｗ�」青色レバーを上げてパネルを元に
戻します。

P 三角形のカバーを閉めます。

TAPY480E

TAPY490E
��
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ヨウシミスフィード：Eの
場合

A 両面ユニットのカバーを開け、用紙を取
り除きます。

B 手順Aで取り除けないときは、レバーを上
げ、両面ユニットを開けます。

C「E」パネルを矢印方向に倒し、用紙を取り
除きます。

D「E」パネルを元に戻し、両面ユニットを閉
めます。

1

2
Z



ステープラーの針がなくなったとき

�

ステープラーの針がなくなったとき

補足

❒ 針交換後、ステープラーが針シートの位置合
わせをする間はステープルされず、�～	回ほ
ど空打ちされます。

A 	���枚フィニッシャーの前カバーを開け、
「)�」青色レバーを引いてステープルユ
ニットを止まるまで引き出します。

B カートリッジをカチッと音がするまで持
ち上げ、静かに引き抜きます。

C 空になった針ケースを外します。

D 新しい針ケースの矢印とカートリッジの
矢印を合わせ、カチッと音がするまで押
し込みます。

E 針ケース下部のリボンを引き出し、取り
除きます。

F カートリッジを差し込み、カチッと音が
するまで下に押します。

2

1

TAPY330E

TAPY340E

TAPY350E

TAPY360E

TAPY370E
�	
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こんなときには

�

G ステープルユニットを元に戻し、	���枚
フィニッシャーの前カバーを閉めます。

1

2



ステープラーの針がつまったとき

�

ステープラーの針がつまったとき

ステープルの指示をしたのにステープルされな
い場合、針がつまっている可能性があります。

補足

❒ 用紙の「反り」が原因で、何度もつまること
があります。このときは用紙の表と裏を反対
にセットしてください。

❒ 針づまりの処理後、ステープラーが針シート
の位置合わせをする間はステープルされず、
�～	回ほど空打ちされます。

A 	���枚フィニッシャーの前カバーを開け、
「)�」青色レバーを引いてステープルユ
ニットを止まるまで引き出します。

B カートリッジをカチッと音がするまで持
ち上げ、静かに引き抜きます。

C フェースプレートを固定しているロック
を押します。

フェースプレートが開きます。

D つまっている針を取り除きます。

E フェースプレートをカチッと音がするま
で下げます。

2

1

TAPY330E

TAPY380E

TAPY390E

TAPY400E
��
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こんなときには

�

F カートリッジを差し込み、カチッと音が
するまで下に押します。

G ステープルユニットを元に戻し、	���枚
フィニッシャーの前カバーを閉めます。

TAPY370E

1

2



パンチくずがいっぱいになったとき

�

パンチくずがいっぱいになったとき

A 	���枚フィニッシャーの前カバーを開け
ます。

B パンチくず箱を静かに手前に引き抜き、
パンチくずを廃棄します。

C パンチくず箱を元に戻します。

D 	���枚フィニッシャーの前カバーを閉め
ます。
��



��

こんなときには

�
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プリンタードライバーについて

❖ *:�)�4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？
リコープリンタドライバ;�送付サービス（無償）をご利用ください。
なお、当サービスはプリンタドライバのみのご提供で、プリンタに標準添付されているソフトウェ
ア類（ユーティリティ、フォントなど）は一部対象外となっております。

A ファクスの受話器を取り、リコー ;�B情報��BG��H�

H�	

Iへダイヤルします。

B 注文取り出し��B番号「������」と、【�】を押します。あとは音声メッセージに従ってください。
操作終了後、「プリンタドライバ申し込み用紙」と「ドライバ一覧」がファックスされます。

C「プリンタドライバ申し込み用紙」に必要事項をご記入の上ファックスします。ファックス番号
は「プリンタドライバ申し込み用紙」に記載されています。
申し込み後
週間程で;�が郵送されます。

❖ 最新のプリンター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J��:*2のリ
コーステーションからダウンロード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
%**'：++"""�7�3!%�3!�K'+

J��:*2+リコーファンフォーラム
＞8��;����.@

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い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、セットアップガイドの「オプションを取り付け
る」を参照してください。

❖ 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��バイト装備されています。����バイトの0����モジュールを増設して、最
大����バイトに拡張できます。オプションの0����モジュールには、�、
��、����バイトの�

種類があります。
⇒���
�
�「0����モジュール」

❖ 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、複数枚を高速に印刷できるようになります。
⇒���
��「用紙サイズと解像度」

❖ ネットワークプリンターとして印刷したいのですが？
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。ない場合は�� !3����415�を使用すれば
印刷できます。
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�

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か？
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。
⇒���
���「インターフェースケーブル」

❖ ���,$!5
��
��4�、���,$!5����、���,$!51��"�で、接続したオプション装置がプリ
ンタードライバーで指定できないのですが？
プリンターとパソコンが双方向通信していない場合、接続したオプション装置を自動的に認識で
きないので、プリンタードライバーのプロパティで設定する必要があります。セットアップガイド
の「ソフトウェアをインストールする」の中の「オプションセットアップ」と「双方向通信が働く
条件」を参照してください。

用紙・トレイについて

❖ 給紙トレイには同時に何枚まで用紙をセットできますか？
普通紙の場合、標準の給紙トレイに
�
��枚（���枚×�段）、オプションの
���枚給紙テーブルに
�
��

枚（���枚×�段）セットできるので、合計�����枚セットできます。さらにオプションの
���枚増設
トレイユニット、手差しトレイ（��枚）を取り付けると、最大��	��枚までセットできます。

❖ �種類以上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？
各段の給紙トレイに違うサイズの用紙をセットしておくことができます。また
���枚給紙テーブ
ル、
���枚増設トレイユニット（オプション）、手差しトレイ（オプション）を取り付けることに
よって、同時に�種類の用紙をセットしておくこともできます。

❖ 印刷保証範囲を教えてください。
印刷保証範囲は用紙の各端より�$$内側の範囲です。

❖ 手差しトレイに用紙をセットして印刷したいのですが？
手差しトレイに用紙をセットする方法は、���
�「手差しトレイ（オプション）に用紙をセットする」
を参照してください。

❖ トレイごとに操作パネルで紙種が設定できますが、どのような場合に設定するとよいの
でしょうか？
サイズが同じで種類が異なる用紙がセットされている場合など、意図した用紙に印刷されないこ
とがあります。このようなときに、プリンターの操作パネルで各トレイの紙種を設定しておくこと
により、プリンタードライバーから用紙の種類を指定して印刷することができます。

❖ 用紙設定メニューに自動トレイ選択という項目がありますが、どのような場合に使用す
るのでしょうか？
自動トレイ選択を「対象にしない」にした場合、プリンタードライバーから同じサイズ、同じ紙種
の印刷指示がプリンターに届いても、給紙されません。上質な用紙や特殊な用紙をセットした場合
など、自動的に給紙されるのを防ぎたい場合などに設定します。
�





�

こんなときには

�

便利な印刷方法について

❖ 試し印刷はどんなときに使うのでしょうか？
試し印刷はどんなときに使うのでしょうか？複数部数を印刷をしようとする場合などに最初に 


部だけ印刷を行い、その結果を確認した後に操作パネルを使用して残り部数を印刷することがで
きます。内容や印刷の指定を間違えたときなどに大量のミスプリントを防ぐことができます。

❖ 機密印刷はどのようなときに使うのでしょうか？
ネットワークでプリンターを共有している場合など、他人に見られたくない文章を印刷するとき
などに有効な機能です。いったんプリンターの.��にデータを蓄積し、操作パネルを使用して蓄
積したデータを印刷することができます。機密印刷を使うとプリンターの操作パネルからパス
ワードを入力しないと印刷できなくなりますので、他人に見られる心配がありません。���0プリ
ンタードライバーで対応しています。

❖ 不定形サイズの用紙に印刷したいのですが？
オプションの手差しトレイから、縦
�～��$$×横
��～��	$$の用紙に印刷できます。詳しくは
プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

❖ �枚の用紙に複数のページをまとめて印刷したいのですが？
�ページやページの原稿を
枚の用紙にまとめて印刷できます。詳しくはプリンタードライバーの
ヘルプを参照してください。

❖ 拡大や縮小して印刷したいのですが？
用紙にあわせて拡大・縮小したり、
％きざみに変倍率を設定することができます。詳しくはプリ
ンタードライバーのヘルプを参照してください。

❖ �ページを複数枚に分けて印刷したいのですが？

ページを複数枚の用紙に分けて印刷し、ポスター大の印刷物を作ることができます。この機能を
拡大連写と呼びます。プリンタードライバーの詳しい設定方法はプリンタードライバーのヘルプ
を参照してください。���0プリンタードライバーで対応しています。

❖ ページの間に別の用紙を挟み込んで印刷したいのですが？
�つのトレイから
枚ずつ順番に印刷することができます。�.�フィルムに印刷する場合で、他のト
レイの用紙をフィルムの間に挟んだりするときにお使いください。プリンタードライバーの詳し
い設定方法はプリンタードライバーのヘルプを参照してください。���0プリンタードライバーで
対応しています。

❖ 表紙だけ違う用紙で印刷したいのですが？
プリンターに拡張.��が装着されている場合、
枚目の用紙だけを異なるトレイから給紙できま
す。プリンタードライバーの詳しい設定方法はプリンタードライバーのヘルプを参照してくださ
い。���0プリンタードライバーで対応しています。

❖ 製本できるレイアウトで印刷したいのですが？
プリンターに両面ユニットが装着されている場合、製本できるレイアウトで用紙の両面に印刷す
ることができます。印刷された用紙を
枚ずつ二つ折りにしたあと重ねてとじる「ミニ本」形態と、
用紙を重ねたまま二つ折りにする「週刊誌」形態があります。���0プリンタードライバーで対応
しています。
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印刷の取り消し・中止について

❖ 印刷が始まった文書を取り消したいのですが？
【リセット】キーを押すことで、印刷中の文書でも中止することができます。

❖ ���,$!5で、同じ文書を間違って何度も印刷指示してしまいました。取り消すことはで
きますか？
以下の手順で取り消してください。��� !"#側での操作については、プリンタードライバーのヘル
プを参照してください。

A【オンライン】キーを押して、オフライン状態に切り替えます。

B ��� !"#のプリンターウィンドウを開き、プリントジョブがあれば印刷を中止します。

C【リセット】キーを押します。

その他

❖ 今までに何枚印刷したか知りたいのですが？
「システム設定リスト」を印刷して「トータルカウンター」の欄を確認してください。「システム設
定リスト」の印刷方法は⇒���
��「システム設定リストを印刷する」を参照してください。

�



�"試し印刷�機密印刷する
試し印刷する

複数部数を印刷をしようとする場合などに最初
に
部だけ印刷を行い、その結果を確認した後に
操作パネルを使用して残り部数を印刷すること
ができます。内容や印刷の指定を間違えたとき
などに大量のミスプリントを防ぐことができま
す。

�重要
❒ プリンターの電源を切った場合、拡張 .��

に蓄積された文書とエラー履歴は消去され
ます。

制限

❒ 試し印刷を行うにはオプションの拡張 .��

が必要です。

参照

プリンタードライバーの詳しい設定方法は、
プリンタードライバーのヘルプを参照して
ください。

A プリンタードライバーのプロパティで、
試し印刷の設定をします。

A［基本］タブをクリックします。

「ワンクリック設定」を選択していると
きは、［印刷機能］タブをクリックしま
す。

B［印刷方法］のドロップダウンメニュー
から［試し印刷］を選択します。

C［初期設定］タブをクリックして、［ユー
ザー �:］ボックスにユーザー �:を半角
英数字�文字以内で入力します。

「ワンクリック設定」を選択していると
きは、［印刷機能］タブの［初期設定］ダ
イアログで設定します。

B 印刷の指示をします。


部目が印刷され、拡張.��に文書が蓄積さ
れます。

C 印刷結果を確認し、操作パネルから�部目
以降を印刷するか削除するかを指示しま
す。

• �部目以降を印刷する⇒������「�部目以降
を印刷する」

• 文書を削除する⇒� ���� 「文書を消去す
る」

制限

❒ 以下の場合、文書は拡張.��に蓄積され
ません。蓄積されなかった文書は、エ
ラー履歴で確認できます。

• 試し印刷と機密印刷の文書が、拡張
.��に合計して��蓄積されていると
きに送信された�
番目の文書

• 送信した文書が、拡張.��に蓄積さ
れている文書の総ページ数と合わせ
て
����ページを超える場合

�部目以降を印刷する

A 操作パネルの【メニュー】キーを押しま
す。

メニュー画面が表示されます。

	




�

試し印刷�機密印刷する

�

B【▲】または【▼】キーを押して、「タメシ
インサツブンショ」を表示させ、【�】キー
を押します。

蓄積されている文書の印刷指示を出した時
間とユーザー ��が表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して、印刷す
る文書を表示させ、【�】キーを押します。

D「�"インサツ」が表示されているのを確認
して、【�】キーを押します。

残りの印刷部数が表示されます。

補足

❒ 印刷をキャンセルする場合は【戻る】
キーを押します。

E【�】キーを押します。印刷部数を変更す
る場合は【▲】または【▼】キーを押して
部数を設定してから【�】キーを押しま
す。

文書が印刷され、拡張.��に蓄積されてい
た文書は削除されます。

文書を消去する

A 操作パネルの【メニュー】キーを押しま
す。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して、「タメシ
インサツブンショ」を表示させ、【�】キー
を押します。

蓄積されている文書の印刷指示を出した時
間とユーザー ��が表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して、削除す
る文書を表示させ、【�】キーを押します。

D【▲】または【▼】キーを押して、「�"ショ
ウキョ」を表示させ、【�】キーを押しま
す。

補足

❒ 消去をキャンセルする場合は【戻る】
キーを押します。
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試し印刷する


�

�

E 文書を確認し、【�】キーを押します。

「ショウキョサレマシタ」というメッセージ
が表示され、試し印刷文書の選択画面に戻り
ます。

F【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

エラー履歴を確認する
文書が拡張���に蓄積できなかった場合は、履
歴が残り操作パネルで確認することができます。

制限

❒ エラー履歴に表示されるのは最新の ��件だ
けです。

A 操作パネルの【メニュー】キーを押しま
す。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して、「タメシ
インサツブンショ」を表示させ、【�】キー
を押します。

蓄積されている文書の印刷指示を出した時
間とユーザー ��が表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して、「エラー
ブンショ」を表示させ、【�】キーを押し
ます。

D【▲】または【▼】キーを押して、履歴を
確認します。

補足

❒ エラーになった文書を印刷するには、拡
張 .�� に蓄積されている文書を印刷す
るか削除してから、パソコンから印刷の
指示をし直してください。

E 履歴を確認し終わったら、【戻る】キーを
押します。

試し印刷文書の選択画面に戻ります。

F【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

  08:56 ABCD1234
  OKu-l^ s<eu<aJYd

  w*akl^uYd
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�

試し印刷�機密印刷する

�

機密印刷する

ネットワークでプリンターを共有している場合
など、他人に見られたくない文章を印刷すると
きなどに有効な機能です。いったんプリンター
の.��にデータを蓄積し、操作パネルを使用し
て蓄積したデータを印刷することができます。
機密印刷を使うとプリンターの操作パネルから
パスワードを入力しないと印刷できなくなりま
すので、他人に見られる心配がありません。

�重要
❒ プリンターの電源を切った場合、拡張 .��

に蓄積された文書とエラー履歴は消去され
ます。

制限

❒ 機密印刷をするにはオプションの拡張 .��

が必要です。

参照

プリンタードライバーの詳しい設定方法は、
プリンタードライバーのヘルプを参照して
ください。

A プリンタードライバーのプロパティで、
機密印刷の設定をします。

A［基本］タブをクリックします。

「ワンクリック設定」を選択していると
きは、［印刷機能］タブをクリックしま
す。

B［印刷方法］のドロップダウンメニュー
から［機密印刷］を選択します。

C［印刷方法の詳細］ダイアログでパス
ワードを半角数字 �文字以内で入力し
ます。

D［初期設定］タブをクリックして、［ユー
ザー �:］ボックスにユーザー �:を半角
英数字�文字以内で入力します。

「ワンクリック設定」を選択していると
きは、［印刷機能］タブの［初期設定］ダ
イアログで設定します。

B 印刷の指示をします。

文書が拡張.��に蓄積されます。

C 操作パネルでパスワードを入力し、印刷
するか削除するかを指示します。

• 操作パネルを使って印刷する⇒������「操
作パネルを使って印刷する」

• 文書を削除する⇒� ���	� 「文書を消去す
る」

制限

❒ 以下の場合、文書は拡張.��に蓄積され
ません。蓄積されなかった文書は、エ
ラー履歴で確認できます。

• 試し印刷と機密印刷の文書が、拡張
.��に合計して��蓄積されていると
きに送信された�
番目の文書

• 送信した文書が、拡張.��に蓄積さ
れている文書の総ページ数と合わせ
て
����ページを超える場合

操作パネルを使って印刷する

A 操作パネルの【メニュー】キーを押しま
す。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して、「キミツ
インサツブンショ」を表示させ、【�】キー
を押します。

蓄積されている文書の印刷指示を出した時
間とユーザー ��が表示されます。

  <OxM->
  uUkw*akE^*s<



機密印刷する


�

�

C【▲】または【▼】キーを押して、印刷す
る文書を表示させ、【�】キーを押します。

D パスワードを入力します。
A【▲】または【▼】キーを押して、任意
の数字を表示させ、【�】キーを押しま
す。

B カーソルが次の位に移動します。

C 同様にすべての位を設定し、【�】キー
を押します。

E「�"インサツ」が表示されているのを確認
して、【�】キーを押します。

補足

❒ 印刷をキャンセルする場合は【戻る】
キーを押します。

F【�】キーを押します。

文書が印刷され、拡張.��に蓄積されてい
た文書は削除されます。

文書を消去する

A 操作パネルの【メニュー】キーを押しま
す。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して、「キミツ
インサツブンショ」を表示させ、【�】キー
を押します。

蓄積されている文書の印刷指示を出した時
間とユーザー ��が表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して、削除す
る文書を表示させ、【�】キーを押します。

D パスワードを入力します。
A【▲】または【▼】キーを押して、任意
の数字を表示させ、【�】キーを押しま
す。

B カーソルが次の位に移動します。

C 同様にすべての位を設定し、【�】キー
を押します。

  <uUkw*akE^*s<>
  07:36 DCBA4321
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  [12--]
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  [12--]
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試し印刷�機密印刷する

�

E「�"ショウキョ」が表示されているのを確
認して、【�】キーを押します。

補足

❒ 消去をキャンセルする場合は【戻る】
キーを押します。

F 消去する文書を確認し、【�】キーを押し
ます。

「ショウキョサレマシタ」というメッセージ
が表示され、機密印刷文書の選択画面に戻り
ます。

エラー履歴を確認する
文書が拡張.��に蓄積されなかった場合は履歴
が残り、操作パネルで確認することができます。

制限

❒ エラー履歴に表示されるのは最新の ��件だ
けです。

A 操作パネルの【メニュー】キーを押しま
す。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して、「キミツ
インサツブンショ」を表示させ、【�】キー
を押します。

蓄積されている文書の印刷指示を出した時
間とユーザー ��が表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して、「エラー
ブンショ」を表示させ、【�】キーを押し
ます。

D【▲】または【▼】キーを押して、履歴を
確認します。

補足

❒ エラー印刷になった文書を印刷するに
は、拡張.��に蓄積されている文書を印
刷するか削除してから、パソコンから印
刷の指示をし直してください。

E 履歴を確認し終わったら、【戻る】キーを
押します。

機密印刷文書の選択画面に戻ります。

F【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

  <f*hiE^*s<>
  s<eu<
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�"操作パネルを使用する
本機では操作パネルを使用して、プリンターを使用するための各種の設定や調整、テスト印刷などを
行うことができます。設定できるメニューと機能の一覧は以下のとおりです。

各メニューをご使用になるときは、表中の参照先をご覧ください。

メニュー】キー機能一覧表

メニュー 機能+設定項目+種類

タメシインサツブンショ ⇒�����

キミツインサツブンショ ⇒�����

ヨウシセッテイ
（⇒���
�
）


�テサシ�ヨウシサイズ

��トクシュ�ヨウシサイズ

��ヨウシシュルイ

�ジドウトレイセンタク

��ユウセンキュウシトレイ

テストインサツ
（⇒���
��）


�システムセッテイリスト

��インサツジョウケンリスト

��メニューリスト

�トウロクフォームリスト

��ゼンモジインサツ

��フォントリスト

	��0ジョウホウリスト

��ヘキサダンプ

キュウシトレイセンタク�,
� 印刷する給紙トレイを切り替えます。この機能は��0で印
刷する場合に使用します。

エミュレーションヨビダシ エミュレーションやプログラムを切り替えるときに使用し
ます。この機能は主に��0で印刷する場合に使用します。

インサツジョウケン�,
� ⇒���
��

インサツブスウ�,�� 印刷する部数を設定します。この機能は��0で印刷する場
合に使用します。

プログラムトウロク�,
� この機能は��0で印刷する場合に使用します。���6でご
使用の場合は������に収録されているヘルプファイル
を、���86+�、���、�
�、���、�9�;;でご使用の場合は
オプションのモジュールに同梱の使用説明書を参照してく
ださい。






���

操作パネルを使用する

�

/� )�*、�	使用時には表示されません。
/� )��'9��、)��((使用時に表示されます。

チョウセイ／カンリ 
�ノウドチョウセイ

��インサツイチ�チョウセイ

��.�フォーマット

����アップデート

��メニュープロテクト

��ジョブセイギョセッテイ

システムセッテイ（⇒���
��） 
�ミスフィードリカバリー

��エラーレポートインサツ

��エラースキップ

�ガゾウエラーショリ

��エラーヒョウジセッテイ

��ハイシトレイセッテイ

	�ジョブシワケ

��キドウセッテイ

��ショウエネモード


��エミュレーション�ケンチ



�ユウセン�エミュレーション


��ユウセンメモリー


��スプールインサツ

システムセッテイG>�I�,
�（⇒���

�） 
�ハクシ�ハイシ

��ヨウシナシエラー

��ジドウハイシジカン

�マクロキャッシュ

��グラフィックスセッテイ

インターフェースセッテイ
（⇒���

�）


�ジュシンバッファ

���+;キリカエジカン

��ネットワークセッテイ

�パラレル�+;セッテイ

���>>>�
��セッテイ

メニュー 機能+設定項目+種類



用紙設定メニュー

���

�

用紙設定メニュー

用紙設定メニューでは、各トレイにセットする用紙サイズや用紙種類を設定できます。また、特定の
トレイを自動トレイ選択の対象から外すことや、優先給紙トレイを設定できます。

特定のトレイを自動トレイ
選択の対象から外す
「自動トレイ選択」を設定することで、特定のト
レイを自動トレイ選択の対象から外すことがで
きます。自動トレイ選択とは、プリンタードライ
バーから指定された用紙サイズ、用紙種類に応
じて、給紙トレイが自動的に選択される機能で
す。工場出荷時はすべてのトレイが「対象にす
る」になっています。

A 操作パネルの【メニュー】キーを押しま
す。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して、「ヨウシ
セッテイ」を表示させ、【�】キーを押し
ます。

用紙設定メニューが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して、「�．ジ
ドウトレイセンタク」を表示させ、【�】
キーを押します。

給紙トレイの選択画面が表示されます。

D【▲】または【▼】キーを押して、自動ト
レイ選択の対象から外すトレイを表示さ
せ、【�】キーを押します。

対象にするかどうかの選択画面が表示され
ます。

E【▲】または【▼】キーを押して、「タイショ
ウニシナイ」を表示させ、【�】キーを押
します。

設定が確定し、約�秒後にDの画面に戻りま
す。

F【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

メニュー名 機能+設定項目

用紙設定（ヨウシセッテイ） 手差し用紙サイズ（テサシヨウシサイズ）（⇒���
�）

特殊用紙サイズ（トクシュヨウシサイズ）（⇒����	）

用紙種類（ヨウシシュルイ）（⇒����	）

自動トレイ選択（ジドウトレイセンタク）

優先給紙トレイ（ユウセンキュウシトレイ）

  <OxM->
   Desf?lw

  <Desf?lw>
  4.s^;^e;Jwf*hi

  <s^;^e;Jwf*hi>
  2.;Jw2

  <;Jw1>
  *hws<exszw

  w*akl^uYd
  RPCS
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操作パネルを使用する

�

優先給紙トレイを設定する
「優先給紙トレイ」の設定で、優先給紙トレイを
変更することができます。「優先給紙トレイ」と
は、プリンターの電源を入れたときに選択され
る給紙トレイで、自動トレイ選択で指定された
ときに一番最初に対象となるトレイです。工場
出荷時は「トレイ
」に設定されています。

A 操作パネルの【メニュー】キーを押しま
す。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して、「ヨウシ
セッテイ」を表示させ、【�】キーを押し
ます。

用紙設定メニューが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して、「�．ユ
ウセンキュウシトレイ」を表示させ、【�】
キーを押します。

給紙トレイの選択画面が表示されます。

D【▲】または【▼】キーを押して、目的の
トレイを表示させ、【�】キーを押します。

設定が確定し、約�秒後にCの画面に戻りま
す。

E【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

  <OxM->
   Desf?lw

  <Desf?lw>
   5.Sef*uMes;Jw

  <Sef*uMes;Jw>
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  w*akl^uYd
  RPCS



テスト印刷メニュー

�

テスト印刷メニュー

テスト印刷メニューでは、プリンターの使用環境や印刷に関する各種設定の一覧を印刷できます。ま
た、印字可能なすべての文字やフォントの種類を印刷して確認できます。

/� )�*、�	使用時には表示されません。
/� 拡張+::装着時に表示されます。
/	 �	装着時に表示されます。

メニュー名 種類 印刷される内容

テスト印刷
（テストインサツ）

システム設定リスト
（システムセッテイリスト）

プリンターのシステム構成やシステム
設定の設定内容などが印刷されます。
印刷される内容については⇒���
���

「システム設定リストの見かた」を参
照してください。

印刷条件リスト�,
�

（インサツジョウケンリスト）
選択されているエミュレーションの印
刷条件の設定内容が印刷されます。

メニューリスト
（メニューリスト）

【メニュー】キーを使って設定できる
各項目と設定内容をツリー状に印刷し
ます。

登録フォームリスト�,
��,��

（トウロクフォームリスト）
拡張.��に登録されているフォーム
のリストが印刷されます。

全文字印刷�,
�

（ゼンモジインサツ）
現在選択されているプリンター言語や
エミュレーションで印刷できるすべて
の文字が印刷されます。

フォントリスト�,
�

（フォントリスト）
現在選択されているプリンター言語や
エミュレーションで印刷できるフォン
トの一覧が印刷されます。

�0情報リスト�,��

（�0ジョウホウリスト）
�0�のシステム情報と搭載されている
フォントの一覧が印刷されます。

ヘキサダンプ（ヘキサダンプ） 印刷不良の原因を調べるために、パソ
コンから送られたデータが
�進数で印
刷されます。
��	
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操作パネルを使用する

�

システム設定リストを印刷
する
ここでは印刷の手順を、「システム設定リスト」
を印刷する例で説明します。基本的な操作方法
は他の項目でも同じです。

�重要
❒ システム設定リストは�または6(**(7G�
+�×

I
で印刷されます。給紙トレイや手差しトレイ
に�または6(**(7G�
+�×

Iの用紙をセットし
てください。

A 操作パネルの【メニュー】キーを押しま
す。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して、「テスト
インサツ」を表示させ、【�】キーを押し
ます。

テスト印刷メニューが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して、印刷し
たい項目を表示させ、【�】キーを押しま
す。

システム設定リストが印刷されます。

D【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

  <OxM->
   ld;w*ak

  <ld;w*ak>
  1.sdlIf?lwGd;

  w*akl^uYd
  RPCS



テスト印刷メニュー

�

システム設定リストの見かた

�� システム構成情報

プリンターのバージョン情報やオプション
の装着状況、搭載エミュレーションやプリン
ター言語の名称などが印刷されます。

�� 用紙設定

現在選択されている優先給紙トレイと各ト
レイにセットされている用紙のサイズと種
類など、用紙設定メニューの設定項目が印刷
されます。

�� システム設定

システム設定メニューで設定可能な項目と
現在の設定値が印刷されます。

�� システム設定（04）

システム設定（>�）メニューで設定可能な項
目と現在の設定値が印刷されます。

「原点位置」以下の項目は、���86+�（オプ
ション）が装着されているときに表示されま
す。

�� 登録プログラム一覧

登録されているプログラムのエミュレー
ション名が表示されます。

�� インターフェース設定

インターフェース設定メニューで設定可能
な項目と現在の設定値が印刷されます。

�� エラー履歴

本機で発生したエラーの履歴が印刷されま
す。

1

2

3

4

5

6

7

���
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操作パネルを使用する

�

印刷条件メニュー

印刷条件メニューでは、��0で印刷する場合に必要な設定を行います。アプリケーションからの印刷
データを正しく印刷するには、アプリケーションやパソコンに合わせて印刷条件を設定する必要があ
ります。正しい印刷条件を設定しないと、思ったとおりの印刷結果が得られません。

参照

���86+�、���、���、�
�、�9�;;の印刷条件一覧表は、オプションのモジュールに同梱の使用説
明書を参照してください。

印刷条件の設定方法は、���6エミュレーションでご使用の場合は������に収録されているヘル
プファイルを、���86+�、���、���、�
�、�9�;;でご使用の場合は、オプションのモジュールに
同梱の使用説明書を参照してください。

)�:9印刷条件一覧表

参照

���6の印刷条件の設定方法は、������に収録されているヘルプファイルを参照してください。

は工場出荷時の値です。

項目

設定値


 � �  � �

	 � � 
� 

 
�


�給紙
トレイ

トレイ
 トレイ� システム
デフォルト

トレイ��,
� トレイ�,
� トレイ��,
�

手差し
トレイ�,
�

��印刷方向 単票・縦 単票・横 帳票・縦 帳票・横

�����6;�;;

機能
���6;�;; ���������� ���6;・

;;L��

��L6;�6;・
;;L��

�自動改行 する しない

��行ピッチ �6�� �6�� �6�� フォント
サイズ

��文字ピッチ 
���� 
���� 
���� フォント
サイズ

	��4E

フォント
クーリエ
� プレステージ

エリート��
レター
ゴシック
�

ボールド
フェイス�0

ライン
プリンタ

明朝半角

���国別指定 アメリカ イギリス ドイツ
 ドイツ� フランス スウェーデン

フィンランド スイス 日本
 日本� 日本�

��キャンセル
コード

�� クリア

��印刷領域 標準 最大 センタリング

��リミット
レス給紙

しない する



印刷条件メニュー

�

/� オプション装着時に設定可能です。
/� 本機の操作パネルには表示されません。

��スペーシング
ユニット

.M
+
����

�M
+�

.M
+
����

�M
+
��

.M
+
����

�M
+
��

.M
+
����

�M
+
��

.M
+����

�M
+
��

.M
+����

�M
+��

.M
+����

�M
+��

.M
+�����

�M
+���

N�漢字コード 新N�0�

N�0コード
旧N�0�

N�0コード
新N�0�

シフトN�0

コード

旧N�0�

シフトN�0

コード

N�0�B��
��

N�0コード
N�0�B��
��

シフトN�0

コード

E�左余白 ��$$�（��～��$$の範囲で、
$$単位に設定できます。）

6�上余白 ��$$�（��～��$$の範囲で、
$$単位に設定できます。）

��変倍率 
��O

（等倍）
��O�

（���×���→��）
��O�

（�→�）
	�O�

（�→�）
	�O�

（���×���→��）
�	O�

（��→�）



�O�

（�→��）
��O

（���×���→��）

��半角ピッチ 
+� �+�

��グラ
フィックス

簡易グラ
フィックス

��86�,
� グラフィッ
クス自動

P�ページ長 

インチ 最大長

��イメージ
濃度

うすく 中間 こく

9�漢字
フォント

明朝 ゴシック

=����サイズ 
���センチポイント（���～�
��センチポイントの範囲で、
�センチポイント単位で
設定できます。）

��漢字サイズ ���センチポイント（���～
���センチポイントの範囲で、
�センチポイント単位で
設定できます。）

��グラフィッ
クスユニット


+��インチ 
+��インチ 
+���インチ

@�文字スト
リング

する しない

A�外字文字数 ���字 �
�字 	��字 
��字

����印字
モード

トナーセー
ブモード�

スムージン
グ�オン

トナーセー
ブモード


スムージン
グ�オフ

����両面
と�じ方向�,
�

上とじ 左とじ 右とじ

���エンジン
解像度

��� '� �� '� ��� '�

����両面
印刷�,
�

しない する

項目

設定値


 � �  � �

	 � � 
� 

 
�
���
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操作パネルを使用する

�

システム設定メニュー

システム設定メニューでは、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を行います。通
常は工場出荷時の設定のままでご使用になれますが、お客様の環境に合わせて変更できます。変更し
たシステム設定の内容は電源を切っても保存されます。設定できる項目は以下のとおりです。

/� �	使用時に有効です。

システム設定を変更する
ここでは設定の手順を、「省エネモード」の設定値を変更する例で説明します。基本的な操作方法は他
の項目でも同じです。

A 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

メニュー画面が表示されます。

メニュー名 設定項目

システム設定
（システムセッテイ）

ミスフィードリカバリー（ミスフィードリカバリー）

エラーレポート印刷�,
�（エラーレポートインサツ）

エラースキップ（エラースキップ）

画像エラー処理（ガゾウエラーショリ）

エラー表示設定（エラーヒョウジセッテイ）

排紙トレイ設定（ハイシトレイセッテイ）

ジョブ仕分け（ジョブシワケ）

省エネモード（ショウエネモード）

エミュレーション検知（エミュレーションケンチ）

優先エミュレーション（ユウセンエミュレーション）

優先メモリー（ユウセンメモリー）

スプールインサツ



システム設定メニュー

�

B【▲】または【▼】キーを押して、「システムセッテイ」を表示させ、【�】キーを押します。

システム設定メニューが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して、「
"ショウエネモード」を表示させ、【�】キーを押します。

設定項目の選択画面が表示されます。

D【▲】または【▼】キーを押して、「�"イコウジカン」を表示させ、【�】キーを押します。

移行時間設定画面が表示されます。

E【▲】または【▼】キーを押して、変更する設定値を表示させ、【�】キーを押します。

設定が確定し、約�秒後にDの画面に戻ります。

F【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

  <OxM->
  sdlIf?lw

  <sdlIf?lw>
  9.s<ervP-;^

  <s<ervP-;^>
  2.wpes^y*

  <wpes^y*>
  *1E*

  w*akl^uYd
  RPCS
��
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操作パネルを使用する

�

システム設定メニューの設定項目
ここではシステム設定メニューの設定項目について説明します。 は工場出荷時の設定です。

❖ ミスフィードリカバリー
印刷中の紙づまりに備えて、データをバックアップしておくかどうかを設定します。
ただし���86+�でお使いの場合は設定に関わらず、常にミスフィードリカバリー「する」の状態に
なります。

❖ エラーレポート印刷
プリンター内部でのデータ処理中にエラーが発生した場合にエラーリポートを印刷するかしない
かを設定します。�0�使用時に有効です。

❖ エラースキップ
プリンタードライバーから指示した紙サイズ・紙種の条件に見合うトレイがなかった場合のプリ
ンターの動作を設定します。
自動トレイ選択を行なう場合、紙サイズ・紙種の条件に見合うトレイがないときは、優先給紙トレ
イ→トレイ
→トレイ�→
���枚増設トレイユニット→トレイ�→トレイの順に、何らかの用紙が
セットされているトレイを探して印刷します。
自動トレイ選択を行なわず、特定のトレイを指定した場合、紙サイズ・紙種の条件が合わなくても、
トレイに何らかの用紙がセットされていればそのまま印刷を行います。指定したトレイに用紙が
セットされていなければ、用紙が補充されるまで印刷を行いません。

❖ 画像エラー処理
送信されたデータサイズが大きく、プリンター内部でデータを処理できない場合のプリンターの
動作を設定します。

❖ エラー表示設定
プリンター内部でのデータ処理中に発生したエラーをディスプレイに表示するかしないかを設定
します。

する 紙づまりを取り除いた後、紙づまりの起こったページから印刷されま
す。

しない 紙づまりを取り除いた後、紙づまりの起こった次のページから印刷さ
れます。

する しない

即時 
分 �分 
�分 
�分 しない

ジョブリセット エラーが発生したページでジョブをリセットします。リセットされた
ページ以降は印刷されません。

エラーレポート印刷 エラーが発生したページは、エラーが発生した個所まで印刷されま
す。エラーが発生したページ以降は通常どおり印刷され、最後にエ
ラーシートが印刷されます。ただし、電子ソートの指示は解除されま
す。

画像圧縮印刷 エラーが発生したページのデータの解像度を下げて強制的に印刷しま
す。したがって、エラーが発生したページの画像品質は多少低下しま
す。エラーが発生したページ以降は通常どおり印刷されますが、電子
ソートの指示は解除されます。

すべて表示 簡易表示



システム設定メニュー
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❖ 排紙トレイ設定
電源を入れたときに選択される排紙トレイを設定します。

❖ ジョブ仕分け
ジョブ単位ごとに排紙位置を振り分けて交互に排紙するか選択します。複数のジョブを大量印刷
したときに、自動的に仕分けることができます。����枚フィニッシャーが取り付けられている場合
に有効な機能です。

❖ 省エネモード
省エネモードとは、プリンターの消費電力を節約する機能です。プリンターを一定時間使用しない
と省エネモードに切り替わります。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。

❖ 移行設定

❖ 移行時間

❖ エミュレーション検知
プリンターに送られたデータを自動的に判断して、エミュレーションを決定することができます。
対象となるのは、�0�、���86+�、���、�
�、���、�9�;;です。それ以外のエミュレーションは、
優先エミュレーションで設定されているエミュレーションになります。

補足

❒「エミュレーション検知」を「する」に設定しても、エミュレーション切り替えコマンドを受信
した場合は、エミュレーション切り替えコマンドが優先されます。

❒ 転送されるデータの種類によっては、正しいエミュレーションに切り替わらない場合がありま
す。

❒「エミュレーション検知」を「する」に設定した場合は市販のアプリケーションでご利用くださ
い。市販のアプリケーションを使わずにテキストデータをプリンターに送ると86+86�と検知
される場合があります。

❒ 連続してデータを送信する場合、「エミュレーション検知」が機能しないことがあります。その
場合はデータを送信する間隔をあけてください。

本体トレイ フィニッシャートレイ
（オプション）

プリントポスト
上トレイ（オプション）

プリントポストトレイ
�～�（オプション）

する しない

移行する 移行しない


分 �分 
�分 ��分 �分 ��分

する しない
���
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操作パネルを使用する
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❖ 優先エミュレーション
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または登録されているプログラムを
設定します。

補足

❒「プログラム
」～「プログラム
�」に設定すると、その数字と同じ登録番号のプログラムが呼
び出されてプリンターが起動します。プログラム登録は��0で印刷するとき使用します。

❖ 優先メモリー
優先的に使用するメモリー内容を設定します。印刷する用紙のサイズ、解像度、エミュレーション
などによって選択してください。

❖ スプール印刷
スプール印刷をするかどうかを設定します。スプール印刷とは、パソコンから転送されるプリント
ジョブを一時的に本機に蓄積し、転送が終わってから印刷する機能です。

補足

❒ オプションの拡張.��を装着時にのみ表示されます。

❒「スプールスル」を選択すると、最初の印刷に時間がかかります。また、印刷が完了する前にプ
リンターの電源を切ると、プリントジョブはハードディスクに保存されます。

❒ ⇒���
���「スプール印刷について」

���0 ���6 ���（オプション） �
�（オプション）

���（オプション） ��86�（オプション） �9�;;（オプション） �0�（オプション）

プログラム
～
�

ユーザーメモリー 外字やフォントなどのデータを登録するためにメモリーが優先的に使
用されます。

ページメモリー 印刷の高速化のためにフレームメモリーとして使用されます。

しない する



システム設定（04）メニュー
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システム設定（04）メニュー

システム設定（>�）メニューでは、��0で使用する上での基本的な動作に関わる設定を行うことがで
きます。通常は、工場出荷時の設定のままでご使用になれますが、お客様の環境に合わせて変更でき
ます。変更したシステム設定（>�）の内容は電源を切っても保存されます。設定できる項目は以下の
とおりです。

/� )�*、�	使用時には表示されません。
/� )�:9使用時に有効です。

システム設定（04）を変更する
ここでは設定の手順を、「自動排紙時間」の設定値を変更する例で説明します。基本的な操作方法は他
の項目でも同じです。

A 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して、「システムセッテイ（04）」を表示させ、【�】キーを押します。

システム設定G>�Iメニューが表示されます。

メニュー名 設定項目

システム設定（>�）�,
�

（システムセッテイ（>�））
白紙排紙（ハクシ�ハイシ）

用紙なしエラー（ヨウシナシエラー）

自動排紙時間（ジドウハイシジカン）

マクロキャッシュ（マクロキャッシュ）

グラフィックス設定�,��（グラフィックスセッテイ）

  <OxM->
   sdlIf?lw(EM)
��	
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操作パネルを使用する
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C【▲】または【▼】キーを押して、「ジドウハイシジカン」を表示させ、【�】キーを押します。

設定項目の選択画面が表示されます。

D【▲】または【▼】キーを押して、変更する設定値を表示させ、【�】キーを押します。

設定が確定し、約�秒後にCの画面に戻ります。

E【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

システム設定（04）メニューの設定項目
ここではシステム設定（>�）メニューの設定項目について説明します。 は工場出荷時の設定で
す。

❖ 白紙排紙
白紙排紙コマンドを受信したときに印刷するデータがなく白紙の状態である場合に、排紙するか
しないかを設定します

❖ 用紙なしエラー
現在選択されているトレイに用紙がセットされていないときのデータ受信を停止するタイミング
を設定します。「印刷時」に設定すると用紙がセットされていなくても、データ受信は可能です。「常
時」に設定すると用紙がセットされていないときはデータ受信できません。

  <sdlIf?lw(EM)>
  3.s^;^eQwss^y*

  <s^;^eQwss^y*>
  *15 W^<e

  w*akl^uYd
  RPCS

する 排紙します。

スペース 排紙コマンドの前にスペースコード（��.、��.、�
�.）があると
きは排紙します。

しない 排紙しません。

印刷実行時 用紙がセットされていなくても、データ受信は可能です。

用紙なし時 用紙がセットされていないときはデータ受信できません。



システム設定（04）メニュー
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❖ 自動排紙時間
一定時間パソコンからデータが送信されない場合にプリンター内にあるデータを強制的に印刷す
るかどうかを設定します。たとえば、改ページコードがなくて【強制排紙】キーを押さないと印刷
できないようなデータでも自動的に印刷させることができます。「なし」に設定するとデータは自
動的には印刷されません。自動的に印刷させる場合は、データが送信されなくなってから強制的に
印刷するまでの時間を設定します。設定された時間が経過すると送信されてきたデータが
ページ
の途中までであっても強制的に印刷されるため、適切な時間を設定することが重要です。

❖ マクロキャッシュ
メモリー内に確保するフレームメモリーの領域、マクロキャッシュ領域の組み合わせを選択しま
す。この機能は���6使用時に有効です。

補足

❒ メモリー容量と用紙サイズについては、��
��「用紙サイズと解像度」を参照してください。

❖ グラフィックス設定
���86+�が装着されているときに表示されます。詳細はオプションのモジュールに同梱の使用説
明書を参照してください。

• 原点位置

• ペン
～�線幅

• 0�コマンド

• 給紙モード

自動排紙
しない


�秒 
�秒 ��秒 ��秒 ��秒 ���秒

マクロなし マクロキャッシュ領域を確保しません。

マクロ��
�� メモリー領域に��
�バイトのマクロキャッシュ領域を確保します。

マクロ���� メモリー領域に���バイトのマクロキャッシュ領域を確保します。

マクロ���� メモリー領域に���バイトのマクロキャッシュ領域を確保します。
���
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操作パネルを使用する
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インターフェース設定メニュー

インターフェース設定メニューでは、ネットワーク接続に関する設定とパソコンとプリンターをパラ
レルで接続している場合の通信に関する設定を行います。変更したインターフェース設定の内容は電
源を切っても保存されます。設定できる項目は以下のとおりです。

インターフェース設定を変更する
ここでは設定の手順を、「�+;切り替え時間」の設定値を変更する例で説明します。基本的な操作方法は
他の項目でも同じです。

A 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して、「インターフェースセッテイ」を表示させ、【�】キーを
押します。

インターフェース設定メニューが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して、「��(キリカエジカン」を表示させ、【�】キーを押します。

設定項目の選択画面が表示されます。

メニュー名 設定項目

インターフェース設定
（インターフェースセッテイ）

受信バッファ（ジュシンバッファ）

�+;切り替え時間（�+;キリカエジカン）

ネットワーク設定（ネットワークセッテイ）

パラレル�+;設定（パラレル�+;セッテイ）

�>>>�
��設定

  <OxM->
   w*h-EV-df?lw

  <w*h-EV-df?lw>
  2.I/FuGyrs^y*



インターフェース設定メニュー
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D【▲】または【▼】キーを押して、変更する設定値を表示させ、【�】キーを押します。

設定が確定し、約�秒後にCの画面に戻ります。

E【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インターフェース設定メニューの設定項目
ここではシステム設定メニューの設定項目について説明します。 は工場出荷時の設定です。

❖ 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。

❖ ��(切り替え時間
現在のインターフェースからデータが送信されてこなくなってから、そのインターフェースを有
効にしておく時間を設定します。ここで設定した時間を超えるとほかのインターフェースからの
データの受信が可能になります。
設定時間が短すぎると
つのデータを受信中にタイムアウトになってしまうことがあります。その
結果、ほかのインターフェースからのデータが割り込んで印刷されたり、データの途中からエミュ
レーション検知が働いて、違うエミュレーションに切り替わったり、印刷を中止したデータが途中
から印刷されたりします。

❖ ネットワーク設定
ネットワーク環境にプリンターを接続して印刷するために設定をします。イーサネット速度以外
の各項目の設定方法と説明は、セットアップガイドの「ネットワーク環境の設定をする」を参照し
てください。

• ��アドレス

• サブネットマスク

• ゲートウエイアドレス

• ネットワークブート

• 4�フレームタイプ

• 有効プロトコル

• イーサネット速度
イーサネットボードを使ってネットワーク通信するときの通信速度を選択することができま
す。

  <I/FuGyrs^y*>
  *15 W^<e

  w*akl^uYd
  RPCS


�Eバイト ��Eバイト �Eバイト 
��Eバイト ���Eバイト �
�Eバイト


�秒 
�秒 ��秒 ��秒 ��秒

自動設定 
��-'#固定 
���-'#固定
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操作パネルを使用する
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❖ パラレル��(設定
パソコンとプリンターをパラレルで接続している場合の通信に関する設定を行います。

• パラレルタイミング
パラレルインターフェースのタイミングを設定します。
ここでの設定は、印刷条件の設定で「パラレル�+;�
」が「システムデフォルト」に設定されて
いる場合のみ有効です。通常は変更する必要はありません。

• パラレル通信速度
パラレル通信で���転送を使用して受信を行うかどうかを設定します。

• セレクト状態
パラレルインターフェースのセレクト信号のレベルを設定します。

• インプットプライム
インプットプライム信号が送られてきたとき、プライム信号を有効にするかどうかを設定しま
す。通常は変更する必要はありません。

• 双方向通信
パラレルインターフェースで使用しているとき、状態取得要求に対するプリンターの返答モー
ドを設定します。市販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、「シナイ」に
設定します。

❖ �000��	
�設定

• ��アドレス

• サブネットマスク

• ���!5(7�
��

• 0�0��'7��*

��E���#� ( ��E�!<*#� ( 09�� !"�

高速 標準

.��% 6!"

有効 無効

する しない

有効 無効

有効 無効
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ステープル、パンチについて

ステープル
本機では、オプションの����枚フィニッシャーを取り付けた場合、複数部数の印刷をしたときに、印
刷物を
部ずつステープルすることができます。印刷方法の詳細については、プリンタードライバーの
ヘルプを参照してください。

制限

❒ 手差しトレイから給紙する場合は、ステープルできません。

❒ オプションの����枚フィニッシャーを取り付けた上、拡張.��を装着する必要があります。

補足

❒ ����枚フィニッシャーを接続しているのにステープルの設定ができない場合は、オプション装置
が正しく設定されていない可能性があります。��� !"#��+��+�(の場合は［オプション構成の変更
+給紙トレイ設定］ダイアログで、��� !"#����+��� !"#49��の場合は［オプション構成の変更+給
紙トレイ設定］タブでオプション装置を正しく設定してください。⇒＜セットアップガイド＞

❒ 印刷方向、用紙セット方向によって、指定できるステープル位置は異なります。ステープルできる
位置は次のとおりです。

❒ 両面の設定をしているときは、ステープル位置ととじ方向を合わせてください。

❒ パンチと同時に指定する場合は、同じ側に指定してください。

参照

ステープルできる用紙のサイズと枚数については、��
���「仕様」を参照してください。

BNSTAPLE

ステープル位置�

本機の�
用紙方向�

印刷データ�
の方向�

ステープル位置�

タテ�

タテ�

ヨコ�

ヨコ�
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パンチ
印刷物に、パンチ穴をあけることができます。

制限

❒ 手差しトレイから給紙する場合は、パンチできません。

❒ オプションの����枚フィニッシャーが必要です。

補足

❒ 印刷方向、プリンターの用紙セット方向によって、指定できるパンチ位置が異なります。パンチで
きる位置は次のとおりです。

❒ ����枚フィニッシャーを接続しているのにパンチの設定ができない場合は、オプション装置が正
しく設定されていない可能性があります。��� !"#��+��+�(の場合は［オプション構成の変更+給紙
トレイ設定］ダイアログで、��� !"#����+��� !"#49��の場合は［オプション構成の変更+給紙ト
レイ設定］タブで、オプション装置を正しく設定してください。⇒＜セットアップガイド＞

❒ 両面の設定をしているときは、パンチ位置ととじ方向を合わせてください。

❒ ステープルと同時に指定する場合は、同じ側に指定してください。

参照

パンチできる用紙サイズについては、��
���「仕様」を参照してください。

BNPUNCH

パンチ位置��

本機の�
用紙方向�

印刷データ�
の方向� パンチ位置�

タテ�

タテ�

ヨコ�

ヨコ�



ソートについて
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ソートについて

会議資料など複数部数の印刷をする場合、ページ順に仕分けして印刷できます。この機能を「ソート」
といいます。ソートには次の�種類があります。

❖ ソート

部ずつそろえて印刷します。

❖ シフトソート

部排紙するたびにフィニッシャーのフィニッシャートレイが前後に動き、次の印刷をずらして排
紙しますので部の区切りがわかります。シフトソートするにはオプションの����枚フィニッシャー
が必要です。

印刷方法の詳細については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

制限

❒ ソートするにはオプションの拡張.��を装着するか、オプションの0����を増設する必要があ
ります。

❒ シフトソートするにはオプションの����枚フィニッシャーを取り付けた上、オプションの拡張
.��を装着するか、オプションの0����を増設する必要があります。

補足

❒ ����枚フィニッシャーを接続しているのにシフトソートの設定ができない場合は、オプション装
置が正しく設定されていない可能性があります。��� !"#��+��+�(の場合は［オプション構成の変
更+給紙トレイ設定］ダイアログで、��� !"#����+��� !"#49��の場合は［オプション構成の変更
+給紙トレイ設定］タブで、オプション装置を正しく設定してください。⇒＜セットアップガイド＞

❒ シフトソートおよびパンチを設定した場合、排紙先は自動的にフィニッシャートレイに設定され
ます。

❒ 排紙先がフィニッシャートレイの場合は、ソートの指定がされていてもシフトソートされます。

2
1

3 2
1

3 2
1

3 2
1

3

2
1

3

32
1

32
1

32
1

���



���

付録

�

ソート可能枚数

優先メモリーが「ページメモリー」の場合

優先メモリーが「ユーザーメモリー」の場合

メモリー容量 画像領域 ���0 ���6 �0�

��バイト �����バイト 
��枚 
��枚 
��枚


���バイト ������バイト �枚 ��枚 ���枚


���バイト 
������バイト ���枚 �
枚 �
枚

����バイト ����	��バイト 
���枚 ��	枚 ��
枚

メモリー容量 画像領域 ���0 ���6 �0�

��バイト �����バイト 
��枚 	�枚 ��枚


���バイト ������バイト �枚 �	枚 ���枚


���バイト 
��	��バイト ���枚 ���枚 ��枚

����バイト ����	��バイト 
���枚 ��	枚 ��
枚



スプール印刷について
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スプール印刷について

スプール印刷とは、パソコンから転送されるプリントジョブを一時的に本機に蓄積し、転送が終わっ
てから印刷する機能です。プリンターの性能を最大限に利用するので、印刷時間が短縮されます。

スプール印刷の設定は、操作パネルの「システム設定メニュー」から行います。詳しくは、��
���「シ
ステム設定メニュー」を参照してください。

�重要
❒ スプール印刷中は、ハードディスクへのアクセスが行われ，データインランプが点滅します。ス
プール印刷中にプリンターやパソコンの電源を切ると、ハードディスクが破損するおそれがあり
ます。また、スプール印刷中にプリンターやパソコンの電源を切るとスプールジョブがプリンター
内に残り、繰り返し印刷されます。スプール印刷中はプリンターやパソコンの電源を切らないでく
ださい。

制限

❒ スプール印刷するには、オプションの拡張.��を装着する必要があります。拡張.��が装着され
ていないと、パネルの「システム設定メニュー」にスプール印刷は表示されません。

❒「6��」「���」以外のプロトコルで受信したデータは、スプール印刷できません。

❒ 一度に最高��ジョブまでスプールできます。

❒ �9�;;のスプール機能と同時に使用することはできません。

補足

❒ スプール印刷をすると、１ページ目の印刷開始は遅くなります。

❒ スプール印刷をすると、大容量のデータの時、パソコンが早く印刷処理から開放されます。

❒ プリンターに蓄積されたスプールジョブは�(-ブラウザから閲覧・削除することができます。

❖ ��@ブラウザからスプールジョブを閲覧・削除する
�(-ブラウザを起動し、=�6としてプリンターの��アドレスを指定すると、トップページが表示さ
れます。
［管理情報］をクリックすると、スプールジョブが表示されます。削除するには削除したいファイ
ル名の［削除］にチェックをしてパスワード�,
�を入力し、［削除］ボタンをクリックします。⇒Q

プリンターネットワーク編R
/� 工場出荷時の設定パスワードは「��#$�」です。
��	
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用紙サイズと解像度

印刷できる用紙サイズや解像度は、システム設定メニューの［優先メモリー］の設定やメモリーの容
量によって異なります。また、使用する印刷モードによっては、同じ条件でも印刷できる場合とでき
ない場合とがあります。以下の表は、���0を使用して印刷する場合の用紙サイズ、メモリー容量と、
解像度の関係を表したものです。

優先メモリーが「ページメモリー」の場合

◎：片面+両面印刷できます。

○：片面印刷できます。

◎,：圧縮率が３以下の画像では、両面印刷ができない可能性があります。

○,：圧縮率が３以下の画像では、印刷ができない可能性があります。

用紙サイズ メモリー容量
解像度G '�I

���×��� ����×����

はがき ��バイト ○ ○


���バイト ○ ○

�� ��バイト ◎ ◎


���バイト ◎ ◎

�� ��バイト ◎ ◎


���バイト ◎ ◎

�+&(**(7 ��バイト ◎ ◎


���バイト ◎ ◎

6(�1& ��バイト ◎ ◎


���バイト ◎ ◎

� ��バイト ◎ ◎


���バイト ◎ ◎

��+

�)�
	 ��バイト ◎ ◎,


���バイト ◎ ◎

不定形サイズ
（��	�×�����$$）

��バイト ○ ○


���バイト ○ ○

不定形サイズ
（��	�×�
�����$$）

��バイト ○ ○


���バイト ○ ○
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優先メモリーが「ユーザーメモリー」の場合

◎：片面+両面印刷できます。

○：片面印刷できます。

◎,：圧縮率が３以下の画像では、両面印刷ができない可能性があります。

○,：圧縮率が３以下の画像では、印刷ができない可能性があります。

用紙サイズ メモリー容量
解像度G '�I

���×��� ����×����

はがき ��バイト ○ ○


���バイト ○ ○

�� ��バイト ◎ ◎


���バイト ◎ ◎

�� ��バイト ◎ ◎


���バイト ◎ ◎

�+&(**(7 ��バイト ◎ ◎


���バイト ◎ ◎

6(�1& ��バイト ◎ ◎


���バイト ◎ ◎

� ��バイト ◎ ◎,


���バイト ◎ ◎

��+

�)�
	 ��バイト ◎ ◎,


���バイト ◎ ◎

不定形サイズ
（��	�×�����$$）

��バイト ○ ○


���バイト ○ ○

不定形サイズ
（��	�×�
�����$$）

��バイト ○ ○,


���バイト ○ ○
���
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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

このはがきをご返送いただくことにより、正式
保証書を発行（無償保証期間の保守サービス対
象機として登録）させていただきます。お手数で
すが、必要事項をご記入の上必ずご返送くださ
い。

なお、（仮）保証書は正式保証書が届くまでの期
間限定保証書となりますので、大切に保管して
ください。

補足

❒ ご登録がない場合には手続きに時間がかか
る場合がありますので、必ずご返送くださ
い。

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、適切なサービスが受
けられます。

• 保守サービスのために必要な補修用性能部
品および消耗品の最低保有期間は、本製品の
製造中止後、	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。

• 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

I

H

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。

外装の清掃は、まずやわらかい布で空拭きしま
す。空拭きで汚れが取れないときは、やわらかい
布を水でぬらし、固く絞ってから拭いてくださ
い。水でも取れない汚れは、中性洗剤を使って拭
き、水拭きして、そのあと空拭きし、水気を十分
に取ります。

�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ほこりや汚れがあると
きは、乾いた清潔な布で拭いてください。

• 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。

• この機械を分解・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。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。



保守・運用について

���

�

移動

H

H

H

• 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）は各国異なります。こ
れらの規則に違反して、本製品および消耗品
等を諸外国に持ち込むと罰せられることが
あります。

• サービス実施店にご連絡いただくと、安全に
輸送できるようにプリンターの措置をしま
す。ただし、梱包と輸送についてはお客様で
行ってください。

近くに移動するとき

A 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ
ントから抜きます。

B インターフェースケーブルを取り外しま
す。

C 	���枚フィニッシャー、
ビンプリントポ
スト、����枚増設トレイユニットが取り
付けられているときは取り外します。

D 水平を保ち、静かに動かしてください。

補足

❒ 転倒防止用のスタンドが引っ掛かり移
動ができないときは、サービス実施店ま
でご連絡ください。

プリンターを輸送するとき

オプションを取り外し、プリンター購入時の箱
に入れて輸送してください。

�重要
❒ ケーブル類はすべて取り外します。

❒ 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。

A 給紙トレイと前カバーの間のカバーを取
り外します。

• プリンター本体は約 ����あ
ります。

• 機械を移動するときは、前面
と背面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。

• 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。

• 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。
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B 取っ手を�本とも引き出します。

C 前面に引き出した取っ手と背面の取っ手
を�人以上で持ちます。

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。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。

TAPH110E



消耗品一覧
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消耗品一覧
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❖ 用紙

❖ トナー

/� 6�K�Lチャートを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。トナーは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。なおトナー（消耗品）は保証対象外です。ただし、ご購入になった時
点で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。

❖ ステープラーの針

• トナー等の消耗品や部品は、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。

種類 商品名 サイズ 販売単位

普通紙 リコピー ���用紙�タイプ���� �� 
ケース（���枚×�パック）

�、��、
��、�、
��、レター、
リーガル


ケース（���枚×
�パック）

リコピー ���用紙�タイプ���� �� 
ケース（���枚×�パック）

�、�、
��


ケース（���枚×�パック）

カラー紙 リコピー ���用紙
タイプ��（ピンク）
タイプ��（ブルー）
タイプ�@（イエロー）
タイプ�8（グリーン）

�� 
ケース（���枚×�パック）

�、�、
��


ケース（���枚×
�パック）

再生紙 マイリサイクルペーパー 
��

紙源���用�タイプ0

�� 
ケース（���枚×�パック）

�、�、
��


ケース（���枚×�パック）

�.�フィルム リコー �.�フィルム�タイプ
�����B

� 
パック（
��枚入り）

商品名 販売単位 印刷可能ページ数�,
� 商品コード

��0��トナー�タイプ��� 
個 ������ページ �����


商品名 容量 販売単位 商品コード

リコー ���ステープラー針�タイプ; �����針／カート
リッジ


ケース（カート
リッジ
個＋リ
フィール針個）

�
���

��
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関連商品一覧

メンテナンスキット

❖ メンテナンスキット�タイプ
��6（商品コード：	����	）

❖ メンテナンスキット�タイプ
��<（商品コード：	�����）
転写ユニット、現像ユニット、定着ユニット、オプションの
���枚増設トレイユニット用の給紙コ
ロ�個が含まれています。「メンテキットコウカン」のメッセージ�,
�が表示されたら交換してくだ
さい。
/� メンテナンスキットは、目安として約��8���ページ（6�K）印刷するたびに交換が必要です。実際の印刷
可能ページ数は、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
キットは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。（最大月
間���8���ページ以下、平均月間��8���ページ以下）

外部オプション

❖ ����枚給紙テーブル�タイプ
��（商品コード：	�����）
最大���枚の用紙をセットできる給紙トレイを�段増やすことができます。標準装備の給紙トレイ
と合わせると�����枚の用紙を一度にセットすることができます。

❖ ����枚増設トレイユニット�タイプ
��（商品コード：	�����）
�、6(**(7の用紙を最大
���枚セットできます。標準装備の給紙トレイと
���枚給紙テーブルと合
わせると最大��	��枚の用紙を一度にセットすることができます。

❖ 排紙中継ユニット�タイプ
��（商品コード：	���
�）
����枚フィニッシャーや�ビンプリントポストと本体排紙トレイへの排紙を仕分けます。����枚
フィニッシャーや�ビンプリントポストを取り付けるときに取り付けます。

❖ 	���枚フィニッシャー�タイプ
��（商品コード：	����
）
シフトソートなどの仕分け印刷、ステープル、パンチなどの後処理が可能になります。また、ジョ
ブごとに排紙トレイがシフトするジョブ仕分け機能にも対応しています。排紙量は最大�����枚で
す。

❖ 
ビンプリントポスト�タイプ
��（商品コード：	���
�）
印刷するときに排紙するビンを指定することができます。排紙量はプルーフトレイに約���枚、各
ビンに約
��枚です。

❖ プリントポスト中継ユニット�タイプ
��（商品コード：	�����）
�ビンプリントポストと����枚フィニッシャーを同時に取り付けるときに使用します。�ビンプリ
ントポストと����枚フィニッシャーを同時に取り付けるときは販売担当者にご連絡ください。

❖ �7-K�$手差しトレイ�タイプ+（商品コード：	�����）
給紙トレイにセットできないサイズの用紙やはがきなどの厚紙、�.� フィルムなどを最大 �� 枚
セットできます。
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:)64モジュール

❖ :)64モジュールⅢ���4<（商品コード：	�����）、���4<（商品コード：	�����）、
���4<（商品コード：	�����）
メモリーは標準で �� バイト装備しています。0���� モジュールを増設することで、マクロ
キャッシュを設定したときも、大きなサイズの用紙に両面印刷したり、電子ソートができるように
なります。

拡張エミュレーション

❖ �	モジュール�タイプ<（商品コード：	�����）
本機を日本語� !-(��!#*037�'*�プリンターとして使用できるようにします。��� !"#環境以外にも
�13��*!#%、=4�Bから印刷できるようにします。

❖ )
��)��モジュールタイプ<（商品コード：	�����）
���は、4>�のドットプリンター �������
.をエミュレートして印刷を行なうモードです。
�
�は、エプソン社のドットプリンター ���
���をエミュレートして印刷を行なうモードです。

❖ エミュレーションモジュール�タイプ<（商品コード：	�����）
以下のエミュレーションをすべて含んだ拡張エミュレーションモジュールです。

• ���86����86+�

���86は.��86をエミュレートして印刷を行なうモード、���86+�は、.��86+�、.���96をエ
ミュレートして印刷を行なうモードです。

• �
�

エプソン社のドットプリンター ���
���をエミュレートして印刷を行なうモードです。

• ���

���のドットプリンター ����、��		�;�
、��		�;��をエミュレートして印刷を行なうモードで
す。

• ���

4>�のドットプリンター �������
.をエミュレートして印刷を行なうモードです。

• �9�;;

=4�Bワークステーションやパソコンから9�;;G91��( � �$1�(� ;�&(� ;!7$1*I形式のビットマップ
イメージデータを、本機で印刷できるようにするエミュレーションです。

❖ マルチモジュール�タイプ<（商品コード：	�����）
エミュレーションモジュールタイプ�の各エミュレーションに�0�を合わせたマルチエミュレー
ションモジュールです。本機をさまざまな環境から使用する場合、このエミュレーションをご利用
ください。

拡張+::

❖ 拡張+::�タイプ
��（商品コード：	�����）
フォントやフォームの登録、ソート出力、試し印刷、機密印刷などの応用的な機能を利用できます。
�	�
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拡張�	
�ボード

❖ 拡張�	
�ボード�タイプ0（商品コード：	�����）
�>>>
��インターフェース搭載のパソコンと接続して、�>>>
��経由で印刷することができま
す。（��� !"#����：0�0��'7��*�印刷、��� !"#�(：���!5(7�
���印刷）

インターフェースケーブル

• 6�インターフェースケーブル　タイプ
�（商品コード：��	�	�）
4>���������シリーズ　双方向通信対応　���$

• 6�インターフェースケーブル　タイプ�（商品コード：��	�	）
�����0+�シリーズ、各社��0+�機、�����4Bシリーズ　双方向通信対応　���$

• 6�インターフェースケーブル　タイプ0（商品コード：��		�）
�����0+�シリーズ、各社��0+�機、�����4Bシリーズ　双方向通信対応　
��$

• =0�変換プリンターケーブル（商品コード：��		�	）�,
�

パラレル+=0�変換ケーブル　�$
/� ���,$!5
�でのみご使用になれます。その他の�ではご使用になれません。
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仕様

項目 内容

現像方式 レーザービーム走査＆乾式�成分電子写真方式

印刷スピード ファースト印刷：�秒以下（�K印刷時）
複数枚印刷：�ページ+分（�K印刷時+片面印刷・両面印刷共）

解像度 ���+��+���� '�

エッジスムージング ���� '�相当×��� '�
＊：データ解像度��� '�時

変倍率 固定設定率：�～���％（
％きざみ）
固定変倍：

�％、
��％、��％、��％、	�％、	�％、�	％

倍率誤差 ±���％以下

用紙サイズ 給紙トレイ：��ヨコ、�ヨコ、�タテヨコ、��タテヨコ、��ヨコ、


×
	ヨコ、6(�1&（�
+�×
）ヨコ、6(**(7（�
+�×

）タテヨコ、.1&:�6(**(7

（�
+�×�
+�）ヨコ


���枚増設トレイユニット（オプション）：�タテ、6(**(7（�
+�×

）タテ

手差しトレイ（オプション）：��ヨコ、�ヨコ、�タテヨコ、��タテヨ
コ、��タテヨコ、��ヨコ、��ヨコ、

×
	ヨコ、6(�1&（�
+�×
）ヨコ、
6(**(7（�
+�×

）タテヨコ、�
+�×�
+�ヨコ、はがきヨコ、不定形サイズ
（縦
�～��$$、横
��～��	$$）

用紙種類 普通紙（リコピー ���用紙�タイプ����、リコピー ���用紙�タイプ����、
乾式���用紙�マイペーパー）
再生紙（リサイクルペーパー紙源���用�タイプ0）
カラー紙（リコピー ���用紙�タイプ����、����、�@��、�8��）
特殊紙
レターヘッド
手差しトレイ（オプション）：普通紙、再生紙、カラー紙、特殊紙、
レターヘッド、厚紙、官製はがき、�.�、ラベル

給紙量�,
� 
�
��枚（���枚×�段）

最大給紙量�,
� ��	��枚（
���枚給紙テーブル、
���枚増設トレイユニット、手差しトレ
イ取り付け時）

排紙量�,
� ���枚

排紙方法 裏面排紙

電源 
����
�����+��./

消費電力 オプションなしの場合：
最大消費電力：�
�������以下
平均消費電力：�	�����以下
省エネモード消費電力：�	���以下
フルオプションの場合：
最大消費電力：�
������以下
平均消費電力：��
����以下
省エネモード消費電力：�	���以下
�		
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/� 「リコピー ��*用紙タイプ����」使用時のものです。

❖ 	���枚フィニッシャー�タイプ
��

/� 「リコピー ��*用紙タイプ����」使用時のものです。

ウォーミングアップ時間 ��秒以下（��℃）　＊省エネモードからは
�秒以下（��℃）

形式 デスクトップタイプ

外形寸法（幅×奥×高） �	�)��)���$$

質量 �����以下（給紙トレイ含む）

騒音 �� �以下

��= ��	���������./

メモリー 標準：��バイト�最大：����バイト

インターフェース 標準：�>>>�
���準拠双方向パラレル、
���1#(�9B+
��1#(�9

オプション：�>>>�
��

ページ記述言語 ���0、���6

エミュレーション オプション：���、�
�、��		、��86+�、�!#*037�'*��、�9�;;

搭載フォント アウトライン：明朝6、明朝6プロポーショナル、ゴシック�、ゴシック�

プロポーショナル、�������.G4!7$1&、�!& 、�*1&�3、�!& ��*1&�3I、
�4�����.G4!7$1&、�!& 、�*1&�3、�!& ��*1&�3I、94�����.G4!7$1&、�!& 、
�*1&�3、�!& ��*1&�3I、�>�����.、0������.、�������.、�!<7�(7
�、
�7(#*��(>&�*(
�、6(**(78!*%�3
�、�!& ;13(�0、�����

オプション：�0�用平成明朝��、平成角ゴシック��、欧文
��書体
ビットマップ：�!<7�(7
�、�7(#*��(>&�*(
�、6(**(78!*%�3
�、�!& ;13(�0、
その他：�����

バーコード N�4（標準）、N�4（短縮）、�!:�G�1*7�)I、�!:�G�9;I、�!:�G�� <#*7�1&I、
���>��、���>
��G�I、4��	、=��G�I、=��G>I、カスタマバーコード

項目 内容

収容できる用紙サイズ フィニッシャー
トレイ（仕分け
有時）

��ヨコ、�ヨコ、�タテヨコ、��タテヨコ、


×
	ヨコ、6(�1&�（�
+�×
）ヨコ、6(**(7

（�
+�×

）タテヨコ

ステープルできる
用紙サイズ

��ヨコ、�ヨコ、�タテヨコ、��タテヨコ、

×
	ヨコ、
6(�1&（�
+�×
）ヨコ、6(**(7（�
+�×

）タテヨコ

ステープルできる
用紙枚数�,
�

�、6(**(7以下：��枚
�、6(�1&以上：��枚

パンチできる用紙
サイズ

��ヨコ、�ヨコ、�タテヨコ、��タテヨコ、��ヨコ、

×
	ヨコ、
6(�1&（�
+�×
）ヨコ、6(**(7（�
+�×

）タテヨコ、.1&:�6(**(7

（�
+�×�
+�）ヨコ

排紙量�,
� �タテ、6(**(7タテ：�����枚以下
��ヨコ、�ヨコ、�ヨコ、��タテヨコ、�!<-&(�6(**(7ヨコ、6(�1&ヨ
コ、6(**(7ヨコ：
����枚以下

外形寸法（幅×奥×高） ���×��×���$$

質量 ���

最大消費電力 ��

項目 内容



仕様

�

❖ 
ピンプリントポスト�タイプ
��

/� 「リコピー ��*用紙タイプ����」使用時のものです。

❖ �7-K�$手差しトレイ�タイプ+

/� 「リコピー ��*用紙タイプ����」使用時のものです。

項目 内容

収容できる用紙サイズ プルーフトレイ ��ヨコ、�ヨコ、�タテヨコ、��タテヨコ、��

タテヨコ、��ヨコ、��ヨコ、

×
	ヨコ、6(�1&

（�
+�×
）ヨコ、6(**(7（�
+�×

）タテヨコ、.1&:�

6(**(7（�
+�×�
+�）ヨコ、はがきヨコ

ビン
～� ��ヨコ、�ヨコ、�タテヨコ、��タテヨコ、��

タテヨコ、

×
	ヨコ、6(�1&（�
+�×
）ヨコ、
6(**(7（�
+�×

）タテヨコ

排紙量
（�タテのとき）�,
�

プルーフトレイ 約���枚

ビン
～� 約
��枚×�ビン

外形寸法（幅×奥×高） ���×��×�	�$$

質量 ����

最大消費電力 ��

項目 内容

用紙サイズ ��ヨコ、�ヨコ、�タテヨコ、��タテヨコ、��タテヨコ、��ヨコ、
��ヨコ、

×
	ヨコ、6(�1&（�
+�×
）ヨコ、6(**(7（�
+�×

）タテヨ
コ、.1&:�6(**(7（�
+�×�
+�）ヨコ、はがきヨコ、不定形サイズ（縦
�～
��$$、横
��～��	$$）

給紙量�,
� ��枚

外形寸法（幅×奥×高） �
�×���×	�$$（手差しトレイを開いたとき）

質量 約���
�	�



�	�

付録

�

搭載されているソフトウェアの著作権等に関す
る情報

�H�-�I=����"�Jについて
()'1*G�(7�
�
I���!'27��%*�S�
�����
����N1$(#��&17����&&�7��%*#�7(#(75( �

• 本製品に搭載しているコントローラー等のソフトウェア（以下、ソフトウェアといいます）には
()'1*��(7�
�
G以下()'1*
�
Iを使用しています。

• ソフトウェアに利用されている()'1*
�
のソースコードに対し、株式会社リコーは改変を行ってお
りません。なお、()'1*
�
のソースコードは、次の=�6が示す;9�サイトより入手が可能です。
:*'D++:*'�K3&17��3!$+'<-+)$&+()'1*
T
�/�'

• ()'1*
�
は��6
�
に従って公開されています。なお、��6
�
の条件は、次の=�6が示す���サイ
トより入手が可能です。
%**'D++"""�$!/�&&1�!7�+��6+��6�
�
�%*$&

• ソフトウェアは��6
�
に定義される617�(7��!7�に相当します。ソフトウェアの利用に関し、��6
�


と異なる使用許諾条件が定められている場合、当該規定はソフトウェアより()'1*
�
を除いた部分に
対して適用されます。

• ソフトウェアの使用に関して、お客様に使用料等をご負担いただく場合、当該使用料等はソフト
ウェアより()'1*�
�
を除いた部分に対して課せられています。

• ()'1*
�
を含むソフトウェアに関するサポートと保証等は株式会社リコーが行うものであり、()'1*
�

の開発者であるN1$(#��&17�氏には一切の責任及び義務はありません。

• ()'1*に関する情報は次の=�6が示す���サイトより入手が可能です。
%**'D++"""�K3&17��3!$+)$&+()'1*�%*$&



搭載されているソフトウェアの著作権等に関する情報

�

1��<:について
本製品に搭載しているコントローラー等のソフトウェアには、4(*�0��!'(71*����#2#*($を使用してい
ます。

A �!'27��%*�4!*�3(�!:�4(*�0�

;!7�1&&�<#(7#�*!�<#(�*%�#�'7! <3*D

9%�#�'7! <3*�3!�*1��#�4(*�0��!'(71*����#2#*($D

;!7�*%(�$!#*�'17*��*%(�#!:*"17(�3!�#*�*<*����*%(�4(*�0��!'(71*����#2#*($��#��!*����*%(�'<-&�3� !$1��U��*#

1<*%!7#�7(*1���*%(�7�3!'27��%*�

9%(�:!&&!"����*()*�#%!"#�*%(�3!'27��%*��!*�3(�<#( �:!7�$1�2�!:�*%(�4(*�0��#!<73(�3! (���;!7�()13*�3!'27��%*

�!*�3(�1''&�31-&(�:!7�(13%�!:�*%(�:�&(#+-��17�(#��*%(�#!<73(�3! (�*7((�$<#*�-(�3!�#<&*( �

��:<&&�#!<73(�3! (�31��-(�:!<� �1*�%**'D++"""��(*-# �!7�+�

�!'27��%*�G3I�
����������9%(�4(*�0��;!<� 1*�!�����3�　�&&�7��%*#�7(#(75( �

�( �#*7�-<*�!��1� �<#(����#!<73(�1� �-��172�:!7$#��"�*%�!7�"�*%!<*�$! �:�31*�!���17(�'(7$�**( �'7!5� ( �*%1*

*%(�:!&&!"����3!� �*�!�#�17(�$(*D


��( �#*7�-<*�!��1� �<#(����#!<73(�1� �-��172�:!7$#��"�*%�!7�"�*%!<*�$! �:�31*�!���17(�'(7$�**( �'7!5� ( 

*%1*�*%(�:!&&!"����3!� �*�!�#�17(�$(*D

����( �#*7�-<*�!�#����-��172�:!7$�$<#*�7('7! <3(�*%(�1-!5(�3!'27��%*��!*�3(��*%�#�&�#*�!:�3!� �*�!�#�1� �*%(

:!&&!"���� �#3&1�$(7����*%(� !3<$(�*1*�!��1� +!7�!*%(7�$1*(7�1&#�'7!5� ( �"�*%�*%(� �#*7�-<*�!��

����&&�1 5(7*�#����$1*(7�1&#�$(�*�!�����:(1*<7(#�!7�<#(�!:� *%�#�#!:*"17(�$<#*� �#'&12� *%(�:!&&!"���

13��!"&( �($(�*D

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2�*%(�4(*�0��;!<� 1*�!�����3��1� ��*#�3!�*7�-<*!7#�

��4(�*%(7�*%(��1$(�!:�9%(�4(*�0��;!<� 1*�!���!7�*%(��1$(#�!:��*#�3!�*7�-<*!7#�$12�-(�<#( �*!�(� !7#(�!7

'7!$!*(�'7! <3*#� (7�5( �:7!$�*%�#�#!:*"17(�"�*%!<*�#'(3�:�3�'7�!7�"7�**(��'(7$�##�!��

9.�0�0�;9���>��0�������>���@�9.>�4>9�0��;�=4��9��4���4����4����49���=9��0

VV�0��0WW��4���4@�>B��>00�������6�>�������49�>0���4�6=��48���=9�4�9�6���9>��9��

9.>����6�>�������49�>0��;��>��.�49���6�9@��4��;�94>00�;��������9��=6��

�=���0>���>���0�6���>�����4�4��>�>49�0.�66�9.>�;�=4��9��4������49���=9��0��>

6���6>� ;����4@����>�9�� �4���>�9�� �4���>49�6�� 0�>���6�� >B>��6��@����

��40>P=>49��6�����8>0�G�4�6=��48���=9�4�9�6���9>��9�������=�>�>49��;

0=�09�9=9>�8���0����0>����>0U�6�00��;�=0>����9���������;�90U�����=0�4>00

�49>��=�9��4I�.��>�>����=0>���4���4��4@�9.>��@��;�6����6�9@���.>9.>���4

��49���9��09���9�6����6�9@�����9��9�G�4�6=��48�4>86�8>4�>�����9.>���0>I

���0�48��4��4@���@��=9��;�9.>�=0>��;�9.�0�0�;9���>��>�>4��;�����0>���;�9.>

��00���6�9@��;�0=�.�����8>�

B �<*%!7#�41$(�6�#*

�&&�'7! <3*��1$(#�$(�*�!�( �%(7(���17(�*71 ($17�#�!:�*%(�7�7(#'(3*�5(�!"�(7#�

9%(�:!&&!"�����!*�3(#�17(�7(C<�7( �*!�#1*�#:2�*%(�&�3(�#(�*(7$#�!:�*%(�#!:*"17(�*%1*�"(�%15(�$(�*�!�( ����*%�#

 !3<$(�*D

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2�*%(�=��5(7#�*2�!:��1&�:!7��1���(7�(&(2�1� ��*#�3!�*7�-<*!7#�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2�N!�1*%1�����0*!�(�:!7�*%(�4(*�0���7!K(3*�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2�*%(�4(*�0��;!<� 1*�!�����3��1� ��*#�3!�*7�-<*!7#�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2��1�<(&��!<2(7�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2��%17&(#�.1��<$�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2��%17&(#����.1��<$�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2��%7�#*!'%(7�8���($(*7�!<�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2�9!!6#�8$-.�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2�9(77(�3(����61$-(7*�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2�� 1$�8&1##�1� ��%17&(#�.1��<$�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2�9%(!� (��11 *�
�	�
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9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2�N!�1*%1��0*!�(�1� �N1#!�����9%!7'(�:!7�*%(�4(*�0���7!K(3*�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2�*%(�=��5(7#�*2�!:��1&�:!7��1��61"7(�3(��(7�(&(2�61-!71*!72�1� 

�*#�3!�*7�-<*!7#�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2��%7�#*!#�A!<&1#�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2��%7�#*!'%(7�8���($(*7�!<�:!7�*%(�4(*�0���7!K(3*�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2��1<&�E71�(�-<7��

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2�� 1$�8&1##�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2�N!�1*%1��0*!�(�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2�N!�1*%1��0*!�(�:!7�*%(�4(*�0���7!K(3*�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2���������0*71*(��(#����3�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2�;71���51�� (7�6�� (��:!7�*%(�4(*�0���7!K(3*�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �:!7�*%(�4(*�0���7!K(3*�-2�;71���51�� (7�6�� (�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �:!7�*%(�4(*�0���7!K(3*�-2�N1#!�����9%!7'(�

9%(�#!:*"17(�"1#� (5(&!'( �-2�*%(�=��5(7#�*2�!:��1&�:!7��1���(7�(&(2�

9%�#�'7! <3*���3&< (#�#!:*"17(� (5(&!'( �-2��%7�#��7!5(�/1�!��*%(�=��5(7#�*2�!:��1&�:!7��1���(7�(&(2��1� 

3!�*7�-<*!7#



索引
アルファベット索引


���枚給紙テーブル�タイプ������	


���枚給紙テーブル（オプション）���


���枚給紙テーブル（オプション）に用紙を
セットする���


���枚増設トレイユニット�タイプ������	


���枚増設トレイユニット（オプション）に
セットできる用紙��	


���枚増設トレイユニット（オプション）に
用紙をセットする��	

����枚フィニッシャー�タイプ������	

�ビンプリントポスト�タイプ������	

�>>>�
��設定����

�+;切り替え時間���


�$1��!手差しトレイ�タイプ.���	�����

4(*�0����


�0�モジュール�タイプ�����

PX����

���+�
�モジュール�タイプ�����

�����モジュールⅢ	
���、����、��
������

=4�Bからの印刷時に指定できるコマンドオ
プション���

あ行

イーサネットケーブルコネクター���

移動���


印刷がはじまらないとき��


印刷条件��	�

印刷の中止
��� !"#�������

��� !"#��+��+�(���

��� !"#49�����

印刷の取り消し・中止���

印刷保証範囲���

インターフェースケーブル����

インターフェース設定����

エミュレーション検知����

エミュレーションモジュール�タイプ�����

エラースキップ���	

エラー表示設定���	

エラーレポート印刷���	

お客様登録・保守契約����

オプションについて���

思いどおりに印刷できないとき���

か行

海外向けサイズの用紙のセット��


解像度����

拡張
��ボード�タイプ>����

拡張.���タイプ�������

拡張.��（オプション）取り付け口���

各部の名称とはたらき���

画像エラー処理���	

関連商品一覧���	

機密印刷���

給紙トレイ���

給紙トレイに用紙をセットする���

給紙トレイ、
���枚給紙テーブル
（オプション）にセットできる用紙���

グラフィックス設定����

現像ユニット���

コントローラーボード���

こんなときには���

さ行

システム設定��	�

システム設定リストの印刷��	�

システム設定（>�）����

自動排紙時間����

シフトソート����

受信バッファ���


仕様����

省エネモード����

使用説明書について�


使用できない用紙���

使用できる用紙���

消耗品一覧����

ジョブ仕分け����

ステープラーの針����
�	




���
ステープラーの針がつまったとき���

ステープラーの針がなくなったとき���

ステープル����

スプール印刷���������

清掃����

接続について���

全体���

操作パネル������


操作パネルの使用���

ソート����

た行

縦搬送上カバー���

縦搬送カバー���

試し印刷���

著作権����

つまった用紙を取り除く�
�

定着ユニット���

手差しトレイ（オプション）にセットできる用紙��	

手差しトレイ（オプション）に用紙をセットする���

テスト印刷��	�

電源ケーブル���

電源スイッチ���

転写ユニット���

特長���

トナー����

トナー固定レバー���

トナーホルダー���

な行

内部���

ネットワーク経由で確認できる情報��	

ネットワーク設定���


は行

廃棄����

排気口���

排紙中継ユニット�タイプ������	

排紙トレイ���

排紙トレイガイド���

排紙トレイ設定����

背面���

白紙排紙����

パネルに表示されるメッセージ���

パラレル�+;設定����

パラレルインターフェースコネクター���

パンチ���	

パンチくずがいっぱいになったとき��


プリンター情報���

プリンタードライバーについて���

プリンタードライバーの設定画面
��� !"#������	

��� !"#��+��+�(���

��� !"#49�����

プリンターの状態��	

プリントポスト中継ユニット�タイプ������	

ページメモリー����

便利な印刷方法��	

保守・運用について����

本体右カバー���

ま行

前カバー���

マクロキャッシュ����

マルチモジュール�タイプ�����

ミスフィードリカバリー���	

メッセージが表示されたとき���

メンテナンスキット���	



や行

ユーザーメモリー����

優先エミュレーション����

優先メモリー��������������

用紙����

用紙サイズと解像度����

用紙設定��	�

用紙なしエラー����

用紙について���

用紙の種類
給紙トレイ��


用紙の種類とサイズ���

用紙のセット

���枚給紙テーブル���

���枚増設トレイユニット��	
海外向けサイズ��

給紙トレイ���
手差しトレイ���

ヨウシミスフィード
�の場合�
�
�の場合�
�
�の場合�
�
�の場合�
�
�の場合�


=の場合�
�
�の場合��	
@の場合�
�
Aの場合���

用紙をセットする���

用紙を取り扱うときの注意���

用紙・トレイについて���

ら行

両面ユニット���
���
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� 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、����
イプシオ

ダイヤル」にご連絡ください。

�受付時間：
～��時、�	～��時（土、日、祝祭日、リコーの休業日を除く）
�

�������� 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、「��� イン
フォメーションセンター」にご連絡ください。
����������	


�受付時間：
～��時、�	～��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������

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：����� ��!!!"��#$�"#$"%��

� �������リコーファンフォーラム：�&'��()�*�+�@

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。

リコーは環境に配慮し、説明書の印刷に大豆から作られたインキの使用を推進しています。
この説明書は再生紙を使用し、リサイクルに配慮し製本しています。この説明書が不要になったとき
は、資源回収、リサイクルに出しましょう。

������,����*���-

����年��月� '��������
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