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ご挨拶1 1.1
1 はじめに

1.1 ご挨拶
このたびは弊社製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

このマニュアルには、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい注意事項とお願いについ
て記載しています。製品のご使用前に必ずお読みください。

1.1.1 マニュアル体系について

重要
OS X 10.7 以降で、ユーザーズガイドCDを入れてもデスクトップ上に表示されない場合は、マウントの
設定が無効になっている可能性があります。Finder の「環境設定」でマウントの設定が無効になっていな
いか確認してください。

印刷物のマニュアル 概要

［安全にお使いいただくために］ 本製品を安全にお使いいただくために、守っていた
だきたい注意事項とお願いとを記載しています。
製品のご使用前に必ずお読みください。

ユーザーズガイドCD収録のユーザーズガイド 概要

［ユーザーズガイド 本体編］ 機械の概要やプリント機能について記載しています。
また、日頃の使い方に合わせて機械をカスタマイズ
したり、機械を管理したりする方法について記載し
ています。
･ 本体、オプションの概要および仕様
･ 電源の入れ方、切り方
･ 使用する用紙の仕様
･ 補給、廃棄部材の処理
･ 応用設定、出力設定、ジョブリスト
･ トラブルの対処方法
･ 表裏調整、カール調整
･ コントローラー設定
･ 調整、設定メニュー画面
･ ネットワーク設定
･ PageScope Web Connection 設定

［ユーザーズガイド プリンター編］ プリンタードライバーおよびユーティリティーツー
ルの設定について記載しています。
･ PCLドライバー
･ PS Plug-in ドライバー
･ PS PPDドライバー
･ PageScope Web Connection 設定

［ユーザーズガイド セキュリティー編］ セキュリティー機能について記載しています。
セキュリティー強化機能の使い方、セキュリティー
強化機能使用時の機械の操作について知りたい場合
は、このユーザーズガイドをお読みください。

［商標／ライセンス］ 商標およびライセンスについて記載しています。
製品のご使用前に必ずごらんください。
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1.2 国際エネルギースタープログラム 1
1.2 国際エネルギースタープログラム

オートローパワー機能
オートローパワー機能は、機器の消費電力を節約します。初期設定では、オートローパワー機能は1分で
機能するように設定されています。オートローパワーが機能する時間を1分、3分、5分、10分、15分、
30分、60分、90分、120分、240分から 1つ選択できますが、オーシャットオフが機能する時間より
長い時間を選択できません。また、オートシャットオフが機能する時間と同じ時間を選択すると、オート
シャットオフが機能し、オートローパワーは機能しません。

オートシャットオフ機能
オートシャットオフ機能は、オートローパワー機能よりもさらに機器の消費電力を節約します。初期設定
では、オートシャットオフ機能は1分で機能するように設定されています。オートシャットオフが機能す
る時間を --- 分（OFF）、1分、3分、5分、10分、15分、30分、60分、90分、120分、240分から
1つ選択できます。オートシャットオフが機能する時間を --- 分（OFF）に設定すると、必ずオートローパ
ワーが機能するようになります。両方をOFFにすることはできません。

ErP 設定
オートローパワー、オートシャットオフ、または副電源スイッチがOFF の状態で一定時間経過すると、主
電源がOFF になります。

機能する時間は、移行しない、12 時間、24 時間、36 時間、48 時間、60時間、72 時間の中から設定で
きます。

ウィークリータイマーを［使用する］にしている場合は、［02 ErP 設定］がグレーアウトして設定できま
せん。

自動両面印刷機能
1 枚の用紙のオモテ面／ウラ面に印刷する自動両面印刷機能により、用紙の省資源化が計られます。

集約機能
複数枚の原稿を1枚の用紙に集約して印刷します。用紙の使用枚数を節約できます。

オートローパワー機能、オートシャットオフ機能、ErP 設定、自動両面印刷機能、集約機能をお使いにな
ることをおすすめします。

国際エネルギースタープログラムは、地球環境を守るために主に化石燃料を
エネルギーとする電力を節約し、効率的なエネルギーの使用を目的とした制
度です。本機は、以下の様な方法を推奨し、国際エネルギースタープログラ
ムの基準を満たしています。
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機械・消耗品のリサイクル／リユース1 1.3
1.3 機械・消耗品のリサイクル／リユース

使用済みのトナーボトル、ドラム（感光体）について
お客様が交換したものは、サービスエンジニアが回収しますので、入っていた箱に入れて保管してくださ
い。サービスエンジニアが交換したものは、そのつど持ち帰ります。回収したトナーボトル、ドラムは、
再資源化しています。

使用済みの機械の処理について
買替え時は、新しい機械を購入する販売店にご相談ください。不要時は、その機械を購入した販売店にご
相談ください。回収した機械は再資源化しています。

小型二次電池（リチウムイオン電池）について
本体およびオプションに小型二次電池（リチウムイオン電池）を使用している場合は、製品として回収後
に小型二次電池も含め再資源化いたします。

本機では２次電池（充電式バッテリー）は一切使用しておりません。

1.4 偽造防止機能
本機でなにを印刷してもよいわけではありません。

特に法律によって、その複製プリントするだけでも罰せられるものがありますので、ご注意ください。

法律で禁止されている紙幣などの複製を防止するため、本機には偽造防止機能を搭載しています。

本機は偽造防止機能を搭載しているため、画像に若干のノイズが入ったり、画像データの保存が禁止され
たりすることがあります。ご了承ください。

弊社の環境基準に従い回収した機械、ボトルなどは、リサイクル、リユースしています。今後も資
源の保護に取組み、人と環境に調和した活動を行ってまいります。
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2

2 安全にご使用いただくために
製品を安全にお使いいただくため、機械の電源、設置および日常の取扱い時にぜひ守っていただきたい注
意とお願いを記述しました。製品の電源を入れる前に必ずお読みください。
- このマニュアルはいつでも見られる場所に大切に保管ください。
- マニュアル本文内に書かれている注意事項も必ずお守りください

※ ご購入いただいた製品によってはこの項の内容と、一部合致しないものもありますが、ご了承ください。

なお、bizhub PRESS 2250Pに適用される使用時の警告・注意、適合宣言文、警告ラベルと注意ラベル、
および使用上のご注意については、bizhub PRESS 1250Pに同梱されている［安全にお使いいただくた
めに］をごらんください。
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2.1 設置スペース 2
2.1 設置スペース
プリント操作、消耗品の補給、交換、定期点検が容易に行えるよう、十分な設置スペースをお取りください。

機械の質量は、オプションの組合わせにより最大約 2,225 kg になります。設置場所は、質量に耐えられ
る丈夫で水平な場所をお選びください。
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設置スペース2 2.1
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2.1 設置スペース 2
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設置スペース2 2.1
下記のオプションを追加すると、さらにスペースが必要です。

RU-509 ＋ 410 mm

PI-PFU ＋ 871.5 mm

RU-509 およびPI-PFU ＋ 1,281.5 mm
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設置スペース2 2.1
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設置スペース2 2.1
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お問い合わせは

■ 販売店連絡先

■ 保守・操作・修理・サポートのお問い合わせ
この商品の保守・操作方法・修理・サポートについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、サー
ビス実施店にご連絡ください。

〒103-0023  東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号
当社についての詳しい情報はインターネットでご覧いただけます。 http://bj.konicaminolta.jp

当社に関する要望、ご意見、ご相談、その他お困りの点などございましたら、お客様相談室にご連絡ください。
お客様相談室電話番号 フリーダイヤル : 0120-805039（受付時間 : 土、日、祝日を除く9:00～12:00 / 13:00～17:00）

《販売店 連絡先》

販売店名

電話番号

担当部門

担当者

TEL

《保守・操作・修理・サポートのお問い合わせ先》
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