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



� はじめに

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

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

株式会社リコー
� 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�:!
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�!設置と接続
同梱品を確認する

A 同梱品がそろっていることを確認します。

不足品や不具合があった場合は、購入された販売店までご連絡してください。

�＜セットアップガイド＞（本書）

�使用説明書＜取り扱い編＞

�使用説明書＜プリンターネットワーク編＞

�������

�トナー

�コア��個

�保守契約書

�リコー製品サービス窓口一覧

�マイバンク＆	
登録票

�お客様登録はがき、（仮）保証書

������コールセンターシール

�リコープリンタードライバーフロッピーディスク版申し込みについて

����回線接続時の注意

�専用治具��個

サイズ表示デカル

補足

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



�

設置と接続

�

固定材を取り外す

A 固定用のテープを取り除きます。

B 本体右側面のレバーを上げて両面ユニッ
トを開けます。

C 梱包材を取り除きます。

D レバーを上げ、本体右カバーを開けます。

E 転写ユニットから赤い札の付いている止
め具を引き抜きます。

F 本体右カバー、両面ユニットを閉めます。

G 給紙トレイを�段ずつ引き出し、固定材を
取り外します。



固定材を取り外す

�

H 取っ手を固定している �つの赤い止め具
をはずします。

補足

❒ 上から �段目の給紙トレイには、前面の
取っ手部分に取り付けるカバーが入っ
ています。取っ手をプリンター内部に押
し込み、給紙トレイと前カバーの間にカ
バーを取り付けます。オプションの����
枚給紙テーブルを取り付ける場合は、
����枚給紙テー�ブルを設置した後で、カ
バーを取り付�けます。

I 同梱品のシールに機番を記入し、プリン
ター本体に貼り付けます。

TAPH079E
�



�

設置と接続

�

設置環境、電源・アースを確認する

I

I

H

H

設置環境を確認する
設置環境については以下のことを守ってくださ
い。

• プリンターは、水平でがたつきのない場所を
選んで設置してください。

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

• 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。

• アース接続してください。
アース接続がされないで、万
一漏電した場合は、火災や感
電の原因になります。アース
接続がコンセントのアース
端子にできない場合は、接地
工事を販売店またはサービ
ス実施店に相談してくださ
い。

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

• 延長コードの使用は避けて
ください。

• 電源コードを傷つけたり、破
損したり、束ねたり、加工し
ないでください。また、重い
物を載せたり、引っぱった
り、無理に曲げたりすると電
源コードをいため、火災や感
電の原因になります。

• 濡れた手で電源プラグを抜
き差ししないでください。感
電の原因になります。

• 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。

10cm以上�

10
cm
以
上
� 40cm�

以上�

75cm以上�



設置環境、電源・アースを確認する

�

• 温度や湿度が以下の図で示す範囲におさま
る場所に設置してご使用ください。

• 設置する台の水平度：前後左右���以下

• 故障の原因になりますので、次のような場所
には置かないでください。

• 直射日光の当たる所

• エアコンや暖房機などの温風・ふくしゃ
熱が直接当たる所

• 通気性、換気の悪い所。またほこりの多
い所

• ラジオ、テレビなど、他のエレクトロニ
クス機器に近い所

• 加湿器の近く

電源・アースを確認する
プリンターの電源については以下のことを守っ
てください。

• ����、��
以上、�������の電源をご使用くだ
さい。

• 本機のアース端子は必ずアース対象物に接
続してください。アース対象物は次のとおり
です。�

• コンセントのアース端子

• 接地工事（Ｄ種）を行っているアース線

32℃�
54%

27℃ 80%10℃ 80%

32℃ 15%10℃ 15%

%RH
80

60

40

20

10 20 30 ℃�

15℃�
70%

15℃�
30%

25℃�
30%

25℃�
70%

推奨範囲�使用範囲� TAPX090E
�



�

設置と接続

�

オプションを取り付ける

H

オプションを取り付けるとプリンターの性能をさらに高め、機能を拡張することができます。オプ
ションの種類については使用説明書＜取り扱い編＞「関連商品一覧」を参照してください。

オプションを取り付ける位置は以下の図のとおりです。

❖ 外部

�� ����枚給紙テーブル

最大�����枚（���枚×�段）の用紙をセット
できます。プリンター本体を載せて、ね
じで固定します。

⇒������「����枚給紙テーブルを取り付け
る」

�� ����枚増設トレイユニット

最大 �����枚の用紙をセットできます。
����枚給紙テーブルを取り付けてから、
右側面に取り付けます。

⇒������「����枚増設トレイユニットを取
り付ける」

�� 排紙中継ユニット

����枚フィニッシャー、�ビンプリントポ
ストに用紙を送ります。����枚フィニッ
シャー、�ビンプリントポストを取り付け
るときに、排紙トレイを取り外してから
取り付けます。

⇒� ����� 「排紙中継ユニットを取り付け
る」

�� 	���枚フィニッシャー

複数部の印刷用紙を仕分けたり、ステー
プルします。またパンチ穴をあけること
もできます。排紙中継ユニットを取り付
けてから、左側面に取り付けます。

⇒������「����枚フィニッシャーを取り付
ける」

• 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。



オプションを取り付ける

�

�� 
ビンプリントポスト

複数の端末からの排紙先を分けること
ができます。排紙中継ユニットを取り付
けてから、左側面に取り付けます。

⇒������「�ビンプリントポストを取り付
ける」

�� 手差しトレイ

普通紙以外に、厚紙、���をセットするこ
とができます。最大��枚の普通紙をセッ
トできます。手差しトレイを取り付ける
ときは、販売担当者にご連絡ください。

補足

❒ ����枚フィニッシャーと�ビンプリントポスト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。

❒ 手差しトレイを取り付けるときは販売担当者にご連絡ください。

❖ 内部

�� :(64モジュールスロット

�種類（��、���、����バイト）の中から
�枚取り付けます。

⇒������「��
�モジュールを取り付け
る」

�� 拡張�	
�ボードスロット

拡張����ボードを取り付けます。

⇒������「拡張����ボードを取り付ける」

�� 拡張エミュレーションスロット

目的に合わせて�種類（�������モジュー
ルタイプ 、��モジュールタイプ 、エ
ミュレーションモジュール�タイプ 、マ
ルチモジュール�タイプ ）の中から�枚取
り付けます。

⇒������「拡張エミュレーションを取り付
ける」

�� 拡張*::ボード

コントローラーボードのスロットに取
り付けます。

⇒������「拡張���を取り付ける」

1 2 3

4






��

設置と接続

�

❖ オプション取り付けの流れ

補足

❒ 複数のオプションを取り付ける場合、以下の順番に取り付けることをお勧めします。

❒ ����枚給紙テーブルを購入された方は最初に取り付けてください。

複数のオプションを取り付けるときは、最初に����枚給紙
テーブルを取り付けてください。⇒������「����枚給紙テー
ブルを取り付ける」

オプションの��
�モジュールには、「���バイト」「����
バイト」「����バイト」があり、いずれか�つを取り付ける
ことができます。⇒������「��
�モジュールを取り付け
る」

拡張エミュレーションには�種類のエミュレーションがあり、
いずれか�つを取り付けることができます。⇒������「拡張エ
ミュレーションを取り付ける」

コントローラーボードに取り付けます。⇒������「拡張����
ボードを取り付ける」

コントローラーボードのスロットに取り付けます。⇒������
「拡張���を取り付ける」

����枚フィニッシャー、�ビンプリントポストを取り付ける
ときに、排紙トレイを取り外してから取り付けます。⇒������
「排紙中継ユニットを取り付ける」

排紙中継ユニットを取り付けてから、左側面に取り付けま
す。�����枚フィニッシャーと��ビンプリントポストを同時に
取り付けるときは販売担当者にご連絡ください。⇒������「�
ビンプリントポストを取り付ける」

1000枚給紙テーブルを
取り付ける�

1

SDRAMモジュールを
取り付ける�

�2

拡張エミュレーション
を取り付ける�

�3

拡張1394ボードを�
取り付ける�

�4

拡張HDDボードを�
取り付ける�

�5

排紙中継ユニットを�
取り付ける�

�6

９ビンプリントポスト
を取り付ける�

�7



オプションを取り付ける

�

専用ねじ回しの使い方

オプションの取り付けに使用する専用のねじ回しが上から � 段目の給紙トレイに収納されています。
ねじをカチッと音がするまで専用ねじ回しに押し込み使用すると、ねじが落ちません。

排紙中継ユニットを取り付けてから、左側面に取り付けま
す。�����枚フィニッシャーと��ビンプリントポストを同時に
取り付けるときは販売担当者にご連絡ください。⇒������
「����枚フィニッシャーを取り付ける」

����枚給紙テーブルを取り付けてから、右側面に取り付けま
す。⇒������「����枚増設トレイユニットを取り付ける」

3000枚フィニッシャー
を取り付ける�

�8

1500枚増設トレイ�
ユニットを取り付ける�

�9
��
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�

����枚給紙テーブルを取り
付ける

�重要
❒ 複数のオプションを取り付けるときは、最初
に ����枚給紙テーブルを取り付けてくださ
い。

❒ パソコンとプリンターが双方向通信してい
ないとき、取り付けた����枚給紙テーブルを
使用するには、プリンタードライバーの［オ
プションセットアップ］で設定することが必
要です。詳しくは、�����「!�"#$%&�������'
の オ プ シ ョ ン セ ッ ト ア ッ プ」、����
「!�"#$%&����、!�"#$%&�(���のオプション
セットアップ」を参照してください。双方向
通信については、�����「双方向通信が働く条
件」を参照してください。

H

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 固定用のテープと同梱品を取り出しま
す。

�重要
❒ ����枚給紙テーブルの背面にテープで固
定されているコネクターは、プリンター
本体を����枚給紙テーブルの上に載せて
から手順Lで取り外してください。

C 同梱品が揃っていることを確認します。

• 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。

TAPP801E

TAPP811E

ねじ　1本�

つまみねじ　1本�

固定具　1個�

マイバンク＆QA登録票�

ZBND011J



オプションを取り付ける

�

D プリンターと給紙テーブルの側面を合わ
せるようにして、給紙テーブルの上にプ
リンター本体を載せます。

�重要
❒ プリンター本体は前面に引き出した取っ
手と、背面の取っ手を�人以上で持ってく
ださい。

E 取っ手をプリンター内部に押し込み、上か
ら�段目の給紙トレイに収納されているカ
バーを給紙トレイと前カバーの間に取り
付けます。

F 上から�段目の給紙トレイを止まるまで引
き出し、水平に持ち上げてから手前に引き
抜きます。

G 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。

補足

❒ 使用後のねじ回しは給紙トレイに保管
しておいてください。

H 専用ねじ回しを使ってねじを�本締め、給
紙テーブルとプリンター本体を固定しま
す。

I 給紙トレイを元に戻します。
�	



��

設置と接続

�

J 給紙テーブル右側面の縦搬送カバーを開
け、固定具を内部の穴にひっかけ、つまみ
ねじを締めて固定します。

�重要
❒ 固定具を取り付けるときは、ケーブルを
はさみこまないようご注意ください。断
線の原因となります。

K 縦搬送カバーを閉めます。

L 本体背面のコネクターカバーを開け、コ
ネクターを����枚給紙テーブルの背面か
ら取り外し、コネクター同士を接続しま
す。

M コネクターカバーを元に戻します。

補足

❒ ����枚給紙テーブルが正しく取り付けら
れたかどうかはシステム設定リストの
「用紙設定」の項目で確認します。����枚
給紙テーブルが正しく取り付けられてい
るときは、「用紙設定」の項目に「トレイ
�」「トレイ�」が表示されます。システム
設定リストの印刷方法は�����「テスト印
刷する」を参照してください。

:(64モジュールを取り
付ける

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

❒ パソコンとプリンターが双方向通信してい
ないとき、取り付けた��
�モジュールを
使用するには、プリンタードライバーの［オ
プションセットアップ］で設定することが必
要です。詳しくは、�����「!�"#$%&�������'
の オ プ シ ョ ン セ ッ ト ア ッ プ」、����
「!�"#$%&����、!�"#$%&�(���のオプション
セットアップ」を参照してください。双方向
通信については、�����「双方向通信が働く条
件」を参照してください。

A 本機の電源を切ります。

B 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。

この専用ねじ回しで全てのねじの取り付け・
取り外しを行います。ねじをカチッと音がす
るまで専用ねじ回しに押し込み使用します。

補足

❒ 使用後のねじ回しは給紙トレイに保管
しておいてください。

TAPP050E



オプションを取り付ける

�

C 専用ねじ回しを使って、コントローラー
ボードを固定しているねじを�本外します。

取り外したねじはコントローラーボードを
固定するときに使用します。

D 取っ手を持ち、コントローラーボードを
ゆっくりと引き抜きます。

E コントローラーボードを机などの平らな
場所に置きます。

F :(64モジュールを差し込み口に向けて
斜めに差し込んだ後（A）、カチッと音が
するまで矢印方向に倒します（B）。

G コントローラーボードを上下のレールに
合わせて差し込み、突き当たるまでゆっ
くりと押し込みます。

H 専用ねじ回しを使ってねじを�本締め、コ
ントローラーボードを固定します。

補足

❒ ��
�モジュールが正しく取り付けら
れたかどうかはシステム設定リストの
「システム構成情報」の「搭載メモリ」の
項目で確認します。システム設定リスト
の印刷方法は�����「テスト印刷する」を
参照してください。標準で装備されてい
るメモリー容量は ��� です。合計の容
量が記載されているか確認してくださ
い。
��
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�

拡張エミュレーションを取
り付ける

�重要
❒ 拡張エミュレーションに触れる前に、金属製
の物に触れて身体の静電気を取り除いてく
ださい。

A 本機の電源を切ります。

B 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。

この専用ねじ回しですべてのねじの取り付
け・取り外しを行います。ねじをカチッと音
がするまで専用ねじ回しに押し込み使用し
ます。

補足

❒ 使用後のねじ回しは給紙トレイに保管
しておいてください。

C 専用ねじ回しを使って、コントローラー
ボードを固定しているねじを�本外します。

取り外したねじはコントローラーボードを
固定するときに使用します。

D 取っ手を持ち、コントローラーボードを
ゆっくりと引き抜きます。

E コントローラーボードを机などの平らな
場所に置きます。

F 拡張エミュレーションを切り欠きがある
方をレバー側にし、カチッと音がするま
で押し込みます。

G コントローラーボードを上下のレールに
合せて差し込み、突き当たるまでゆっく
りと押し込みます。



オプションを取り付ける

��

�

H 専用ねじ回しを使ってねじを�本締め、コ
ントローラーボードを固定します。

補足

❒ 拡張エミュレーションが正しく取り付
けられたかどうか確認するには【メ
ニュー】キーを押したあと、【▲】または
【▼】キーを押して、「エミュレーション
ヨビダシ」を表示させます。取り付けた
エミュレーション名が表示されれば、正
しく取り付けられています。

•「��モジュールタイプ 」を取り付け
たときは、「���」「���+」「��」が
表示されます。

•「�������モジュールタイプ 」を取り
付けたときは、「���」「���+」「���」
「���」が表示されます。

•「エミュレーションモジュール� タイ
プ  」を取り付けたときは、「���」
「���+」「���」「���」「���」「��,+�」
「�(�--」が表示されます。

•「マルチモジュール�タイプ 」を取り
付けたときは、「���」「���+」「���」
「���」「���」「��,+�」「�(�--」「��」
が表示されます。

拡張�	
�ボードを取り付け
る

�重要
❒ 拡張�����ボードを利用し、パソコンと直接接
続して印刷可能な�は、!�"#$%&�����です。
また、ネットワーク経由で印刷可能な�は
!�"#$%&�'です。!�"#$%&������、!�"#$%&�(
からは、拡張�����ボードを利用した印刷はで
きません。プラグ＆プレイの画面が表示され
たときは、［キャンセル］をクリックしてくだ
さい。

❒ 拡張 ����ボードに触れる前に金属製の物に
触れて、身体に帯びた静電気を除いてくださ
い。

❒ インターフェースケーブルは、拡張����ボー
ドに同梱のケーブルをご使用ください。

参照

詳細は、拡張����ボードに付属の使用説明書
を参照してください。

A 同梱品を確認します。

❖ 拡張�	
�ボード

❖ インターフェースケーブル（�ピン×�
ピン）
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�

❖ インターフェースケーブル（�ピン×�
ピン）

補足

❒ その他の同梱品は使用しません。

B 本機の電源を切ります。

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。

この専用ねじ回しで全てのねじの取り付け・
取り外しを行います。ねじをカチッと音がす
るまで専用ねじ回しに押し込み使用します。

補足

❒ 使用後のねじ回しは給紙トレイに保管
しておいてください。

D 専用ねじ回しを使って、コントローラー
ボードを固定しているねじを�本外します。

取り外したねじはコントローラーボードを
固定するときに使用します。

E 取っ手を持ち、コントローラーボードを
ゆっくりと引き抜きます。

F コントローラーボードを机などの平らな
場所に置きます。

G 専用ねじ回しを使って、拡張�	
�ボード
取り付け部のカバーを外します。

補足

❒ 取り外したねじは拡張 ���� ボードを固
定するときに使用します。



オプションを取り付ける

�

H 拡張�	
�ボードをコントローラーボード
に取り付けます。拡張�	
�ボードの先端
部を取り付け部に差し込み（A）、矢印の
方向に押し込んで（B）コントローラー
ボードに接続します。

拡張����ボードを奥まで押し込んで、コント
ローラーボードとしっかり接続しているこ
とを確認してください。

I 専用ねじ回しを使ってねじを�本締め、拡
張�	
�ボードを固定します。

J コントローラーボードを上下のレールに
合わせて差し込み、突き当たるまでゆっ
くりと押し込みます。

K 専用ねじ回しを使ってねじを�本締め、コ
ントローラーボードを固定します。

補足

❒ 拡張����ボードが正しく取り付けられた
かどうかは、システム設定リストの「シス
テム構成情報」の「�...����の有無」の項
目で確認します。拡張����ボードが正し
く取り付けられているときは、「�...����
の有無」の項目に「有」と記載されます。
システム設定リストの印刷方法は、����
「テスト印刷する」を参照してください。

❒ 拡張����ボードが正しく取り付けられて
いないときは、「�...����の有無」の項目
に「無」と記載されます。取り付け手順の

Bからやり直してください。それでも正
しく取り付けられない場合は、サービス
実施店に相談してください。
�
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拡張�	
�ボードにケーブルを接続する

�重要
❒ 操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯び
た静電気を除いてください。

❒ インターフェースケーブルは、拡張����ボー
ドに同梱のケーブルをご使用ください。

❒ ケーブルの接続をループ状にしないでくだ
さい。

A 拡張�	
�ボードのコネクターにインター
フェースケーブルを接続します。

補足

❒ どちらのコネクターでも接続可能です。

B インターフェースケーブルのもう一方
を、パソコンに接続します。

拡張*::を取り付ける

�重要
❒ 拡張���に触れる前に金属製の物に触れて、
身体に帯びた静電気を除いてください。

❒ パソコンとプリンターが双方向通信してい
ないとき、取り付けた拡張���を使用する
には、プリンタードライバーの［オプション
セットアップ］で設定することが必要です。
詳しくは、����� 「!�"#$%&�������'のオプ
ションセットアップ」、�����「!�"#$%&����、
!�"#$%&�(��� のオプションセットアップ」
を参照してください。双方向通信について
は、�����「双方向通信が働く条件」を参照し
てください。

❒ 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。

❒ ジョブスプール中は、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。ジョブスプール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。
ジョブスプール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。

A 同梱品を確認します。

❖ 拡張*::

❖ 信号ケーブル



オプションを取り付ける

�

❖ 電源ケーブル

B 本機の電源を切ります。

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。

この専用ねじ回しで全てのねじの取り付け・
取り外しを行います。ねじをカチッと音がす
るまで専用ねじ回しに押し込み使用します。

補足

❒ 使用後のねじ回しは給紙トレイに保管
しておいてください。

D 専用ねじ回しを使って、コントローラー
ボードを固定しているねじを�本外します。

取り外したねじはコントローラーボードを
固定するときに使用します。

E 専用ねじ回しを使って、コントローラー
ボード横のカバーを外します。

取り外したねじはカバーを固定するときに
使用します。

F 拡張*::をコントローラーボード横の上
下のレールに合わせて差し込み、突き当
たるまでゆっくりと押し込みます。

G 取っ手を持ち、コントローラーボードを
ゆっくりと半分くらいまで引き出しま
す。
��



��

設置と接続

�

H 同梱の電源ケーブルのツメのついた方を
コントローラーボードに接続します。

I 信号ケーブルの片方をコントローラー
ボードに接続します。

補足

❒ 信号ケーブルはどちらの向きでも接続
可能です。

J 電源ケーブルの他方を拡張*::に接続し
ます。

K 信号ケーブルの他方を拡張*::に接続し
ます。

L 専用ねじ回しを使ってねじを�本締め、拡
張*::カバーを固定します。

M コントローラーボードを上下のレールに
合わせて差し込み、突き当たるまでゆっ
くりと押し込みます。



オプションを取り付ける

�

N 専用ねじ回しを使ってねじを�本締め、コ
ントローラーボードを固定します。

電源を入れたときに拡張���が自動的に
フォーマットされます。

補足

❒ 拡張���が正しく取り付けられたかどう
かはシステム設定リストの「システム構
成情報」の「ハードディスクの有無」の項
目で確認します。拡張���が正しく取り
付けられているときは、「ハードディスク
の有無」の項目に「有」と記載されます。
システム設定リストの印刷方法は、����
「テスト印刷する」を参照してください。

❒ 拡張���が正しく取り付けられていない
ときは、「ハードディスクの有無」の項目
に「無」と記載されます。�����「拡張���
を取り付ける」の取り付け手順Bからや
り直してください。それでも正しく取り
付けられない場合は、サービス実施店に
相談してください。

拡張���をフォーマットする（初期設置以降）

初期の設置以降に拡張���のフォーマットが必
要になったときは、調整 �管理メニューの「��
フォーマット」を実行します。本書を最後まで読
み、すべての設置が完了してから行ってくださ
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「チョウ
セイ�カンリ」を表示させ、【
�】キーを押
します。

調整 �管理する項目を選択する画面が表示さ
れます。

C【▲】または【▼】キーを押して「	!*:
フォーマット」を表示させ、【
�】キーを
押します。

確認のメッセージが表示されます。

補足

❒「����フォーマット」が表示されない場
合は拡張���が正しく取り付けられて
いません。�����「拡張���を取り付ける」
の取り付け手順 Bからやり直してくだ
さい。それでも正しく取り付けられない
場合は、サービス実施店に相談してくだ
さい。

  <OxM->
   j<efw/y*G

  <j<efw/y*G>
   3.HDEB-Y?;
�	
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D【
�】キーを押します。

拡張���がフォーマットされ、再起動のメッ
セージが表示されます。

E 本機の電源を一度切り、再び電源を入れ
ます。

拡張���のフォーマットが終了し、使用で
きるようになります。

排紙中継ユニットを取り付
ける

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 固定用のテープと同梱品を取り外しま
す。

C 同梱品が揃っていることを確認します。

D プリンター本体上面の排紙トレイを取り
外します。

E 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。

この専用ねじ回しで全てのねじの取り付け・
取り外しを行います。ねじをカチッと音がす
るまで専用ねじ回しに押し込み使用します。

補足

❒ 使用後のねじ回しは給紙トレイに保管
しておいてください。

F 専用ねじ回しを使ってねじを�本外し、満
杯検知部品とコネクターを取り外しま
す。

取り外した部品は使用しません。

TAPP250E

コネクターカバー�

ねじ　2本�

ZBND051J

上面�

満杯検知部品�



オプションを取り付ける

�

G プリンター本体から出ているコネクター
とコードを本体の穴の中に押し込みま
す。

H 専用ねじ回しを使ってねじを外し、プリ
ンター本体上面、排紙部角のカバーを取
り外します。

取り外した部品は使用しません。

I 操作パネルの左側面のビニールキャップ
を取り外します。

取り外した部品は使用しません。

J プリンター本体左側面上部のミシン目の
部分（	箇所）を、プリンターに同梱の治
具を使用して折り、取り外します。

K 一度、排紙中継ユニットをプリンターの
上面に載せ、スライドさせるようにして
セットします。

L 専用ねじ回しを使ってねじを�本締め、排
紙中継ユニットを固定します。

TAPP300E

左側面上部�

TAPP340E
��



��

設置と接続

�

M プリンター上面のカバー（左側のみ）を、
プリンターに同梱の治具を使用して取り
外し、大きさと向きを合わせてコネク
ターを接続します。

N ケーブルを入れ込むようにして、コネク
ターカバーを取り付けます。

	���枚フィニッシャーを取
り付ける

H

�重要
❒ パソコンとプリンターが双方向通信していな
いとき、取り付けた����枚フィニッシャーを
使用するには、プリンタードライバーの［オプ
ションセットアップ］で設定することが必要
です。詳しくは、�����「!�"#$%&�������'の
オ プ シ ョ ン セ ッ ト ア ッ プ」、����
「!�"#$%&����、!�"#$%&�(���のオプション
セットアップ」を参照してください。双方向
通信については、�����「双方向通信が働く条
件」を参照してください。

補足

❒ ����枚フィニッシャーを取り付けるときは、
先に����枚給紙テーブルと排紙中継ユニッ
トを取り付けてください。

❒ �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。

❒ オプションの����	モジュール、拡張エミュ
レーション、拡張
���ボード、拡張���は、
����枚フィニッシャーを本体に接続する前に
取り付けてください。

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。

取り外した部品は、販売店またはサービス実
施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイ
クル活動にご協力ください。なお、お客様で
処理される場合は、一般のプラスチック廃棄
物と同様に処理してください。

TAPP330E

• ���� 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。



オプションを取り付ける

�

B 固定用のテープと固定材を取り外しま
す。

C 同梱品を確認します。

D 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。

この専用ねじ回しで全てのねじの取り付け・
取り外しを行います。ねじをカチッと音がす
るまで専用ねじ回しに押し込み使用します。

補足

❒ 使用後のねじ回しは給紙トレイに保管
しておいてください。

TAPP840E

TAPP850E

TAPP931E

TAPP871E

装着用金具　2個（右、左）�

ねじ　4本�
（装着用金具取り付け用）�

アース金具　1個�

ねじ　4本�
（フィニッシャートレイ�
　取り付け用）�

フィニッシャートレイ　1個�

調整用金具　2個�
�（設置では使用しません。�
   保管しておいてください。）

ZBND041J

マイバンク＆QA登録票�
��



��

設置と接続

�

E 専用ねじ回しを使ってねじを�本ずつ締め、
装着用金具 �個をプリンター本体左側面に
取り付けます。

�重要
❒ 板バネには触らないでください。板バネ
を変形させるとアースが不確実になり、
電波障害を起こす原因になります。

F プリンター本体底面の中央部分に、アー
ス金具を両面テープをはがして取り付け
ます。

�重要
❒ 板バネには触らないでください。板バネ
を変形させるとアースが不確実になり、
電波障害を起こす原因になります。

G カバーを開け、専用ねじ回しを使ってね
じを外してから装着用レバーを手前に引
きます。

装着用レバーが下ります。取り外したねじは
装着用レバーを固定するときに使用します。

H プリンター本体に取り付けた装着用金具
が、フィニッシャー内壁に合うようにフィ
ニッシャーを動かして合体させます。

I 装着用レバーを押し上げてから専用ねじ
回しを使ってねじで固定し、カバーを閉
めます。

さわらない�
TAPH740E

左側面�

TAPH800E

さわらない�

ZBNP410J

装着用レバー�

ねじを外して�
手前に引く�

フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ
ー�

TAPP430E



オプションを取り付ける

�

J フィニッシャートレイをスライド板の金
具に合わせて載せ、スライドさせながら
フィニッシャー本体の溝に合わせます。

K フィニッシャートレイを押さえながら専用
ねじ回しを使ってねじを �～ �の順番に締
め、フィニッシャートレイを固定します。

L コネクターをプリンター本体の背面に接
続します。

補足

❒ ����枚フィニッシャーが正しく取り付け
られたかどうかはシステム設定リストの
「システム構成情報」の「オプション機器」
の項目で確認します。システム設定リス
トの印刷方法は�����「テスト印刷する」を
参照してください。


ビンプリントポストを取り
付ける

H

�重要
❒ パソコンとプリンターが双方向通信していな
いとき、取り付けた�ビンプリントポストを使
用するには、プリンタードライバーの［オプ
ションセットアップ］で設定することが必要で
す。詳しくは、�����「!�"#$%&�������'のオプ
ションセットアップ」、�����「!�"#$%&����、
!�"#$%&�(��� のオプションセットアップ」
を参照してください。双方向通信については、
�����「双方向通信が働く条件」を参照してく
ださい。

補足

❒ �ビンプリントポストを取り付けるときは、
先に����枚給紙テーブルと排紙中継ユニッ
トを取り付けてください。

❒ �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。

❒ オプションの����	モジュール、拡張エミュ
レーション、拡張
���ボード、拡張���は、�
ビンプリントポストを本体に接続する前に取
り付けてください。

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。

スライド板に合わせて�

フィニッシャートレイを載せる�

スライド板�

スライドさせて�
溝に合わせる�

ZBNH750J

溝�

1 2
3 4

• �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。
�




	�

設置と接続

�

B 固定用のテープと固定材を取り外しま
す。

C 同梱品を確認します。

D 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。

この専用ねじ回しで全てのねじの取り付け・
取り外しを行います。ねじをカチッと音がす
るまで専用ねじ回しに押し込み使用します。

補足

❒ 使用後のねじ回しは給紙トレイに保管
しておいてください。

E 専用ねじ回しを使ってねじを�本ずつ締め、
装着用金具 �個をプリンター本体左側面に
取り付けます。

�重要
❒ 板バネには触らないでください。板バネ
を変形させるとアースが不確実になり、
電波障害を起こす原因になります。

TAPP880E

TAPP890E

TAPP900E

装着用金具A　2個（右用、左用）�

ねじ　4本�

アース金具　1個�

マイバンク＆QA登録票�

ラベル�

ZBND031J

装着用金具B（使用しません）�

ZBND032J

さわらない�
TAPH740E

左側面�



オプションを取り付ける

�

F プリンター本体底面の中央部分に、アー
ス金具を両面テープをはがして取り付け
ます。

�重要
❒ 板バネには触らないでください。板バネ
を変形させるとアースが不確実になり、
電波障害を起こす原因になります。

G カバーを開け、専用ねじ回しを使ってね
じを外してから装着用レバーを手前に引
きます。

装着用レバーが下ります。取り外したねじは
装着用レバーを固定するときに使用します。

H プリンター本体に取り付けた装着用金具
が、プリントポスト内壁に合うようにプ
リントポストを動かして合体させます。

I 装着用レバーを押し上げてから専用ねじ
回しを使ってねじで固定し、カバーを閉
めます。

J コネクターをプリンター本体の背面に接
続します。

補足

❒ �ビンプリントポストが正しく取り付け
られたかどうかはシステム設定リスト
の「システム構成情報」の「オプション
機器」の項目で確認します。システム設
定リストの印刷方法は�����「テスト印刷
する」を参照してください。

TAPH800E

さわらない�

ZBNP520J

装着用レバー�

ねじを外して�
手前に引く�

ビ
ン�

プ
リ
ン
ト
ポ
ス
ト�

9

TAPP530E

TAPP540E
	�



	�

設置と接続

�

����枚増設トレイユニット
を取り付ける

H

�重要
❒ パソコンとプリンターが双方向通信してい
ないとき、取り付けた ����枚増設トレイユ
ニットを使用するには、プリンタードライ
バーの［オプションセットアップ］で設定す
る こ と が 必 要 で す。詳 し く は、����
「!�"#$%&�������' のオプションセットアッ
プ」、�����「!�"#$%&����、!�"#$%&�(���の
オプションセットアップ」を参照してくださ
い。双方向通信については、�����「双方向通
信が働く条件」を参照してください。

補足

❒ ����枚増設トレイユニットを取り付けると
きは、先に����枚給紙テーブルを取り付け
てください。

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 固定用のテープと固定材を取り外しま
す。

C 同梱品が揃っていることを確認します。

• ����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
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。

TAPP820E

TAPP830E

TAPP920E

装着用基準ねじ　2本�

ねじ　4本�

マイバンク＆QA登録票�
ZBND021J



オプションを取り付ける

�

D プリンター本体右側面の縦搬送上カバー
を開け、はさみでベルトを根元から切り
取ります。

E 奥に押し込みながら引き抜き、縦搬送上
カバーを取り外します。

取り外したカバーは使用しません。

F 装着用ねじ�本を給紙テーブルの右側面に
取り付けます。

装着用ねじはコインなどを使って締めます。

G ����枚増設トレイユニットの側面レバー
を引いて（A）連結部を伸ばします（B）。

H 増設トレイユニットを両手で持ち上げ、
連結部の穴に連結基準ピンを合わせて入
れ、ピンが固定されるように増設トレイ
ユニットを下ろします。

I ねじを�本締め、連結部とプリンター本体
を固定します。

ねじはコインなどを使って締めます。

TAPP180E

右側面下�

縦搬送上カバー�

根
元
か
ら
切
り
取
る�

TAPP190E

取り付け位置�

コイン�
TAPP200E

TAPP220E

コイン�
		



	�

設置と接続

�

J 増設トレイユニットをスライドさせ、本
体と合体させます。

K コネクターをプリンター本体の右側面に
接続します。

補足

❒ ����枚増設トレイユニットが正しく取り
付けられたかどうかはシステム設定リス
トの「用紙設定」の項目で確認します。「大
量給紙トレイ」が表示されていれば、正し
く取り付けられています。システム設定
リストの印刷方法は�����「テスト印刷す
る」を参照してください。

取り外した部品は、販売店またはサービ
ス実施店にお渡しいただき、当社の回
収・リサイクル活動にご協力ください。
なお、お客様で処理される場合は、一般
のプラスチック廃棄物と同様に処理して
ください。

TAPP230E



トナーをセットする

�

トナーをセットする

I

H

H

H

�重要
❒ ボトルを強く握ったり、潰したりしないでく
ださい。トナーがこぼれることがあります。

補足

❒ トナーの印刷可能ページ数は、目安として約
������ページです。この印刷可能ページ数は

�K�％チャートを印刷した場合の目安で、
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。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。

❒ 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してくださ
い。

A 前カバーを開けます。

B 現像ユニットのシールを剥がします。

• トナー（使用済みトナーを含
む）、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。使用済
みのトナーは、トナー粉が飛
び散らないように袋に入れ
て保管してください。保管し
たトナーは、販売店または
サービス実施店にお渡しい
ただき、当社の回収・リサイ
クル活動にご協力ください。
なお、お客様で処理される場
合は、一般のプラスチック廃
棄物と同様に処理してくだ
さい。

• 機械内部には高温の部分が
あります。「高温注意」のラベ
ルの貼ってある周囲には触
れないでください。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
容器は、子供の手に触れない
ようにしてください。

� • 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
コー指定のトナー、消耗品ま
たは交換部品をご使用くだ
さい。部品の交換はサービス
実施店に相談してください。
	�



	�

設置と接続

�

C 緑色のレバーを上げます。

D 緑色のストッパーを右側に押しながら
DAE、レバーを持ってホルダーをゆっくり
と引き出しますDBE。

E トナーボトルを前後に�～�回振ります。

F トナーボトルの黒いキャップを取り外し
ます。

補足

❒ キャップを取り外したあとは、トナーが
こぼれやすくなっています。トナーを
振ったり衝撃を与えないようにしてく
ださい。

G トナーボトルを奥側からホルダーに載
せ、手前に倒します。

H カチッと音がするまで押し込み、緑色の
レバーを下ろします。

TAPT050E



トナーをセットする

�

I 前カバーを閉めます。

ご使用後のトナーは、販売店またはサービス
実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサ
イクル活動にご協力ください。なお、お客様
で処理される場合は、一般のプラスチック廃
棄物と同様に処理してください。
	�



	�

設置と接続

�

用紙をセットする

ここでは用紙を給紙トレイにセットします。用紙をセットしないと、この章で行うセットアップは正
常に終了しません。

補足

❒ セットできる用紙については＜取り扱い編＞「用紙の種類とサイズ」を参照してください。

給紙トレイに用紙をセットする
工場出荷時、サイドガイドや用紙サイズダイヤルは以下のように設定されています。工場出荷時の設
定と同じサイズの用紙をセットする時と、設定を変更する時では用紙のセット方法が違います。

⇒������「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」

⇒������「設定を変更して用紙をセットするとき」

❖ 工場出荷時の給紙トレイの設定

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。

1000枚給紙テーブル�
（オプション）�

給紙トレイ�
（標準）�

トレイ１ A4 
�

トレイ2　A3 トレイ3、4　A4



用紙をセットする

�

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、印刷する面を上にし
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。

❒ 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。

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。

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
します。

1

2
1
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設置と接続

�

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）。

E 用紙を揃えて、印刷する面を上にして
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。

用紙とサイドガイド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。

1

2
1



用紙をセットする

�

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。

����枚給紙テーブルに用紙
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。
��
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設置と接続

�

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 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、印刷する面を上にして
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。

TAPY063E

1

2
1

TAPY041E

TAPY051E

TAPY062E

TAPY091E



用紙をセットする

�

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。

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
❒ 
�、 �、+'//'0（�����×��）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+'//'0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。

+'//'0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。

TAPY092E

TAPY090E

TAPM241E
�	
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設置と接続

�

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。

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。⇒使用説
明書＜取り扱い編＞「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 ���の設定をして
ください。⇒使用説明書＜取り扱い編＞「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。



用紙をセットする

�

補足

❒ 
�Lよりも大きなサイズをセットすると
きは用紙支持板（①）を引き出します。

B 用紙ガイド板を広げ、印刷する面を下に
して、用紙を先端が突き当たるまで差し
こみます。

�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、使用説明書＜取り扱い編＞「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^
��



��

設置と接続

�

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。

  <las Desawd^>
  *A4hl

  w*akl^uYd
  RPCS



電源を入れる

�

電源を入れる

I

A 電源が「○����」側になっていることを確
認します。

B アース線を接続し、次に電源プラグをコ
ンセントに差し込みます。

�重要
❒ 電源プラグはコンセントに確実に差し
込んでください。

❒ 電源プラグを差し込んだり抜いたりす
るときは、プリンターの電源スイッチを
切ってから行ってください。

C 電源スイッチを「｜��」側にします。

• 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。

On

Off

TAPX100E1

2

On

Off
��
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設置と接続

�

テスト印刷する

プリンターが正常に印刷できることを確認する
ために、テスト印刷を行います。テスト印刷はプ
リンター本体の動作確認です。パソコンとの接
続テストではありません。

ここではシステム設定リストを印刷します。

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、「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。

補足

❒ 正常に印刷できないときは、ディスプレ
イにエラーメッセージが表示されてい
ないかを確認してください。表示されて
いる場合は、使用説明書＜取り扱い編＞
「メッセージが表示されたとき」を参照
してエラーの対処をしてください。

  <OxM-> 
   ld;w*ak

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

  w*akl^uYd
  RPCS



パソコンとプリンターを接続する

�

パソコンとプリンターを接続する

ネットワークに接続する

A 本機の電源を切ります。

B コネクターから約�"7の所に�重のリング
を�つ作り、角型のコアを取り付けます。

C 本体左側面のコネクターにイーサネット
ケーブルを接続します。

D もう一方をネットワークの*A<（ハブ）に
接続します。

90:の見かた

�� ネットワークボードが正常に動作している
と点灯します。（オレンジランプ）

�� ���<60��?動作時は点灯、��<60��動作
時は消灯します。（緑ランプ）

拡張�	
�ボードにケーブル
を接続する

A 拡張�	
�ボードのコネクターにインター
フェースケーブルを接続します。

補足

❒ どちらのコネクターでも接続可能です。

TAPX110E

約5cm
�
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設置と接続

�

B インターフェースケーブルのもう一方
を、パソコンに接続します。

�重要
❒ インターフェースケーブルは拡張 ����

ボードに同梱のケーブルをご使用くだ
さい。

❒ ケーブルの接続をループ状にしないで
ください。

補足

❒ インターフェース：�...�/#����������準
拠、�...�/#�����1�����準拠

❒ 同一バス内の接続可能な機器の数：最大��

❒ 同一バス内のケーブルホップ数：最大��

❒ ケーブルの長さ：最大����（�ホップあた
り）

❒ 電源供給：電源供給なし

❒ 電源リピート機能：あり（�...�/#�����1�
����準拠）

パラレル接続する
パソコンとプリンターをパラレル接続するには、インターフェースケーブルを使用します。インター
フェースケーブルはプリンターに同梱されていません。ご使用のパソコンや目的に合わせてインター
フェースケーブルを別途お買い求めください。

補足

❒ ※印のついているインターフェースケーブルは、リコーで取り扱っているインターフェースケー
ブルです。詳しくは使用説明書＜取り扱い編＞「関連商品一覧」を参照してください。

❒ インターフェースケーブルは、シールドケーブルをお使いください。シールドケーブル以外の物を
使うと、電波障害をおこすことがあります。

A 本機とパソコンの電源を切ります。

����機、������2シリーズ タイプ� ケーブル※

タイプ�ケーブル※

3 変換プリンターケーブル※

������シリーズ パソコンにインターフェース
ケーブルが付属しているとき

付属品を使用する

インターフェースケーブルが
付属していないとき

パソコン側がハーフピッチ��ピンのときは
タイプ� ケーブル※

����ノート �.�専用のインターフェースケーブル



パソコンとプリンターを接続する

�

B 本体左側面のインターフェースコネクターに接続し、両側の金具で固定します。

C もう一方をパソコンのインターフェースコネクターに接続します。
��



�!印刷するための準備をする
�	
ネットワーク環境の設定をする

プリンターの操作パネルを使ってネットワーク
に関する設定をします。

(�����をご利用できる環境で��アドレスに関す
る設定をする場合は、「��#$4����
#��"」も使用
できます。

操作パネルを使った設定
使用するネットワーク環境に応じて必要な項目
を設定します。

設定できる項目と工場出荷時の値は次のとおり
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画面が表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して、「	!ネッ
トワークセッテイ」を表示させ、【
�】キー
を押します。

ネットワーク設定画面が表示されます。

D【▲】または【▼】キーを押して、「�!ユウ
コウプロトコル」を表示させ、【
�】キー
を押します。

ユウコウプロトコル設定画面が表示されま
す。

E【▲】または【▼】キーを押して、プロト
コルを選択し、【
�】キーを押します。

有効／無効選択画面が表示されます。

A【▲】または【▼】キーを押して、有効
か無効かを表示させ、【
�】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。

項目名 工場出荷時

����アドレス ���������������

��サブネットマスク ���������������

��ゲートウェイアドレス ���������������

��ネットワークブート シナイ

��フレームタイプ5�!6 ジドウセンタク

��有効プロトコル スベテユウコウ

��イーサネット速度 ジドウセッテイ

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

  <w*h-EV-df?lw>
  3.v?;L-if?lw

  <v?;L-if?lw>
  6.SepeE\K;pH

  <SepeE\K;pH>
  1.TCP/IP

  <TCP/IP>
  *Ipe
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印刷するための準備をする

�

B 他のプロトコルも同様に設定し、【戻
る】キーを押します。

Dの画面が表示されます。

制限

❒ ��������を使用するにはオプションの
���を含んだモジュールが必要です。

補足

❒ ご使用にならないプロトコルは無効
にしておくことを推奨します。

❒ �'/!10'�7のピュア ��環境でお使い
になる場合は、(�����プロトコルを
有効にしてください。

F �)����プロトコルを使用するときは、プ
リンターに割り当てる ��アドレスを設定
します。

補足

❒ 設定するアドレスはネットワーク管理
者に確認してください。

A【▲】または【▼】キーを押して、「�!���
アドレス」を表示させ、【
�】キーを押
します。

現在設定されている��アドレスが表示さ
れます。

B【▲】または【▼】キーを押して、最初
のフィールドに値を入力し、【
�】キー
を押します。

補足

❒【▲】または【▼】キーを押し続ける
と、値が��ずつ変わります。

C 他のフィールドも同様に設定し、【
�】
キーを押します。

設定が確定し、約�秒後にAの画面に戻
ります。

G �)����プロトコルを使用するときは、同
様の手順で「�!サブネットマスク」と「	!
ゲートウェイアドレス」の項目を設定し
ます。

H :*)�を使用するときは、ネットワーク
ブートの設定をします。

参照

����を使用するときはプリンターネッ
トワーク編の使用説明書の「����を使
用する」を参照してください。

A【▲】または【▼】キーを押して、「�!ネッ
トワークブート」を表示させ、【
�】
キーを押します。

ネットワークブート設定画面が表示さ
れます。

B【▲】または【▼】キーを押して、ネッ
トワークブートを選択し、【
�】キーを
押します。

設定が確定し、約�秒後にAの画面に戻
ります。

I フレームタイプを選択します。

選択できるフレームタイプは次のとおりで
す。

• ジドウセンタク（工場出荷時）

• .(�.��.(��

• .(�.��.(�����

• .(�.��.(�����

• .(�.��.(�
�

補足

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

  <v?;L-if?lw>
  1.IPq;^Jd

  <IPq;^Jd>
  192.022.033.044

  <IPq;^Jd>
  192.168.000.010

  <v?;L-if?lw>
  4.v?;L-iE^-;

  <v?;L-iE^-;
  *DHCP
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A【▲】または【▼】キーを押して、「�!�1�
フレームタイプ」を表示させ、【
�】
キーを押します。

フレームタイプ設定画面が表示されま
す。

B【▲】または【▼】キーを押して、フレー
ムタイプを選択し、【
�】キーを押しま
す。

設定が確定し、約�秒後にAの画面に戻
ります。

J【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

K システム設定リストを印刷して、設定し
た内容を確認します。

参照

システム設定リストの印刷方法につい
ては、�����「テスト印刷する」を参照し
てください。

�000��	
�を使用するとき
の設定
�...�����を使用するときに必要な項目を設定し
ます。

設定できる項目と工場出荷時の値は次のとおり
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画面が表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して、「�!��000
�	
�セッテイ」を表示させ、【
�】キーを
押します。

�...�����設定画面が表示されます。

  <v?;L-if?lw>
  5.NWEJ-IhwE\

  <NWEJ-IhwE\>
  *s^;^ef*hi

項目名 工場出荷時

����アドレス ���������������

��サブネットマスク ���������������

�����$8'0����� ユウコウ

�����90�"/ ユウコウ

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

  <w*h-EV-df?lw>
  5. IEEE 1394f?lw
��
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D【▲】または【▼】キーを押して、「	!����#>��
�	
�」を表示させ、【
�】キーを押します。

���$8'0�����設定画面が表示されます。

E【▲】または【▼】キーを押して、有効か
無効かを表示させ、【
�】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 同様の手順で「�!�)�������」を設定しま
す。

G プリンターに割り当てる ��アドレスを設
定します。

補足

❒ 設定するアドレスはネットワーク管理
者に確認してください。

A【▲】または【▼】キーを押して、「�!���
アドレス」を表示させ、【
�】キーを押
します。

現在設定されている��アドレスが表示さ
れます。

B【▲】または【▼】キーを押して、最初
のフィールドに値を入力し、【
�】キー
を押します。

補足

❒【▲】または【▼】キーを押し続ける
と、値が��ずつ変わります。

C 他のフィールドも同様に設定し、【
�】
キーを押します。

設定が確定し、約�秒後にAの画面に戻
ります。

H 同様の手順で「�!サブネットマスク」を設
定します。

I【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

J システム設定リストを印刷して、設定し
た内容を確認します。

参照

システム設定リストの印刷方法につい
ては、�����「テスト印刷する」を参照し
てください。

-アドレスについて

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

❖ ゲートウェイアドレス
ルーターを超えて別のネットワークのワー
クステーションとのやり取り（印刷や情報の
取得）を行うとき、ゲートウェイとなるホス
トやルーターのアドレスです。

補足

❒ 設定するアドレスはネットワーク管理者に
確認してください。

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

❒ ルーターを越えて別のネットワークのワー
クステーションとやりとりするときは、ゲー
トウェイアドレスを設定してください。

  <IEEE 1394f?lw>
  3.IP over 1394

  <IP over 1394>
  *Ipe

  <IEEE 1394f?lw>
  1.IPq;^Jd

  <IPq;^Jd>
  192.022.033.044

  <IPq;^Jd>
  192.168.000.010
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ソフトウェアをインストールする

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

オートランプログラムについて
!�"#$%&�������'、!�"#$%&����、!�"#$%&�(���上で������をパソコンに挿入すると、オートラン
プログラムとしてプリンタードライバーやユーティリティなどの各種ソフトウェアのインストー
ラーが自動的に起動します。

補足

❒ プラグアンドプレイ機能が働いていると、!�"#$%&������起動時に［新しいソフトウェア］または、
［デバイスドライバウィザード］が表示されます。表示される画面は、!�"#$%&������のシステムの
バージョンによって異なります。この画面が表示されたときは、［キャンセル］をクリックして、本
機に付属の�������をパソコンの�������ドライブにセットし、オートランでインストールして
ください。

❒ �の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、������
のルートディレクトリにある「.(3��.2.」をダブルクリックして起動してください。

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

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

制限

❒ !�"#$%&����、!�"#$%&�(��� でインストーラーを使用するときは 
#��"�&/01/$0& グループのメン
バーとしてログオンしてください。

オートランプログラムでインストールできるソフトウェアは以下のとおりです。

❖ プリンタードライバー
!�"#$%& から印刷する場合に必要なソフトウェアです。印刷を始める前に必ずインストールして
ください。はじめてプリンタードライバーをインストールするときはプリンタードライバーの追
加を行います。

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

参照

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

❖ (�+#"����6+7��
管理者の方が使用するネットワークユーティリティです。詳しくは�����「��#$4����
#��"」のヘル
プを参照してください。
��
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❖ (�+#"����1,>�
ネットワークプリンターとしてお使いになるときに便利なユーティリティです。詳しくは ����

「��#$4�����18�」のヘルプを参照してください。

❖ (�+#"�:�53������9�
��#$4��'&)������+/は、アプリケーションソフトで作成したファイル、スキャナで入力した画像デー
タ、既存のイメージファイルなど、多様なデータを�つの文書として管理・印刷するためのソフト
ウェアです。詳しくは�����「��#$4��'&)������+/」、または��#$4��'&)������+/のヘルプを参照して
ください。

(�+#"����1,>�のインストール

A 他のアプリケーションをすべて閉じま
す。

B 本機に付属の):�(�4をパソコンの):�

(�4ドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

補足

❒ システムの設定によってはインストー
ラーが自動的に起動しないことがありま
す。その場合は、������のルートディレ
クトリにある「.(3��.2.」をダブルク
リックして起動してください。

C セットアップ画面が表示されたら、
［(�+#"����1,>�］をクリックします。

��#$4� ��� �18�のインストーラーが起動しま
す。

D［ようこそ］ダイアログが表示されたら、
［次へ］をクリックします。

E［製品ライセンス契約］ダイアログにソフ
トウェア使用許諾契約が表示されます。
すべての項目をお読みください。同意す
る場合は、［はい］をクリックします。

F 表示されるメッセージに従って���������	
��
をインストールします。インストールが完了
すると次のメッセージが表示されます。

再起動をうながすメッセージが表示された
ときは、!�"#$%&を再起動してください。
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プリンタードライバーのイン
ストール

A 他のアプリケーションをすべて閉じま
す。

B 本機に付属の):�(�4をパソコンの):�

(�4ドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

補足

❒ システムの設定によってはインストー
ラーが自動的に起動しないことがありま
す。その場合は、������のルートディレ
クトリにある「.(3��.2.」をダブルク
リックして起動してください。

C セットアップ画面が表示されたら、［プリ
ンタードライバー］をクリックします。

D［使用許諾］ダイアログにソフトウェア使
用許諾契約が表示されます。すべての項
目をお読みください。同意する場合は、
［次へ］をクリックします。

E［コンポーネントの選択］ダイアログでプ
リンタードライバーを選択し、［次へ］を
クリックします。

F［プリンタ名］の左のボックスをクリック
し、使用する機種を選択します（�印を付
けます）。プリンター名を変更するとき
は、［Fプリンタ名Fの設定の変更］ボックス
で変更します。

補足

❒ 通常使うプリンターに設定されている
プリンター名は、太字で表示されます。

G［プリンタ名］をダブルクリックし、プリ
ンターの設定を展開します。

補足

❒［コメント：］、［ドライバ：］、［ポート：］
は、ご使用のオペレーティングシステ
ム、選択したプリンター機種、使用する
ポートによって、それに応じた表示とな
ります。
�
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H［ポート�］を選択し、［追加］をクリックし
ます。

I「(�+#"����1,>�」を選択し、［�G］をクリッ
クします。

次の画面が表示され、プリンターが検索され
ます。

J プロトコルを選択し、印刷するプリン
ターを選択します。

�)����

A［�)����］をクリックします。

������プロトコルで印刷可能なプリンター
の一覧が表示されます。

B 印刷するプリンターをクリックして選
択し、［�G］をクリックします。
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補足

❒ ここにはコンピューターからのブ
ロードキャストに応答したプリン
ターだけが表示されます。ここに表
示されないプリンターに印刷すると
きは、［アドレス指定］をクリックし、
プリンターの ��アドレスまたはホス
ト名を直接入力してください。

1��<0A�

A［1��<0A�］をクリックします。

�'/ .3�プロトコルで印刷可能なプリン
ターの一覧が表示されます。

B 印刷するプリンターをクリックして選
択し、［�G］をクリックします。

補足

❒ ここにはコンピューターからのブ
ロードキャストに応答したプリン
ターだけが表示されます。ここに表示
されないプリンターに印刷するとき
は、［アドレス指定］をクリックし、
�'/ .3�アドレスを直接入力してくだ
さい。�'/ .3�アドレスは、システム設
定リストで確認できます。システム設
定リストの印刷方法は、�����「テスト
印刷する」を参照してください。シス
テム設定リストでは�'/ .3�アドレス
が「::���;;;;:;;;」と表示されてい
ます。先頭の「::」を「<<」に変更し
て入力してください。

❒ ルータを越えたプリンターには印刷
できません。

���

A［���］をクリックします。

［���の設定］ダイアログが表示されます。
��
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B［プリンタの A(9］に印刷するプリン
ターの��アドレスとポート番号を「�������
（プリンターの��アドレス）��������」のよ
うに入力します。

C 必要に応じて［���ポート名］にプリン
ターを区別するための名前を入力しま
す。すでにある他の ���ポート名と違
う名前を入力してください。

入力を省略すると、［プリンタの3�+］に
入力したアドレスが ���ポート名に設定
されます。

D プロキシサーバーや ���ユーザー名な
どの設定を行う場合は、［詳細設定］を
クリックし、必要な項目を設定します。

補足

❒ 設定項目の詳細については、ヘルプ
を参照してください。

K［�G］をクリックします。

ポートが追加されます。

L［ポート�］に選択したプリンターのポート
が表示されていることを確認します。

M［共有］をダブルクリックし、共有の設定
を展開します。

補足

❒ !�"#$%&�(����、!�"#$%&����では、代替
ドライバーのチェックボックスが表示
されます。インストールしたい代替ドラ
イバーをチェックすると、インストール
することができます。

N プリンターを共有する場合は、［共有］の
左のボックスをクリックして � 印を付け
ます。
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�

O 必要に応じて、ユーザーコードの設定や
通常使うプリンターの設定をします。

❖ ユーザーコードの設定

補足

❒ ユーザーコードを設定しておくと、
各パソコンごとの印刷枚数の統計を
とることができ、��#$4����
#��"で確
認できます。詳細については、��#$4
��� 
#��"のヘルプを参照してくださ
い。

❒ 入力できるのは、半角数字最大�桁で
す。英字や記号はご使用になれませ
ん。

❖ 通常使うプリンターの設定

P［完了］をクリックすると、プリンタード
ライバーがインストールされます。

補足

❒ インストールの途中で次のメッセージ
が表示されることがあります。その場合
は［はい］をクリックしてインストール
を続行してください。

❒ 次のメッセージが表示された場合、オー
トランプログラムでのインストールを
続けることができません。�����「プリン
タードライバーのインストール中に
メッセージが表示されたとき」を参照し
てインストールし直してください。

•「新しいドライバが既に存在してい
るため、インストールを継続するこ
とができません。」

Q［コンポーネントの選択ダイアログ］が表
示されたら、［完了］をクリックします。

R 導入完了のダイアログが表示されたら、
［完了］をクリックします。

補足

❒ ダイアログに「再起動の確認」が表示さ
れる場合は、!�"#$%&を再起動してくだ
さい。
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S プリンタードライバーのインストールが
完了したら、オプションを設定します。

補足

❒ プリンターとパソコンが双方向通信し
ていないときは、プリンターに接続した
オプション、セットした用紙のサイズ、
方向を設定する必要があります。

参照

双方向通信の詳細については、�����「双
方向通信が働く条件」を参照してくださ
い。

オ プ シ ョ ン の 設 定 方 法 は、����
「����� !�"����	�のオプションセットアッ
プ」、�����「!�"#$%&����、!�"#$%&�(���
のオプションセットアップ」を参照して
ください。

ポートの設定を変更する
���の 3�+やプロキシサーバーの設定など、
��#$4�����18�の設定を変更することができま
す。

補足

❒ �'/ .3�プロトコルには設定項目がありませ
ん。

A［プリンタ］ウィンドウで、印刷するプリ
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。

B［詳細］タブをクリックし、［ポートの設
定］をクリックします。

ポートの設定画面が表示されます。

• (�����プロトコルの場合、代行印刷、並
行印刷、タイムアウト、プリンターグ
ループの設定ができます。

補足

❒ 各設定項目の詳細は、��#$4�����18�の
ヘルプを参照してください。

• ���の場合、���ユーザー設定やプロキシ
などの設定ができます。

補足

❒ 詳細は、��#$4�����18�のヘルプを参照し
てください。



ソフトウェアをインストールする

�

おすすめインストール
同梱の�������から簡単にソフトウエアをインストールすることができます。［おすすめインストー
ル］ボタンをクリックすると、プリンターをネットワーク接続している場合は「����プリンタード
ライバー」および「��#$4�����18��」がインストールされ、(�����ポートが設定されます。プリンター
をローカル接続している場合は「����プリンタードライバー」がインストールされ、+�(�ポートが
設定されます。設定が完了すると������2����が使用できる状態になります。

制限

❒ 必要な条件は以下のとおりです。

• �が!�"#$%&��������'、!�"#$%&�����、または!�"#$%&��(���である

• (�����の場合

• イーサネットケーブルで本機とネットワークが接続されている

• (�����プロトコルが設定されている

• 本機とパソコンに��アドレスが設定されている。

• ローカル接続の場合

• パラレルケーブルまたは3 変換ケーブルで本機とパソコンが接続されている。

• 双方向通信が成立している。

A パソコンの):�(�4ドライブに同梱の):�(�4を挿入します

インストーラーが起動し、次の画面が表示されます

B［おすすめインストール］をクリックします。

［使用許諾］ダイアログが表示されます。
��
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C ソフトウエア使用許諾契約のすべての項目をお読みください。同意する場合は、［次へ］をク
リックします。

D［プリンタ名］をクリックし、使用する機種を選択します。

補足

❒ (�����の場合、［接続先］に��アドレスが表示されているプリンターを選択します。

❒ パラレル接続の場合、［接続先］にプリンターポートが表示されているプリンターを選択しま
す。

E［インストール］をクリックします。

次の画面が表示され、プリンタードライバーがインストールされます。

導入完了ダイアログ画面が表示されます。



ソフトウェアをインストールする
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F「はい、今すぐ再起動します」を選択し、［完了］をクリックします。

G 続けて他のソフトウェアをインストールする場合は、「いいえ、後で再起動します」を選択し、
［完了］をクリックします。

これでインストールは終了です。

プリンター名を変更するときは、［スタート］�［設定］�［プリンタ］でプリンターアイコンを表
示し、プリンターアイコンを右クリックして［名前の変更］を選択して行います。

���+# 5
��
��4�のオプ
ションセットアップ
プリンターとパソコンが双方向通信していない
ときは、プリンターに取り付けたオプション、
セットした用紙のサイズ・方向を設定する必要
があります。

参照

双方向通信の詳細については、�����「双方向
通信が働く条件」を参照してください。

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

［プリンタ］ウィンドウが表示されます。

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

プリンターのプロパティが表示されます。

C［初期設定］タブをクリックします。
��
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D［オプション構成の変更 �給紙トレイ設定］
ボタンをクリックします。

［オプション構成の変更�給紙トレイ設定］ダ
イアログが表示されます。

E［オプション選択］ボックスで、取り付け
たオプションをチェックして'印を付けま
す。

F［給紙トレイ設定］で、設定するトレイを
クリックして反転表示させ、［トレイ用紙
サイズ］・［トレイ用紙セット方向］・［トレ
イ用紙種類］を正しく設定します。

G［�G］をクリックし、［オプション構成の変
更 �給紙トレイ設定］ダイアログを閉じま
す。

H［�G］をクリックし、［初期設定］ダイアロ
グを閉じます。

I［�G］をクリックし、プリンターのプロパ
ティを閉じます。

��������			、�������
��	
のオプションセットアップ
プリンターとパソコンが双方向通信していない
ときは、プリンターに取り付けたオプション、
セットした用紙のサイズ・方向を設定する必要
があります。

ここでは、!�"#$%&����の画面例を使用して説
明しています。

制限

❒ !�"#$%&�����でご使用の場合、［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」のアクセス許可が
必要です。
#��"�&/01/$0&または�$%'0�3&'0&グ
ループのメンバーとしてログオンしてくだ
さい。

❒ !�"#$%&��(���でご使用の場合、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。
#��"�&/01/$0&または�$%'0�3&'0&グ
ループのメンバーとしてログオンしてくだ
さい。

参照

双方向通信については、�����「双方向通信が
働く条件」を参照してください。

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

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

プリンターのプロパティが表示されます。

C［オプション構成の変更 �給紙トレイ設定］
タブをクリックします。

D［オプション選択］ボックスで、取り付け
たオプションをチェックして'印を付けま
す。

E［給紙トレイ設定］で、設定するトレイを
クリックして反転表示させ、［トレイ用紙
サイズ］・［トレイ用紙セット方向］・［トレ
イ用紙種類］を正しく設定します。

F［�G］をクリックし、プリンターのプロパ
ティを閉じます。
�
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-プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき

上記のメッセージは、インストールしようとしたドライバーよりも新しいドライバーが、すでにイン
ストールされているときに表示されます。

この場合には、オートランプログラムによるインストールはできません。メッセージ中に表示された
ドライバーをインストールしたときに使用したドライバーを使って、［プリンタの追加］でインストー
ルし直してください。

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［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックします。

C プリンタの追加ウィザードに従ってインストールします。
プリンタードライバーのディスクが������の場合、インストール元は������の����	
������������、
����	
��������������、または����	
��������������になります。インストーラーが起動したときは
［キャンセル］をクリックして終了させます。

-双方向通信が働く条件

双方向通信が働いていると、プリンターにセットされている用紙サイズなどの情報が自動的にパソコ
ンに伝わります。またパソコン側からもプリンターの状態を確認することができます。

• 双方向通信は!�"#$%&�������'、!�"#$%&����、!�"#$%&�(���で働く機能です。

• 双方向通信機能が働いていると、!�"#$%&�������'の場合は、［初期設定］タブで［オプション構
成の変更�トレイ用紙設定］ボタンをクリックして表示させる［オプション構成の変更�給紙トレイ
設定］ダイアログで使用できない機能が半輝度表示されます。!�"#$%&����、!�"#$%&�(���の場
合は、［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。

双方向通信が働くには、接続形態により以下の条件をすべて満たしている必要があります。

❖ パラレルインターフェース�A<変換ケーブルで接続されているとき
• パソコンが双方向通信に対応している

• インターフェースケーブルが双方向通信に対応している

• プリンターの標準パラレルインターフェースとパソコンのパラレルコネクタで接続されてい
る

• !�"#$%&�������'の場合、［詳細］タブの［スプールの設定］で、［このプリンタで双方向通信
機能をサポートする］が選択されている



ソフトウェアをインストールする

�

• !�"#$%&����、!�"#$%&�(���の場合、［ポート］タブで［双方向サポートを有効にする］が選
択されていて、［プリンタスプールを有効にする］が選択されていない

• 3 変換ケーブルは!�"#$%&�������'でのみご使用になれます。!�"#$%&����や!�"#$%&�(���
ではご使用になれません。

❖ ネットワークで接続されているとき
• ��#$4�����18�を使用し、プロトコルに(������を使っている

• !�"#$%&�������'の場合、［詳細］タブの［スプールの設定］で、［このプリンタで双方向通信
機能をサポートする］が選択されている

• !�"#$%&����、!�"#$%&�(���の場合、［ポート］タブで［双方向サポートを有効にする］が選
択されていて、［プリンタスプールを有効にする］が選択されていない

• 本機に同梱されている������内の��#$4�����18�がインストールされている
��
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):�(�4収録ソフトウェアについて

ファイル一覧

������ .(3���.2.

!�"#$%&��������'、!�"#$%&�����、!�"#$%&��(����で動作する、プリンタードライ
バーやユーティリティのインストーラーです。何らかの要因でオートランが働かな
い場合は、このプログラムを起動します。

����.�

�⇒�����
��� !���� ����� !#�"����	�用プリンタードライバー

������ !�"#$%&��(����用プリンタードライバー

��$%��� !�"#$%&�����用プリンタードライバー

���+ !���� ����� !#�"����	�用プリンタードライバー

������ !�"#$%&��(����用プリンタードライバー

��$%��� !�"#$%&�����用プリンタードライバー

�.(!��= ������� �
��

�⇒�����
��#$4�����18�


�����

⇒�����
��#$4����
#��"

3(�+�(> ������=�

⇒�����
��#$4��'&)������+/

���� 拡張����ボード（オプション）用ツール

-��(

�⇒�����
!�����( (0?'(@9'!$0A#�!�"#$%&�版

�.+�

�⇒�����
�� ��用ヘルプ

!��+� 7
 !'Bブラウザによる管理（日）

.� !'Bブラウザによる管理（英）

��� ���プリンタードライバー用ヘルプ

���+ ���+プリンタードライバー用ヘルプ
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�

プリンタードライバー
プリンタードライバーは、!�"#$%&から印刷するために必要なソフトウェアです。印刷するためには、
必ずインストールする必要があります。

(�)プリンタードライバー

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

• !�"#$%&�������'用プリンタードライバー

DRIVERS¥RPCS¥WIN95

補足

❒ !�"#$%&��用、!�"#$%&�'用のプリンタードライバーは、!�"#$%&��用と共通です。

• !�"#$%&����用プリンタードライバー

DRIVERS¥RPCS¥WIN2000

• !�"#$%&�(���用プリンタードライバー

DRIVERS¥RPCS¥WINNT40

❖ (�)プリンタードライバーの動作環境
• パソコン
対象�が問題なく動作する、���
(互換機、�.���������シリーズ、�������シリーズ、�����
�2シリーズ

制限

❒ !�"#$%&�(で使用する場合、���ベースのプロセッサ（�����シリーズ、
A9C1�
2�、�$%'0
��）環境では動作しません。

• 対象�
��40$&$D/�!�"#$%&����日本語版
��40$&$D/�!�"#$%&����日本語版
��40$&$D/�!�"#$%&��'�日本語版
��40$&$D/�!�"#$%&������'08'0�日本語版
��40$&$D/�!�"#$%&������
#81"4'#�'08'0�日本語版
��40$&$D/�!�"#$%&�������0$D'&&�$"1A�日本語版
��40$&$D/�!�"#$%&��(�'08'0�����日本語版
��40$&$D/�!�"#$%&��(�!$0)&/1/�$"�����日本語版

• ディスプレイ解像度
���×���ドット以上
�	
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(�:9プリンタードライバー

���+プリンタードライバーのインストール方法については����� 「プリンタードライバーのインス
トール」を参照してください。

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

• !�"#$%&�������'用プリンタードライバー

DRIVERS¥RPDL¥WIN95

補足

❒ !�"#$%&��用、!�"#$%&�'用のプリンタードライバーは、!�"#$%&��用と共通です。

• !�"#$%&����用プリンタードライバー

DRIVERS¥RPDL¥WIN2000

• !�"#$%&�(���用プリンタードライバー

DRIVERS¥RPDL¥WINNT40

❖ (�:9プリンタードライバーの動作環境
• パソコン
対象�が問題なく動作する、���
(互換機、�.���������シリーズ、�������シリーズ、�����
�2シリーズ

制限

❒ !�"#$%&�(で使用する場合、���ベースのプロセッサ（�����シリーズ、
A9C1�
2�、�$%'0
��）環境では動作しません。

• 対象�
��40$&$D/�!�"#$%&����日本語版
��40$&$D/�!�"#$%&����日本語版
��40$&$D/�!�"#$%&��'�日本語版
��40$&$D/�!�"#$%&������'08'0�日本語版
��40$&$D/�!�"#$%&�������0$D'&&�$"1A�日本語版
��40$&$D/�!�"#$%&��(�'08'0�����日本語版
��40$&$D/�!�"#$%&��(�!$0)&/1/�$"�����日本語版

• ディスプレイ解像度
���×���ドット以上
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(�+#"����6+7��

��#$4� ���
#��"は(�����プロトコル、��2��2プロトコルを使ってネットワーク上のプリンターを監
視するソフトウェアです。��アドレスを持つ複数のネットワークプリンターの管理が可能です。ネッ
トワーク管理者の方がお使いになることをお勧めします。

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

NETWORK¥RIDOCIO¥ADMIN

補足

❒ プロトコルスタックは、ご使用の�に最適なものを選択してください。

❖ どんなことができるのか？
��#$4����
#��"では以下の操作ができます。

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

• プリンター本体のネットワークに関する設定を変更できます。

• プリンターで印刷したページ数を印刷ログコード別に確認できます。

• パソコンから行ったジョブの結果を確認できます。

• ユーザーコードを使った各パソコンごとの印刷枚数を確認できます。

• 機器の操作パネルからの設定を制限し、一部の項目を変更できないようにします。

• 機器にセットされている用紙の種類を設定できます。

• 省エネモードへの切り替え、復帰などを設定できます。

• 印刷中、用紙切れなどの情報をパソコン上で確認できます。

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

参照

��#$4����
#��"の使いかたについては、ヘルプを参照してください。

対象� プロトコルスタック

��40$&$D/�!�"#$%&��������'�日本語版 !�"#$%&��������'に付属の(�����プロトコル
!�"#$%&��������'に付属の��2��2互換プロトコル
!�"#$%&��������'に付属の�'/!10'ネットワーククライ
アント
�'/!10'��A�'"/���D$0�!�"#$%&���

�"/01"'/!10'��A�'"/�D$0�!�"#$%&���

�$8'AA��A�'"/�D$0�!�"#$%&������

��40$&$D/�!�"#$%&������日本語版 !�"#$%&�����に付属の(�����プロトコル
!�"#$%&�����に付属の��2��2トランスポート
!�"#$%&�����に付属の�'/!10'用クライアント

��40$&$D/�!�"#$%&��(�����日本語版 !�"#$%&��(����に付属の(�����プロトコル
!�"#$%&��(����に付属の��2��2互換プロトコル
!�"#$%&��(����に付属の�A�'"/�'08�4'�D$0��'/!10'
�'/!10'��A�'"/���D$0�!�"#$%&��(

�"/01"'/!10'��A�'"/�D$0�!�"#$%&��(

�$8'AA��A�'"/�D$0�!�"#$%&��(�����
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��#$4�����18�は以下のような機能を備えたソフトウェアです。プリンターをご使用になるすべての方
がインストールされることをお勧めします。

• !�"#$%&��������'、!�"#$%&�����、!�"#$%&��(����から(�����プロトコル、�'/ .3�、���を使用
して、�''0�/$��''0ネットワークで印刷する機能を提供します。

• (�����プロトコル、��2��2プロトコルを使用してネットワークにある機器の状態を常に監視で
きる機能を提供します。

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

NETWORK¥RIDOCIO¥NAVI

補足

❒ プロトコルスタックは、ご使用の�に最適なものを選択してください。

❖ どんなことができるのか？
��#$4�����18�では以下の操作ができます。

• �''0�/$��''0プリント機能

• プリントサーバが無くても、直接ネットワークプリンターに印刷できます。

• 印刷中、用紙切れなどの情報をパソコン上で確認できます。

• 複数台のプリンターを使い分けているときは、それらを同時に監視できます。

• 本機のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。

• ユーザー ��を使ったジョブの履歴を確認できます。

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

• 複数部数の印刷を複数のプリンターに割り振って印刷できます（並行印刷）。

• 並行�代行印刷に指定するプリンターをあらかじめグループ登録できます。

対象� プロトコルスタック

��40$&$D/�!�"#$%&��������'�日本語版 !�"#$%&��������'に付属の(�����プロトコル
!�"#$%&��������'に付属の�'/ .3�プロトコル
!�"#$%&��������'に付属の��2��2プロトコル
�'/!10'��A�'"/���D$0�!�"#$%&���

�"/01"'/%10'��A�'"/�D$0�!�"#$%&���

�$8'AA��A�'"/�D$0�!�"#$%&������

��40$&$D/�!�"#$%&������日本語版 !�"#$%&�����に付属の(�����プロトコル
!�"#$%&�����に付属の�'/ .3�プロトコル
!�"#$%&�����に付属の��2��2トランスポート

��40$&$D/�!�"#$%&��(�����日本語版 !�"#$%&��(����に付属の(�����プロトコル
!�"#$%&��(����に付属の�'/ .3�プロトコル
!�"#$%&��(����に付属の��2��2トランスポート
�'/!10'��A�'"/�D$0�!�"#$%&��(

�"/01"'/%10'��A�'"/�D$0�!�"#$%&��(

�$8'AA��A�'"/�D$0�!�"#$%&��(�����
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• 印刷データを転送中または印刷中に指定したプリンターにエラーが発生した場合、エラーメッ
セージを通知させることができます。

• 機器監視機能

• 印刷中、用紙切れなど機器の情報をパソコン上で確認できます。

• 複数台の機器を使い分けているときは、それらを同時に監視できます。

• 機器のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。

• ユーザー ��を使ったジョブの履歴を確認できます。

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

制限

❒ 代行印刷 �並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターのオプション構成を一致させ
てください。印刷に必要なオプション（例えばオプションの給紙テーブルなど）が代行プリン
ターに装着されていない場合、オプションを使用する機能は無効になります。

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

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

❒ 試し印刷や機密印刷をする場合、代行印刷�並行印刷はできません。

参照

��#$4�����18�の使いかたについては、ヘルプを参照してください。
��
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(�+#"�:�53������9�

��#$4��'&)������+/は、アプリケーションソフトで作成したファイル、スキャナで入力した画像データ、
既存のイメージファイルなど、多様なデータを�つの文書として管理・印刷することができます。

��#$4��'&)������+/のインストールと同時に7$B� �"#'0機能もインストールされます。7$B� �"#'0機能で
は、複数アプリケーションで作成したファイルや��#$4��'&)������+/文書を、パソコンに印刷データと
して保存しておき、�つの文書として印刷したり、保存した印刷データを後でステープル、両面などの
指示をかけて印刷することができます。また、印刷する順番を後で変更することもできます。��#$4
�'&)������+/のインストール画面から7$B� �"#'0機能のみをインストールすることも可能です。

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

UTILITY¥RIDOCDSK

❖ (�+#"�:�53������9�の動作環境
• パソコン
対象�が問題なく動作する、���
(互換機、�.���������シリーズ、�������シリーズ、�����
�2シリーズ

制限

❒ !�"#$%&��(で使用する場合、���ベースのプロセッサ（�����シリーズ、
A9C1�
2�、�$%'0
��）環境では動作しません。

• 対象�
��40$&$D/�!�"#$%&�������以上�日本語版
��40$&$D/�!�"#$%&���、��.�日本語版
��40$&$D/�!�"#$%&��'�日本語版
!�"#$%&�������0$D'&&�$"1A�日本語版
!�"#$%&������'08'0�日本語版�サービスパック�以上
!�"#$%&��(�!$0)/1/�$"�����日本語版�サービスパック�以上
!�"#$%&��(�'08'0�����日本語版�サービスパック�以上

• ��3

�'"/�?��������以上

• メモリー容量
���バイト以上

• ハードディスク容量
安定して動作するためには、����バイト以上（保存する文書データ容量によって異なる）の空
き容量が必要
インストール先に���バイト以上の空き容量が必要

• ディスプレイ解像度
���×���ドット以上
������色以上推奨

補足

❒ ��#$4��'&)������+/のインストールが終了したら、「��#$4��'&)������+/�セットアップ」画面で
［セットアップ終了］ボタンをクリックし、!�"#$%&を再起動してください。

❒ ��#$4��'&)������+/のインストール後、!�"#$%&を再起動せずに
#$B'�
40$B1/��'1#'0をインス
トールすると、��#$4��'&)������+/が起動できない場合があります。このような場合には、��#$4
�'&)������+/を再度インストールしてください。

参照

��#$4��'&)������+/の使いかたについては、ヘルプを参照してください。
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❖ ファイル格納場所
付属の������内の次のフォルダに格納されています。

• (0?'(@9'!$0A#�!�"#$%&���版

FONTS¥WIN95NT

参照

インストール対象の�については、�����「基本仕様」を参照してください。

❖ 書体見本
以下の(0?'(@9'フォント��書体が収録されています。
�
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各書体のフォント名、字母メーカーは以下のとおりです。

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

（注）!�"#$%&���版を収録しています。

基本仕様

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

フォーマット���40$&$D/�!�"#$%&���日本語版準拠の(0?'(@9'��$AA'4/�$"形式�（拡張子E�//4）

補足

❒ !�"#$%&���以降で和文プロポーショナルフォントを使用できるようになります。

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

❒ 和文プロポーショナル機能を使用するには、(0?'(@9'��$AA'4/�$"に対応しているアプリケーション
が必要です。

フォント名 書体名 字母メーカー名

�,～（注） 羽衣+ 株式会社大谷デザイン研究所

�,～（注） 羽衣. 株式会社大谷デザイン研究所

�,～（注） 高橋隷書体 株式会社ブリッジ

�,～F�,�～＆�,～ 江戸文字勘亭流 株式会社晃文堂

�,～F�,�～＆�,～ 行刻 株式会社シイアンドジィ

�,～F�,�～＆�,～ 半古印体 株式会社シイアンドジィ

�,～F�,�～＆�,～ 行書体 株式会社リコー

�,～F�,�～＆�,～ 祥南行書体 有澤祥南

�,～F�,�～＆�,～ 正楷書体 日本活字工業株式会社

�,～F�,�～＆�,～ 創英角ポップ体 株式会社創英企画

�,～F�,�～＆�,～ 創英丸ポップ体 株式会社創英企画

�,～F�,�～＆�,～ 白洲ペン楷書体 日本書技研究所

�,～F�,�～＆�,～ 白洲行草書体 日本書技研究所

�,～F�,�～＆�,～ 白洲太楷書体 日本書技研究所

�,～F�,�～＆�,～ 平成角ゴシック体G�!� （財）日本規格協会

�,～F�,�～＆�,～ 平成角ゴシック体G�!� （財）日本規格協会

�,～F�,�～＆�,～ 平成丸ゴシック体G�!� （財）日本規格協会

�,～F�,�～＆�,～ 平成丸ゴシック体G�!� （財）日本規格協会

�,～F�,�～＆�,～ 平成明朝体�!� （財）日本規格協会

�,～F�,�～＆�,～ 平成明朝体�!� （財）日本規格協会

「�,�～」 半角文字・非漢字についてプロポーショナルピッチの情報を格納

「�,～」 半角文字についてプロポーショナルピッチの情報を格納

「�,～」 固定ピッチ情報のみ格納
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❖ インストール対応図
!�"#$%&���版は、以下の�に対してインストールすることができます。

���+# 5へのインストール

ここでは、操作例として!�"#$%&��������'へのインストール方法を説明しています。その他の�への
インストール方法については、�に付属の説明書を参照してください。

制限

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

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

補足

❒ !�"#$%&をインストールしたハードディスクに、�書体当たり約�～�� （書体によって異なりま
す）の空き容量が必要です。

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

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

B［コントロールパネル］の［フォント］をダブルクリックします。

C［ファイル］メニューの［新しいフォントのインストール］をクリックします。

D ):�(�4を):�(�4ドライブにセットします。

E［ドライブ］ボックスのドロップダウンメニューから):�(�4ドライブを選択します。

F［フォルダ］ボックスで、［'#��5］→［���
���］の順にフォルダを開きます。

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

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

これでインストールは終了です。

Windows NT 3.5

Windows NT 3.51以上�

Windows 95/98/Me

Windows 2000

Windows 95版�

：インストールできます�
��
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ヘルプ
プリンターの使い方がヘルプファイル形式で収められています。お使いの環境に応じてお読みくださ
い。

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

• ���用ヘルプファイル

HELP¥RPCSHELP¥RPCSHELP¥RPCSHELP¥RPCS

補足

❒ 対応�は、!�"#$%&�������'、!�"#$%&����、!�"#$%&�(���です。

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

• ���+用ヘルプファイル

HELP¥RPDLHELP¥RPDLHELP¥RPDLHELP¥RPDL

補足

❒ 対応�は、!�"#$%&�������'、!�"#$%&����、!�"#$%&�(���です。

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

• !'Bブラウザによる管理のヘルプ

• 日本語版

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

• 英語版

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

補足

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

❒ �"/'0"'/�.;9A$0'0����以上または�'/&419'��18�*1/$0���以上の!'Bブラウザを起動し、「�"#';�C/�A」
を開いてお読みください。

• ��用ヘルプファイル

HELP¥DOSHELP¥DOSHELP¥DOSHELP¥DOS
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トナーをセットする���
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排紙中継ユニット��
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東京都港区南青山�������リコービル�〒���������
（�	）	��
�	���（代表）

� お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文や修理、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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