
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『クイックガイド』「プリンターを安全にお使いいただくために」をお読みください。

裏面へ

プリンターを取り出す

本機には、輸送時の振動や衝撃から機器を守る本機には、輸送時の振動や衝撃から機器を守る本機には、輸送時の振動や衝撃から機器を守る本機には、輸送時の振動や衝撃から機器を守る本機には、輸送時の振動や衝撃から機器を守る
ために、固定材や保護テープが取り付けられてために、固定材や保護テープが取り付けられてために、固定材や保護テープが取り付けられてために、固定材や保護テープが取り付けられてために、固定材や保護テープが取り付けられて
いいいいいままままますすすすす。。。。。本本本本本機機機機機ををををを設設設設設置置置置置場場場場場所所所所所（（（（（もももももしししししくくくくくはははははそそそそそののののの付付付付付近近近近近）））））ににににに
運んだら、これらの固定材や保護テープを取り運んだら、これらの固定材や保護テープを取り運んだら、これらの固定材や保護テープを取り運んだら、これらの固定材や保護テープを取り運んだら、これらの固定材や保護テープを取り
外してください。外してください。外してください。外してください。外してください。

 

•プリンター本体は約95kg あります。
•機械を移動するときは、両側面にある取っ手を4人以
上で持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持
ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に
扱って落としたりすると、けがの原因になります。

 取っ手を引き出します。

ASZ604S

プリンター本体の両側面にある運搬用の取っ
手を持ち、4人以上でゆっくりと持ち上げ運
びます。

ASZ605S

本体から引き出した取っ手は元の位置に戻し
てください。

右側面のレバーを上げ、本体の右カバーを
ゆっくりと開けます。

ASZ639S

レバーを押しながら、赤い札がついた針金を
引っぱり、固定ピンを取り外します。

 ASZ608S

右カバーを、カチッと音がするまでしっかり
と閉めます。

設置環境、電源・アース
を確認する

 

•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保守会社に相談してくだ
さい。

 

•本機の背面に表示の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。

設置環境を確認する
設置環境については、次のことを守ってくださ設置環境については、次のことを守ってくださ設置環境については、次のことを守ってくださ設置環境については、次のことを守ってくださ設置環境については、次のことを守ってくださ
いいいいい。
•本機は、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、本機の周辺に目安として図のようなスペースを確
保してください。

ASZ600S

同梱品を確認する

不足品や不具合があった場合は、本機を購入された不足品や不具合があった場合は、本機を購入された不足品や不具合があった場合は、本機を購入された不足品や不具合があった場合は、本機を購入された不足品や不具合があった場合は、本機を購入された
販売店までご連絡ください。販売店までご連絡ください。販売店までご連絡ください。販売店までご連絡ください。販売店までご連絡ください。

•　かんたんセットアップ（本書）とトナー以外の同梱品は、プリ
ンターのトレイ１に入っています。

❖  使用説明書、CD-ROM

かんたんセットアップ（本書）

クイックガイド

CD-ROM

「プリンタードライバー＆ユーティリティー＆マニュアル」1枚

❖  部品

トナー： ブラック（K）、イエロー（Y）、シアン（C）、

マゼンタ（M）

ASZ601S

イーサネットケーブル用のコア

電源コード

ASZ602S

•　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、『ハードウェアガイド』「関連商
品一覧」を参照してください。

給紙トレイシール

カラー階調補正値設定シート

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

•　このシートはカラー階調補正をする際の色見本として使用し
ます。変色や色あせを防止するため、光のあたらない場所で
保管してください。シートの使い方については、『ハードウェ
アガイド』「カラー階調を補正する」を参照してください。

❖  その他

保証書

お客様へのお願いシール

管理者の方へ

使用済み消耗品の回収のご案内

•温度や湿度が以下の使用範囲に収まる場所に設置してご使用く
ださい。

AQB329S

•設置する台の水平度：前後左右5mm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、その他のエレクトロニクス機器に近い所
•加湿器に近い所

電源・アースを確認する
本機の電源については、次のことを守ってくださ本機の電源については、次のことを守ってくださ本機の電源については、次のことを守ってくださ本機の電源については、次のことを守ってくださ本機の電源については、次のことを守ってくださ
い。い。い。い。い。

• 100V、15A以上、50/60Hz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

G1466661A
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かんたんセットアップ1/2

•    最初にプリンターを使用するときは、同梱している４本のト
ナーを必ず使用してください。

• 同梱品のトナーの印刷可能ページ数は、ブラックが約10,000
ページ、カラーが約8,000ページです。この印刷可能ページ数

は、A4 5％チャートを印刷した場合の目安です。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。トナーは時間の経過とと
もに劣化するため、使用期間によっては、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。

•　交換用のトナーには、印刷可能ページ数が、ブラックの場合
は約20,000ページと約10,000ページのもの、カラーの場合は約
15,000ページと約8,000ページのものがあります。

•　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連絡して
ください。

•　本機は品質検査後に清掃をしていますが、トナーの補給口が
汚れている場合があります。

 トナーを取り出します。

ASZ617S

トナーを上下にかるく5、6回振ります。

ASZ618S

ラベルが上の状態で、マゼンタ(M)のトナー
を水平にゆっくり奥まで差し込みます。

ASZ619S

•    トナーを何度も抜き差ししないでください。トナーが漏れる
場合があります。

 同じ手順で、残りのトナーをセットします。
右からマゼンタ（M）、シアン（C）、イエロー（Y）、ブ
ラック（K）となります。

 前カバーを閉めます。

•　トナーをはじめとする各種消耗品の交換については、『ハード
ウェアガイド』「消耗品の交換」を参照してください。

•　消耗品をお買い求めの際は、『ハードウェアガイド』「消耗品一
覧」を参照してください。

2枚目へ

トナーをセットする

 

•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。

 

•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、火気のある場所に保管しないでください。
引火して、やけどや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。
もし子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直ちに
医師の診断を受けてください。

  

•トナー（使用済みトナーを含む）を吸い込んだ場合は、
多量の水でうがいをし、空気の新鮮な場所に移動して
ください。必要に応じて医師の診断を受けてくだ
さい。

   

•トナー（使用済みトナーを含む）が手などの皮膚につ
いた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。

  

•トナー（使用済みトナーを含む）が目に入った場合は、
直ちに大量の水で洗浄してください。必要に応じて医
師の診断を受けてください。

   

•トナー（使用済みトナーを含む）を飲み込んだ場合は、
胃の内容物を大量の水で希釈してください。必要に応
じて医師の診断を受けてください。

  

•紙づまりの処置やトナー（使用済みトナーを含む）を
補給または交換するときは、トナーで衣服や手などを
汚さないように注意してください。トナーが手などの
皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してくだ
さい。

•衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温
水で洗うなど加熱するとトナーが布に染み付き、汚れ
が取れなくなることがあります。

  

•トナー容器を無理に開けないでください。トナーが飛
び散った場合、トナーを吸い込んでしまったり、服や
手を汚す原因となります。

500枚給紙テーブル／1000枚給紙テー
ブル／2000枚給紙テーブルを取り付ける

500500500500500枚給紙テーブル、枚給紙テーブル、枚給紙テーブル、枚給紙テーブル、枚給紙テーブル、10001000100010001000枚給紙テーブル、また枚給紙テーブル、また枚給紙テーブル、また枚給紙テーブル、また枚給紙テーブル、また
ははははは20002000200020002000枚給紙テーブルの取り付け方法について説枚給紙テーブルの取り付け方法について説枚給紙テーブルの取り付け方法について説枚給紙テーブルの取り付け方法について説枚給紙テーブルの取り付け方法について説
明します。明します。明します。明します。明します。500500500500500枚給紙テーブル、枚給紙テーブル、枚給紙テーブル、枚給紙テーブル、枚給紙テーブル、10001000100010001000枚給紙テー枚給紙テー枚給紙テー枚給紙テー枚給紙テー
ブルとブルとブルとブルとブルと20002000200020002000枚給紙テーブルの取り付け方法は同じ枚給紙テーブルの取り付け方法は同じ枚給紙テーブルの取り付け方法は同じ枚給紙テーブルの取り付け方法は同じ枚給紙テーブルの取り付け方法は同じ
です。ここではです。ここではです。ここではです。ここではです。ここでは10001000100010001000枚給紙テーブルを例に説明し枚給紙テーブルを例に説明し枚給紙テーブルを例に説明し枚給紙テーブルを例に説明し枚給紙テーブルを例に説明し
ます。ます。ます。ます。ます。

 

•プリンター本体は約95kgあります。

•機械を移動させるときは、両側面の取っ手を4人以上
で持ち、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。

•　1000枚給紙テーブルを500枚給紙テーブルの下に取り付け
て使用する場合は、まず500枚給紙テーブルを1000枚給紙
テーブルにセットしてください。

•　1000枚給紙テーブルを取り付けた場合は、2000枚給紙
テーブルや専用キャスターを取り付けることはできません。

•　2000枚給紙テーブルを取り付けた場合は、500枚給紙テー
ブル、1000枚給紙テーブルや専用キャスターを取り付ける
ことはできません。

•　取り付けた500枚給紙テーブル、1000枚給紙テーブルや
2000枚給紙テーブルを使用するには、プリンタードライ
バーでオプションの設定をする必要があります。

•　取り付け作業は、必ず4人以上で行ってください。

 同梱品を確認します。

 本体の電源を切り、電源プラグをコンセント
から抜きます。

 1000枚給紙テーブルから保護材を取り外
します。

500枚給紙テーブルと組み合わせて使用す
る場合は、500枚給紙テーブルを1000枚
給紙テーブルにセットします。
取り付け方法は、『ハードウェアガイド』 「500枚給紙
テーブルを他のオプションにセットする」を参照してく
ださい。

 本体の右側面から、取っ手を引き出します。

ASZ076S

 本体の両側面にある取っ手をつかみ、プリン
ターを持ち上げます。

ASZ077S

本体の前後のバランスを保ち、必ず4人以上で持ち上げ
てください。

本体の前面と1000枚給紙テーブルの前面
を合わせて、垂直にゆっくりと降ろします。
垂直ピンでしっかりと固定されるようにセットしてく
ださい。

ASZ254S

本体から引き出した取っ手は元の位置に戻してくださ
い。

本体給紙トレイ［トレイ2］を止まるまでゆっ
くりと引き出し、前面を持ち上げて給紙トレ
イを引き抜きます。

ASZ255S�

引き抜いたトレイは水平な場所に置いてください。

左側にある穴1箇所を、固定ねじで固定しま
す。
コインを使って、しっかり固定してください。

ASZ256S�

前面を持ち上げるようにして給紙トレイを差
し込み、奥までゆっくりと押し込みます。

ASZ257S�

背面にある穴2箇所を、固定金具と固定ねじ
で固定します。
コインを使って、しっかり固定してください。

ASZ258S

電源プラグをコンセントに差し込み、本体の
電源を入れます。

「システム設定リスト」を印刷して、1000
枚給紙テーブルが正しく取り付けられたこと
を確認します。

• 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
ステム設定リストを印刷して、「システム構成情報」の「接続機
器」の欄を確認します。

•　500枚給紙テーブル：「1段バンク」
•　1000枚給紙テーブル：「2段バンク」
•　2000枚給紙テーブル：「大量給紙トレイ」

• 正しく取り付けられていない場合は、手順2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、保守会
社に相談してください。

• 印刷位置がずれたときは、『ハードウェアガイド』 「印刷位置
を調整する」を参照してください。

• システム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』
「テスト印刷する」を参照してください。

•　『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」
•　『ハードウェアガイド』 「印刷位置を調整する」

用紙をセットする

•給紙トレイを引き出すときは、強く引き出さないでく
ださい。トレイが落下し、けがの原因になります。

 トレイ1を、止まるまでゆっくりと引き出し
ます。

ASZ620S

 トレイの中から、同梱品を取り出します。

 クリップをつまみながら（ ）、エンドガイド
をA4の用紙サイズに合わせます（ ）。

ASZ621S

新しいA4の用紙をそろえ、印刷する面を上
にしてセットします。

ASZ622S

•　用紙と用紙ガイドの間にすき間がないことを確認してくださ
い。すき間がある場合は、用紙ガイドを操作して調整してく
ださい。

•　セットする用紙の量は、給紙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。紙づまりの原因になることが
あります。

•　一つのトレイに異なる種類の用紙を混在させないでくだ
さい。

 トレイ1を、奥に突き当たるまで静かにセッ
トします。

ATT900S

•　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。

•　用紙に関する注意や保管、使用できない用紙については、
『ハードウェアガイド』「用紙に関する注意」を参照してくだ
さい。

•　不定形サイズや用紙種類の設定、手差しトレイ（マルチ）への
セット方法については、『ハードウェアガイド』「用紙をセット
する」を参照してください。

•　本機が推奨する用紙については、『ハードウェアガイド』「消耗
品一覧」を参照してください。
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 給紙トレイシール「1」を、トレイ1の前面に
貼り付けます。

ASZ624S

満杯検知レバーを引き出します。
本体トレイが満杯になったとき、自動的に排紙を止め
ることができます。

ASZ616S

電源を入れる

  
•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。

電源が「  Off」側になっていることを確認しま

す。

ASZ625S

プリンター本体背面に電源プラグを差し込みます。

ASZ626S

�

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（ ）。

ASZ627S

•　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。

電源スイッチを「  On」側にします。

ASZ628S

操作部の電源ランプが点灯し、「Please wait…」の
メッセージが表示されます。本機の初期設定が完了
するまでしばらくお待ちください。初期設定は５分
程度かかります。初期設定中に動作音が聞こえます
が、故障ではありません。

初期設定中に電源を切らないでください。

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

ここではシステム設定リストの印刷を例に説明しまここではシステム設定リストの印刷を例に説明しまここではシステム設定リストの印刷を例に説明しまここではシステム設定リストの印刷を例に説明しまここではシステム設定リストの印刷を例に説明しま
すすすすす。。。。。

 【メニュー】キーを押します。

ASZ629S

メニュー画面が表示されます。

 【▲】【▼】キーを押して［テスト印刷］を選択し
ます。

 【OK】キーを押します。

ASZ630S

テスト印刷の選択画面が表示されます。

  【▲】【▼】キーを押して［システム設定リス
ト］を選択し、【OK】キーを押します。

印刷中のメッセージが表示され、システム
設定リストが印刷されます。

•　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確認してください。エラーメッセー
ジが表示されている場合は、『ハードウェアガイド』「困った
ときには」を参照して、エラーの対処をしてください。

オプション構成を確認します。

•　システム設定リストの詳細については、『ソフトウェアガイ
ド』「システム設定リストの見かた」を参照してください。

 【オンライン】キーを押します。

ASZ631S

通常の画面に戻ります。

USBケーブルで接続する

•　USB接続は、Windows 2000/XP、Windows Server
2003、Mac OS 9.2.2、Mac OS 10.3.3以降に対応し
ています。

•　Macintoshでは、本体標準のUSBポートのみ対応してい
ます。

•　USB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をお買い求めの際は、『ハードウェ
アガイド』「関連商品一覧」を参照してください。

•　Macintoshはサポート対象外となります。

 本体の左側面にあるコネクターに、USB
ケーブルの小さい方のコネクターを接続し
ます。

ASZ635S

もう一方をパソコンのUSBインターフェー
ス、USBハブなどに接続します。
これで、本機とパソコンの接続は終了です。パソコン
にプラグアンドプレイ画面が表示されます。

詳しくは、『ソフトウェアガイド』「印刷するための準
備」を参照してください。

パソコンに接続する

イーサネットケーブルで接続する
HUBHUBHUBHUBHUBなどのネットワーク機器を準備してから、などのネットワーク機器を準備してから、などのネットワーク機器を準備してから、などのネットワーク機器を準備してから、などのネットワーク機器を準備してから、
本機にイーサネットケーブルを接続します。本機にイーサネットケーブルを接続します。本機にイーサネットケーブルを接続します。本機にイーサネットケーブルを接続します。本機にイーサネットケーブルを接続します。

本本本本本機機機機機のののののイイイイイーーーーーサササササネネネネネッッッッットトトトトボボボボボーーーーードドドドド（（（（（ポポポポポーーーーートトトトト）））））ににににに、、、、、
10BASE-T10BASE-T10BASE-T10BASE-T10BASE-Tまたはまたはまたはまたはまたは100BASE-TX100BASE-TX100BASE-TX100BASE-TX100BASE-TXのケーブルを接のケーブルを接のケーブルを接のケーブルを接のケーブルを接
続してください。続してください。続してください。続してください。続してください。

•　イーサネットケーブルは同梱されていません。ご使用になる
ネットワーク環境に合わせて別途ご用意ください。

 同梱しているコアをイーサネットケーブルの
根元に取り付けます。

ASZ632S

 本体の左側面にあるイーサネットポートに
ケーブルを接続します。

 ASZ633S

ケーブルのもう一方のコネクターをハブ
（HUB）などのネットワーク機器に接続しま
す。

本体の左側面にあるイーサネットポートのラ
ンプ（LED）を確認します。

ASZ634S

1. ネットワークに正常に接続していると緑点灯します。

2. 100BASE-TX動作時は黄点灯し、10BASE-T動作時
は消灯します。

•　ネットワーク環境の設定については、「10.イーサーネットを
使用する」を参照してください。

イーサネットを使用する

イーサネット接続の設定について説明します。イーサネット接続の設定について説明します。イーサネット接続の設定について説明します。イーサネット接続の設定について説明します。イーサネット接続の設定について説明します。

イーサネットケーブルを使用して本機をネットワーイーサネットケーブルを使用して本機をネットワーイーサネットケーブルを使用して本機をネットワーイーサネットケーブルを使用して本機をネットワーイーサネットケーブルを使用して本機をネットワー
クに接続する場合は、使用するネットワーク環境にクに接続する場合は、使用するネットワーク環境にクに接続する場合は、使用するネットワーク環境にクに接続する場合は、使用するネットワーク環境にクに接続する場合は、使用するネットワーク環境に
応じて、必要な項目を操作部で設定してください。応じて、必要な項目を操作部で設定してください。応じて、必要な項目を操作部で設定してください。応じて、必要な項目を操作部で設定してください。応じて、必要な項目を操作部で設定してください。

IPv4IPv4IPv4IPv4IPv4を利用できる環境でを利用できる環境でを利用できる環境でを利用できる環境でを利用できる環境でIPv4IPv4IPv4IPv4IPv4アドレスに関する設定アドレスに関する設定アドレスに関する設定アドレスに関する設定アドレスに関する設定
をする場合は、をする場合は、をする場合は、をする場合は、をする場合は、Network Monitor for Admin Network Monitor for Admin Network Monitor for Admin Network Monitor for Admin Network Monitor for Admin やややややWebWebWebWebWeb
Image MonitorImage MonitorImage MonitorImage MonitorImage Monitorも使用できます。も使用できます。も使用できます。も使用できます。も使用できます。

•　［ネットワーク設定］メニューで設定できる項目と、工場出荷
時の値は以下のとおりです。

本体IPv4 アドレス 自動的に取得（DHCP） Off

IPv4アドレス 11.22.33.44

IPv4サブネットマスク 0.0.0.0

IPv4デフォルトゲート 0.0.0.0
ウェイアドレス

IPv6ステートレス 有効
自動設定機能

NW フレームタイプ 自動選択

有効プロトコル IPv4 有効

IPv6 無効

NetWare 無効

SMB 有効

AppleTalk 有効

イーサネット速度 自動選択

インターフェース選択 イーサネット

•　DHCP 環境で使用する場合、IPv4アドレス、サブネットマ
スク、IPv4ゲートウェイアドレスは自動的に設定されます。

•　［イーサネット速度］は必要に応じて設定してください。詳し
くは、『ソフトウェアガイド』「インターフェース設定メ
ニュー」を参照してください。

•　[ネットワーク設定]メニューでの設定が済みましたら、セ
キュリティを設定していただくことを推奨しています。詳し
くは、『セキュリティガイド』を参照してください。

IPv4プロトコルを有効にする

 操作部の【メニュー】キーを押します。

ASZ629S

メニュー画面が表示されます。

裏面へ
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 【▲】【▼】キーを押して［インターフェース設
定］を選択し、【OK】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。

 使用するプロトコルを有効にします。【▲】
【▼】キーを押して［ネットワーク設定］を選択
し、【OK】キーを押します。
工場出荷時の設定は、冒頭の「重要」を参照してくださ
い。

ご使用にならないプロトコルは［無効］にしておくこと
をお勧めします。

ネットワーク設定画面が表示されます。

【▲】【▼】キーを押して［有効プロトコル］を選
択し、【OK】キーを押します。

有効プロトコル設定画面が表示されます。

 【▲】【▼】キーを押して使用するプロトコルを
選択し、【OK】キーを押します。

【▲】【▼】キーを押して［有効］を選択し、
【OK】キーを押します。

約2秒後に有効プロトコル設定画面に戻ります。無効に
する場合は［無効］を選択し、【OK】キーを押します。
NetWare 5/5.1J、Netware 6のピュアIPv4環境でお使いに
なる場合は、IPv4を［有効］に設定してください。

 使用するプロトコルを続けて設定します。

 有効にするプロトコルの設定が終了したら、
【戻る】キーを押します。
ネ ッ ト ワ ー ク 設 定 画 面 が 表 示 さ れ ま す 。
続けて、IPv4アドレスを設定します。IPv4アドレスを
手動で指定する方法と、自動的に取得する方法があり
ます。

IPv4アドレスを手動で指定する場合

 【▲】【▼】キーを押して［本体IPv4アドレス］
を選択し、【OK】キーを押します。

本体IPv4アドレス設定画面が表示されます。

 【オンライン】キーを押します。

ASZ631S

通常の画面に戻ります。

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。
システム設定リストの印刷方法については、「8.テスト
印刷する」を参照してください。

IPv4 アドレスを自動的に取得する場合
(DHCP)

IPv4でDHCPを使用するときは、DHCP
の設定をします。【▲】【▼】キーを押して［自
動的に取得（DHCP）］を選択し、【OK】キー
を押します。

約2秒後にネットワーク設定画面に戻ります。

 【オンライン】キーを押します。

ASZ631S

通常の画面に戻ります。

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。
システム設定リストの印刷方法については、「8.テスト
印刷する」を参照してください。

•　イーサネットを使用する場合の設定方法については、『ハード
ウェアガイド』「インターフェース設定」を参照してください。

•　ネットワーク接続に関する各設定項目については、『ソフト
ウェアガイド』「インターフェース設定メニュー」を参照してく
ださい。

おすすめインストール

　Windows 98SE/Me/2000/XPWindows 98SE/Me/2000/XPWindows 98SE/Me/2000/XPWindows 98SE/Me/2000/XPWindows 98SE/Me/2000/XP、、、、、Windows ServerWindows ServerWindows ServerWindows ServerWindows Server
20032003200320032003、または、または、または、または、またはWindows NT 4.0Windows NT 4.0Windows NT 4.0Windows NT 4.0Windows NT 4.0をご使用の場をご使用の場をご使用の場をご使用の場をご使用の場
合、同梱の合、同梱の合、同梱の合、同梱の合、同梱のCD-ROMCD-ROMCD-ROMCD-ROMCD-ROMから簡単にソフトウェアから簡単にソフトウェアから簡単にソフトウェアから簡単にソフトウェアから簡単にソフトウェア
をインストールすることができます。をインストールすることができます。をインストールすることができます。をインストールすることができます。をインストールすることができます。

　　　　　［［［［［おおおおおすすすすすすすすすすめめめめめイイイイインンンンンススススストトトトトーーーーールルルルル］］］］］ボボボボボタタタタタンンンンンをををををクククククリリリリリッッッッックククククすすすすするるるるる
と、プリンターをネットワーク接続している場合と、プリンターをネットワーク接続している場合と、プリンターをネットワーク接続している場合と、プリンターをネットワーク接続している場合と、プリンターをネットワーク接続している場合
ははははは「「「「「プププププリリリリリンンンンンタタタタターーーーードドドドドララララライイイイイバババババーーーーー」」」」」ととととと「「「「「Network MonitorNetwork MonitorNetwork MonitorNetwork MonitorNetwork Monitor
for Clientfor Clientfor Clientfor Clientfor Client」」」」」がががががイイイイインンンンンススススストトトトトーーーーールルルルルささささされれれれれ、、、、、TCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IPポートがポートがポートがポートがポートが
設定されます。設定されます。設定されます。設定されます。設定されます。

•　ご使用のOSがWindows  2000、Windows XP  Professional、
またはWindows Server 2003の場合は「プリンタの管理」、
Windows NT 4.0の場合は「フルコントロール」のアクセス権が
必要です。AdministratorsグループまたはPowerUsersグルー
プのメンバーとしてログオンしてください。

•　インストールの詳しい方法は、『ソフトウェアガイド』「印刷す
るための準備」を参照してください。

•　本機をUSB接続で使用する場合、おすすめインストールでは
プリンタードライバーをインストールすることができませ
ん。USB接続で使用する場合は、 『ソフトウェアガイド』
「USB接続」を参照してください。

•　Wondows95/98/Meはサポート対象外となります。

すべてのアプリケーションを終了します。

本機に付属のCD-ROM をパソコンのCD-
ROMドライブにセットします。
インストーラーが起動します。

［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。

 ソフトウェ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。

［モデル名］をクリックし、使用する機種を選
択します。

ネットワーク接続の場合、［接続先］にIPアドレスが表
示されているプリンターを選択します。

［インストール］をクリックします。
インストールが開始されます。

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりません
でした」という画面や、Microsoft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］または［続
行］をクリックし、インストールを続行してください。

プリンタードライバーがインストールされ、
［導入完了］ダイアログが表示されます。

ダイアログに「再起動の確認」が表示された場合は、
Windowsを再起動してください。

最初の画面で［終了］をクリックし、CD-ROM
を取り出します。

お問い合わせ先

消耗品に関するお問い合わせ
弊社製品の消耗品ご注文は、インターネットショップまたは本
機をお買い上げの販売店にご連絡ください。
・インターネットショップ Prinfinam@ll
https://mall.rps.ricoh.co.jp/

操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせ
・HITACカスタマ・アンサ・センター（HCAセンター）

0120-2580-12
●ご利用時間：9：00～12：00／13：00～17：00
　　　　　　　（土・日・祝日・弊社指定休日を除く）

http://prinfina.jp/

株式会社 日立製作所
情報・通信システム社　ITプラットフォーム事業本部
〒259-1392神奈川県秦野市堀山下1番地

Printed in Japan   G146-6661A

インストールしたプリンタードライバーのプ
ロパティを表示させ、［テストページの印刷］
または［印字テスト］を実行します。正しくイ
ンストールされているか確認します。
プリンタードライバーのプロパティについては、『ソフ
トウェアガイド』「プリンタードライバー画面と設定方
法」を参照してください。

•　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。

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

 ［IPアドレス］の選択キーを押します。

ASZ636S

現在設定されているIPv4アドレスが表示されます。

設定するIPv4アドレスは、ネットワーク管理者に確認
してください。

 【▲】【▼】キーを押して、カーソルのある
フィールドの値を変更します。

•　【▲】【▼】キーを押し続けると、値が10ずつ増減します。
•　【　】【　】キーを押すと、フィールドを移動します。
•　011.022.033.044は使用できません。指定しないでくだ
さい。

 すべてのフィールドに値を入力して、【OK】
キーを押します。

本体IPv4アドレス設定画面に戻ります。

 プリンターのIPv4アドレスを確定させま
す。【▲】【▼】キーを押して［指定］を選択し、
【OK】キーを押します。

設定が確定すると、以下の画面が表示されます。

約2秒後にネットワーク設定画面に戻ります。

続けてサブネットマスク、IPv4ゲートウェイ
アドレスを設定します。
［サブネットマスク］、［ゲートウェイ］の選択キーを押
し、IPv4アドレスと同様の手順で設定します。

• [サブネットマスク]は真ん中の選択キーを押します。

ASZ637S

• [ゲートウェイ]は右の選択キーを押します。

ASZ638S

▲

▲
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