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はじめにはじめにはじめにはじめに
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本書について本書について本書について本書について
本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記
述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのこと
がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの目的に対
する利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本機を操作・運用したことによる偶然の損害、特別・重大な損
害などの影響ついて、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は保証・責任を負い
かねますのでご了承ください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

1ソフトウェアのソフトウェアのソフトウェアのソフトウェアの
インストールインストールインストールインストール
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

Software Utilities CD-ROM
プリンタに付属の「インストレーションガイド」の手順にしたがい、プリン
タの正しい設置、コンピュータとの接続、ケーブルの接続、電源の投入が終
わり、Software Utilities CD-ROM内のシステムソフトウェア、プリンタドラ
イバ、ユーティリティをインストールする準備ができているものとします。
Software Utilities CD-ROMをコンピュータの CD-ROMドライブに入れ、
KONICA MINOLTAの自動インストールプログラム画面でインストールを行
います。

プリンタドライバとプリンタドライバとプリンタドライバとプリンタドライバと PPDファイルファイルファイルファイル

!" 手動でインストールする場合の操作方法と追加情報については、
Documentation CD-ROM内の「magicolor 7300リファレンスガイ
ド」PDFを参照してください。 

プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 機能機能機能機能 インストール方法インストール方法インストール方法インストール方法

Linux PPD Linux PPD（PostScript Printer 
Description）ファイルは、
PPDを使用するサードパー
ティ製の Linuxプリントフィ
ルタで使用できます。

CD-ROMリファレンスガイ
ドを参照してください。

Macintosh PPD Macintosh PPDファイルを使
用すると、メモリなどのオプ
ションの設定や、使用可能な
オプション／機能のコン
ピュータへの通知が可能にな
ります。

CD-ROMリファレンスガイ
ドを参照してください。

PostScript 3ドライドライドライドライ
ババババ

# Windows XP/2000

# Windows Me/98

# Windows NT 4.0

PostScript 3ドライバを使用
すると、プリンタの全機能や
高度なレイアウトを利用でき
ます。

CD-ROMリファレンスガイ
ドを参照してください。

Windows PPD

# Windows XP/2000

# Windows Me/98/95

# Windows NT 4.0

Windows PPDファイルを使
用すると、さまざまな環境、
プリンタドライバ、アプリ
ケーションに対応できます。

CD-ROMリファレンスガイ
ドを参照してください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ

ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ 機能機能機能機能 インストール方法インストール方法インストール方法インストール方法

Crownプリントモプリントモプリントモプリントモ
ニタニタニタニタ +
（（（（Windows用）用）用）用）

このWindows用ユーティリティで
は、TCP/IPプロトコルを使用して、
プリンタへ直接プリントジョブを送
信することができます。

CD-ROMリファレンスガ
イドを参照してくださ
い。

KONICA MINOLTA
ダウンロードマダウンロードマダウンロードマダウンロードマ
ネージャーネージャーネージャーネージャー

このユーティリティを使うと、プリ
ンタのハードディスクにフォントや
オーバーレイ用データをダウンロー
ドできます。また、プリンタのメモ
リにフォントをダウンロードできま
す。

CD-ROMリファレンスガ
イドを参照してくださ
い。

ICC/ICMプロファプロファプロファプロファ
イルイルイルイル

このカラープロファイルにより、
Microsoft ICM 2 for Windows、Apple 
ColorSync、CorelDRAW、Kodak 
KCMS、Adobe Photoshop などのホ
ストベースのカラーマネージメント
システムに対応します。

magicolor 7300リファ
レンスガイドを参照して
ください。

Macintosh用用用用
インストーラインストーラインストーラインストーラ

このインストーラを使用すると、
PPD（PostScript Printer 
Description）ファイル、カラープロ
ファイル、スクリーンフォント、登
録情報など、プリンタ関連の必要な
ファイルがすべて、システム内の適
切な場所に自動的にインストールさ
れ、Mac OS 9、Mac OS X（バー
ジョン 10.1以降クラシックモード）
でプリンタが使用可能になります。

CD-ROMリファレンスガ
イドを参照してくださ
い。

NDPSゲートウェゲートウェゲートウェゲートウェ
イイイイ

NetWareインターフェイスにより、
NetWareユーザがプリンタを遠隔管
理できます。

CD-ROMリファレンスガ
イドを参照してくださ
い。

PageScope Light プリンタ内蔵のWebページです。
TCP/IPイーサネットで接続されたプ
リンタの各種設定や状態の確認が、お
使いのWebブラウザより行えます。
PageScope Lightはプリンタに内蔵
されているものであり、CD-ROMに
は入っていません。

インストールの必要はあ
りません。詳しい使い方
は CD-ROM内の
「magicolor 7300リファ
レンスガイド」を参照し
てください。

PageScope NDPS 
Gateway 2.0

NDPS環境でプリンタ及びコニカミ
ノルタ製複合機を使用するための
ゲートウェイソフトです。

CD-ROMリファレンスガ
イドを参照してくださ
い。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

!" ソフトウェアのインストール時の注意

# CD-ROMを読み込むことのできるドライブが必要です。

!" プリンタドライバのWindows NT環境へのインストール時の注意

# Windows NT4 Service Pack 6以上がインストールされている必要
があります。

# SNMP Serviceが追加されており、サービスが「開始」されてい
る必要があります。

!" ステータスモニタのインストール時の注意

# 「画面の色」が 64色以上に設定されている必要があります。

# ハードディスクの空き容量が 200 MB以上である必要があります。

PageScope Net Care このユーティリティはWindows環
境で使用可能な、管理者向けに設計
された、ネットワークプリンタを集
中管理する高機能なツールです。
Software Utilities CD-ROM内の
「magicolor 7300リファレンスガイ
ド」PDFの PageScope Net Careの
章、または「PageScope Net Care 
Administrator’s Manual」PDFを参照
してください。

CD-ROMリファレンスガ
イドを参照してくださ
い。

PageScope Network 
Setup 
ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ

このユーティリティにより、TCP/IP
や IPXのプロトコルを使用して、
ネットワークプリンタの基本設定を
行うことができます。

CD-ROMリファレンスガ
イドを参照してくださ
い。

Pantoneテーブルテーブルテーブルテーブル このテーブルにより、印刷時の色を
画面上の色に合わせることができま
す。PostScriptの高解像度印刷
（9600 dpi相当× 600 dpi）の際に使
用します。

magicolor 7300リファ
レンスガイドを参照して
ください。

ステータスモニタステータスモニタステータスモニタステータスモニタ
（（（（Windows用）用）用）用）

このユーティリティにより、プリン
タが正しく動作していないときに、
プリントジョブのステータス情報や
警告を確認できます。イーサネット
接続の場合に動作します。

CD-ROMリファレンスガ
イドを参照してくださ
い。

ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ 機能機能機能機能 インストール方法インストール方法インストール方法インストール方法



プリンタドライバとユーティリティのインストール 5

日 日日日
本 本本本
語 語語語

プリンタドライバとユーティリティのインスプリンタドライバとユーティリティのインスプリンタドライバとユーティリティのインスプリンタドライバとユーティリティのインス
トール（トール（トール（トール（Windows））））

1 Software Utilities CD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブに入れます。

!" CD-ROMの自動再生プログラムが起動しない場合は、CD-ROMの
ルートディレクトリにある「setup.exe」ファイルをダブルク
リックしてください。

!" CD-ROMを指定してもインストールできないときは、インストー
ルプログラムのある場所を指定してください。

!" Windows NTは、プラグアンドプレイに対応していません。イン
ストールするプリンタドライバの場所を指定するポップアップメ
ニューが表示されたときは、「場所を指定」を選択してください。
プリンタドライバの場所として「CD-ROMドライブ」を選択し
ないでください。

2 最初のウィンドウで、「メインメニュー」をクリックします。

3 画面の指示にしたがってユーティリティ及びプリンタドライバをインス
トールします。詳しくは「CD-ROM　リファレンスガイド」を参照して
ください。

4 システムソフトウェアのインストールが完了したら、CD-ROMドライブ
から CD-ROMを取り出し、大切に保管してください。

プリンタドライバとユーティリティのインスプリンタドライバとユーティリティのインスプリンタドライバとユーティリティのインスプリンタドライバとユーティリティのインス
トール（トール（トール（トール（Macintosh））））

PPD（（（（Macintosh））））
PPD（PostScript Printer Description）ファイルは、Mac OSの PostScriptプ
リンタドライバ（LaserWriter）で使われ、印刷の解像度、用紙サイズ、両
面印刷等のオプション機能などのmagicolor 7300の機能をサポートします。

PPDとユーティリティのインストールとユーティリティのインストールとユーティリティのインストールとユーティリティのインストール

ソフトウェアのインストールソフトウェアのインストールソフトウェアのインストールソフトウェアのインストール
a Software Utilities CD-ROMをMacintoshのCD-ROMドライブに入れま
す。
CD-ROMのウィンドウが表示されない場合は、デスクトップにある
KONICA MINOLTA CD-ROMのアイコンをダブルクリックしてくだ
さい。

b 「Install」アイコンをダブルクリックします。



 NetWare、NDPS6

日 日日日
本 本本本
語 語語語

c 画面の指示にしたがって、magicolor 7300 PPDとユーティリティを
インストールします。
詳しくは「CD-ROM　リファレンスガイド」を参照してください。

d PPDとユーティリティのインストールが終了したら、［終了］をク
リックします。

e システムソフトウェアのインストールが完了したら、CD-ROMドラ
イブから CD-ROMを取り出し、大切に保管してください。

NetWare、、、、NDPS
NetWare 5、NetWare 6、NDPSでのインストール方法については、
magicolor 7300リファレンスガイドを参照してください。

Linux
Linux用の PPDや PDQのインストール方法については、CD-ROMリファ
レンスガイドを参照してください。



日 日日日
本 本本本
語 語語語

2用紙の取り扱い用紙の取り扱い用紙の取り扱い用紙の取り扱い



 はじめに8

日 日日日
本 本本本
語 語語語

はじめにはじめにはじめにはじめに
本章では、用紙の取り扱いかた、使用できる用紙、用紙のセットのしかた、
用紙の保管方法について説明しています。

用紙の仕様用紙の仕様用紙の仕様用紙の仕様

どのようなサイズ・種類・坪量の用紙が使えますか？ p.9

トレイにセット可能な用紙の量は？ p.11

印刷保証範囲と印刷可能範囲は？ p.12

ページのマージンを設定する方法は？ p.12

印刷内容の配置を変更する方法は？ p.12

用紙の種類用紙の種類用紙の種類用紙の種類

用紙の種類を選択する方法は？ p.14

印刷印刷印刷印刷

給紙トレイ 1 p.22

給紙トレイ 2～ 4 p.27

手差しトレイ p.30

カスタムサイズ（不定型サイズ）の用紙 p.32

両面印刷 p.33

その他の情報その他の情報その他の情報その他の情報

用紙の保管のしかたは？ p.37

KONICA MINOLTA推奨用紙の注文方法は？ p.37



用紙の仕様 9

日 日日日
本 本本本
語 語語語

用紙の仕様用紙の仕様用紙の仕様用紙の仕様
用紙用紙用紙用紙 用紙サイズ用紙サイズ用紙サイズ用紙サイズ

（（（（mm））））
セットのしセットのしセットのしセットのし
かたかたかたかた

トレイトレイトレイトレイ * 自動両自動両自動両自動両
面印刷面印刷面印刷面印刷
**

プリンタドラプリンタドラプリンタドラプリンタドラ
イバでの設定イバでの設定イバでの設定イバでの設定

坪量坪量坪量坪量

A3 297× 420 タテ 1～ 4 ○ 普通紙
（再生紙、レ
ターヘッド用
紙を含む）

64～
90 g/m2 

手差し ×
A4 210× 297 ヨコ 1～ 4 ○

手差し ×
A5 148× 210 ヨコ 1 ○

手差し ×
B4 364× 257 タテ 1～ 4 ○

手差し ×
B5 (JIS) 182× 257 ヨコ 1～ 4 ○

手差し ×
カスタムサイズ
（最小サイズ）

90× 148 タテまたは
ヨコ
（サイズに
よる）

1 ***
手差し ×

カスタムサイズ
（最大サイズ）

311× 457 1 ×
297× 900 手差し ×

エグゼクティブ 184× 267 ヨコ 1 ○
手差し ×

Folio (A4 Plus) 210× 330 タテ 1 ○
手差し ×

Government Letter 203× 267 ヨコ 1 ○
手差し ×

Government Legal 216× 330 タテ 1 ○
手差し ×

Kai 8 (Chinese 8K) 260× 370 タテ 1 ○
手差し ×

Kai 16 (Chinese 16K) 185× 260 タテ 1 ○
手差し ×

Kai 32 (Chinese 32K) 130× 185 タテ 1 ○
手差し ×

リーガル 216× 356 タテ 1～ 4 ○
手差し ×

レター 216× 279 ヨコ 1～ 4 ○
手差し ×

A3ワイド 311× 457 タテ 1 ×
SP Folio 216× 322 タテ 1 ○

手差し ×
Statement 140× 216 タテ 1 ○

手差し ×
8× 10 203× 254 ヨコ 1 ○

手差し ×
Foolscap 203× 330 タテ 1 ○

手差し ×
11× 17 279× 432 タテ 1～ 4 ○

手差し ×
12× 18 305× 457 タテ 1 ×



 用紙の仕様10

日 日日日
本 本本本
語 語語語

ラベル用紙（A4） 210× 297 ヨコ 1、手差し × ラベル 対応用紙
のみ使用
してくだ
さい。

ラベル用紙（レター） 216× 279
ラベル用紙（その他） その他

OHPフィルム（A4） 210× 297 ヨコ 1、手差し × OHPフィルム
OHPフィルム（レター） 216× 279

官製はがき 100× 148 タテ 1、手差し × プリンタ
デフォルト／
ハガキ裏面

B5 (ISO) 176× 250 タテ 1、手差し × プリンタ
デフォルト封筒 C5 162× 229 タテ 1、手差し

封筒 洋形 2号 114× 162 タテ 1、手差し
封筒 洋形 #10 105× 241 タテ 1、手差し
封筒 洋形 DL 110× 220 タテ 1、手差し
封筒 長形 3号 120× 235 タテ 1、手差し
封筒 長形 4号 90× 205 タテ 1、手差し
封筒 洋形 6号 98× 191 タテ 1、手差し
厚紙 その他 サイズに

よる
1、手差し **** 厚紙 91～

210 g/m2

備考：備考：備考：備考：
* トレイ：1＝ユニバーサル給紙トレイ、2＝標準給紙トレイ、3、4＝オプションの給紙ユニッ

ト、手差し＝手差しトレイ（両面プリントユニットが装着されている場合）
** オプションの両面プリントユニットと手差しトレイが装着されている状態で、坪量 64～ 90 g/m2

の普通紙が、給紙トレイ 1～ 4から自動両面印刷できます。手差しトレイからは自動両面印刷は
できません。

*** 432 mm以下の長さ、297 mm 以下の幅の普通紙にのみ対応。
**** 91～ 210 g/m2の厚紙では、自動両面印刷はできません。

用紙用紙用紙用紙 用紙サイズ用紙サイズ用紙サイズ用紙サイズ
（（（（mm））））

セットのしセットのしセットのしセットのし
かたかたかたかた

トレイトレイトレイトレイ * 自動両自動両自動両自動両
面印刷面印刷面印刷面印刷
**

プリンタドラプリンタドラプリンタドラプリンタドラ
イバでの設定イバでの設定イバでの設定イバでの設定

坪量坪量坪量坪量

トレイトレイトレイトレイ 2～～～～ 4：：：：
標準給紙トレイ標準給紙トレイ標準給紙トレイ標準給紙トレイ

トレイトレイトレイトレイ 1：：：：
ユニバーサル給紙トレイユニバーサル給紙トレイユニバーサル給紙トレイユニバーサル給紙トレイ

手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ



用紙の仕様 11

日 日日日
本 本本本
語 語語語

セット可能な用紙の量セット可能な用紙の量セット可能な用紙の量セット可能な用紙の量

ご注意ご注意ご注意ご注意

給紙トレイの内側にある最大補給量マークより上に用紙をセットしないでく給紙トレイの内側にある最大補給量マークより上に用紙をセットしないでく給紙トレイの内側にある最大補給量マークより上に用紙をセットしないでく給紙トレイの内側にある最大補給量マークより上に用紙をセットしないでく
ださい。マークを超えてセットすると、正しく給紙されない場合があります。ださい。マークを超えてセットすると、正しく給紙されない場合があります。ださい。マークを超えてセットすると、正しく給紙されない場合があります。ださい。マークを超えてセットすると、正しく給紙されない場合があります。

用紙用紙用紙用紙 トレイトレイトレイトレイ 容量容量容量容量
普通紙、
再生紙、
レターヘッド

トレイ 1
（ユニバーサル給紙ト
レイ）

80 g/m2の用紙の場合（A4／レターサイ
ズ）：
250枚（用紙の厚さやサイズにより変わりま
す）

トレイ 2
（標準給紙トレイ）

80 g/m2の用紙（A4／レターサイズのみ）：
500枚

トレイ 3、4
（オプションの給紙ユ
ニットの給紙トレイ） 

80 g/m2の用紙（A4／レターサイズのみ）：
各 500枚

手差しトレイ * 一度に 1枚ずつ

封筒 トレイ 1 50枚（封筒の厚さにより変わります）

トレイ 2～ 4 対応していません

手差しトレイ 一度に 1枚ずつ

ラベル用紙 トレイ 1 50枚（ラベル用紙の厚さにより変わります）

トレイ 2～ 4 対応していません

手差しトレイ 一度に 1枚ずつ

はがき トレイ 1 50枚（はがきの厚さにより変わります）

トレイ 2～ 4 対応していません

手差しトレイ 一度に 1枚ずつ

厚紙 トレイ 1 50枚（用紙の厚さにより変わります）

トレイ 2～ 4 対応していません

手差しトレイ * 一度に 1枚ずつ

OHPフィル
ム

トレイ 1 50枚（OHPフィルムの厚さにより変わりま
す）

トレイ 2～ 4 対応していません

手差しトレイ 一度に 1枚ずつ

トレイトレイトレイトレイ 2～～～～ 4：標準給紙トレイ：標準給紙トレイ：標準給紙トレイ：標準給紙トレイトレイトレイトレイトレイ 1：ユニバーサル給紙トレイ：ユニバーサル給紙トレイ：ユニバーサル給紙トレイ：ユニバーサル給紙トレイ
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

印刷可能（保証）領域印刷可能（保証）領域印刷可能（保証）領域印刷可能（保証）領域
用紙サイズには印刷可能領域（画像のゆがみや
欠損がなく印刷される最大領域）があります。

この領域は、ハードウェアによる制限（物理的な用紙サイズ、プリンタで必
要なマージン）とソフトウェアによる制限（ページ全体のフレームバッファ
用のメモリ量）によって決まります。すべての用紙サイズで、用紙の端から
5 mmを除く領域が、印刷可能領域になります。ただし、カスタムサイズ
（不定型サイズ）の用紙など幅が 311 mm以上の用紙の場合、用紙の端から
7 mmの領域の印刷が保証されません。
封筒では、折り返し部分は印刷保証外です。また、印刷保証外領域は封筒の
種類によって異なります。 

ページのマージンページのマージンページのマージンページのマージン 
マージンはお使いのアプリケーションで設定されています。アプリケーショ
ンによってはページサイズやマージンをユーザー設定できますが、標準の
ページサイズとマージンしか選択できないアプリケーションもあります。標
準のフォーマットを選ぶと、印刷可能領域の制限のために、作成した部分が
印刷されない場合があります。アプリケーションでページサイズのユーザー
設定を行うときは、最適な結果が得られるように印刷可能領域内におさまる
サイズを設定してください。

印刷内容の配置印刷内容の配置印刷内容の配置印刷内容の配置
印刷する内容の配置を変更には、以下の方法があります。

# お使いのアプリケーションでマージンとページサイズを調整します。
（推奨）

# プリンタの操作パネル（「ﾋﾝｼﾂ / ﾄﾚｲ ﾖﾊｸﾁｮｳｾｲ」メニュー）で設定します。

a a

a

a

印刷可能印刷可能印刷可能印刷可能
領域領域領域領域

a = 5 mm

保証されない領域保証されない領域保証されない領域保証されない領域
印刷されない領域印刷されない領域印刷されない領域印刷されない領域 5 mm

保証領域保証領域保証領域保証領域
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

用紙の種類用紙の種類用紙の種類用紙の種類

用紙に関する一般的な注意事項用紙に関する一般的な注意事項用紙に関する一般的な注意事項用紙に関する一般的な注意事項
以下の用紙を使用してください。

# 標準の事務用紙、再生紙など、レーザープリンタ対応の普通紙

# 元の包装紙に入れたまま、平らで水平な場所で保管された用紙
大量の用紙や特殊紙を購入する前に、事前に試し印刷を行い、印刷品質を確
認してください。

ご注意ご注意ご注意ご注意

弊社推奨の用紙をお使いください。インクジェットプリンタ用など、対応し弊社推奨の用紙をお使いください。インクジェットプリンタ用など、対応し弊社推奨の用紙をお使いください。インクジェットプリンタ用など、対応し弊社推奨の用紙をお使いください。インクジェットプリンタ用など、対応し
ていない用紙を使用すると、プリンタが故障する恐れがあります。また、そていない用紙を使用すると、プリンタが故障する恐れがあります。また、そていない用紙を使用すると、プリンタが故障する恐れがあります。また、そていない用紙を使用すると、プリンタが故障する恐れがあります。また、そ
の場合は保証の対象外となります。の場合は保証の対象外となります。の場合は保証の対象外となります。の場合は保証の対象外となります。 

対応していない用紙対応していない用紙対応していない用紙対応していない用紙

以下のような用紙は使用しないでください以下のような用紙は使用しないでください以下のような用紙は使用しないでください以下のような用紙は使用しないでください
# ほこりの付いた用紙

# 表面加工されている用紙（デジタル光沢紙、カラー加工された紙など）

# アイロンプリント用紙（感熱紙、熱転写用紙）

# 感圧紙

# カーボン紙

# インクジェットプリンタ用紙（スーパーファイン紙、光沢紙、光沢フィ
ルム、はがきなど）

# 一度印刷に使用した用紙
・インクジェットプリンタで印刷された用紙
・熱転写プリンタで印刷された用紙
・他のプリンタやファクス機で印刷された用紙

# 対応していないアイロンプリント用転写材

# 湿気のある用紙

!" 湿度が 35%～ 85%の場所に用紙を保管してください。湿気がある
とトナーは用紙にうまく付着しません。

# 重なっている用紙

# 粘着性のある用紙

# 折られた用紙、しわのある用紙、エンボス加工されている用紙、曲がっ
た用紙
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

# 穴の開いた用紙、パンチ穴加工された用紙、破れた用紙

# なめらかすぎる用紙、あらすぎる用紙、織られたもの

# 表と裏で紙質（あらさ）が異なる用紙

# 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙

# 静電気がたまっている用紙

# アルミ箔や金箔、加工されている用紙

# 感熱紙、または定着部の温度（200℃）に耐性がない用紙

# 変則的な形の（長方形でない、正しい角度で裁断されていない）用紙

# のり、テープ、クリップ、ステープル、リボン、留め金、ボタンがつい
ているもの

# その他対応していない用紙

用紙の種類の選択方法用紙の種類の選択方法用紙の種類の選択方法用紙の種類の選択方法
# 操作パネルのメニュー：操作パネルのメニュー：操作パネルのメニュー：操作パネルのメニュー：プリンタの操作パネルの「ﾖｳｼ / ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ / ﾄﾚｲ 1 
ｾｯﾃｲ」メニューで、用紙の種類を選択します。

# プリンタドライバ（推奨）：プリンタドライバ（推奨）：プリンタドライバ（推奨）：プリンタドライバ（推奨）：プリンタドライバでの設定が、プリンタの
操作パネルの設定より優先されます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

普通紙、再生紙、レターヘッド用紙普通紙、再生紙、レターヘッド用紙普通紙、再生紙、レターヘッド用紙普通紙、再生紙、レターヘッド用紙 

容量容量容量容量 トレイトレイトレイトレイ 1
（ユニバーサル給（ユニバーサル給（ユニバーサル給（ユニバーサル給
紙トレイ）紙トレイ）紙トレイ）紙トレイ）

80 g/m2の用紙の場合（A4／レターサイズ）：
250枚（用紙の厚さやサイズにより変わります）

トレイトレイトレイトレイ 2
（標準給紙トレ（標準給紙トレ（標準給紙トレ（標準給紙トレ
イ）イ）イ）イ）

80 g/m2の用紙（A4／レターサイズのみ）：500枚

トレイトレイトレイトレイ 3、、、、4
（オプションの給（オプションの給（オプションの給（オプションの給
紙ユニットの給紙ユニットの給紙ユニットの給紙ユニットの給
紙トレイ）紙トレイ）紙トレイ）紙トレイ） 

80 g/m2の用紙（A4／レターサイズのみ）：
各 500枚

手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ * 一度に 1枚ずつ

印刷方向印刷方向印刷方向印刷方向 ** トレイトレイトレイトレイ 1～～～～ 4 印刷面が上向き

手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ 印刷面が下向き

用紙種類用紙種類用紙種類用紙種類 対応用紙についての最新情報は、www.konicaminolta.net/printer/にア
クセスして製品仕様でご確認いただけます。

プリンタドプリンタドプリンタドプリンタド
ライバでのライバでのライバでのライバでの
設定設定設定設定

用紙の種類 普通紙

用紙サイズ 任意

坪量坪量坪量坪量 64～ 90 g/m2

自動両面印自動両面印自動両面印自動両面印
刷刷刷刷

トレイトレイトレイトレイ 1～～～～ 4 対応している用紙サイズについては、 p.9 を参照し
てください。

手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ 対応していません

備考備考備考備考 * オプションの手差しトレイは、両面プリントユニットが装着され
ている場合のみ使用できます。

** レターヘッド用紙をセットするときは、レターヘッドやロゴの方
をプリンタの給紙口側にしてセットしてください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

封筒封筒封筒封筒

以下の封筒を使用してください以下の封筒を使用してください以下の封筒を使用してください以下の封筒を使用してください

# レーザープリンタ対応の事務用封筒

# 接合部が斜めで、折り目と縁がしっかりしている封筒

!" 印刷時に高温のローラー部を通過するため、封にのりがついた封
筒はのりが接着してしまう場合があります。乳液質の接着剤が使
われている封筒をお使いください。

# 乾いている封筒

# 住所記入する側（表）のみ印刷

以下のような封筒は使用しないでください以下のような封筒は使用しないでください以下のような封筒は使用しないでください以下のような封筒は使用しないでください

# 折り返し部分にのりがついている封筒、封にのりがついた封筒

# テープシール、金属の留め具、クリップ、ファスナー、はがして使用す
るシールがついている封筒

# 窓付きの封筒

# 表面が粗い和紙などの封筒

# 定着部の熱で溶けたり、燃焼、蒸発、有毒ガスを発生するものが使われ
ている封筒

# すでにのりでとじられている封筒

容量容量容量容量 トレイトレイトレイトレイ 1 10枚（封筒の厚さにより変わります）

トレイトレイトレイトレイ 2～～～～ 4 対応していません

手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ 一度に 1枚ずつ

印刷方向印刷方向印刷方向印刷方向 トレイトレイトレイトレイ 1 印刷面が上向き

手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ 印刷面が下向き

用紙種類用紙種類用紙種類用紙種類 対応用紙についての最新情報は、www.konicaminolta.net/printer/に
アクセスしてご確認いただけます。

プリンタドプリンタドプリンタドプリンタド
ライバでのライバでのライバでのライバでの
設定設定設定設定

用紙の種類 プリンタデフォルト

用紙サイズ 封筒 xxx

両面印刷両面印刷両面印刷両面印刷 対応していません
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

ラベル用紙ラベル用紙ラベル用紙ラベル用紙
ラベル用紙は、表面の紙（印刷面）、シール部分、台紙で構成されています。

# 表面の紙は、普通紙の仕様にしたがってください。

# 表面の紙が台紙全体を覆い、シール部分が表面に出ない用紙を使用して
ください。

以下のラベル用紙を使用してください以下のラベル用紙を使用してください以下のラベル用紙を使用してください以下のラベル用紙を使用してください

# レーザープリンタ用ラベル用紙

# A4またはレターサイズのラベル用紙

以下のようなラベル用紙は使用しないでください以下のようなラベル用紙は使用しないでください以下のようなラベル用紙は使用しないでください以下のようなラベル用紙は使用しないでください

# はがれやすいラベル用紙

# 裏紙がはがされていたり、のりがむき出しになっているラベル用紙
ラベルが定着ユニットに貼り付き、紙づまりが起こる可能性がありま
す。

# 最初から裁断されているラベル用紙

容量容量容量容量 トレイトレイトレイトレイ 1 50枚（ラベル用紙の厚さにより変わります）

トレイトレイトレイトレイ 2～～～～ 4 対応していません

手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ 一度に 1枚ずつ

印刷方向印刷方向印刷方向印刷方向 トレイトレイトレイトレイ 1～～～～ 4 印刷面が上向き

手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ 印刷面が下向き

用紙種類用紙種類用紙種類用紙種類 対応用紙についての最新情報は、www.konicaminolta.net/printer/に
アクセスしてご確認いただけます。

プリンタドプリンタドプリンタドプリンタド
ライバでのライバでのライバでのライバでの
設定設定設定設定

用紙の種類 ラベル用紙

用紙サイズ 任意

両面印刷両面印刷両面印刷両面印刷 対応していません

型抜きされて台紙面が
露出しているラベル用紙

裁断されていない
ページ全体のラベル用紙

使用禁止 使用可
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

はがきはがきはがきはがき

以下のはがきを使用してください以下のはがきを使用してください以下のはがきを使用してください以下のはがきを使用してください

# 官製はがき

以下のようなはがきは使用しないでください以下のようなはがきは使用しないでください以下のようなはがきは使用しないでください以下のようなはがきは使用しないでください

# 光沢のあるもの

# インクジェットプリンタ用はがき

# 切り込みやミシン目のあるはがき

# 曲がっているもの

# すでに印刷されているもの、色加工されているもの
（紙づまりの原因となります）

容量容量容量容量 トレイトレイトレイトレイ 1 50枚（はがきの厚さにより変わります）

トレイトレイトレイトレイ 2～～～～ 4 対応していません

手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ 一度に 1枚ずつ

印刷方向印刷方向印刷方向印刷方向 トレイトレイトレイトレイ 1 印刷面が上向き

手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ 印刷面が下向き

用紙種類用紙種類用紙種類用紙種類 対応用紙についての最新情報は、www.konicaminolta.net/printer/に
アクセスしてご確認いただけます。

プリンタドプリンタドプリンタドプリンタド
ライバでのライバでのライバでのライバでの
設定設定設定設定

用紙の種類 プリンタデフォルト／ハガキ裏面

用紙サイズ 官製はがき

坪量坪量坪量坪量 64～ 163 g/m2

両面印刷両面印刷両面印刷両面印刷 自動両面印刷には対応していません。

備考備考備考備考 手動両面印刷は手差しトレイからの給紙のみ対応しています。手動
両面印刷の場合は、はがきの表面をプリンタドライバの「プリンタ
デフォルト」に設定して印刷し、裏面をプリンタドライバの「ハガ
キ裏面」に設定して印刷してください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

厚紙厚紙厚紙厚紙 

以下のような使いかたはしないでください以下のような使いかたはしないでください以下のような使いかたはしないでください以下のような使いかたはしないでください

# 給紙トレイ内に厚紙と他の用紙を混ぜてセットしないでください。紙づ
まりの原因になります。

容量容量容量容量 トレイトレイトレイトレイ 1 50枚（用紙の厚さにより変わります）

トレイトレイトレイトレイ 2～～～～ 4 対応していません

手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ * 一度に 1枚ずつ

印刷方向印刷方向印刷方向印刷方向 トレイトレイトレイトレイ 1 印刷面が上向き

手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ * 印刷面が下向き

用紙種類用紙種類用紙種類用紙種類 対応用紙についての最新情報は、www.konicaminolta.net/printer/に
アクセスしてご確認いただけます。

プリンタドプリンタドプリンタドプリンタド
ライバでのライバでのライバでのライバでの
設定設定設定設定

用紙の種類 厚紙

用紙サイズ 任意

坪量坪量坪量坪量 91～ 210 g/m2

両面印刷両面印刷両面印刷両面印刷 対応していません

備考備考備考備考 * 厚紙では両面印刷できませんが、両面プリントユニットが装着
されている場合のみオプションの手差しトレイを使用できます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

OHPフィルムフィルムフィルムフィルム

ご注意ご注意ご注意ご注意

対応していない用紙を使用すると、プリンタが故障する恐れがあります。ま対応していない用紙を使用すると、プリンタが故障する恐れがあります。ま対応していない用紙を使用すると、プリンタが故障する恐れがあります。ま対応していない用紙を使用すると、プリンタが故障する恐れがあります。ま
た、その場合は保証の対象外となります。た、その場合は保証の対象外となります。た、その場合は保証の対象外となります。た、その場合は保証の対象外となります。

以下の以下の以下の以下の OHPフィルムを使用してくださいフィルムを使用してくださいフィルムを使用してくださいフィルムを使用してください

# KONICA MINOLTAのカラーレーザープリンタ用に推奨の OHPフィルム

# できるだけ静電気が発生していない OHPフィルム

以下のような以下のような以下のような以下のような OHPフィルムは使用しないでくださいフィルムは使用しないでくださいフィルムは使用しないでくださいフィルムは使用しないでください

# インクジェットプリンタ用 OHPフィルム

# オイル定着専用の OHPフィルム

容量容量容量容量 トレイトレイトレイトレイ 1 50枚（OHPフィルムの厚さにより変わります）

トレイトレイトレイトレイ 2～～～～ 4 対応していません
手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ 一度に 1枚ずつ

印刷方向印刷方向印刷方向印刷方向 トレイトレイトレイトレイ 1 印刷面が上向き

手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ 印刷面が下向き

用紙種類用紙種類用紙種類用紙種類 対応用紙についての最新情報は、www.konicaminolta.net/printer/に
アクセスしてご確認いただけます。

プリンタドプリンタドプリンタドプリンタド
ライバでのライバでのライバでのライバでの
設定設定設定設定

用紙の種類 OHPフィルム

用紙サイズ 任意

両面印刷両面印刷両面印刷両面印刷 対応していません
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

用紙のセット用紙のセット用紙のセット用紙のセット

用紙のセットの方法用紙のセットの方法用紙のセットの方法用紙のセットの方法

!" プリンタの上で用紙の包装を開かないでください。用紙をプリンタ
の上に落とす可能性があります。

用紙の包みの中のいちばん上といちばん
下の紙を取り除きます。給紙トレイ 1～
4にセットする前に用紙の束をさばいて
静電気が起きないようにします。

!" OHPフィルムはさばかないでく
ださい。

ご注意ご注意ご注意ご注意

本機は、幅広い種類の用紙に対応できますが、普通紙以外の用紙について本機は、幅広い種類の用紙に対応できますが、普通紙以外の用紙について本機は、幅広い種類の用紙に対応できますが、普通紙以外の用紙について本機は、幅広い種類の用紙に対応できますが、普通紙以外の用紙について
は、専門的に印刷するようには設計されていません。普通紙以外の用紙（封は、専門的に印刷するようには設計されていません。普通紙以外の用紙（封は、専門的に印刷するようには設計されていません。普通紙以外の用紙（封は、専門的に印刷するようには設計されていません。普通紙以外の用紙（封
筒、ラベル用紙、厚紙、筒、ラベル用紙、厚紙、筒、ラベル用紙、厚紙、筒、ラベル用紙、厚紙、OHPフィルムなど）を連続印刷すると、印刷品質フィルムなど）を連続印刷すると、印刷品質フィルムなど）を連続印刷すると、印刷品質フィルムなど）を連続印刷すると、印刷品質
が劣化したりマシンの寿命が短くなる場合があります。が劣化したりマシンの寿命が短くなる場合があります。が劣化したりマシンの寿命が短くなる場合があります。が劣化したりマシンの寿命が短くなる場合があります。

給紙トレイに異なるサイズ、種類、厚さの用紙を混ぜてセットしないでくだ給紙トレイに異なるサイズ、種類、厚さの用紙を混ぜてセットしないでくだ給紙トレイに異なるサイズ、種類、厚さの用紙を混ぜてセットしないでくだ給紙トレイに異なるサイズ、種類、厚さの用紙を混ぜてセットしないでくだ
さい。紙づまりの原因になります。さい。紙づまりの原因になります。さい。紙づまりの原因になります。さい。紙づまりの原因になります。

用紙を補充するときは、まず給紙トレイ内に残っている用紙をすべて取り除
き、同じサイズ、種類の新しい用紙とあわせ、用紙の端をそろえてから給紙
トレイにセットしてください。ただし、紙づまりが起こる可能性があるた
め、給紙トレイ内のすべての用紙を使い切ってから用紙を補充することをお
薦めします。

トレイトレイトレイトレイ 2～～～～ 4：：：：
標準給紙トレイ標準給紙トレイ標準給紙トレイ標準給紙トレイ

トレイトレイトレイトレイ 1：：：：
ユニバーサル給紙トレイユニバーサル給紙トレイユニバーサル給紙トレイユニバーサル給紙トレイ

手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ 1 （ユニバーサル給紙トレイ）（ユニバーサル給紙トレイ）（ユニバーサル給紙トレイ）（ユニバーサル給紙トレイ）
給紙トレイ 1では、本機で対応しているすべてのサイズ（457.2 mm以下の
長さ）、種類の用紙を給紙することができます。用紙の印刷方向については 、
「用紙の仕様」（p.9）を参照してください。

普通紙、再生紙、レターヘッド用紙普通紙、再生紙、レターヘッド用紙普通紙、再生紙、レターヘッド用紙普通紙、再生紙、レターヘッド用紙

1 給紙トレイ 1を引き出します。

給紙トレイ 1にすでに用紙がセッ
トされている状態で用紙サイズを変
更したい場合は、給紙トレイ 1の
用紙をすべて取り出します。

2 用紙押し上げ板①を“カチッ”と
ロックするまで手で押し下げます。

ご注意ご注意ご注意ご注意

給紙ローラー②の表面には手を触れ給紙ローラー②の表面には手を触れ給紙ローラー②の表面には手を触れ給紙ローラー②の表面には手を触れ
ないように注意してください。もしないように注意してください。もしないように注意してください。もしないように注意してください。もし
手を触れてしまった場合は、乾いた手を触れてしまった場合は、乾いた手を触れてしまった場合は、乾いた手を触れてしまった場合は、乾いた
布でローラーの表面を拭いてくださ布でローラーの表面を拭いてくださ布でローラーの表面を拭いてくださ布でローラーの表面を拭いてくださ
い。い。い。い。

3 手前と奥のガイド板をスライドさ
せ、セットする用紙のサイズに合わ
せます。
A3（297× 420 mm）より大きいサイズの用紙をセットする場合は、後
端ガイドを右図の位置にセットします。

① ②
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

4 用紙の端をそろえてから、印刷面を上にして給紙トレイにセットしま
す。
用紙がカールしている場合は、用紙のカールを伸ばしてからセットして
ください。
用紙の包装ラベルに用紙の印刷面を示
す矢印が書かれていることがあります。

!" レターヘッド用紙をセットする
ときは、レターヘッドやロゴの
方を給紙トレイの奥側にして
セットしてください。

!" 最大補給量マーク  より上に
用紙をセットしないでください。

5 用紙の端に合わせて用紙ガイドをスラ
イドさせます。

ご注意ご注意ご注意ご注意

用紙をセットしたら、必ず用紙ガイド用紙をセットしたら、必ず用紙ガイド用紙をセットしたら、必ず用紙ガイド用紙をセットしたら、必ず用紙ガイド
を合わせてください。用紙ガイドが用を合わせてください。用紙ガイドが用を合わせてください。用紙ガイドが用を合わせてください。用紙ガイドが用
紙の端にきちんと合っていないと、印紙の端にきちんと合っていないと、印紙の端にきちんと合っていないと、印紙の端にきちんと合っていないと、印
刷品質の低下、紙づまり、プリンタの刷品質の低下、紙づまり、プリンタの刷品質の低下、紙づまり、プリンタの刷品質の低下、紙づまり、プリンタの
故障の原因になります。故障の原因になります。故障の原因になります。故障の原因になります。

6 給紙トレイ 1を元に戻します。

7 プリンタドライバで、用紙の種類（メディア）を「普通紙」にして、適
切な用紙サイズを選択します。

!" カスタムサイズの用紙を使用しているときは、プリンタドライバ
で用紙サイズを「不定型用紙サイズ設定」に設定してください。

8 印刷を実行します。

封筒封筒封筒封筒
封筒の表面（宛先を記入する面）にのみ印刷が可能です。種類によっては、
3枚構造になっているものがあります（表面／裏面／折り返し）。その場合、
重なっている部分の印刷が欠けたり、かすれる可能性があります。

1 複数枚の封筒をセットする場合は封筒の束をさばきます。

2 封筒の隅が曲がっていれば伸ばし、平らな場所で軽くトントンと打ち付
けて端をそろえます。

3 封筒を平らな場所に置き、封筒の隅を押さえて伸ばし、中の空気を逃が
します。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

封筒の封印部分（フタ）がしっかり伸びていることを確認してくださ
い。伸びていないと、しわになったり、紙づまりが起こる可能性があり
ます。

4 折り返し部分がある方を下に、タテを給紙口側にして、封筒を給紙トレ
イ 1 にセットします。

5 用紙ガイドを封筒の幅に合わせます。
用紙ガイドが封筒の端に隙間なくまっすぐあたっていること、そして用
紙ガイドで強くはさみすぎて封筒が反り上がっていないことを確認して
ください。

6 プリンタドライバで、用紙サイズを「封筒 xxx」に設定します。

7 印刷を実行します。
大量に印刷する前に、1枚の封筒で試し印刷を行い、印刷方向を確認し
てください。

8 封筒が排紙トレイに出力されたらすぐに（温度が下がる前に）各封筒の
封印部（フタ）を開けてください。

!" 長形封筒では、以下の設定を行ってから印刷してください。
＜Windowsの場合＞
お使いのアプリケーションの印刷ウィンドウのプロパティ／機能
タブを開いてアドバンスドグラフィックオプションボタン (Win-
dows XP /Windows 2000/ Windows NT4.0)またはグラフィックボ
タン (Windows 98/ Windows Me)の回転メニューを 0°→ 180°

＜Machintoshの場合＞
ファイル／用紙／ PostScriptオプション／視覚効果メニューの
・横反転
・縦反転
の 2点にチェックを入れます。（アプリケーションによっては設
定する場所が異なる場合があります）
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

ラベル用紙ラベル用紙ラベル用紙ラベル用紙
ラベル用紙にも連続印刷することができます。ただし、用紙の品質や印刷環
境によっては、給紙がうまくいかない場合があります。この場合には、連続
印刷を中止し、一度に 1枚ずつ印刷するようにしてください。
お使いのアプリケーションでラベル用紙用のデータを作成してください。ま
た、印刷位置がずれないか、普通紙で試し印刷をして確認してください。ラ
ベル用紙への印刷に関するその他の情報については、お使いのアプリケー
ションのマニュアルを参照してください。

1 印刷面を上に、ヨコを給紙口側にして、ラベル用紙を給紙トレイ 1に
セットします。

2 用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。

3 プリンタドライバで、用紙の種類（メディア）を「ラベル用紙」にし
て、適切な用紙サイズを選択します。

4 印刷を実行します。

はがきはがきはがきはがき
お使いのアプリケーションではがき用のデータを作成してください。また、
あらかじめ普通紙で試し印刷をして確認してください。

1 はがきの表面（宛先を記入する面）を上に、短辺を給紙口側にして、給
紙トレイ 1にセットします。 

2 用紙ガイドをはがきの幅に合わせます。

3 プリンタドライバで、用紙の種類（メディア）を「プリンタデフォル
ト」にします。

4 プリンタドライバで用紙サイズを「官製はがき」に設定します。

5 印刷を実行します。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

6 はがきに自動両面印刷はできません。手動両面印刷を行うときは、はが
きの裏面（文書等を記入する面）を下にして手差しトレイにセットしま
す。

7 プリンタドライバで用紙の種類（メディア）を「ハガキ 裏面」にしま
す。

8 印刷を実行します。

厚紙厚紙厚紙厚紙
どの厚紙の場合も、十分な印刷品質が得られるか、また印刷がずれないか、
あらかじめ試し印刷を行ってください。

1 印刷面を上にして、厚紙を給紙トレイ 1にセットします。

2 用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。

3 プリンタドライバで、用紙の種類（メディア）を「厚紙」にして、適切
な用紙サイズを選択します。

4 印刷を実行します。

OHPフィルムフィルムフィルムフィルム
お使いのアプリケーションで OHPフィルム用のデータを作成してくださ
い。また、印刷がずれないか、普通紙で試し印刷をして確認してください。

!" OHPフィルムの表面を手で触わると、印刷品質に影響を及ぼす可能
性があります。また、セットする前に OHPフィルムをさばかないで
ください。 静電気が発生し、印刷時のエラーの原因になります。

OHPフィルムにも連続印刷することができます。ただし、用紙の品質、静
電気の発生、印刷環境によっては、給紙がうまくいかない場合があります。
一度に多くの OHPフィルムをセットして問題がある場合は、給紙トレイ 1
に 10枚以下の OHPフィルムをセットするか、または手差しトレイに一度
に 1枚ずつセットしてください。

1 印刷面を上に、ヨコを給紙口側にして、OHPフィルムを給紙トレイ 1に
セットします。

2 用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

3 プリンタドライバで、用紙の種類（メディア）を「OHPフィルム」にし
て、適切な用紙サイズを選択します。

4 印刷を実行します。
静電気が起きないように、印刷したらすぐに排紙トレイから OHPフィ
ルムを取り除いてください。

!" OHPフィルムの種類や使用
環境条件によって、OHP
フィルムが排紙トレイ内で
反ることがあります。OHP
フィルムの反りが気になる
場合は、印刷前に排紙トレ
イサポートを正しい位置に
セットしてください。

給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ 2～～～～ 4 
給紙トレイ 2～ 4では、A3、A4、B4、B5 (JIS)、11× 17、リーガル、レ
ターのサイズの普通紙、再生紙、レターヘッド用紙を給紙することができま
す。普通紙以外の特殊紙の場合は、給紙トレイ 1または手差しトレイを使
用してください。
また、紙づまりが起こる可能性があるため、給紙トレイ内のすべての用紙を
使い切ってから用紙を補充することをお薦めします。
以降の説明は、給紙トレイ 2に用紙をセットする場合の説明ですが、給紙
トレイ 3、4でも同様にセットします。

1 プリンタドライバで、印刷する用紙のある給紙トレイを選択するか、ま
たは「自動選択」を選択します。

2 給紙トレイを引き出します。
用紙を補充するときは、まず給紙ト
レイ内に残っている用紙をすべて取
り除き、同じサイズ、種類の新しい
用紙とあわせ、用紙の端をそろえて
から給紙トレイにセットしてくださ
い。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

3 用紙押し上げ板①を“カチッ”と
ロックするまで手で押し下げます。

ご注意ご注意ご注意ご注意

給紙ローラー②の表面には手を触れ給紙ローラー②の表面には手を触れ給紙ローラー②の表面には手を触れ給紙ローラー②の表面には手を触れ
ないように注意してください。もしないように注意してください。もしないように注意してください。もしないように注意してください。もし
手を触れてしまった場合は、乾いた手を触れてしまった場合は、乾いた手を触れてしまった場合は、乾いた手を触れてしまった場合は、乾いた
布でローラーの表面を拭いてくださ布でローラーの表面を拭いてくださ布でローラーの表面を拭いてくださ布でローラーの表面を拭いてくださ
い。い。い。い。

用紙の印刷方向については 、「用紙
の仕様」（p.9）を参照してくださ
い。

4 必要であれば、長い用紙ガイド
を取り外し、セットする用紙の
サイズに合わせて取り付け直し
ます。

5 手前の用紙ガイドをスライドさ
せ、セットする用紙のサイズに合わ
せます。

① ②

4

3
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

6 約 500枚の用紙の束をさばきます。
用紙がカールしている場合は、用紙
のカールを伸ばしてからセットして
ください。 

7 用紙の端をそろえてから、印刷面を
上にして給紙トレイにセットします。

!" 用紙の包装ラベルに用紙の印刷
面を示す矢印が書かれているこ
とがあります。

!" 最大補給量マーク  より上に
用紙をセットしないでくださ
い。

8 用紙の端に合わせて用紙ガイドをス
ライドさせます。

!" 用紙をセットしたら、必ず
用紙ガイドを合わせてくだ
さい。用紙ガイドが用紙の
端にきちんと合っていない
と、印刷品質の問題、紙づ
まり、プリンタの故障の原
因となります。

9 給紙トレイを元に戻します。

!" 給紙トレイをプリンタから取り外していた場合は、給紙トレイを
少し上に持ち上げてレールに合わせて差し込み、元の位置にスラ
イドさせます。

10 プリンタドライバで、用紙の種類を「普通紙」にして、適切な用紙サイ
ズを選択します。

11 印刷を実行します。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ

ご注意ご注意ご注意ご注意

手差しトレイは、両面プリントユニットの一部です。手差しトレイを使用す手差しトレイは、両面プリントユニットの一部です。手差しトレイを使用す手差しトレイは、両面プリントユニットの一部です。手差しトレイを使用す手差しトレイは、両面プリントユニットの一部です。手差しトレイを使用す
る場合、両面印刷は行えませんが、両面プリントユニットを装着しておく必る場合、両面印刷は行えませんが、両面プリントユニットを装着しておく必る場合、両面印刷は行えませんが、両面プリントユニットを装着しておく必る場合、両面印刷は行えませんが、両面プリントユニットを装着しておく必
要があります。要があります。要があります。要があります。

手差しトレイでは、本機で対応しているすべてのサイズ（900 mm以下の長
さ）、種類の用紙を給紙することができます。特殊紙に印刷したい場合、ま
た給紙トレイ 1～ 4にセットされている用紙以外の用紙に印刷したい場合
に手差しトレイをお使いください。
手差しトレイを使って印刷するときは、一度に 1枚ずつ用紙をセットして
ください。また、印刷面が下向きになるようにセットしてください。

1 用紙ガイドをセットする用紙の幅に合わせます。

2 プリンタドライバで、給紙方法を「手差しトレイ」にして、適切な用紙
の種類とサイズを選択します。

3 印刷を実行します。
用紙の印刷方向については 、「用紙の仕様」を参照してください。

# 普通紙  
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

# 封筒

# はがき



 カスタムサイズ（不定型用紙サイズ）の用紙32

日 日日日
本 本本本
語 語語語

# OHPフィルム

!" OHPフィルムの種類や使用環境条件によって、OHPフィルムが
排紙トレイ内で反ることがあります。OHPフィルムの反りが気
になる場合は、印刷前に排紙トレイサポートを正しい位置にセッ
トしてください。

カスタムサイズ（不定型用紙サイズ）の用紙カスタムサイズ（不定型用紙サイズ）の用紙カスタムサイズ（不定型用紙サイズ）の用紙カスタムサイズ（不定型用紙サイズ）の用紙
標準サイズ（「用紙の仕様」（p.9）参照）以外のサイズの用紙を使用すると
きは、プリンタドライバで不定型用紙サイズの設定を行う必要があります。
設定を行わないと、ページ内で印刷内容が切り取られたり、印刷がずれたり
する可能性があります。
カスタムサイズのページの印刷を正しく行うためには、プリンタドライバで
設定を変更する必要があります。
用紙サイズは、初期設定では mmの単位で設定します。

# インチの単位でカスタムページを設定するときは、右側の 2つの数値が
小数点以下の桁になります。

# mmの単位でカスタムページを設定するときは、小数点以下第 2位の数値
を設定できます。

!" 値を正確にすると、正しい位置に印刷されます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

両面印刷両面印刷両面印刷両面印刷
オプションの両面プリントユニットと手差しトレイを装着している場合は、
手動両面印刷と自動両面印刷が可能です。
両面印刷の際には、裏映りしにくい用紙を使用してください。裏映りする用
紙のときは、片面に印刷した内容が裏面から透けて見えますのでご注意くだ
さい。あらかじめ試し印刷を行い、裏映りの度合いを確認してください。

手動両面印刷手動両面印刷手動両面印刷手動両面印刷
一度印刷された用紙がまっすぐセットされないと、紙づまりが起こる可能性
があります。

!" オプションの両面プリントユニットが装着されていない場合は、「小
冊子」の設定をオフにしておく必要があります。

手差しトレイからのはがきの手動両面印刷手差しトレイからのはがきの手動両面印刷手差しトレイからのはがきの手動両面印刷手差しトレイからのはがきの手動両面印刷

1 プリンタドライバで「プリンタデフォルト」を選択して、はがきの文書
印刷面を印刷します。

2 印刷したはがきを排紙トレイから取り、印刷されていない面を下向きに
して、もう一度手差しトレイにセットします。

3 プリンタドライバで「ハガキ裏面」を選択して、はがきの宛先記入面を
印刷します。

自動両面印刷自動両面印刷自動両面印刷自動両面印刷

ご注意ご注意ご注意ご注意

64～～～～ 90 g/m2の普通紙で、の普通紙で、の普通紙で、の普通紙で、432 mm以下の長さ、以下の長さ、以下の長さ、以下の長さ、297 mm以下の幅の用紙以下の幅の用紙以下の幅の用紙以下の幅の用紙
で、自動両面印刷が可能です。で、自動両面印刷が可能です。で、自動両面印刷が可能です。で、自動両面印刷が可能です。

必要なメモリ必要なメモリ必要なメモリ必要なメモリ
本機には 128 MBのメモリが標準で搭載されています。自動両面印刷を行う
には、両面プリントユニット、手差しトレイ、十分な容量のメモリの搭載、
さらにプリンタドライバでの両面印刷設定が必要です。たいていの文書は標
準（128 MB）のメモリで自動両面印刷が可能ですが、高解像度では印刷で
きない場合があります。

# PostScriptの高解像度のカラーページを自動両面印刷する場合は、256 
MB（128 MBのオプションのメモリを装着）以上のメモリが必要です。
画像が入っていないイメージ率の低いビジネス文書では、128 MBのメ
モリで印刷可能な場合もあります。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

# 以下のようなページを自動両面印刷する場合は、メモリの増設が必要で
す。
・文字と画像が非常に高いイメージ率で配置されている

・大きなサイズの画像が含まれている

# メモリは 512 MBまで拡張可能です。

給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ 1～～～～ 4からの自動両面印刷からの自動両面印刷からの自動両面印刷からの自動両面印刷
自動両面印刷を行うには、両面プリントユニットをプリンタに装着し、プリ
ンタドライバで装着済みのオプションとして設定しておく必要があります。
両面プリントユニットの装着と設定が行われていないと、両面印刷に設定し
ても片面印刷になります。

!" 自動両面印刷では、裏面が先に印刷され、表面が後に印刷されます。

両面印刷のレイアウト設定で、「ヨコ綴じ」に設定するとルーズリーフの
ノートのように横にめくるレイアウトになります。「タテ綴じ」に設定する
とメモ帳のように縦にめくるレイアウトになります。「片面」に設定すると、
ページの表側の面にのみ印刷されます。

Windowsの場合の場合の場合の場合
プリンタドライバで、自動両面印刷の設定を行います。

1 プリンタドライバの「設定」タブをクリックし、「使用可能オプション」
ボックス内で「両面プリントユニット」を選択します。

2［追加］をクリックします。
「実装済みオプション」ボックス内に「両面プリントユニット」が表示
され、プリンタドライバやアプリケーションの印刷ダイアログ内で両面
印刷の設定が可能になります。

3 印刷面を上にして、用紙をセットします。

4 プリンタドライバで、両面印刷の「レイアウト」タブの設定を行いま
す。

5［OK］をクリックします。

Macintoshの場合の場合の場合の場合
最初にプリンタの設定を行うときに両面プリントユニットの設定ができま
す。また、後でデスクトッププリンタの設定を変更することもできます。

1 本機のデスクトッププリンタを選択します。

2「プリンタ」メニューから「設定の変更 ...」を選択します。

3「変更」ドロップダウンリストから「両面プリントユニット」を選択し
ます。

4「内容」ドロップダウンリストから「実装済み」を選択します。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

5［OK］をクリックします。

6 印刷面を上にして、用紙をセットします。

7 アプリケーションの「プリント」メニューの「レイアウト」で、両面印
刷の設定を行います。

8［OK］をクリックします。
「ファイル」メニューから「印刷」を選択すると、「レイアウト」ダイア
ログで「両面印刷」の項目を選択できるようになります。



 排紙トレイ36

日 日日日
本 本本本
語 語語語

排紙トレイ排紙トレイ排紙トレイ排紙トレイ
印刷された用紙はすべて、プリンタ上部の排紙トレイに排出されます。排紙
トレイ上の用紙が収容枚数に達すると、メッセージウィンドウに「ﾊｲｼﾄﾚｲ 
ﾌﾙ / ﾖｳｼ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ」と表示されます。
用紙の種類や使用環境条件によって、用紙
が排紙トレイから落ちることがあります。
このような場合は、用紙ストッパーを使用
してください。

OHPフィルムの場合は、静電気が起きないように、印刷したらすぐに排紙
トレイから取り除いてください。

!" OHPフィルムの種類や使用環境
条件によって、OHPフィルムが
排紙トレイ内で反ることがあり
ます。OHPフィルムの反りが気
になる場合は、印刷前に排紙ト
レイサポートを正しい位置に
セットしてください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

用紙の保管用紙の保管用紙の保管用紙の保管

用紙の保管方法用紙の保管方法用紙の保管方法用紙の保管方法
# 用紙をセットするまで、包装紙に入れたままにして平らで水平な場所に
置いてください。

# 包装紙から取り出して残っている用紙は、ビニール袋に入れて、冷暗所
に保管してください。

# 湿気の多い場所、直射日光があたる場所、高温の場所、ほこりの多い場
所に置かないでください。

# 他のものに立てかけたり、垂直に置かないでください。
保管していた用紙を使用するときは、事前に試し印刷を行い、印刷品質を確
認してください。

用紙に関する情報用紙に関する情報用紙に関する情報用紙に関する情報

KONICA MINOLTAが推奨する用紙が推奨する用紙が推奨する用紙が推奨する用紙
KONICA MINOLTAが推奨する用紙に関する情報については、最寄りの販売
店にお問い合わせいただくか、弊社のWebページ：
www.konicaminolta.net/printer/にアクセスしてご確認ください。



 用紙に関する情報38

日 日日日
本 本本本
語 語語語



日 日日日
本 本本本
語 語語語

3操作パネルの操作パネルの操作パネルの操作パネルの
使いかた使いかた使いかた使いかた



 操作パネルについて40

日 日日日
本 本本本
語 語語語

操作パネルについて操作パネルについて操作パネルについて操作パネルについて
プリンタ上部にある操作パネルでは、直接プリンタの操作を行うことができ
ます。また、操作パネルでは、注意が必要な状態など、プリンタの現在のス
テータスも表示されます。
# 5つのランプで、プリンタのステータスメッセージを示します。
# メッセージウィンドウには、ステータスメッセージと設定情報が表示さ
れます。

# 8個のキーは、よく使うプリンタの機能を設定する際に使用します。

操作パネルのランプ操作パネルのランプ操作パネルのランプ操作パネルのランプ

No. ランプランプランプランプ オフオフオフオフ オンオンオンオン
1  印刷可能（データ受信可

能）な状態になっていま
せん。

印刷可能（データ受信可能）
な状態です。

2 問題なし。 点灯：点灯：点灯：点灯：トナーカートリッジ
かプリントユニットが、も
うすぐ寿命です。
点滅：点滅：点滅：点滅：トナーカートリッジ
のトナーがなくなったか、
プリントユニットが交換の
時期になりました。
トナーカートリッジを交換
してください。

（通常、メッセージウィンド
ウにもステータスメッセー
ジが表示されます。）

4321

5 6 7 9 10 118

12

13
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

操作パネルのキー操作パネルのキー操作パネルのキー操作パネルのキー

3 プリンタはデータを受信
していません。

点滅：データ受信中または
印刷中であることを示しま
す。

点灯：エラーで印刷が中断
された場合などに、印刷
データがプリンタ内に残っ
ていることを示します。

（通常、メッセージウィン
ドウにもステータスメッ
セージが表示されます。）

4 問題なし。 何か操作が必要であること
を示しています。

（通常、メッセージウィンド
ウにもステータスメッセー
ジが表示されます。）

5（下記の
6も参照）

プリンタは通常モードに
なっています。

プリンタが節電モードに
なっています。ヒーター
セーブ、ヒーターオフ、
オールデバイスのすべての
モードでランプが点灯しま
す。

オールデバイスの場合の
み、操作パネルのランプと
キー（［節電モード］キー
以外）は使用できなくなり
ます。

No. キーキーキーキー 機能機能機能機能

6（上記の
5も参照）

# プリンタの節電モード（ヒーターセーブ、ヒー
ターオフ、オールデバイスのすべてのモード）時
にこのキーを押すと、ウォームアップしてから通
常モードに戻ります。オールデバイスの場合は、
操作パネルも使用可能になります。

# プリンタの通常モード時にこのキーを 2秒間押し続
けると、現在のモードにかかわらず強制的にオー
ルデバイスモードに切り替わります。
ただしプリンタがレディ状態のときにのみ有効で
す。［データ］ランプが点灯中や、点滅中および
MENUモード中は、このキーの入力は受け付けま
せん。

No. ランプランプランプランプ オフオフオフオフ オンオンオンオン

5 6

5 6
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

7 # 設定メニューを終了するときに、このキーを押し
ます。

# 何らかの操作を実行するかどうかの確認のメッ
セージ（ﾊｲ / ｲｲｴ）が表示されたときにキャンセルす
る（「ｲｲｴ」を選択する）場合は、このキーを押し
ます。（メッセージウィンドウに、このキーについ
ての指示が表示されます。）

8 # プリントジョブをキャンセルすることができます。

# 設定時に数値や文字（IPアドレスなど）などの入
力を途中でキャンセルしたい場合、このキーを押
します。

# 何らかの操作を実行するかどうかの確認のメッ
セージ（ﾊｲ / ｲｲｴ）が表示されたときに実行する
（「ﾊｲ」を選択する）場合は、このキーを押します。
（メッセージウィンドウに、このキーについての指
示が表示されます。）

9  # 表示されているメニュー／設定項目の左のメ
ニュー／設定項目を表示します。

# 設定項目が文字単位でなく単語単位の場合、スク
ロール可能な項目を左に移動します。

10  # 現在表示されているメニューの上のメニューレベ
ルに戻ります。

# 設定項目が文字入力画面の場合、現在表示中の文
字の前の文字が表示されます。

# 設定時に数値や文字（IPアドレスなど）の入力中
に本キーを押し続けると、ある間隔で自動的にス
クロールし、その速度もだんだんと速くなってい
きます。

11  # 表示されているメニュー／設定項目の右のメ
ニュー／設定項目を表示します。

# 設定項目が文字単位でなく単語単位の場合、スク
ロール可能な項目を右に移動します。

12  # 表示中のメニューが選択されサブメニューあるい
は設定項目が表示されます。

# 設定項目の文字入力画面の場合、現在表示中の文
字の次の文字が表示されます。

# 設定時に数値や文字（IPアドレスなど）の入力中
に本キーを押し続けると、ある間隔で自動的にス
クロールし、その速度もだんだんと速くなってい
きます。

No. キーキーキーキー 機能機能機能機能
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

設定メニューから「レディ」の表示に戻る方法設定メニューから「レディ」の表示に戻る方法設定メニューから「レディ」の表示に戻る方法設定メニューから「レディ」の表示に戻る方法
以下の 3種類の方法があります。

#［続行］キーを押します。

# メインメニューで［▲］キーを 2回押します。

# キー操作を行わない状態が 2分間続くと、自動的に「ﾚﾃﾞｨ」に戻ります。

13  # 設定メニューが表示されます。

# メニュー表示中の場合、表示中のメニューが選択
されサブメニューあるいは設定項目が表示されま
す。

# メニュー表示中で設定項目の選択画面の場合、
（カーソル位置に関係なく）表示されている項目が
選択されます。これにより、選択された内容が不
揮発性メモリに書き込まれます。

No. キーキーキーキー 機能機能機能機能



 プリントジョブのキャンセル44

日 日日日
本 本本本
語 語語語

プリントジョブのキャンセルプリントジョブのキャンセルプリントジョブのキャンセルプリントジョブのキャンセル
現在処理中または印刷中のプリントジョブをキャンセルすることができま
す。

1［キャンセル］キーを押します。以下のメッセージが表示されます。

2［キャンセル］キーを押して、ジョブをキャンセルします。以下のメッ
セージが表示されます。

操作パネルのメニュー一覧操作パネルのメニュー一覧操作パネルのメニュー一覧操作パネルのメニュー一覧

メニュー構造メニュー構造メニュー構造メニュー構造
設定の変更を行うメニューは、プリントジョブの条件に合うように、広範囲
にわたり、かつ操作しやすくなっています。日常使用する印刷作業について
は、プリンタの操作パネルの設定メニューで対応できます。また、
PageScope、PageScope Light、SNMPを使用して設定を行うこともできま
す。
プリンタの設定メニューの詳細な情報については、Documentation 
CD-ROM内の「magicolor 7300リファレンスガイド」PDFに記載されてい
ます。
プリンタがデータ受信可能な状態のときは、操作パネルのメッセージウィン
ドウに以下のように表示されます。

ﾊｲ : ｷｬﾝｾﾙﾎﾞﾀﾝ
ｲｲｴ : ｿﾞｯｺｳﾎﾞﾀﾝ

ｼﾞｮﾌﾞ ｷｬﾝｾﾙﾁｭｳ

ﾚﾃﾞｨ
MAGICOLOR 7300



操作パネルのメニュー一覧 45

日 日日日
本 本本本
語 語語語

ﾚﾃﾞｨ
MAGICOLOR 7300

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ｲﾝｻﾂ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ﾖｳｼ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ﾋﾝｼﾂ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ｼｽﾃﾑ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ﾎｼｭ ﾒﾆｭｰ

ｲﾝｻﾂ

ｲﾝｻﾂ
ﾄｳｹｲ ﾍﾟｰｼﾞ

ｲﾝｻﾂ
ｾｯﾃｲ ﾘｽﾄ

ｲﾝｻﾂ
ﾌｫﾝﾄ ﾘｽﾄ

ｲﾝｻﾂ
ﾃﾞﾓ ﾍﾟｰｼﾞ

ｲﾝｻﾂ
ﾚｼﾞｽﾄﾚｰｼｮﾝ

ｲﾝｻﾂ
ﾒﾆｭｰ ﾏｯﾌﾟ

ｲﾝｻﾂ
HDD ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ ﾘｽﾄ 2

ﾖｳｼ

ﾖｳｼ
ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ

ﾖｳｼ
ﾘｮｳﾒﾝｲﾝｻﾂ 1

ﾖｳｼ
ﾌﾟﾘﾝﾄﾏｲｽｳ

ﾖｳｼ
ﾌﾞﾀﾝｲ ｲﾝｻﾂ 2

ﾋﾝｼﾂ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 3

ﾋﾝｼﾂ
AIDC

ﾋﾝｼﾂ
ﾄﾚｲ ﾖﾊｸﾁｮｳｾｲ

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ
ｲｰｻﾈｯﾄ

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ
ﾊﾟﾗﾚﾙ

ｼｽﾃﾑ 3

ｼｽﾃﾑ
ｹﾞﾝｺﾞ 
ｷﾘｶｴ

ｼｽﾃﾑ
ｾﾂﾃﾞﾝ 
ｾｯﾃｲ

ｼｽﾃﾑ
ﾌﾞｻﾞｰ 
ｾｯﾃｲ

ｼｽﾃﾑ 
ﾎﾟｽﾄｽｸﾘ
ﾌﾟﾄ

ｼｽﾃﾑ
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ 
ﾍﾝｺｳ

ｼｽﾃﾑ
ﾃﾞｨｽｸﾌｫｰ
ﾏｯﾄ 2

ｼｽﾃﾑ
ﾄｹｲ ｾｯﾃｲ

ｼｽﾃﾑ
ｼﾞﾄﾞｳ 
ｹｲｿﾞｸ

ｼｽﾃﾑ
ｽﾀｰﾄ 
ﾍﾟｰｼﾞ

ｼｽﾃﾑ
ﾒﾆｭｰｾｯﾃｲ 
ｼｮｷｶ

ﾎｼｭ ﾒﾆｭｰ 4

ﾎｼｭ ﾒﾆｭｰ
ﾌｧｰﾑｳｪｱ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

ﾎｼｭ ﾒﾆｭｰ
ｲﾝｻﾂ ﾏｲｽｳ

ﾎｼｭ ﾒﾆｭｰ
ｼｮｷﾁ ｾｯﾃｲ

備考：備考：備考：備考： (1) 両面プリントユニット装着時のみ表示。
(2) ハードディスク装着時のみ表示。
(3) パスワードが設定されている場合は、メニュー表示にはパスワード入力が必要。
パスワードの設定について詳しくは、CD-ROM内の「magicolor 7300リファレ
ンスガイド」PDFを参照してください。

(4) このメニューはサービスマンが使用。



 操作パネルのメニュー一覧46

日 日日日
本 本本本
語 語語語

メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー

!"「ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ」では、プリンタのすべてのサブメニューにアクセスでき
ます。各サブメニューについては、本書では以降の項で簡単に説明
します。初期設定は太字で記載します。 

メッセージウィンドウの言語選択メッセージウィンドウの言語選択メッセージウィンドウの言語選択メッセージウィンドウの言語選択
初期状態では、メッセージウィンドウの言語は日本語に設定されています
が、プリンタのステータスメッセージと設定メニューの表示を、英語、チェ
コ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語にす
ることもできます。
メッセージウィンドウの言語を変更したいときは、操作パネルで以下の手順
で操作してください。

ﾚﾃﾞｨ
MAGICOLOR 7300

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ｲﾝｻﾂ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ﾖｳｼ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ﾋﾝｼﾂ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ｼｽﾃﾑ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ﾎｼｭ ﾒﾆｭｰ

押すキー押すキー押すキー押すキー ディスプレイ（このように表示されるまで）ディスプレイ（このように表示されるまで）ディスプレイ（このように表示されるまで）ディスプレイ（このように表示されるまで）

ﾚﾃﾞｨ
MAGICOLOR 7300（［印刷可］ランプが点灯）

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ｲﾝｻﾂ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ｼｽﾃﾑ

 ｼｽﾃﾑ
ｹﾞﾝｺﾞ ｷﾘｶｴ

 ｹﾞﾝｺﾞ ｷﾘｶｴ
* ﾆﾎﾝｺﾞ

設定したい言語が表示されるまで、  キーまたは  
キーを押してください。
例：英語の場合
ｹﾞﾝｺﾞ ｷﾘｶｴ
ｴｲｺﾞ

例：英語の場合
ｹﾞﾝｺﾞ ｷﾘｶｴ
* ｴｲｺﾞ

または

または
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

「インサツ」メニュー「インサツ」メニュー「インサツ」メニュー「インサツ」メニュー
「ｲﾝｻﾂ」メニューでは、プリンタに関する情報を印刷できます。例えば、
「ﾒﾆｭｰ ﾏｯﾌﾟ」を選択して「ﾒﾆｭｰ選択」を押すと、全体のメニュー構造がプリ
ンタから印刷されます。「ﾌｫﾝﾄ ﾘｽﾄ」を選択して「ﾒﾆｭｰ選択」を押すと、イ
ンストールされたフォントのリストがサンプルとともに印刷されます。
「ｲﾝｻﾂ」メニューの印刷では、「ﾕｳｾﾝ ﾄﾚｲ」で設定されている給紙トレイの用
紙を使用します（工場出荷時はトレイ 1に設定されています）。
基本的にはどんなサイズの用紙が入っていても印刷されますが、一部の用紙
サイズでは印刷内容が収まらないことがあります。その場合は、A4または
レターサイズの用紙を「ﾕｳｾﾝ ﾄﾚｲ」で設定されている給紙トレイにセットし
て印刷してください。

!"「HDD ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ ﾘｽﾄ」サブメニューは、オプションの HDDキットが装着
されているときのみ表示されます。PDFファイルのダイレクト印刷
を行うときは、HDDキットを装着する必要があります。

［続行］キーまたは［▲］キーを 3回押して、以下の表
示に戻ります。
例：ｴｲｺﾞ
READY
MAGICOLOR 7300

「*」のついた言語が選択されています。

ｲﾝｻﾂ

ﾄｳｹｲ ﾍﾟｰｼﾞ ｾｯﾃｲ ﾘｽﾄ ﾌｫﾝﾄ ﾘｽﾄ ﾃﾞﾓ ﾍﾟｰｼﾞ ﾚｼﾞｽﾄﾚｰｼｮﾝ ﾒﾆｭｰ ﾏｯﾌﾟ HDDﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ 
ﾘｽﾄ

押すキー押すキー押すキー押すキー ディスプレイ（このように表示されるまで）ディスプレイ（このように表示されるまで）ディスプレイ（このように表示されるまで）ディスプレイ（このように表示されるまで）

または
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

「ヨウシ」メニュー「ヨウシ」メニュー「ヨウシ」メニュー「ヨウシ」メニュー
「ﾖｳｼ」メニューでは、印刷を行う用紙の管理ができます。 

!"「ﾘｮｳﾒﾝｲﾝｻﾂ」サブメニューは、オプションの両面プリントユニット
が装着されているときのみ表示されます。
「ﾌﾞﾀﾝｲ ｲﾝｻﾂ」サブメニューは、オプションの HDDキットが装着さ
れているときのみ表示されます。
「ｼﾞﾄﾞｳ ﾄﾚｲ ｷﾘｶｴ *」では、手差しトレイは対象となりません。

給紙トレイの選択は、プリンタドライバでの設定が優先される場合
があります。

* ｼﾞﾄﾞｳ ﾄﾚｲ ｷﾘｶｴとは：印刷中に現在選択中の給紙トレイの用紙が無
くなった場合、以下の条件がすべて揃った用紙が他の給紙トレイに
セットされていれば、自動的に給紙トレイを切り替えて印刷を続け
る機能です。
機能動作条件
# 同じサイズの用紙

# 同じ向きにセットされた用紙

# 同じ種類の用紙

ﾖｳｼ

ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ ﾘｮｳﾒﾝｲﾝｻﾂ ﾌﾟﾘﾝﾄﾏｲｽｳ ﾌﾞﾀﾝｲ ｲﾝｻﾂ

ｵﾌｵﾌｵﾌｵﾌ ﾀﾝﾍﾟﾝ ﾄｼﾞ ﾁｮｳﾍﾝ ﾄｼﾞ 1111 ～ 999 ｵﾌｵﾌｵﾌｵﾌ ｵﾝ

ﾕｳｾﾝ ﾄﾚｲ ｼﾞﾄﾞｳ ﾄﾚｲ 
ｷﾘｶｴ

ﾄﾚｲ 1 ｾｯﾃｲ

1111 ～ 4 ｵﾝｵﾝｵﾝｵﾝ ｵﾌ ﾖｳｼ ﾉ ｼｭﾙｲﾖｳｼ ﾉ ｼｭﾙｲﾖｳｼ ﾉ ｼｭﾙｲﾖｳｼ ﾉ ｼｭﾙｲ ｼﾞﾄﾞｳﾄﾚｲ 
ｾｯﾃｲ

ﾌﾂｳｼﾌﾂｳｼﾌﾂｳｼﾌﾂｳｼ
OHP ﾌｨﾙﾑ
ｱﾂｶﾞﾐ
ﾗﾍﾞﾙﾖｳｼ
ﾌｳﾄｳ

ﾊｶﾞｷ ｵﾓﾃﾒﾝ
ﾊｶﾞｷ ｳﾗﾒﾝ

ﾄﾚｲ 1 ﾌｸﾑﾄﾚｲ 1 ﾌｸﾑﾄﾚｲ 1 ﾌｸﾑﾄﾚｲ 1 ﾌｸﾑ ﾄﾚｲ 1 ﾌｸﾏﾅｲ
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

「「「「ヒンシツ」メニューヒンシツ」メニューヒンシツ」メニューヒンシツ」メニュー
「ﾋﾝｼﾂ」メニューでは、印刷品質に関する項目を設定できます。

!"「ﾄﾚｲ 3」「ﾄﾚｲ 4」サブメニューは、オプションの給紙ユニットが装着
されているときのみ表示されます。
「ﾃｻｼ」「ﾋﾀﾞﾘ ﾖﾊｸ ﾘｮｳﾒﾝ」サブメニューは、オプションの両面プリン
トユニットと手差しトレイが装着されているときのみ表示されます。

* AIDCとは：自動画像濃度調整機能のことです。詳しくは「自動画像
濃度調整（AIDC）」（p.104）をごらんください。

ﾋﾝｼﾂ

AIDC* ﾄﾚｲ ﾖﾊｸﾁｮｳｾｲ

ﾕｳｺｳ ﾑｺｳ ｳｴﾖﾊｸ ﾌﾂｳｼ ｳｴﾖﾊｸ ｱﾂｶﾞﾐ ﾋﾀﾞﾘ ﾖﾊｸ ﾋﾀﾞﾘ ﾖﾊｸ ﾘｮｳﾒﾝ

ﾄﾚｲ 1
ﾄﾚｲ 2
ﾄﾚｲ 3
ﾄﾚｲ 4

ﾘｮｳﾒﾝ 2 ﾊﾟｽ
ﾃｻｼ

ﾄﾚｲ 1
ﾃｻｼ

ﾄﾚｲ 1
ﾄﾚｲ 2
ﾄﾚｲ 3
ﾄﾚｲ 4
ﾃｻｼ

ﾄﾚｲ 1
ﾄﾚｲ 2
ﾄﾚｲ 3
ﾄﾚｲ 4

-1.6 MM
.

-0.4 MM
-0.2 MM
0.0 MM0.0 MM0.0 MM0.0 MM
+0.2 MM
.

+1.4 MM

（トレイ 1）

-1.6 MM
.

-0.4 MM
-0.2 MM
0.0 MM0.0 MM0.0 MM0.0 MM
+0.2 MM
+0.4 MM
.

+1.4 MM

（手差し
トレイ）

-1.6 MM
.

-0.4 MM
-0.2 MM
0.0 MM0.0 MM0.0 MM0.0 MM
+0.2 MM
+0.4 MM
.

+1.4 MM

（トレイ 1）

-2.4 MM
.

-0.6 MM
-0.3 MM
0.0 MM0.0 MM0.0 MM0.0 MM
+0.3 MM
+0.6 MM
.

+2.1 MM

（トレイ
2～ 4、
手差し
トレイ）

-2.4 MM
.

-0.6 MM
-0.3 MM
0.0 MM0.0 MM0.0 MM0.0 MM
+0.3 MM
+0.6 MM
.

+2.1 MM

-2.4 MM
.

-0.3 MM
0.0 MM0.0 MM0.0 MM0.0 MM
+0.3 MM
.

+2.1 MM
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

「インターフェイス」メニュー「インターフェイス」メニュー「インターフェイス」メニュー「インターフェイス」メニュー
「ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ」メニューでは、プリンタのインターフェイスの設定ができます。
このメニューで変更を行った後には、プリンタが自動的に再起動します。
「ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ」メニューのサブメニューについては、それぞれ以降の図を参照
してください。
（再起動するのは、「ｲｰｻﾈｯﾄ」メニューのみです。DHCP／ BOOTPの切り
替えは、電源をオフ、オンし、再起動することで有効になります。）

「イーサネット」サブメニュー「イーサネット」サブメニュー「イーサネット」サブメニュー「イーサネット」サブメニュー
「ﾊｰﾄﾞｳｪｱ ｱﾄﾞﾚｽ」は表示のみで、設定値を変更することはできません。

* 初期設定値

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

ｲｰｻﾈｯﾄ ﾊﾟﾗﾚﾙ

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

ｲｰｻﾈｯﾄ

IP ｱﾄﾞﾚｽ ｻﾌﾞﾈｯﾄ ﾏｽｸ ｹﾞｰﾄｳｪｲ DHCP/
BOOTP

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ 
ｱﾄﾞﾚｽ

PS ﾌﾟﾛﾄｺﾙ

192.168.001.002192.168.001.002192.168.001.002192.168.001.002* 255.255.255.000255.255.255.000255.255.255.000255.255.255.000* 192.168.001.001192.168.001.001192.168.001.001192.168.001.001* ｵﾝｵﾝｵﾝｵﾝ ｵﾌ 00206Bxxxxxx ｱｽｷｰ/TBCPｱｽｷｰ/TBCPｱｽｷｰ/TBCPｱｽｷｰ/TBCP ﾊﾞｲﾅﾘ
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

「パラレル」サブメニュー「パラレル」サブメニュー「パラレル」サブメニュー「パラレル」サブメニュー

「システム」メニュー「システム」メニュー「システム」メニュー「システム」メニュー
「ｼｽﾃﾑ」メニューでは、さまざまな状況でのプリンタの動作を管理できます。
例えば、「ｽﾀｰﾄ ﾍﾟｰｼﾞ」では、プリンタの電源を入れたときにスタートペー
ジを自動的に印刷するかどうかを設定できます。

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

ﾊﾟﾗﾚﾙ

IO ﾀｲﾑｱｳﾄ

10
11
.

15
.

300

ｼｽﾃﾑ

ｹﾞﾝｺﾞ 
ｷﾘｶｴ

ｾﾂﾃﾞﾝ 
ｾｯﾃｲ

ﾌﾞｻﾞｰ 
ｾｯﾃｲ

ﾎﾟｽﾄ
ｽｸﾘﾌﾟﾄ

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ 
ﾍﾝｺｳ

ﾃﾞｨｽｸ
ﾌｫｰﾏｯﾄ **

ﾄｹｲ ｾｯﾃｲ ｼﾞﾄﾞｳ 
ｹｲｿﾞｸ

ｽﾀｰﾄ 
ﾍﾟｰｼﾞ

ﾒﾆｭｰｾｯﾃｲ 
ｼｮｷｶ

ｴｲｺﾞｴｲｺﾞｴｲｺﾞｴｲｺﾞ
ﾌﾗﾝｽｺﾞ
ﾄﾞｲﾂｺﾞ
ｲﾀﾘｱｺﾞ
ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙｺﾞ
ｽﾍﾟｲﾝｺﾞ
ﾁｪｺｺﾞ
ﾆﾎﾝｺﾞ

ｾﾂﾃﾞﾝ 
ﾓｰﾄﾞ

ｾﾂﾃﾞﾝ 
ｼﾞｶﾝ

ｵｰﾙﾃﾞﾊﾞｲ
ｽ ﾖﾔｸ

ｴﾗｰ 
ﾌﾞｻﾞｰ

ﾀｯﾁ ｵﾝ

ｼﾞｮﾌﾞ
ﾀｲﾑｱｳﾄ

ｳｴｲﾄ
ﾀｲﾑｱｳﾄ

ｴﾗｰ 
ﾚﾎﾟｰﾄ

 0000*0000*0000*0000* 

1000

2000
.
.
.
ZZZZ

ﾕｰｻﾞｴﾘｱ 
ﾉﾐ

ｾﾞﾝｴﾘｱ

ﾋﾂﾞｹ ***
(XX.XX.
XX)

ｼﾞｶﾝ

ﾊｲﾊｲﾊｲﾊｲ

ｲｲｴ

ｵﾝｵﾝｵﾝｵﾝ

ｵﾌ

ﾈｯﾄﾜｰｸ

ﾌﾟﾘﾝﾀ

ｽﾍﾞﾃﾉ ﾒﾆｭｰ

備考 * 0000：パスワードを無効にします。
** 「ﾃﾞｨｽｸﾌｫｰﾏｯﾄ」は、オプションの HDDキットが装着されているときのみ表示
されます。

*** 日付の記述方法の初期設定は、以下のとおりです。
YYYY.MM.DD
Y：年、M：月、D：日



 操作パネルのメニュー一覧52

日 日日日
本 本本本
語 語語語

「セツデン「セツデン「セツデン「セツデン セッテイ」サブメニューセッテイ」サブメニューセッテイ」サブメニューセッテイ」サブメニュー
待機中に消費する電力を節約し、また定着ユニットの寿命を長くするため、
プリンタは待機状態が一定時間を継続すると節電モードに移行します。［節
電モード］キーを押したとき、また印刷データを受信したときのみ、通常
モードに戻ります。 

節電モード節電モード節電モード節電モード 節電モー節電モー節電モー節電モー
ドになるドになるドになるドになる
ときときときとき

ウォームウォームウォームウォーム
アップにかアップにかアップにかアップにか
かる時間かる時間かる時間かる時間

備考備考備考備考

「ヒーター
セーブ」 
モード

X分後 30秒 # 定着部のローラーの温度を調整するヒー
ターの電力をセーブして予熱状態に保ち
印刷可能な状態にしています。

「ヒーターオ
フ」モード

X分後 99.9秒 # 定着部のローラーの温度を調整するヒー
ターをオフにします。

# 操作パネルはすべて使用可能です。

# データの受信、処理が可能な場合もあり
ます。

「オール
デバイス」
モード

設定され
た時刻 *

99.9秒 # 定着部の温度を調整するヒーター、操作
パネル、HDDキットなどすべてのデバイ
スをオフにします。ただし、インター
フェイス部だけは有効です。印刷データ
を受信すると、自動的に復帰します。

#［節電モード］ランプが点灯して［節電
モード］キーが使用可能になっているほ
かは、操作パネルは使用できません。

備考備考備考備考 *「ｵｰﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ ﾖﾔｸ」メニューは、「ｼｽﾃﾑ / ｾﾂﾃﾞﾝ ｾｯﾃｲ / ｾﾂﾃﾞﾝ ﾓｰﾄﾞ」メ
ニューで「ｵｰﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ」を選択したときのみ、利用できます。「オー
ルデバイス」モードは、これ以外に、［節電モード］キーをレディ
時に 2秒間押し続けることにより、「オールデバイス」モードに移
行します。

ｼｽﾃﾑ

ｾﾂﾃﾞﾝ ｾｯﾃｲ

ｾﾂﾃﾞﾝ ﾓｰﾄﾞ ｾﾂﾃﾞﾝ ｼﾞｶﾝ ｵｰﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ ﾖﾔｸ

ｵｰﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ
ﾋｰﾀｰ ｵﾌﾋｰﾀｰ ｵﾌﾋｰﾀｰ ｵﾌﾋｰﾀｰ ｵﾌ
ﾋｰﾀｰ ｾｰﾌﾞ
ｵﾌ

15 ﾌﾝｺﾞ
30 ﾌﾝｺﾞ30 ﾌﾝｺﾞ30 ﾌﾝｺﾞ30 ﾌﾝｺﾞ
1 ｼﾞｶﾝｺﾞ
3 ｼﾞｶﾝｺﾞ

00:00-24:0000:00-24:0000:00-24:0000:00-24:00
18:00-06:00
20:00-06:00
22:00-06:00
24:00-06:00
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

「ブザー「ブザー「ブザー「ブザー セッテイ」サブメニューセッテイ」サブメニューセッテイ」サブメニューセッテイ」サブメニュー
「ﾌﾞｻﾞｰ ｾｯﾃｲ」サブメニューでは、プリンタの操作パネルでのブザー音や
キークリック音について設定できます。

#「ｴﾗｰ ﾌﾞｻﾞｰ」では、操作パネルにエラーメッセージが表示されたとき
に、ビープ音を鳴らすかどうか設定できます。

#「ﾀｯﾁ ｵﾝ」では、操作パネル上の各キーが押されたときにクリック音を
鳴らすかどうか設定できます。

「ポストスクリプト」サブメニュー「ポストスクリプト」サブメニュー「ポストスクリプト」サブメニュー「ポストスクリプト」サブメニュー
「ﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄ」サブメニューでは、タイムアウト時間の設定とエラーレポー
トの設定ができます。

#「ｼﾞｮﾌﾞﾀｲﾑｱｳﾄ」では、ジョブタイムアウト（PostScriptエラー）が発生
したと判断するジョブタイムを設定します。

#「ｳｴｲﾄﾀｲﾑｱｳﾄ」では、ウェイトタイムアウト（PostScriptエラー）が発生
したと判断するウェイトタイムを設定します。

!"「0 ﾋﾞｮｳ」を選択するとタイムアウトをしない設定となります。

#「ｴﾗｰ ﾚﾎﾟｰﾄ」では、PostScriptエラーレポートを印刷するかどうかを設
定します。 

ｼｽﾃﾑ

ﾌﾞｻﾞｰ ｾｯﾃｲ

ｴﾗｰ ﾌﾞｻﾞｰ ﾀｯﾁ ｵﾝ

ﾊｲﾊｲﾊｲﾊｲ ｲｲｴ ﾊｲﾊｲﾊｲﾊｲ ｲｲｴ

ｼｽﾃﾑ

ﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄ

ｼﾞｮﾌﾞﾀｲﾑｱｳﾄ ｳｴｲﾄﾀｲﾑｱｳﾄ ｴﾗｰ ﾚﾎﾟｰﾄ

0 ﾋﾞｮｳ0 ﾋﾞｮｳ0 ﾋﾞｮｳ0 ﾋﾞｮｳ
1 ﾋﾞｮｳ
2 ﾋﾞｮｳ
.
.

300 ﾋﾞｮｳ

0 ﾋﾞｮｳ0 ﾋﾞｮｳ0 ﾋﾞｮｳ0 ﾋﾞｮｳ
1 ﾋﾞｮｳ
2 ﾋﾞｮｳ
.
.

300 ﾋﾞｮｳ

ﾊｲﾊｲﾊｲﾊｲ

ｲｲｴ
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

「トケイ「トケイ「トケイ「トケイ セッテイ」サブメニューセッテイ」サブメニューセッテイ」サブメニューセッテイ」サブメニュー
「ﾄｹｲ ｾｯﾃｲ」サブメニューでは、日付と時刻を設定できます。

「パスワード「パスワード「パスワード「パスワード ヘンコウ」サブメニューヘンコウ」サブメニューヘンコウ」サブメニューヘンコウ」サブメニュー
パスワードが設定されている場合は、このメニューにアクセスする際にその
パスワードを入力する必要があります。このパスワードでロックされるの
は、「ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ」メニューと「ｼｽﾃﾑ」メニューの 2つです。
「0000」（初期設定）のときはパスワード入力画面が表示されませんが、そ
れ以外のパスワードが設定されている場合には、「ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ」メニューと
「ｼｽﾃﾑ」メニューに移行するときにパスワード要求画面が表示されます。
パスワードの設定方法について詳しくは、Documentation CD-ROM内の
「magicolor 7300リファレンスガイド」PDFを参照してください。 

* 数字だけでなく、大文字のアルファベットも有効です。

ｼｽﾃﾑ

ﾄｹｲ ｾｯﾃｲ

ﾋﾂﾞｹ (YYYY.MM.DD)* ｼﾞｶﾝ

（年）

2000.01.01
2001.01.01
2002.01.01

.

.

.
2099.01.01

（月）

2000.01.01
2000.02.01
2000.03.01

.

.

.
2000.12.01

（日）

2000.01.01
2000.01.02
2000.01.03

.

.

.
2000.01.31

（時）

00:00
01:00
02:00

.

.

.
23:00

（分）

00:00
00:01
00:02

.

.

.
00:59

備考： * 日付の記述方法の初期設定は、以下のとおりです。
YYYY.MM.DD
Y：年、M：月、D：日

ｼｽﾃﾑ

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ ﾍﾝｺｳ

0000～ 9999
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

ホシュホシュホシュホシュ メニューメニューメニューメニュー
「ﾎｼｭ ﾒﾆｭｰ」は、サービスマンがメンテナンスや修理を行うときに使用しま
す。「ﾎｼｭ ﾒﾆｭｰ」は特別なパスワードが要求されます。

詳細な情報詳細な情報詳細な情報詳細な情報
メニューに関する詳細な情報については、Documentation CD-ROM内の
「magicolor 7300リファレンスガイド」PDFを参照してください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語



日 日日日
本 本本本
語 語語語

4プリンタドライバのプリンタドライバのプリンタドライバのプリンタドライバの
使いかた使いかた使いかた使いかた
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

プリンタドライバについてプリンタドライバについてプリンタドライバについてプリンタドライバについて
第 3章では、操作パネルを使ったときのプリンタ機能の設定方法について
説明しました。本章では、プリンタドライバを使って同じ機能を設定する方
法について説明します。
Windowsの場合：の場合：の場合：の場合： ［スタート］－［設定］－［プリンタ］でプリンタドラ
イバにアクセスし、プリンタドライバ内のいくつかのタブを使ってプリンタ
の機能を設定できます。「全般」タブと「詳細」タブは、コンピュータの
OSによって自動的に用意されるものです。magicolor 7300用のプリンタド
ライバを使用すると、magicolor 7300の機能設定用のタブが追加で表示さ
れます。これらのタブの表示方法と各タブでの設定内容について説明しま
す。
Macintosh、、、、Linuxの場合：の場合：の場合：の場合： プリンタの機能は、PPDによって管理されま
す。PPDは、OS独自のプリンタドライバにそのまま組み込まれます。どの
プリンタを使用していても、同じ方法で機能の設定を行います。本書では、
Macintoshでの設定の導入部分を説明します。Macintosh、Linuxに関する詳
細な情報は、Documentation CD-ROM内の「magicolor 7300リファレンス
ガイド」PDFを参照してください。

!" 操作パネル、プリンタドライバのほか、プリンタ内に組み込まれて
いるWebベースのユーティリティ PageScope Lightを使用して、同
様のプリンタ機能の多くを管理できます。PageScope Lightについて
は、Documentation CD-ROM内の「magicolor 7300リファレンスガ
イド」PDFを参照してください。

最適な印刷品質最適な印刷品質最適な印刷品質最適な印刷品質

印刷品質印刷品質印刷品質印刷品質 解像度（解像度（解像度（解像度（dpi、インチあ、インチあ、インチあ、インチあ
たりのドット数）たりのドット数）たりのドット数）たりのドット数）

備考備考備考備考

標準標準標準標準 * 600× 600 通常の品質で印刷する場合。主に文字の多
い文書やビジネス文書で使用する。
• 必要なメモリ量が少なくてすむ。
• 高速に処理できる。

高品質高品質高品質高品質 ** 9600相当× 600 最高の品質で印刷する場合。主にグラ
フィックスや写真で使用する。

備考：備考：備考：備考： * 「高品質」設定でファイルを印刷するのに充分なメモリがない場
合（例えば、大きく複雑なグラフィックスを使用している場合）

**「高品質」設定でメモリが足りない場合は、「印刷品質」を「標
準」に変更して印刷してください。あるいは、拡張メモリを追加
してください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

PostScriptドライバ（ドライバ（ドライバ（ドライバ（Windows XP/2000））））

タブの表示タブの表示タブの表示タブの表示
1［スタート］―［設定］―［プリンタ］を選択し、「プリンタ」ウィンド
ウを表示します。

2「magicolor 7300 PostScript」プリンタアイコンを選択します。

3「ファイル」メニューから「印刷設定」を選択します。

印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面
プリンタドライバのダイアログでは、プリンタの管理を行うためのタブが並
んでいます。一方、消耗品の状態の確認やオプション（給紙ユニット、両面
プリントユニット、HDDキットなど）の機能の設定は、「ファイル」メ
ニューから「プロパティ」を選択して行います。
magicolor 7300用の印刷設定画面を表示するには、以下の 2種類の方法が
あります。

# お使いのアプリケーションから表示。印刷したい特定のファイルで、印
刷設定を行います。まずメニューから「印刷」を選択し、そこで［設
定］ボタンをクリックし、プリンタを選択し、［プロパティ］をクリッ
クします。

# プリンタドライバのダイアログを表示。この方法で設定を変更すると、
プリンタドライバで再度設定を変更するまでは、この後に印刷するすべ
てのプリントジョブに対する設定となります。［スタート］―［設定］
―［プリンタ］を選択し、「magicolor 7300」アイコンを選択し、「ファ
イル」メニューから「印刷設定」を選択します。「全般」タブで［印刷
設定］ボタンをクリックします。

ここでは、ダイアログ内の各タブでの設定について説明します。

!" 各機能の詳細な情報については、プリンタドライバのオンラインヘ
ルプを参照してください。

「レイアウト」タブ「レイアウト」タブ「レイアウト」タブ「レイアウト」タブ
この画面では、以下の設定が可能です。

# 印刷の向きの設定

# 印刷するページの順番の設定

# 複数のページを 1枚の用紙内に割り付けて印刷する設定

［詳細設定］ボタンをクリックすると、以下の設定を行うことができます。

# 用紙サイズ

# イメージカラー管理、拡大縮小、フォントの置換など

# 詳細な印刷機能
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

# ポストスクリプトオプションの設定

# 自動継続印刷、ヘッダページ、トレーラページなどの機能

「用紙／品質」タブ「用紙／品質」タブ「用紙／品質」タブ「用紙／品質」タブ
この画面では、以下の設定が可能です。

# 給紙方法の選択

# メディアの選択

# カラー印刷または白黒印刷の選択

「用紙／品質」タブにも、「レイアウト」タブと同様に［詳細設定］ボタンが
あります。 両者は同一です。
以下の設定が可能です。

# 用紙サイズ

# イメージカラー管理、拡大縮小、フォントの置換など

# 詳細な印刷機能

# ポストスクリプトオプションの設定

# 自動継続印刷、ヘッダページ、トレーラページなどの機能

「機能」タブ「機能」タブ「機能」タブ「機能」タブ
この画面では、以下の設定が可能です。

# 印刷品質（印刷解像度）の選択

# トナー節約モード、スムージング、左右反転印刷、回転など、グラ
フィックスオプションの設定

# カラー設定、カラーオプション、KONICA MINOLTAダウンロードマ
ネージャーへのアクセス

# ジョブタイムアウトなどのポストスクリプトオプションの設定

# 電子メール通知などの文書設定の選択

# 文書のカスタム設定

「オーバーレイ」タブ「オーバーレイ」タブ「オーバーレイ」タブ「オーバーレイ」タブ
この画面では、以下の設定が可能です。

# 1ページまたは複数ページにウォーターマークの配置

# 全ページあるいは特定のページにオーバーレイの配置（フォーム、便せ
んなど繰り返し使用するレイアウトを再利用可能。HDDキットが必要。）

# ウォーターマークの作成／削除

# KONICA MINOLTAダウンロードマネージャーへのアクセス
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

「バージョン情報」タブ「バージョン情報」タブ「バージョン情報」タブ「バージョン情報」タブ
この画面では、以下の設定が可能です。

# プリンタドライバの設定を初期設定に戻す（機能タブ、オーバーレイタ
ブに対して適用）

# KONICA MINOLTAのWebページへのアクセス（米国の英文サイトへ接
続されます。）

# www.q-shop.comへのアクセス（米国の英文サイトへ接続されます。）

PostScriptドライバ（ドライバ（ドライバ（ドライバ（Windows Me/98））））

タブの表示タブの表示タブの表示タブの表示
1［スタート］―［設定］―［プリンタ］を選択し、「プリンタ」ウィンド
ウを表示します。

2「KONICA MINOLTA magicolor 7300」プリンタアイコンを選択します。

3「ファイル」メニューから「プロパティ」を選択してプリンタドライバ
の設定画面を表示し、「詳細」タブをクリックします。

4［プリンタの設定］ボタンをクリックします。

印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面
プリンタドライバのダイアログでは、プリンタの管理を行うためのタブが並
んでいます。この設定画面で、消耗品の状態の確認や、オプション（給紙ト
レイ、両面プリントユニット、HDDユニットなど）の機能を設定できます。
magicolor 7300用の印刷設定画面を表示するには、以下の 2種類の方法が
あります。

# お使いのアプリケーションから表示。印刷したい特定のファイルで、印
刷設定を行います。まずメニューから「印刷」を選択し、プリンタを選
択し、［プロパティ］をクリックします。

# プリンタドライバのダイアログを表示。この方法で設定を変更すると、
プリンタドライバで再度設定を変更するまでは、この後に印刷するすべ
てのプリントジョブに対する設定となります。［スタート］―［設定］
―［プリンタ］を選択し、「magicolor 7300」アイコンを選択し、「ファ
イル」メニューから「プロパティ」を選択します。

ここでは、ダイアログ内の各タブでの設定について説明します。

!" 各機能の詳細な情報については、プリンタドライバのオンラインヘ
ルプを参照してください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

「レイアウト」タブ「レイアウト」タブ「レイアウト」タブ「レイアウト」タブ
この画面では、以下の設定が可能です。

# 印刷の向きの設定

# 両面印刷の設定（オプションの両面プリントユニット装着時）

# 複数のページを 1枚の用紙内に割り付けて印刷する（用紙単位のページ）
設定

「用紙」タブ「用紙」タブ「用紙」タブ「用紙」タブ
この画面では、以下の設定が可能です。

# 用紙サイズの選択

# 給紙方法の選択

# 用紙の種類の選択

#［詳細の設定］ボタンをクリックすると、ヘッダページ、トレーラペー
ジ用に別の給紙トレイの選択、自動継続印刷のオン／オフの設定ができ
ます。

「機能」タブ「機能」タブ「機能」タブ「機能」タブ
この画面では、以下の設定が可能です。

# 印刷品質（印刷解像度）の選択

# トナー節約モード、スムージング、左右反転印刷、回転など、グラ
フィックスオプションの設定

# カラー設定、カラーオプション、KONICA MINOLTAダウンロードマ
ネージャーへのアクセス

# ジョブタイムアウトなどのポストスクリプトオプションの設定

# カスタムドキュメント設定

「オーバーレイ」タブ「オーバーレイ」タブ「オーバーレイ」タブ「オーバーレイ」タブ
この画面では、以下の設定が可能です。

# 1ページまたは複数ページにウォーターマークの配置

# 全ページあるいは特定のページにオーバーレイの配置（フォーム、便せ
んなど繰り返し使用するレイアウトを再利用可能。ハードディスクが必
要。）

# ウォーターマークの編集／追加／削除

# KONICA MINOLTAダウンロードマネージャーへのアクセス
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

「フォント」タブ「フォント」タブ「フォント」タブ「フォント」タブ
この画面では、以下の設定が可能です。

# TrueTypeフォント使用の設定

# フォントの置換テーブルの設定

# 初期設定置換テーブルを使用　ボタンによる設定

「消耗品」タブ「消耗品」タブ「消耗品」タブ「消耗品」タブ
消耗品の利用状況の表示をします。
ただし「設定」タブの「プリンタ通信」で各項目が正しく表示されている必
要があります。

「設定」タブ「設定」タブ「設定」タブ「設定」タブ
この画面では、以下の設定が可能です。

# プリンタに装着されているオプションの表示

!" 装着されているオプションを選択すると、プリンタドライバ内で関
連する機能が使用可能になります。

# 課金データ情報の設定

「バージョン情報」タブ「バージョン情報」タブ「バージョン情報」タブ「バージョン情報」タブ
この画面では、以下の設定が可能です。

# プリンタドライバの設定を初期設定に戻す

# KONICA MINOLTAのWebページへのアクセス

# 消耗品注文のため、www.q-shop.comへのアクセス（米国の英文サイト
へ接続されます。）

# すべての設定を初期値に戻す　ボタンによる設定
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

PostScriptドライバ（ドライバ（ドライバ（ドライバ（Windows NT 4.0））））

タブの表示タブの表示タブの表示タブの表示
1［スタート］―［設定］―［プリンタ］を選択し、「プリンタ」ウィンド
ウを表示します。

2「magicolor 7300 PostScript（NT4/PS）」プリンタアイコンを右クリック
します。

3 メニューから「ドキュメントの既定値」を選択します。

4「設定」タブをクリックします。

印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面
プリンタドライバのダイアログでは、プリンタの管理を行うためのタブが並
んでいます。一方、消耗品の状態の確認やオプション（給紙ユニット、両面
プリントユニット、HDDキットなど）の機能の設定は、「ファイル」メ
ニューから「プロパティ」を選択して行います。
magicolor 7300用の印刷設定画面を表示するには、以下の 2種類の方法が
あります。

# お使いのアプリケーションから表示。印刷したい特定のファイルで、印
刷設定を行います。メニューから「印刷」を選択し、［プロパティ］を
クリックします。

# プリンタドライバのダイアログを表示。この方法で設定を変更すると、
プリンタドライバで再度設定を変更するまでは、この後に印刷するすべ
てのプリントジョブに対する設定となります。［スタート］―［設定］
―［プリンタ］を選択し、「magicolor 7300」アイコンを選択し、「ファ
イル」メニューから「ドキュメントの既定値」を選択します。

ここでは、ダイアログ内の各タブでの設定について説明します。

!" 各機能の詳細な情報については、プリンタドライバのオンラインヘ
ルプを参照してください。

「「「「ページ設定」タブページ設定」タブページ設定」タブページ設定」タブ
この画面では、以下の設定が可能です。

# 用紙サイズの選択

# 給紙トレイの選択

# 印刷の向きの設定

# 印刷部数の設定

# カラー印刷またはグレースケール印刷の選択

# ウォーターマークの印刷
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

# ウォーターマークの設定

# 両面印刷、ブックレット印刷の指定

各機能の詳細な情報については、プリンタドライバのオンラインヘルプを参
照してください。

「詳細」タブ「詳細」タブ「詳細」タブ「詳細」タブ
この画面では、印刷設定画面で選択可能なすべての項目に別の方法でアクセ
スできます。以下の設定も可能です。

# 拡大縮小、フォント置換などのグラフィックの設定

# 1枚の用紙に割り付けるページ数、ヘッダページ、トレーラページ、給
紙トレイの自動切り替えなどの文書の設定

「機能」タブ「機能」タブ「機能」タブ「機能」タブ
この画面では、以下の設定が可能です。

# 印刷品質（印刷解像度）の選択

# トナー節約モード、スムージング、左右反転印刷、回転など、グラ
フィックスオプションの設定

# カラー設定、カラーオプション、KONICA MINOLTAダウンロードマ
ネージャーへのアクセス

# ジョブタイムアウトなどのポストスクリプトオプションの設定

# 電子メール通知などの文書設定の選択

# 文書のカスタム設定

「オーバーレイ」タブ「オーバーレイ」タブ「オーバーレイ」タブ「オーバーレイ」タブ
この画面では、以下の設定が可能です。

# 全ページあるいは特定のページにオーバーレイの配置（フォーム、便せ
んなど繰り返し使用するレイアウトを再利用可能。ハードディスクが必
要。）

# 1ページまたは複数ページにウォーターマークの配置

# KONICA MINOLTAダウンロードマネージャーへのアクセス
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

Macintosh PPD

印刷設定画面の表示印刷設定画面の表示印刷設定画面の表示印刷設定画面の表示

1 印刷の準備ができたら、お使いのアプリケーションでメニューから「印
刷」を選択して、印刷ダイアログを表示します。

2「プリンタ」ドロップダウンリストから「magicolor 7300」を選択しま
す。

3 ドロップダウンリスト（「一般設定」から始まる）で選択して表示され
る各ダイアログで、設定を行います。ダイアログの内容はアプリケー
ションごとに異なります。
プリンタの多くの機能は Apple LaserWriterで設定されるか、お使いの
アプリケーション内で設定されます。また、これらの標準的な設定のほ
か、KONICA MINOLTA PPDを使用して以下の設定を行うこともできま
す。

# 給紙トレイ

# 両面印刷

# カラーマッチング

# カラー設定

# 印刷品質

Macintosh PPDについて詳しくは、Documentation CD-ROM内の
「magicolor 7300リファレンスガイド」PDFを参照してください。



日 日日日
本 本本本
語 語語語

5カラー印刷カラー印刷カラー印刷カラー印刷
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

カラー印刷についてカラー印刷についてカラー印刷についてカラー印刷について
本章では、magicolor 7300で使用可能なカラー機能（印刷解像度、自動画
像濃度調整（AIDC）、カラーマッチング）について説明します。また、トラ
ブルシューティングの項では、カラー印刷の際に起こる可能性がある問題の
対処方法について説明します。
カラー印刷では、減色法に基づいて色を再現しています。インクが光の一部
の色を吸収（減色）し、残りの色を人の目に反射することによって、色を表
現します。 Documentation CD-ROM内の「magicolor 7300リファレンスガ
イド」には、カラーの基礎についての章があります。カラー印刷の理論につ
いてより詳しく知りたい場合は、参照してください。また、「magicolor 
7300リファレンスガイド」にはカラープロファイルに関する章もあり、
ディスプレイで表示されている色を印刷用の色に変換する方法や、必要な場
合に専門のカラープロファイルをダウンロードする方法について説明してい
ます。

印刷品質（解像度）印刷品質（解像度）印刷品質（解像度）印刷品質（解像度）
magicolor 7300では、使用するプリンタドライバによって、以下のように
印刷解像度を設定できます。

解像度の設定解像度の設定解像度の設定解像度の設定
お使いのアプリケーションの印刷ダイアログ、またはプリンタドライバで、
印刷解像度を設定します。印刷する内容によって、最適な設定は異なります。

#「標準」に設定すると、印刷速度が速くなります。鮮明な印刷になるため、
グラフィックスの入っていない文書の印刷にも適しています。

#「高品質」は、グラフィックスを含むプリントジョブに最適です。印刷
するのに少し時間がかかりますが、最も良い印刷品質になります。9600
相当× 600 dpiの解像度で鮮明な画像を印刷できます。

PostScript名名名名 説明説明説明説明

モノクロ用プモノクロ用プモノクロ用プモノクロ用プ
リンタドライリンタドライリンタドライリンタドライ
ババババ

標準 600× 600 dpi ブラックのみ

高品質 9600相当× 600 dpi（600× 600×
4）ブラックのみ

カラー用プリカラー用プリカラー用プリカラー用プリ
ンタドライバンタドライバンタドライバンタドライバ

標準 600× 600 dpi カラー

高品質 9600× 600 dpi相当（600× 600×
4）カラー
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

自動画像濃度調整（自動画像濃度調整（自動画像濃度調整（自動画像濃度調整（AIDC））））
プリンタのカラーキャリブレーション処理は、自動画像濃度調整（AIDC）
と呼ばれ、ある一定の枚数を印刷した後、環境変動時、消耗品の交換時に、
自動的に行われます。
自動画像濃度調整（AIDC）の際には、カラー出力に関する内部のチェック
が行われ、トナーカートリッジの寿命やプリンタ環境の変化（湿度や温度の
変化など）に最適な設定になるように自動的に再調整されます。また、
100%の純色とハーフトーン色の両方についてチェックが行われます。
自動画像濃度調整（AIDC）にかかる時間は、いくつかの要因によって異な
ります。

# 簡単なキャリブレーション：簡単なキャリブレーション：簡単なキャリブレーション：簡単なキャリブレーション：プリンタの電源を入れたとき、プリンタが
「オールデバイス」「ヒーターオフ」節電モードからウォームアップする
とき、定着ユニットの交換時に、簡単なキャリブレーションが行われま
す。このキャリブレーションには、73～ 99秒かかります。

# 完全なキャリブレーション：完全なキャリブレーション：完全なキャリブレーション：完全なキャリブレーション：1個または複数のプリントユニットやト
ナーカートリッジの交換時に、完全なキャリブレーションが行われま
す。プリントユニットまたはトナーカートリッジを 1個交換する場合は
197秒かかり、同時にすべて（4個） のプリントユニットまたはトナー
カートリッジを交換する場合は 240秒かかります。

# 間欠的な印刷時：間欠的な印刷時：間欠的な印刷時：間欠的な印刷時：間欠的な印刷が 200ページ行われるごと、またエンジ
ン内部の特定の場所の温度が変化したときに、26秒間のキャリブレー
ションが行われます。

# 連続印刷時：連続印刷時：連続印刷時：連続印刷時：連続印刷が 11分間行われるごと、またエンジン内部の特定
の場所の温度が変化したときに、26秒間のキャリブレーションが行われ
ます。

たいていの場合、自動画像濃度調整（AIDC）機能が常に動作可能な状態に
しておくのが望ましいですが、キャリブレーションソフトウェアを使用する
場合は、プリンタの「ﾋﾝｼﾂ /AIDC/ ﾑｺｳ」メニューでこの機能を無効にするこ
とができます。

カラーマッチングカラーマッチングカラーマッチングカラーマッチング
magicolor 7300のカラーマネージメントシステムは、Microsoft Office製品
など、一般的なアプリケーションで使用するのに最適な結果になるように調
整されています。これらの一般的なアプリケーションを使用する場合は、プ
リンタのカラーマッチングの設定を調整する必要はありません。
ただし、調整が必要になったときには、さまざまな種類のカラーマッチング
の設定を行うことができます。
カラー調整の設定は、プリンタドライバの「機能」タブで行います。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

クイックカラー設定クイックカラー設定クイックカラー設定クイックカラー設定
カラー調整を行う最も簡単な方法は、プリンタドライバの「クイックカラー
設定」を使用する方法です。「クイックカラー設定」では、プリントジョブ
全体に適用される設定が 6種類用意されています。プリントジョブ全体に
最適な設定を選択して、すべての文字とグラフィックスに対してその設定を
適用することができます。

カラーオプションカラーオプションカラーオプションカラーオプション
プリントジョブが複雑な場合は、「カラーオプション」で設定するのが良い
でしょう。「カラーオプション」では、グラフィックスとイメージのそれぞ
れに対して、異なるカラーマッチング設定を適用することができます。

ハーフトーンスクリーンハーフトーンスクリーンハーフトーンスクリーンハーフトーンスクリーン
レーザープリンタでは、コントーン画像をドットパターンに変換する必要が
あります。人間の目の解像力（分解能）に限界があるため、ハーフトーンは
コントーン（連続調の濃度）の画像として見えます。ハーフトーンは、スク
リーン線数（lpi、ハーフトーンスクリーンの 1インチあたりの線数）、スク
リーン角度（ハーフトーンスクリーンを印刷する角度）、スポット関数
（ドットの形状）の 3つの特性によって規定されます。
magicolor 7300では、3種類のハーフトーンスクリーンを使用できます。
Windows用プリンタドライバの「カラー詳細設定」ダイアログでは、「文字
／グラフィックス」と「イメージ」用に異なるハーフトーンスクリーンを設
定できます。

# Low：：：：写真やスキャンした画像に最適です。

# General：：：：速度と印刷品質のバランスが最適化されています。

# Hight：：：：テキストや線画に最適です。

カラープロファイルカラープロファイルカラープロファイルカラープロファイル
カラープロファイルは、ICC（International Color Consortium）規格に準拠
し、ディスプレイで表示されている色を印刷用の色に変換するものです。カ
ラープロファイルは CRD（color rendering dictionary）よりも柔軟性が高い
ため、特定のジョブに最適なカラーマッチングを行うことができます。ただ
し、意図したとおりの結果を得るためには、より高度な設定技術が必要にな
る場合があります。
プリントジョブの特性に合うように「RGBデータ」の「既定設定」を設定
したり、特定の印刷機に合うように「シミュレーション」プロファイルを設
定したり、プリンタの特性を示すように「デスティネーション」プロファイ
ルを設定したりできます。追加のプロファイルをダウンロードすることもで
きます。プロファイルをダウンロードする方法については、Documentation 
CD-ROM内の「magicolor 7300リファレンスガイド」を参照してください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

RGBソースのプロファイルソースのプロファイルソースのプロファイルソースのプロファイル
RGBソースのプロファイルは、ディスプレイなどの RGB機器から、プリ
ンタなどの CMYK機器へと色を変換する際に使用します。「RGBソース」
の項目で、印刷するデータが作成された環境を指定します。プリンタドライ
バでは、5種類の設定から選択できます。

# Contrast：：：：「sRGB」と同じですが、ガンマ値が低くなっています
（1.8）。そのため、少し明るい出力になります。このプロファイルは、写
真の印刷に適しています。

# None：：：：色の変換を行いません。

# sRGB：：：：コンピュータのディスプレイの標準的な仕様に基づいた、標準
の色空間です。この設定がmagicolor 7300の初期設定になっています。
このプロファイルは、ディスプレイの色の再現性が非常に高く、特に
Webの文書や Microsoft Officeアプリケーションの文書を印刷するのに
適しています。

# sRGB Saturation：：：：「Vivid」と同じですが、ガンマ値が高くなっていま
す。そのため、少し暗い出力になります。このプロファイルは、プレゼ
ンテーション、カラーの文字、ビジネス用グラフィックスの印刷に適し
ています。

# Vivid：：：：RGB の単色をプリンタの CMYK の単色にマッピングすることに
よって、鮮明な純色での出力が可能です。 このプロファイルは、OHP
フィルムでの印刷やビジネス用グラフィックスの印刷に最適です。

シミュレーションプロファイルシミュレーションプロファイルシミュレーションプロファイルシミュレーションプロファイル
シミュレーションプロファイルは、ある CMYK機器に関する情報を、別の
CMYK機器用のデータに変換するのに使用します。つまり、このファイル
を使用して、他のプリンタや印刷機で出力された色と同じ色をmagiclor 
7300で作成することができます。カスタムプロファイルは、「プリンタプロ
ファイル管理」ダイアログで追加します。

デスティネーションプロファイルデスティネーションプロファイルデスティネーションプロファイルデスティネーションプロファイル
カスタムデスティネーションプロファイルは、「プリンタプロファイル管理」
ダイアログで追加します。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

ホストベースのカラーマネージメント用のプロファイルホストベースのカラーマネージメント用のプロファイルホストベースのカラーマネージメント用のプロファイルホストベースのカラーマネージメント用のプロファイル
アプリケーションの中には、ホストベースのカラーマネージメントを使用
し、そのために特別に調整したカラープロファイルを使用して最適な出力を
行うものもあります。このようなプロファイルは、プリンタに付属の
Software Utilities CD-ROM内の「Windows/Utilities/Color」ディレクトリに
入っています。（使用方法と各プロファイルをロードする場所についての説
明は、Readmeファイルに記載されています。）CMYKプリントジョブで
は、このような専用のホストプロファイルを使用することをお薦めします。
これらのプロファイルは、Microsoft ICM2 for Windows、Apple ColorSync、
CorelDRAW、Kodak KCMS、Adobe PageMaker、Adobe Illustrator、Adobe 
Photoshopなどのアプリケーションで使用すると便利です。

グレーの処理グレーの処理グレーの処理グレーの処理
ジョブの各要素ごとにグレーの処理を以下のように設定できます。

# RGBグレースケール／ K only：ブラックのトナーのみを使用して、
100%のブラックと中間色のグレーで印刷します。

# RGBグレースケール／ CMYK：4色のトナーを混合で使用して、100%の
ブラックと中間色のグレーで印刷します。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

カラー印刷でのトラブルシューティングカラー印刷でのトラブルシューティングカラー印刷でのトラブルシューティングカラー印刷でのトラブルシューティング
magicolor 7300のカラーマッチングシステムは、Microsoft Officeなどの一
般的なアプリケーションで使用されている sRGB規格に最適化されていま
す。たいていの場合は、最適な出力結果を得るのに、初期設定のカラー設定
を調整する必要はありません。
ただし、カラー印刷で問題がある場合は、いくつかチェックする点がありま
す。

1 プリンタの機構プリンタの機構プリンタの機構プリンタの機構

プリンタの機構でのトラブルが原因で印刷品質に問題がある場合は、
ページで色が変わったり、色の位置がずれたり、意図したものとは全く
違う出力になることがあります。
# 4色のトナーカートリッジが正しく装着されていますか？
# 4色のトナーカートリッジにトナーが入っていますか？
# プリントユニットが正しく装着されていますか？
# プリンタのドアが閉じられていますか？
プリンタの機構をチェックする方法については、10章「トラブルシュー
ティング」に記載されています。

2 解像度解像度解像度解像度
印刷された画像の解像度が低い場合、また出力したページがブラックの
トナーのみで印刷されている場合は、「カラーオプション」で「グレー
スケール」に設定されているか、解像度の設定が間違っている可能性が
あります。
# 「色」で「白黒」に設定されている場合は、すべての文字とグラ
フィックスが濃淡のブラックで印刷されます。

# 解像度（「印刷品質」）が「標準」に設定されている場合は、文字は
はっきりと印刷されますが、画像は粗く、不鮮明になることがあり
ます。この設定は、文字のみの文書に適しています。

# 解像度（「印刷品質」）が「高品質」に設定されている場合は、画像
がはっきりと鮮明になります。「高品質」の設定にすると印刷に少し
時間がかかりますが、画像が含まれている文書の印刷に最適です。

3 レジストレーションページレジストレーションページレジストレーションページレジストレーションページ
レジストレーションページの印刷を行うと（「ｲﾝｻﾂ / ﾚｼﾞｽﾄﾚｰｼｮﾝ」メ
ニュー）、カラーのテストパターンが印刷され、すべての色が正しく位
置合わせされているかどうかを確認できます。レジストレーションペー
ジは、常に 600× 600 dpiの解像度で印刷されます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

4「「「「Vivid」の設定」の設定」の設定」の設定
この設定は OHPフィルム用に最適化されていて、輝度が合うように
ディスプレイ上の単色をプリンタの単色にマッピングします。
# グラフィックスの色がディスプレイ上の色と一致していない場合は、
「Vivid」の設定にしてください。

# この設定は画像には適さない場合があります。この設定を試してみ
て、プリントジョブに最適な設定を見つけてください。

5 RGBデータデータデータデータ
ここでの設定は、印刷する文書のプロファイルに合っている必要があり
ます。
# アプリケーションの中には、RGBデータの指示を行うものがありま
す。印刷する文書やアプリケーションで RGBデータの指定がある場
合は、プリンタの設定をその指定に合わせてください。 RGBデータ
の指定がない場合は、ここでの設定を変えてみて、プリントジョブ
に最適な設定を見つけてください。

# イエロー単色になるはずの部分（Microsoft Wordのハイライト機能、
Microsoft Word、Excelの表や表計算のセルの色など）にシアンまた
はマゼンタのドットが印刷される場合は、「RGBデータ」を「None」
に設定してください。

6 カラーマッチングカラーマッチングカラーマッチングカラーマッチング
文字の縁のまわりにトナーのしみがある場合、色が濃すぎたりにじんだ
りする場合、「クイックカラー設定」（プリンタドライバの「機能」タ
ブ）が「None」に設定されているか確認してください。「None」に設定
されている場合は、ドロップダウンリストから他の設定を選択してくだ
さい。他の設定はどれも、ページに付着させるトナー量を調整し、用紙
に定着可能な範囲のトナー量になるようにします。

7 その他のカラー印刷の問題その他のカラー印刷の問題その他のカラー印刷の問題その他のカラー印刷の問題
その他のカラー印刷の問題の多くは、データを作成するのに使用したア
プリケーションまたはデータ印刷に使用しているアプリケーションのカ
ラーマネージメントの問題が原因となります。
# カラーマネージメントについては、お使いのアプリケーションの取
扱説明書を確認してください。

# 一般的な DTPソフトでのカラー印刷の問題については、弊社のWeb
サイト www.konicaminolta.net/printer/を参照してください。（米国の
英文サイトへ接続されます。）



日 日日日
本 本本本
語 語語語

6ステータスモニタのステータスモニタのステータスモニタのステータスモニタの
使いかた使いかた使いかた使いかた
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

ステータスモニタの使いかたステータスモニタの使いかたステータスモニタの使いかたステータスモニタの使いかた

はじめにはじめにはじめにはじめに
ステータスモニタは、コンピュータとプリンタをローカル接続している場合
にプリンタの現在の状態を表示します。
Software Utilities CD-ROMを使用してステータスモニタをインストールでき
ます。

動作環境動作環境動作環境動作環境
ステータスモニタは、Windows TCP/IPのイーサネット経由で接続されてい
る場合、Windows XP, 2000, NT 4.0, Me, 98, 95で使用できます。

!" Windowsにステータスモニタをインストールするときは、先に
Windows Media Playerをインストールしておいてください。Media 
Playerは、Microsoft社のWebサイトで入手できます。

ステータスモニタを開く／消耗品の状態を表示するステータスモニタを開く／消耗品の状態を表示するステータスモニタを開く／消耗品の状態を表示するステータスモニタを開く／消耗品の状態を表示する
以下の操作でステータスモニタを開きます。

# Windows XP：：：：［スタート］メニューの［すべてのプログラム］から
［KONICA MINOLTA magicolor 7300 Utilities］を選択し、「KONICA 
MINOLTA magicolor 7300 Status」をクリックします。

# Windows Me/2000/98/95/NT 4.0：：：：［スタート］メニューの［プログラ
ム］から［KONICA MINOLTA］を選択し、「Status Monitor」をクリック
します。

ステータスモニタの表示サイズの変更ステータスモニタの表示サイズの変更ステータスモニタの表示サイズの変更ステータスモニタの表示サイズの変更
#「Display」メニューから「Status (Reduce)」を選択すると、表示サイズ
が小さくなります。

#「Display」メニューから「Status (Expand)」を選択すると、表示サイズ
が大きくなります。

ステータスモニタの使いかたステータスモニタの使いかたステータスモニタの使いかたステータスモニタの使いかた
# ステータスモニタ右側にあるプリンタの図の背景が緑色のときは、プリ
ンタが待機状態であるか、正常に印刷処理が行われている状態です。

# ステータスモニタ右側にあるプリンタの図の背景が赤色のときは、何ら
かのエラーが発生し、プリントジョブが中断されている状態です。この
とき、プリンタの状態とエラーメッセージが画面左側に表示されます。

ステータスモニタの機能は以下のとおりです。

# プリンタステータス：プリンタステータス：プリンタステータス：プリンタステータス：プリンタの現在の状態を示すメッセージが表示さ
れます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

# 復帰方法：復帰方法：復帰方法：復帰方法：問題を解決し、エラー状態から復帰するために必要な情報が
表示されます。

# 警告ステータス：警告ステータス：警告ステータス：警告ステータス：注意が必要な状態（例：トナーの交換時期が近い）を
知らせるメッセージが表示されます。

# プリンタステータスの図：プリンタステータスの図：プリンタステータスの図：プリンタステータスの図：プリンタの状態を示す図が表示され、エラー
が発生したとき、問題のある場所が示されます。

# 印刷ステータス：印刷ステータス：印刷ステータス：印刷ステータス：処理中のプリントジョブの状態が表示されます。

# ポップアップメッセージの選択：ポップアップメッセージの選択：ポップアップメッセージの選択：ポップアップメッセージの選択：プリンタの状態の中で、どの状態を
ポップアップ表示させるかを指定することができます。

# 消耗品の状態：消耗品の状態：消耗品の状態：消耗品の状態：トナーカートリッジやプリントユニットの残容量（何％
残っているか）が表示されます。

各機能の詳細については、ステータスモニタのヘルプを参照してください。

ステータスモニタの警告の確認ステータスモニタの警告の確認ステータスモニタの警告の確認ステータスモニタの警告の確認
ステータスモニタがプリンタの問題を検知すると、設定によりますが、一度
にいくつかの処理が行われます。まず、アイコンが、プリンタの問題の重大
度によって、緑色から黄色、オレンジ色、赤色に変わります。次に、点滅す
るように設定していた場合は、アイコンが点滅します。また、問題が起こっ
たことを通知する電子メールがステータスモニタから送信されます。ステー
タスモニタが問題を検知してから電子メールが送信されるまでの時間間隔も
設定できます。
これらの設定について詳しくは、ステータスモニタのヘルプを参照してくだ
さい。

ステータスモニタの警告の解除ステータスモニタの警告の解除ステータスモニタの警告の解除ステータスモニタの警告の解除
ステータスモニタがプリンタに問題の発生を表示しているときに、ステータ
スモニタのアイコンをダブルクリックしてステータスモニタを開きます。ス
テータスモニタには、エラーが発生しているプリンタと、発生したエラーの
内容が表示されます。
また、ステータスモニタには、プリンタの問題の解決方法を説明したQuick-
Timeビデオクリップが用意されています。
これらの設定について詳しくは、ステータスモニタのヘルプを参照してくだ
さい。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

ステータスモニタを閉じるステータスモニタを閉じるステータスモニタを閉じるステータスモニタを閉じる
必要な対処を行ってプリンタの問題を解決すると、ステータスモニタのアイ
コンが緑色に戻ります。
ステータスモニタを閉じるには、「Status」メニューまたは「Consumable」
メニューから「Close」を選択します。ステータスモニタのウィンドウは閉
じますが、バックグラウンドで動作し続けます。ステータスモニタを終了す
るときは、「File」メニューから「Exit」を選択します。

!" ステータスモニタのウィンドウ右上の［×］ボタンをクリックする
と、ウィンドウは閉じますが、タスクバーの右端に最小化されて
残っています（終了していません）。タスクバー右端のアイコンをダ
ブルクリックすると、ステータスモニタが再度表示されます。



日 日日日
本 本本本
語 語語語

7消耗品の交換消耗品の交換消耗品の交換消耗品の交換
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

はじめにはじめにはじめにはじめに

消耗品消耗品消耗品消耗品
消耗品は、一定の期間で交換が必要な部品です。magicolor 7300では、以
下の消耗品をお客様が交換できます。

# トナーカートリッジ（4色）

# 廃トナーボトル

# プリントユニット（4色）

# 定着ユニット

# 給紙ローラー

# 紙さばきローラー

ご注意ご注意ご注意ご注意

本マニュアルに記載されている操作にしたがわない場合は、保証の対象にな本マニュアルに記載されている操作にしたがわない場合は、保証の対象にな本マニュアルに記載されている操作にしたがわない場合は、保証の対象にな本マニュアルに記載されている操作にしたがわない場合は、保証の対象にな
りません。弊社推奨品以外の消耗品や用紙を使用していた場合でもプリンタりません。弊社推奨品以外の消耗品や用紙を使用していた場合でもプリンタりません。弊社推奨品以外の消耗品や用紙を使用していた場合でもプリンタりません。弊社推奨品以外の消耗品や用紙を使用していた場合でもプリンタ
が損傷した場合も保証できません。この場合、プリンタは有償修理となりまが損傷した場合も保証できません。この場合、プリンタは有償修理となりまが損傷した場合も保証できません。この場合、プリンタは有償修理となりまが損傷した場合も保証できません。この場合、プリンタは有償修理となりま
す。す。す。す。

項目項目項目項目 ページページページページ
消耗品 p.80

フェース p.81

消耗品の寿命の目安 p.81

トナーカートリッジの交換 p.87

廃トナーボトルの交換 p.90

プリントユニット部の交換 p.93

定着ユニットの交換 p.105

給紙ローラーの交換 p.109

紙さばきローラーの交換 p.109

消耗品の注文 p.116
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

ご注意ご注意ご注意ご注意

このプリンタではさまざまな種類の用紙への印刷が可能ですが、普通紙以外このプリンタではさまざまな種類の用紙への印刷が可能ですが、普通紙以外このプリンタではさまざまな種類の用紙への印刷が可能ですが、普通紙以外このプリンタではさまざまな種類の用紙への印刷が可能ですが、普通紙以外
の場合はの場合はの場合はの場合は 1枚ずつ印刷するように設計されています。普通紙以外の用紙枚ずつ印刷するように設計されています。普通紙以外の用紙枚ずつ印刷するように設計されています。普通紙以外の用紙枚ずつ印刷するように設計されています。普通紙以外の用紙
（封筒、ラベル用紙、厚紙、（封筒、ラベル用紙、厚紙、（封筒、ラベル用紙、厚紙、（封筒、ラベル用紙、厚紙、OHPフィルムなど）でフィルムなど）でフィルムなど）でフィルムなど）で連続印刷すると、印刷品連続印刷すると、印刷品連続印刷すると、印刷品連続印刷すると、印刷品
質が低下し、本体の寿命が短くなる場合があります。質が低下し、本体の寿命が短くなる場合があります。質が低下し、本体の寿命が短くなる場合があります。質が低下し、本体の寿命が短くなる場合があります。

静電気防止の対策静電気防止の対策静電気防止の対策静電気防止の対策

ご注意ご注意ご注意ご注意

交換作業を行う際には、静電気による損傷からプリンタを保護することが大交換作業を行う際には、静電気による損傷からプリンタを保護することが大交換作業を行う際には、静電気による損傷からプリンタを保護することが大交換作業を行う際には、静電気による損傷からプリンタを保護することが大
変重要です。変重要です。変重要です。変重要です。

静電気防止のリストストラップをお持ちでない場合は、交換作業を行う前静電気防止のリストストラップをお持ちでない場合は、交換作業を行う前静電気防止のリストストラップをお持ちでない場合は、交換作業を行う前静電気防止のリストストラップをお持ちでない場合は、交換作業を行う前
に、接地面に触れて身体に帯電している静電気を放電してください。また、に、接地面に触れて身体に帯電している静電気を放電してください。また、に、接地面に触れて身体に帯電している静電気を放電してください。また、に、接地面に触れて身体に帯電している静電気を放電してください。また、
放電した後に、歩き回らないでください。放電した後に、歩き回らないでください。放電した後に、歩き回らないでください。放電した後に、歩き回らないでください。

フェース（面）フェース（面）フェース（面）フェース（面）
用紙面にトナー像が転写される行程を 1フェースと表現します。両面印刷
の場合は、2フェースとなります。

消耗品の寿命の目安消耗品の寿命の目安消耗品の寿命の目安消耗品の寿命の目安
ご注意ご注意ご注意ご注意

消耗品の寿命は、消耗品の寿命は、消耗品の寿命は、消耗品の寿命は、A4／レターサイズで印字率／レターサイズで印字率／レターサイズで印字率／レターサイズで印字率 5%連続印刷時の目安です。連続印刷時の目安です。連続印刷時の目安です。連続印刷時の目安です。
両面印刷の場合は両面印刷の場合は両面印刷の場合は両面印刷の場合は 2ページ分になります。ページ分になります。ページ分になります。ページ分になります。

各消耗品の寿命の目安は、片面印刷、各消耗品の寿命の目安は、片面印刷、各消耗品の寿命の目安は、片面印刷、各消耗品の寿命の目安は、片面印刷、A4／レターサイズで印字率／レターサイズで印字率／レターサイズで印字率／レターサイズで印字率 5％の標％の標％の標％の標
準的な環境で、用紙の種類、サイズ、カラーの割合などを規定した特定の印準的な環境で、用紙の種類、サイズ、カラーの割合などを規定した特定の印準的な環境で、用紙の種類、サイズ、カラーの割合などを規定した特定の印準的な環境で、用紙の種類、サイズ、カラーの割合などを規定した特定の印
刷環境に基づいたものです。ジョブサイズによって、間欠的な印刷（刷環境に基づいたものです。ジョブサイズによって、間欠的な印刷（刷環境に基づいたものです。ジョブサイズによって、間欠的な印刷（刷環境に基づいたものです。ジョブサイズによって、間欠的な印刷（1ペーペーペーペー
ジずつ）、平均的な印刷（ジずつ）、平均的な印刷（ジずつ）、平均的な印刷（ジずつ）、平均的な印刷（3ページ）、連続印刷（ページ）、連続印刷（ページ）、連続印刷（ページ）、連続印刷（500ページ連続の場合などページ連続の場合などページ連続の場合などページ連続の場合など
／消耗品の寿命が最も長い）の場合の目安を記載しています。／消耗品の寿命が最も長い）の場合の目安を記載しています。／消耗品の寿命が最も長い）の場合の目安を記載しています。／消耗品の寿命が最も長い）の場合の目安を記載しています。

実際の寿命は、それ以外にも、気温、湿度、印刷内容が文字かグラフィック実際の寿命は、それ以外にも、気温、湿度、印刷内容が文字かグラフィック実際の寿命は、それ以外にも、気温、湿度、印刷内容が文字かグラフィック実際の寿命は、それ以外にも、気温、湿度、印刷内容が文字かグラフィック
スかなどの印刷環境によっても異なります。スかなどの印刷環境によっても異なります。スかなどの印刷環境によっても異なります。スかなどの印刷環境によっても異なります。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

操作パネルのメッセージウィンドウに表示される以下のメッセージは、消耗
品の交換が必要であることを示しています。

消耗品：消耗品：消耗品：消耗品：
メッセージメッセージメッセージメッセージ

消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数
間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷
（（（（1ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷
（（（（3ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

連続印刷連続印刷連続印刷連続印刷

トナーカートリッジ：トナーカートリッジ：トナーカートリッジ：トナーカートリッジ：
ﾄﾅｰ ｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ 
KCMY ｺｳｶﾝ

印字率印字率印字率印字率 5%の場合：の場合：の場合：の場合：
ブラック（K）：3,800
シアン（C）、マゼンタ
（M）、イエロー（Y）：
3,300

印字率印字率印字率印字率 5%の場合：の場合：の場合：の場合：
ブラック（K）：6,000
シアン（C）、マゼンタ
（M）、イエロー（Y）：
5,500

印字率印字率印字率印字率 5%の場合：の場合：の場合：の場合：
全色：7,500

消耗品：消耗品：消耗品：消耗品：
メッセージメッセージメッセージメッセージ

消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数
間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷
（（（（1ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷
（（（（3ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

連続印刷連続印刷連続印刷連続印刷

廃トナーボトル廃トナーボトル廃トナーボトル廃トナーボトル (1)：：：：
ﾊｲﾄﾅｰﾎﾞﾄﾙ ﾌﾙ
ﾎﾞｯｸｽ ｺｳｶﾝ

1,500 3,500 8,000

備考：備考：備考：備考： (1)「ﾖｺｸ ﾊｲﾄﾅｰﾎﾞﾄﾙ ﾌﾙ」メッセージが表示されてから約
500枚印刷可能です。印字率が高い場合は、印刷可能
なページ数はさらに少なくなります。

消耗品：消耗品：消耗品：消耗品：
メッセージメッセージメッセージメッセージ

消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数
間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷
（（（（1ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷
（（（（3ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

連続印刷連続印刷連続印刷連続印刷

プリントユニット部プリントユニット部プリントユニット部プリントユニット部 (2)：：：：
P-UNIT ｼﾞｭﾐｮｳ
KCMY ｺｳｶﾝ

7,600～ 9,300 15,900～ 19,500 26,000～ 32,500

備考：備考：備考：備考： (2) 印字率が高い場合は、印刷可能なページ数はさらに少
なくなります。平均の印字率を確認したいときは、ト
ウケイ ページを印刷してください
（操作パネルの「ｲﾝｻﾂ / ﾄｳｹｲ ﾍﾟｰｼﾞ」メニュー）。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

 

消耗品の中には、同時に交換する必要があるものがあります。

消耗品：消耗品：消耗品：消耗品：
メッセージメッセージメッセージメッセージ

消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数
間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷
（（（（1ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷
（（（（3ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

連続印刷連続印刷連続印刷連続印刷

定着ユニット：定着ユニット：定着ユニット：定着ユニット：
ﾃｲﾁｬｸｷ ｺｳｶﾝｼﾞｷ

120,000

消耗品：消耗品：消耗品：消耗品：
メッセージメッセージメッセージメッセージ

消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数
間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷
（（（（1ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷
（（（（3ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

連続印刷連続印刷連続印刷連続印刷

給紙ローラー給紙ローラー給紙ローラー給紙ローラー
紙さばきローラー紙さばきローラー紙さばきローラー紙さばきローラー
（トレイ（トレイ（トレイ（トレイ 1用キット、用キット、用キット、用キット、
トレイトレイトレイトレイ 2～～～～ 4用キット）用キット）用キット）用キット）
(3)：：：：
（メッセージは表示され
ません）

200,000

備考：備考：備考：備考： (3) 手差しトレイには、給紙ローラー、紙さばきローラー
はありません。

この消耗品の交換時はこの消耗品の交換時はこの消耗品の交換時はこの消耗品の交換時は この消耗品の交換も必要この消耗品の交換も必要この消耗品の交換も必要この消耗品の交換も必要

給紙ローラー 紙さばきローラー

紙さばきローラー 給紙ローラー

プリントユニット 同じ色のトナーカートリッジ
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

トナーカートリッジの交換トナーカートリッジの交換トナーカートリッジの交換トナーカートリッジの交換

トナーカートリッジの寿命トナーカートリッジの寿命トナーカートリッジの寿命トナーカートリッジの寿命

ご注意ご注意ご注意ご注意

操作パネルのメッセージウィンドウに「操作パネルのメッセージウィンドウに「操作パネルのメッセージウィンドウに「操作パネルのメッセージウィンドウに「ﾄﾅｰ ｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝﾄﾅｰ ｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝﾄﾅｰ ｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝﾄﾅｰ ｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ」と表示されるか、プ」と表示されるか、プ」と表示されるか、プ」と表示されるか、プ
リントユニットを交換するまでは、トナーカートリッジを取り外さないでくリントユニットを交換するまでは、トナーカートリッジを取り外さないでくリントユニットを交換するまでは、トナーカートリッジを取り外さないでくリントユニットを交換するまでは、トナーカートリッジを取り外さないでく
ださい。トナー残量の誤検出の原因となる場合があります。ださい。トナー残量の誤検出の原因となる場合があります。ださい。トナー残量の誤検出の原因となる場合があります。ださい。トナー残量の誤検出の原因となる場合があります。

トナーカートリッジのトナーが残り少なくなると、メッセージウィンドウに
「ﾄﾅｰ ｼｮｳﾘｮｳ KCMY」（KCMYは色を示す）と表示されます。この時点でト
ナーの残量が約 5%になっています。このメッセージが表示されてからも約
450枚（A4／レターサイズの場合）印刷できます。
トナーがなくなると、「ﾄﾅｰ ｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ /KCMY ｺｳｶﾝ」と表示されます。
カラーのトナーカートリッジがなくなっても、データ内でその色が使用され
ていない場合は、モノクロ（ブラック）のデータを印刷できます。
例えば、メッセージウィンドウに「ﾚﾃﾞｨ /Y ﾄﾅｰﾅｼ 」（Y：イエロー）と表示さ
れたときでも、モノクロの文字のみのデータであれば印刷可能です。印刷し
ようとしているデータに少量でもイエロー（Y）の部分がある場合は、「ﾄﾅｰ 
ｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ /Y ｺｳｶﾝ」のメッセージが表示され、イエローのトナーカートリッジ
を交換するまでは印刷ができなくなります。

!" 同時に複数のトナーを使って、色を作り出します。例えば、マゼン
タ（M）とイエロー（Y）のトナーを使ってオレンジ色を作り出しま
す。

ステータスモニタ、PageScope Light、プリンタドライバ（Windows XP/
2000/Me/98/NT 4.0で TCP/IP経由の場合）、PPDを使って、トナーカート
リッジの使用状況を確認することもできます。（「ステータスモニタの使いか
た」（p.75）を参照してください。）
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

トナーカートリッジは以下のように保管してください。

# トナーカートリッジを装着するまでは、保護袋から取り出さないでくだ
さい。

# 日光を避け、冷暗所に保管してください。
気温 35℃以下、湿度 85%以下の場所で結露が起こらないように保管し
てください。トナーカートリッジを寒い場所から暖かく湿度の高い場所
へ移動すると、結露が起こり、印刷品質が低下する可能性があります。
使用する前には、トナーカートリッジを約 1時間その環境に置いて適応
させてください。

# 水平な状態で保管してください。
トナーカートリッジを縦に置いたり、逆向きに置いたりしないでくださ
い。トナーカートリッジ内のトナーが固まったり、均等にならない可能
性があります。

# 塩分を含んだ空気や、エアゾールなどの腐食性のガスに触れないように
してください。

# 火から遠ざけてください。

警告警告警告警告
使用済みのトナーカートリッジは、地域の条例にしたがって処分してくださ使用済みのトナーカートリッジは、地域の条例にしたがって処分してくださ使用済みのトナーカートリッジは、地域の条例にしたがって処分してくださ使用済みのトナーカートリッジは、地域の条例にしたがって処分してくださ
い。焼却処分しないでください。トナーが飛び散り、やけどの恐れがありまい。焼却処分しないでください。トナーが飛び散り、やけどの恐れがありまい。焼却処分しないでください。トナーが飛び散り、やけどの恐れがありまい。焼却処分しないでください。トナーが飛び散り、やけどの恐れがありま
す。す。す。す。

トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談ください。トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談ください。トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談ください。トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談ください。

!" トナーは人体には無害ですが、トナーが手に付いたときは、冷水や
中性洗剤で洗ってください。トナーが衣服に付いたときは、できる
範囲で軽く払ってください。それでも衣服に残る場合は、お湯を使
わず冷水ですすいでください。

トナーカートリッジの交換トナーカートリッジの交換トナーカートリッジの交換トナーカートリッジの交換

1 メッセージウィンドウを見て、どの色のトナーがなくなっているかを確
認します（Y：イエロー、M：マゼンタ、C：シアン、K：ブラック）。こ
こでは、イエロー（Y）のトナーカートリッジの交換が必要になった場
合を例に説明します。

2 プリンタのフロントカバー（フロントカバー）を開けます。

3 トナーカートリッジのみを交換する場合は、「使用済みトナーカート
リッジの取り外し」（p.86）からお読みください。プリントユニット部
の一部としてトナーカートリッジを交換する場合は、「新しいトナー
カートリッジの取り付け」（p.87）からお読みください。 
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

使用済みトナーカートリッジの取り外し使用済みトナーカートリッジの取り外し使用済みトナーカートリッジの取り外し使用済みトナーカートリッジの取り外し

1 使用済みのトナーカートリッジのつまみ
（ノブ）を左側（反時計回り）に回しま
す。

つまみ部分の窓にロック解除のマークが
見えていることを確認してください。

2 トナーカートリッジ上部のレバー
①を手前に倒し、レバーとつまみ
部分を右手でつまむようにして持
ちます。

3 そのままトナーカートリッジを
15 cmほど手前にゆっくりと引き
出します②。

4 左手で使用済みのトナーカート
リッジの上部を右図のように持
ち、トナーカートリッジをゆっ
くりと取り出します。

!" 取り出した使用済みのトナーカート
リッジを置くときは、古新聞紙などを
敷き、図のように置いてください。取
り出した使用済みのトナーカートリッ
ジは振らないでください。カートリッ
ジに付着したトナーが飛び散る恐れが
あります。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

新しいトナーカートリッジの取り付け新しいトナーカートリッジの取り付け新しいトナーカートリッジの取り付け新しいトナーカートリッジの取り付け

!" トナーは人体には無害ですが、トナーが手に付いたときは、冷水や
中性洗剤で洗ってください。トナーが衣服に付いたときは、できる
範囲で軽く払ってください。それでも衣服に残る場合は、お湯を使
わず冷水ですすいでください。

警告警告警告警告
トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談ください。トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談ください。トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談ください。トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談ください。

1 新しいトナーカートリッジを箱から取り出します。

2 使用済みのトナーカートリッジを、新しいトナーカートリッジが入って
いた箱に入れます。

警告警告警告警告
トナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーが飛び散り、トナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーが飛び散り、トナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーが飛び散り、トナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーが飛び散り、
やけどの恐れがあります。やけどの恐れがあります。やけどの恐れがあります。やけどの恐れがあります。

ご注意ご注意ご注意ご注意

リサイクル方法や廃棄方法については、リサイクル方法や廃棄方法については、リサイクル方法や廃棄方法については、リサイクル方法や廃棄方法については、
www.konicaminolta.net/printer/までお問い合わせくださまでお問い合わせくださまでお問い合わせくださまでお問い合わせくださ
い。い。い。い。

3 トナーカートリッジを水平方向に 10回
以上強く振ります。カートリッジ内のト
ナーの流動性を良くします。 
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

ご注意ご注意ご注意ご注意

トナーカートリッジは縦には振らないでください。トナーカートリッジは縦には振らないでください。トナーカートリッジは縦には振らないでください。トナーカートリッジは縦には振らないでください。

トナーカートリッジのシャッター部を持たないように注意してくださトナーカートリッジのシャッター部を持たないように注意してくださトナーカートリッジのシャッター部を持たないように注意してくださトナーカートリッジのシャッター部を持たないように注意してくださ
い。い。い。い。

トナーカートリッジのローラー部分に触れないでください。印刷品質低トナーカートリッジのローラー部分に触れないでください。印刷品質低トナーカートリッジのローラー部分に触れないでください。印刷品質低トナーカートリッジのローラー部分に触れないでください。印刷品質低
下の原因になります。下の原因になります。下の原因になります。下の原因になります。

4 カートリッジ内のトナーを均一にする
ため、トナーカートリッジを水平方向
に数回、更に軽く振ります。

5 本体側のラベルの色を確認し、同じ色
のトナーカートリッジを奥までゆっく
りと挿入します。
トナーカートリッジの先端に挿入方向
を示す矢印がついています。 
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

6 トナーカートリッジのつまみ（ノ
ブ）を右側（時計回り）に押しな
がら回します。
つまみ部分の窓にロックのマーク
が見えていることを確認してくだ
さい。
トナーカートリッジのつまみが正
しい位置にセットされていないと、
フロントカバーを閉じることはで
きません。

7 フロントカバーをゆっくりと閉じ
ます。 

自動画像濃度調整（自動画像濃度調整（自動画像濃度調整（自動画像濃度調整（AIDC））））
本プリンタは、プリントユニットを交換すると、自動的にカラーキャリブ
レーション（自動画像濃度調整（AIDC））を最短 198秒間、最長 241秒間
行います。この処理は、プリンタの印刷品質を最適に保つために行われま
す。

!" 処理の途中で（「ﾚﾃﾞｨ」が表示される前に）プリンタのカバーを開け
ると、いったんキャリブレーション処理が停止し、カバーが閉めら
れると同時に再度キャリブレーション処理をやり直します。

トナーを再充てんしたトナーカートリッジについてのご注トナーを再充てんしたトナーカートリッジについてのご注トナーを再充てんしたトナーカートリッジについてのご注トナーを再充てんしたトナーカートリッジについてのご注
意意意意

ご注意ご注意ご注意ご注意

トナーを再充てんしたトナーカートリッジは使用しないでください。トナートナーを再充てんしたトナーカートリッジは使用しないでください。トナートナーを再充てんしたトナーカートリッジは使用しないでください。トナートナーを再充てんしたトナーカートリッジは使用しないでください。トナー
を再充てんしたトナーカートリッジによって起こるプリンタの損傷や品質問を再充てんしたトナーカートリッジによって起こるプリンタの損傷や品質問を再充てんしたトナーカートリッジによって起こるプリンタの損傷や品質問を再充てんしたトナーカートリッジによって起こるプリンタの損傷や品質問
題は、保証の対象外です。題は、保証の対象外です。題は、保証の対象外です。題は、保証の対象外です。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

廃トナーボトルの交換廃トナーボトルの交換廃トナーボトルの交換廃トナーボトルの交換

廃トナーボトルの寿命廃トナーボトルの寿命廃トナーボトルの寿命廃トナーボトルの寿命
廃トナーボトルがいっぱいに近くなるとメッセージウィンドウに「ﾖｺｸ 
ﾊｲﾄﾅｰ ﾌﾙ」と表示されます。廃トナーボトルがいっぱいになると、操作パネ
ルのメッセージウィンドウに「ﾊｲﾄﾅｰ ﾌﾙ / ﾎﾞｯｸｽ ｺｳｶﾝ」と表示されます。プ
リンタは印刷を中断し、廃トナーボトルを交換するまで印刷できなくなりま
す。
以下に示す指示にしたがって廃トナーボトルを交換してください。廃トナー
ボトルの交換後、約 5,000ページの印刷が可能です。 実際に印刷可能なペー
ジ数は、画像サイズ、用紙サイズ、その他印刷環境により変わります。

廃トナーボトルの交換廃トナーボトルの交換廃トナーボトルの交換廃トナーボトルの交換

!" トナーは人体には無害ですが、トナーが手に付いたときは、冷水や
中性洗剤で洗ってください。トナーが衣服に付いたときは、できる
範囲で軽く払ってください。それでも衣服に残る場合は、お湯を使
わず冷水ですすいでください。

警告警告警告警告
トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談ください。トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談ください。トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談ください。トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談ください。

1 新しい廃トナーボトル①、カバー②を箱
から取り出します。

!" 使用済みの廃トナーボトルを入れ
るために、新しい廃トナーボトル
が入っていた箱は保管しておきま
す。 ①

②
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

2 プリンタのフロントカバーを開
きます。

3 カバー（手順 1の②）の取っ手
を持ち、使用済みの廃トナーボ
トルの上部に取り付けます。

4 カバーの取っ手を持ち、手前に
倒すようにして、廃トナーボト
ルとカバーの両方を取り出しま
す。

5 使用済みの廃トナーボトルは、
新しい廃トナーボトルが入って
いた箱に、廃トナーがこぼれな
いように入れます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

警告警告警告警告
廃トナーボトルを火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やけ廃トナーボトルを火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やけ廃トナーボトルを火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やけ廃トナーボトルを火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やけ
どの恐れがあります。どの恐れがあります。どの恐れがあります。どの恐れがあります。

ご注意ご注意ご注意ご注意

使用済みの廃トナーボトルの入っている箱は、ビニール袋に使用済みの廃トナーボトルの入っている箱は、ビニール袋に使用済みの廃トナーボトルの入っている箱は、ビニール袋に使用済みの廃トナーボトルの入っている箱は、ビニール袋に
入れ、地域の条例にしたがって処理してください。入れ、地域の条例にしたがって処理してください。入れ、地域の条例にしたがって処理してください。入れ、地域の条例にしたがって処理してください。

6 新しい廃トナーボトルの両端に
ある矢印部と、フロントカバー
内の矢印部を合わせるようにし
て、廃トナーボトルを置きま
す。

7 フロントカバーの両端の取っ手
を両手で持ち、ゆっくりとフロ
ントカバーを閉じます。
新しい廃トナーボトルが装着さ
れます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

プリントユニット部の交換プリントユニット部の交換プリントユニット部の交換プリントユニット部の交換
プリントユニット部は、プリントユニットと、同じ色のトナーカートリッジ
で構成されます。

!" プリントユニット部の交換時に消耗品使用モニタシステム（消耗品
カウンタ）をリセットする必要はありません。

プリントユニットの寿命プリントユニットの寿命プリントユニットの寿命プリントユニットの寿命
文字と画像は、レーザープリンタ内で OPC（Optical Photo Conductor）ド
ラム（写真のフィルムのように機能します）で作られた像にトナーをのせて
現像する、といった工程で形成されます。各プリントユニットにはOPCド
ラムと現像剤が含まれ、用紙に現像、転写される画像を形成します。また、
プリントユニット部には同じ色のトナーカートリッジも含まれます。
プリントユニットの寿命は、OPCドラムの回転数に直接関係します。連続
印刷すると、寿命が長くなります。小さいサイズのジョブを繰り返す間欠的
な印刷では、各ジョブの前後に自動的に清掃するため、プリントユニットの
寿命が短くなります。

!" 印刷可能なページ数は、画像、サイズ、その他印刷環境により異な
ります。

ご注意ご注意ご注意ご注意

プリントユニットは、明るい光、直射日光、接触に非常に敏感です。装着すプリントユニットは、明るい光、直射日光、接触に非常に敏感です。装着すプリントユニットは、明るい光、直射日光、接触に非常に敏感です。装着すプリントユニットは、明るい光、直射日光、接触に非常に敏感です。装着す
るまでは保護袋に入れておいてください。感光を防ぎます。保護袋からプリるまでは保護袋に入れておいてください。感光を防ぎます。保護袋からプリるまでは保護袋に入れておいてください。感光を防ぎます。保護袋からプリるまでは保護袋に入れておいてください。感光を防ぎます。保護袋からプリ
ントユニットを取り出したら、なるべく光に当たらないようにして迅速にプントユニットを取り出したら、なるべく光に当たらないようにして迅速にプントユニットを取り出したら、なるべく光に当たらないようにして迅速にプントユニットを取り出したら、なるべく光に当たらないようにして迅速にプ
リンタに取り付けてください。リンタに取り付けてください。リンタに取り付けてください。リンタに取り付けてください。

プリントユニットの誤った取り扱いによる損傷については、保証の対象外とプリントユニットの誤った取り扱いによる損傷については、保証の対象外とプリントユニットの誤った取り扱いによる損傷については、保証の対象外とプリントユニットの誤った取り扱いによる損傷については、保証の対象外と
なります。なります。なります。なります。

プリントユニットの寿命が近づくと、「P-UNIT KCMY ｺｳｶﾝ」（KCMYは色を
示す）のメッセージが表示されます。あと少しでプリントユニットを交換す
る必要があります。
プリントユニットを使い切ると、「P-UNIT ｼﾞｭﾐｮｳ /KCMY ｺｳｶﾝ」（KCMYは色
を示す）のメッセージが表示されます。プリントユニットと、同色のトナー
カートリッジを交換するまで、プリンタでは印刷ができなくなります。プリ
ントユニット部を交換すると、自動的に消耗品カウンタがリセットされま
す。
トウケイページ印刷や PageScope Lightで、現在のプリントユニットや、
トナーカートリッジのライフ残量を%単位で確認することができます。
ただし、プリントユニットのライフが 0%に達しても、プリントユニットに
装着されているトナーカートリッジのトナー残量が 0%に達しなければ、プ
リンタのメッセージディスプレイに「P-UNIT ｼﾞｭﾐｮｳ /KMCY ｺｳｶﾝ」は表示さ
れません。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

トナーを使い切るまでは、プリントユニットを交換する必要はありません。
これにより、トナーカートリッジとプリントユニットを効率的に使い切りま
す。
プリントユニットとトナーカートリッジの残量がどちらも 0%に達したら、
「P-UNIT ｼﾞｭﾐｮｳ /KMCY ｺｳｶﾝ」が表示されます。
上記のメッセージが表示されたら、プリントユニットにトナーカートリッジ
を装着したまま、プリントユニットを取り外してください。
プリンタに新しいプリントユニットを取り付けた後に、新しいトナーカート
リッジを新しいプリントユニットに装着してください。

以下の手順にしたがってプリントユニット部を交換してください。各色のプ
リントユニットは、同じ方法で交換します。異なるのは、プリントユニット
を差し込むスロットだけです。

ご注意ご注意ご注意ご注意

プリントユニットやトナーカートリッジを取り外す際に、トナーをプリンタプリントユニットやトナーカートリッジを取り外す際に、トナーをプリンタプリントユニットやトナーカートリッジを取り外す際に、トナーをプリンタプリントユニットやトナーカートリッジを取り外す際に、トナーをプリンタ
内部にこぼしたり衣服に付けたりしないように注意してください。トナーが内部にこぼしたり衣服に付けたりしないように注意してください。トナーが内部にこぼしたり衣服に付けたりしないように注意してください。トナーが内部にこぼしたり衣服に付けたりしないように注意してください。トナーが
こぼれたときは、柔らかい乾いた布ですぐに拭き取ってください。こぼれたときは、柔らかい乾いた布ですぐに拭き取ってください。こぼれたときは、柔らかい乾いた布ですぐに拭き取ってください。こぼれたときは、柔らかい乾いた布ですぐに拭き取ってください。

プリントユニットの取り付けプリントユニットの取り付けプリントユニットの取り付けプリントユニットの取り付け

1 メッセージウィンドウを見て、どの色のプリントユニットの交換が必要
かを確認します（Y：イエロー、M：マゼンタ、C：シアン、K：ブラッ
ク）。ここでは、イエローのプリントユニットの交換が必要な場合の手
順を例に説明します。

2 プリンタのフロントカバーを開
けます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

3 図の窓の部分が銀色の表示になっているこ
とを確認します。

!" 窓が赤表示になっている場合は、
データ受信中、印刷中、キャリブ
レーションの実行中にプリンタ内部
に用紙がつまったり、電源がオフに
なっている可能性があります。つ
まった用紙を取り除き、フロントカ
バーを閉めてから、電源スイッチを
オフ、オンします。 

4 プリントユニットロックレバーの
取っ手①を左手で持ちます。
右手でロックレバー本体を支えま
す。

5 ロックレバーの取っ手を手前に引きま
す。レバーのロックが解除されます。

6 ロックレバーの左端を手前に引き、
ロックレバーを約 45°の位置まで
開きます。

ご注意ご注意ご注意ご注意

ロックレバーを開き過ぎるとレバーロックレバーを開き過ぎるとレバーロックレバーを開き過ぎるとレバーロックレバーを開き過ぎるとレバー
が軸から外れます。レバーを落とさが軸から外れます。レバーを落とさが軸から外れます。レバーを落とさが軸から外れます。レバーを落とさ
ないようにしてください。ないようにしてください。ないようにしてください。ないようにしてください。

7 ロックレバーの右側を奥に押し込み、
次にレバーを引き出すようにして、軸
受け部①からレバーを取り外します
②。

8 新しいプリントユニットを用意します。

①

①

②
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

9 個装箱から、アルミパックに包まれた
プリントユニットと、ユニット回収袋
を取り出します。
アルミパックの表面に「操作手順」が
表示されていることを確認します。

ご注意ご注意ご注意ご注意

個装箱や緩衝材は捨てないでくださ個装箱や緩衝材は捨てないでくださ個装箱や緩衝材は捨てないでくださ個装箱や緩衝材は捨てないでくださ
い。使用済みのプリントユニットを再い。使用済みのプリントユニットを再い。使用済みのプリントユニットを再い。使用済みのプリントユニットを再
梱包するときに使用します。梱包するときに使用します。梱包するときに使用します。梱包するときに使用します。 

10 ユニット回収袋の開口部を四角く開
きます。

11 左手で開口部下側を支えるように持
ち、開口部の先端を交換する色のプ
リントユニット挿入口に差し込みま
す。次に開口部をプリンタに押し付
けます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

12 ユニット回収袋の上から右手を差し
込みます。

13 右手でプリントユニットのつまみを
持ち、プリントユニットを止まる位
置までゆっくりと引き出します。

14 両手でプリントユニットをわずかに
持ち上げます。
プリントユニットのロックが外れま
す。

15 右手を約 5 cmほど引いて、プリン
トユニットを回収袋の中に収めま
す。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

16 プリントユニットを、回収袋ごと
ゆっくりと取り外します。

ご注意ご注意ご注意ご注意

プリントユニットを取り外す際に、プリントユニットを取り外す際に、プリントユニットを取り外す際に、プリントユニットを取り外す際に、
トナーをこぼさないようにしてくだトナーをこぼさないようにしてくだトナーをこぼさないようにしてくだトナーをこぼさないようにしてくだ
さい。さい。さい。さい。
プリントユニットをしっかり持ち、プリントユニットをしっかり持ち、プリントユニットをしっかり持ち、プリントユニットをしっかり持ち、
ユニットを落下させないようにしてユニットを落下させないようにしてユニットを落下させないようにしてユニットを落下させないようにして
ください。ください。ください。ください。

警告警告警告警告
トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談くださトナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談くださトナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談くださトナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談くださ
い。い。い。い。

17 トナーが漏れないように、ユニット
回収袋の開口部を折り返します。

18 机や床などの上に古新聞などを敷
き、その上に使用済みのプリントユ
ニットを置きます。

ご注意ご注意ご注意ご注意

トナーで机や床を汚さないようにしトナーで机や床を汚さないようにしトナーで机や床を汚さないようにしトナーで机や床を汚さないようにし
てください。てください。てください。てください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

19 アルミパックに包まれた新しいプリ
ントユニットの左右を持ち、手前側
にかえします。（天地を逆にします）

ご注意ご注意ご注意ご注意

プリントユニットを左右方向にかえプリントユニットを左右方向にかえプリントユニットを左右方向にかえプリントユニットを左右方向にかえ
さないでください。ユニット内のトさないでください。ユニット内のトさないでください。ユニット内のトさないでください。ユニット内のト
ナーが偏ってしまいます。ナーが偏ってしまいます。ナーが偏ってしまいます。ナーが偏ってしまいます。

20 プリントユニットを左右に 5回～ 6
回振ります。

21 プリントユニットを奥側にかえしま
す。（天地を正しい状態に戻します）
アルミパックの表面に「操作手順」
が表示されることを確認します。

22 アルミパックの封を開け、プリント
ユニットを取り出します。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

23 左手でプリントユニット上部の取っ
手を持ち、右手でつまみを持ちま
す。

ご注意ご注意ご注意ご注意

プリントユニットは光に敏感なため、取り付ける直前まで、遮光用ビプリントユニットは光に敏感なため、取り付ける直前まで、遮光用ビプリントユニットは光に敏感なため、取り付ける直前まで、遮光用ビプリントユニットは光に敏感なため、取り付ける直前まで、遮光用ビ
ニール袋から取り出さないでください。遮光用ビニール袋からプリントニール袋から取り出さないでください。遮光用ビニール袋からプリントニール袋から取り出さないでください。遮光用ビニール袋からプリントニール袋から取り出さないでください。遮光用ビニール袋からプリント
ユニットを取り出したら、なるべく光にあたらないようにして迅速にプユニットを取り出したら、なるべく光にあたらないようにして迅速にプユニットを取り出したら、なるべく光にあたらないようにして迅速にプユニットを取り出したら、なるべく光にあたらないようにして迅速にプ
リンタに取り付けてください。リンタに取り付けてください。リンタに取り付けてください。リンタに取り付けてください。

OPCドラムの緑色の部分に触れたり傷をつけたりしないように注意してドラムの緑色の部分に触れたり傷をつけたりしないように注意してドラムの緑色の部分に触れたり傷をつけたりしないように注意してドラムの緑色の部分に触れたり傷をつけたりしないように注意して
ください。プリントユニットを、床や台など平らな場所に置く必要があください。プリントユニットを、床や台など平らな場所に置く必要があください。プリントユニットを、床や台など平らな場所に置く必要があください。プリントユニットを、床や台など平らな場所に置く必要があ
る場合は、る場合は、る場合は、る場合は、OPCドラムの部分があたらないようにしてください。ドラムの部分があたらないようにしてください。ドラムの部分があたらないようにしてください。ドラムの部分があたらないようにしてください。

プリントユニットの端子には決して触れないでください。身体に帯びてプリントユニットの端子には決して触れないでください。身体に帯びてプリントユニットの端子には決して触れないでください。身体に帯びてプリントユニットの端子には決して触れないでください。身体に帯びて
いる静電気によりプリントユニットの電子部品を破損させる恐れがありいる静電気によりプリントユニットの電子部品を破損させる恐れがありいる静電気によりプリントユニットの電子部品を破損させる恐れがありいる静電気によりプリントユニットの電子部品を破損させる恐れがあり
ます。ます。ます。ます。

プリントユニットの誤った取り扱いの結果生じた損傷については、保証プリントユニットの誤った取り扱いの結果生じた損傷については、保証プリントユニットの誤った取り扱いの結果生じた損傷については、保証プリントユニットの誤った取り扱いの結果生じた損傷については、保証
の対象外となります。の対象外となります。の対象外となります。の対象外となります。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

24 プリントユニット挿入口の色表示
①がプリントユニットの色と合っ
ていることを確認します。
プリントユニット挿入口は右から
イエロー（Y）、マゼンタ（M）、
シアン（C）、ブラック（K）の順
になっています。

25 プリントユニットの上部先端の矢印①をユニット取り付けレールにゆっ
くりと 10 cmほど差し込みます。

26 左手を取っ手から離してプリントユニットのつまみを、奥までゆっくり
と挿入します。
プリントユニットは強く押し込まないでください。 

27 プリントユニットの位置決めピンがプ
リンタフレームの位置決め穴に入って
いることを確認します。

①

①
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

28 プリントユニットロックレバーを取り
付けます。
プリントユニットロックレバーを両手
で持ち、右端をロックレバーの軸受け
部①に差し込み、手前に②引きます。
軸受け部にロックレバーの右端が入っ
ていることを確認します。

29 左手で取っ手を手前に引いてから、
ロックレバーの左端をプリンタのロッ
クレバー取り付け部に差し込みます。

ご注意ご注意ご注意ご注意

ロックレバーを取り付ける前に、必ロックレバーを取り付ける前に、必ロックレバーを取り付ける前に、必ロックレバーを取り付ける前に、必
ず取っ手を引いてください。取っ手ず取っ手を引いてください。取っ手ず取っ手を引いてください。取っ手ず取っ手を引いてください。取っ手
を引かずにロックレバーを取り付けを引かずにロックレバーを取り付けを引かずにロックレバーを取り付けを引かずにロックレバーを取り付け
ようとしても、ロックレバーは正しようとしても、ロックレバーは正しようとしても、ロックレバーは正しようとしても、ロックレバーは正し
く挿入できません。く挿入できません。く挿入できません。く挿入できません。

ロックレバー取り付け部には、ロック
レバー取り付け忘れ防止具①があり、
ロックレバー取り付け穴を一部ふさぐ
ように降りています。ロックレバーの
先端を挿入することにより取り付け部
の穴が開くように設計されていますの
で、ロックレバー取り付け忘れ防止具
を操作する必要はありません。

①

②

①
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

30 ロックレバーの取っ手を奥に倒しま
す。プリントユニットロックレバーが
プリントユニットを固定します。

!" プリントユニットロックレ
バーが正しくセットされてい
ないと、フロントカバーを閉
じることはできません。

31 プリントユニットの保護フィルム①のつまみを固定している保護テープ
を取り外します。
同様に保護フィルム①をまっすぐ引き抜きます。

32 プリントユニットの保護フィルム②を
まっすぐ引き抜きます。

ご注意ご注意ご注意ご注意

保護フィルムを引き抜く際に、保護フィルムに付着したトナーが手や衣保護フィルムを引き抜く際に、保護フィルムに付着したトナーが手や衣保護フィルムを引き抜く際に、保護フィルムに付着したトナーが手や衣保護フィルムを引き抜く際に、保護フィルムに付着したトナーが手や衣
服に付くことがありますのでご注意ください。服に付くことがありますのでご注意ください。服に付くことがありますのでご注意ください。服に付くことがありますのでご注意ください。

トナーは人体には無害ですが、トナーが手に付いたときは、冷水や中性トナーは人体には無害ですが、トナーが手に付いたときは、冷水や中性トナーは人体には無害ですが、トナーが手に付いたときは、冷水や中性トナーは人体には無害ですが、トナーが手に付いたときは、冷水や中性
洗剤で洗ってください。トナーが衣服に付いたときは、できる範囲で軽洗剤で洗ってください。トナーが衣服に付いたときは、できる範囲で軽洗剤で洗ってください。トナーが衣服に付いたときは、できる範囲で軽洗剤で洗ってください。トナーが衣服に付いたときは、できる範囲で軽
く払ってください。それでも衣服に残る場合は、お湯を使わず冷水ですく払ってください。それでも衣服に残る場合は、お湯を使わず冷水ですく払ってください。それでも衣服に残る場合は、お湯を使わず冷水ですく払ってください。それでも衣服に残る場合は、お湯を使わず冷水です
すいでください。すいでください。すいでください。すいでください。

警告警告警告警告
トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談くださトナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談くださトナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談くださトナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師にご相談くださ
い。い。い。い。

② 

①
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

33 新しいプリントユニットの入っていた個装箱に、取り外した古いプリン
トユニットを回収袋ごと再梱包します。

警告警告警告警告
プリントユニットを火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やプリントユニットを火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やプリントユニットを火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やプリントユニットを火中に投じないでください。トナーが飛び散り、や
けどの恐れがあります。けどの恐れがあります。けどの恐れがあります。けどの恐れがあります。

ご注意ご注意ご注意ご注意

リサイクル方法や廃棄方法については、リサイクル方法や廃棄方法については、リサイクル方法や廃棄方法については、リサイクル方法や廃棄方法については、
www.konicaminolta.net/printer/までお問い合わせくださまでお問い合わせくださまでお問い合わせくださまでお問い合わせくださ
い。い。い。い。

34 新しいトナーカートリッジを取り付けます。
トナーカートリッジのみを交換する場合は、「使用済みトナーカート
リッジの取り外し」（p.86）からお読みください。
プリントユニット部の一部としてトナーカートリッジを交換する場合
は、「新しいトナーカートリッジの取り付け」（p.87）からお読みくださ
い。 

自動画像濃度調整（自動画像濃度調整（自動画像濃度調整（自動画像濃度調整（AIDC））））
本プリンタは、プリントユニットを交換すると、自動的にカラーキャリブ
レーション（自動画像濃度調整（AIDC））を最短 198秒間、最長 241秒間
行います。この処理は、プリンタの印刷品質を最適に保つために行われま
す。

!" 処理の途中で（「ﾚﾃﾞｨ」が表示される前に）プリンタのカバーを開け
ると、いったんキャリブレーション処理が停止し、カバーが閉めら
れると同時に再度キャリブレーション処理をやり直します。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

定着ユニットの交換定着ユニットの交換定着ユニットの交換定着ユニットの交換
ご注意ご注意ご注意ご注意

定着部は非常に高温になるため、やけどの恐れがあります。定着部は非常に高温になるため、やけどの恐れがあります。定着部は非常に高温になるため、やけどの恐れがあります。定着部は非常に高温になるため、やけどの恐れがあります。
プリンタの温度が下がるのを待ってから（約プリンタの温度が下がるのを待ってから（約プリンタの温度が下がるのを待ってから（約プリンタの温度が下がるのを待ってから（約 20分）、交換作業を分）、交換作業を分）、交換作業を分）、交換作業を
行ってください。行ってください。行ってください。行ってください。

ご注意ご注意ご注意ご注意

対応していない電圧の定着ユニットを使用した場合は、保証の対象外となり対応していない電圧の定着ユニットを使用した場合は、保証の対象外となり対応していない電圧の定着ユニットを使用した場合は、保証の対象外となり対応していない電圧の定着ユニットを使用した場合は、保証の対象外となり
ます。定着ユニットのヒューズは交換できません。ます。定着ユニットのヒューズは交換できません。ます。定着ユニットのヒューズは交換できません。ます。定着ユニットのヒューズは交換できません。 

定着ユニットの寿命定着ユニットの寿命定着ユニットの寿命定着ユニットの寿命
定着ユニットを使い切ると、「ﾃｲﾁｬｸｷ ｺｳｶﾝｼﾞｷ」のメッセージが表示されま
す。定着ユニットを交換すると、自動的に消耗品カウンタがリセットされま
す。

使用済み定着ユニットの取り外し使用済み定着ユニットの取り外し使用済み定着ユニットの取り外し使用済み定着ユニットの取り外し

1 プリンタの電源を切り、次の作業まで約 20分間待ちます。

2 サイドカバーロック解除レバー
を引き上げ、サイドカバーを開
けます。

3 左右に 1つずつある段つきネジ
を外します。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

4 定着ユニットを両手でしっかり
持ち、手前に引き出して取り外
します。 

ご注意ご注意ご注意ご注意

使用済みの定着ユニットは、地域の条例にしたがって処理してくださ使用済みの定着ユニットは、地域の条例にしたがって処理してくださ使用済みの定着ユニットは、地域の条例にしたがって処理してくださ使用済みの定着ユニットは、地域の条例にしたがって処理してくださ
い。い。い。い。

新しい定着ユニットの取り付け新しい定着ユニットの取り付け新しい定着ユニットの取り付け新しい定着ユニットの取り付け

1 新しい定着ユニットを箱から取り出し、梱包材や梱包テープを取り除き
ます（定着ユニット留め具は除く）。

2 定着ユニットを両手で持ちながら、
プリンタの奥まで差し込みます。

3 左右1箇所ずつを2本の段つきネ
ジでとめます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

4 定着レバー（①：2箇所）を下ろ
してから、留め具（②：2箇
所）、保護材を取り外します。

!" プリンタを移動または発
送するときのために、保
護材は保管しておくこと
をお薦めします。

!" プリンタを2週間以上使用
しない（電源を入れない）
場合は、定着レバー①を
下ろしてから、留め具②
を定着ユニットに取り付
けてください。

① ①

②
②

左側

右側
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

!" 留め具のタグがサイドカ
バーから外に出るようにし
てサイドカバーを閉じます。
再度プリンタを使用する場
合には、必ず留め具を取り
外してからご使用ください。

!" 留め具を紛失してしまっ
た場合には、定着レバー
①を下側の位置④まで倒
してから、サイドカバー
を閉じてください。再度
プリンタを使用する場合
には、必ず定着レバー①
を元の位置に戻してから
ご使用ください。

ご注意ご注意ご注意ご注意

定着レバー①を戻さずに印刷定着レバー①を戻さずに印刷定着レバー①を戻さずに印刷定着レバー①を戻さずに印刷
を行うと、画像の定着性が低を行うと、画像の定着性が低を行うと、画像の定着性が低を行うと、画像の定着性が低
下します。下します。下します。下します。

5 サイドカバーを閉じます。

6 新しい定着ユニットの入っていた個装箱に、取り出した使用済みの定着
ユニットを再梱包します。

ご注意ご注意ご注意ご注意

使用済みの定着ユニットは、地域の条例にしたがって処理してくださ使用済みの定着ユニットは、地域の条例にしたがって処理してくださ使用済みの定着ユニットは、地域の条例にしたがって処理してくださ使用済みの定着ユニットは、地域の条例にしたがって処理してくださ
い。い。い。い。

左側

右側

④

④
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

給紙ローラーと紙さばきローラーの交換給紙ローラーと紙さばきローラーの交換給紙ローラーと紙さばきローラーの交換給紙ローラーと紙さばきローラーの交換
給紙トレイでの紙づまりや重送（つれ送り）がひんぱんに起こり、給紙ロー
ラーを清掃しても解決しない場合は、対象となる給紙トレイの給紙ローラー
と紙さばきローラーを交換してください。

給紙ローラー／紙さばきローラーキットの構成給紙ローラー／紙さばきローラーキットの構成給紙ローラー／紙さばきローラーキットの構成給紙ローラー／紙さばきローラーキットの構成
# 給紙ローラー

# 紙さばきローラー

# 補強板（給紙トレイ 1用の紙さばきローラーに付属）

給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ 1用の給紙ローラー用の給紙ローラー用の給紙ローラー用の給紙ローラー

1 給紙トレイを引き出します。

2 用紙押し上げ板を“カチッ”とロッ
クするまで手で押し下げます。

3 給紙ローラー（トレイの右側）の軸
を固定している Cクリップ①を取
り外します。

4 軸を奥に②スライドさせ、軸受け部
から取り外します。

①

②
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

5 給紙ローラーを固定している Cクリップ①を取り外します。

6 軸からカラー②と給紙ローラー
③を取り外します。

7 新しい給紙ローラーを箱から取
り出します。

8 使用済みの給紙ローラーを、新しい給紙ローラーが入っていたビニール
袋と箱に入れます。

警告警告警告警告
給紙ローラーを火中に投じないでください。給紙ローラーを火中に投じないでください。給紙ローラーを火中に投じないでください。給紙ローラーを火中に投じないでください。

ご注意ご注意ご注意ご注意

使用済みの給紙ローラーは、地域の条例にしたがって処理してくださ使用済みの給紙ローラーは、地域の条例にしたがって処理してくださ使用済みの給紙ローラーは、地域の条例にしたがって処理してくださ使用済みの給紙ローラーは、地域の条例にしたがって処理してくださ
い。い。い。い。

9 新しい給紙ローラー①とカラー
②を軸に取り付けます。

!" 取り付け時には、給紙
ローラーの表面に触れな
いように注意してくださ
い。

①

②

③

②
①
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

10 Cクリップを軸に取り付けます。

11 軸を軸受けに差し込み、Cク
リップを取り付けます。

紙さばきローラーを交換するた
め、給紙トレイは引き出したま
まにしておいてください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ 2～～～～ 4用の給紙ローラー用の給紙ローラー用の給紙ローラー用の給紙ローラー

1 給紙トレイを引き出します。

2 用紙押し上げ板を“カチッ”とロッ
クするまで手で押し下げます。

3 給紙ローラー（トレイの右側）の軸
を固定している Cクリップ①を取
り外します。

4 軸を奥に②スライドさせ、軸受け部から取り外します。

5 給紙ローラーを固定している Cク
リップを取り外し、軸から給紙ロー
ラーを取り外します。

6 新しい給紙ローラーを箱から取り出
します。

7 使用済みの給紙ローラーを、新しい給紙ローラーが入っていたビニール
袋と箱に入れます。

ご注意ご注意ご注意ご注意

使用済みの給紙ローラーは地域の条例にしたがって処理してください。使用済みの給紙ローラーは地域の条例にしたがって処理してください。使用済みの給紙ローラーは地域の条例にしたがって処理してください。使用済みの給紙ローラーは地域の条例にしたがって処理してください。

①

②
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

8 軸の切り欠きが給紙ローラーの右に
見えることを確認して、新しい給紙
ローラーを軸に取り付けます。

!" 取り付け時には、給紙ロー
ラーの表面に触れないよう
に注意してください。

9 Cクリップを軸に取り付けます。

10 軸を軸受けに差し込み、Cクリップ
を取り付けます。

紙さばきローラーを交換するため、
給紙トレイは引き出したままにして
おいてください。

$
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ 1用の紙さばきローラー用の紙さばきローラー用の紙さばきローラー用の紙さばきローラー
紙さばきローラーは給紙ローラー交換時に同時に交換する必要があります。

1 図のようにトレイの右の外側から2本の
ネジを取り外してから、紙さばきロー
ラーを取り外します。

!" 紙さばきローラーは、ネジの反
対側にある 2つの補強板に取り
付けられています。2本のネジ
を取り外すと、補強板が外れて
落ちてしまいます。補強板を紛
失しないためにも、ネジを外す
ときには手で補強板をささえて
ください。 

2 新しい紙さばきローラーを箱から取り出します。
使用済みの紙さばきローラーを、新しい紙さばきローラーが入っていた
箱に入れます。

!" 新しい紙さばきローラーが入っていた箱とビニール袋は捨てない
でください。
使用済みの紙さばきローラーを入れるのに再利用します。

ご注意ご注意ご注意ご注意

使用済みの紙さばきローラーは、地域の条例にしたがって処理してくだ使用済みの紙さばきローラーは、地域の条例にしたがって処理してくだ使用済みの紙さばきローラーは、地域の条例にしたがって処理してくだ使用済みの紙さばきローラーは、地域の条例にしたがって処理してくだ
さい。さい。さい。さい。

3 紙さばきローラーと補強板を給紙トレ
イに取り付けます。
ネジをとめる前に、補強板上の位置決
めピンがトレイの位置決め穴に入って
いることを確認してください。

4 給紙トレイを元の位置に戻します。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ 2～～～～ 4用の紙さばきローラー用の紙さばきローラー用の紙さばきローラー用の紙さばきローラー
紙さばきローラーは、給紙ローラー交換時に同時に交換する必要がありま
す。

1 図のようにトレイの右の外側から2本の
ネジを取り外してから、紙さばきロー
ラーを取り外します。

2 新しい紙さばきローラーを箱から取り出します。
使用済みの紙さばきローラーを、新しい紙さばきローラーが入っていた
箱に入れます。

3 新しい紙さばきローラーを給紙トレイ
に取り付けます。

!" 新しい紙さばきローラーが入っ
ていた箱とビニール袋は捨てな
いでください。使用済みの紙さ
ばきローラーを入れるのに再利
用します。

ご注意ご注意ご注意ご注意

使用済みの紙さばきローラーは、地域の条例にしたがって処理してくだ使用済みの紙さばきローラーは、地域の条例にしたがって処理してくだ使用済みの紙さばきローラーは、地域の条例にしたがって処理してくだ使用済みの紙さばきローラーは、地域の条例にしたがって処理してくだ
さい。さい。さい。さい。

4 給紙トレイを元の位置に戻します。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

消耗品のご注文消耗品のご注文消耗品のご注文消耗品のご注文
プリンタ純正の消耗品を使用することは、信頼性をパフォーマンスを向上さ
せるだけでなく、損傷の可能性を低くします。また、KONICA MINOLTAの
トナーカートリッジは、お使いの KONICA MINOLTAプリンタの仕様に合
うように設計されているため、最大のパフォーマンス、効率、寿命を引き出
します。
消耗品がなくなりましたら、プリンタをお買い求めの販売店、または弊社指
定サービス機関でお買い求めください。
お近くに取扱店がない場合は、弊社のWebページ：
www.konicaminolta.net./printer/でも注文できます。
最新の情報は、弊社のWebページ：www.konicaminolta.net./printer/にアク
セスしてご確認いただけます。

消耗品の使用状況については、操作パネルの「ｲﾝｻﾂ / ﾄｳｹｲ ﾍﾟｰｼﾞ」メニュー、
または PageScope Lightを使用して確認することができます。トウケイ 
ページや「replacement」メニューについてさらに詳しくは、
Documentation CD-ROM内の「magicolor 7300リファレンスガイド」PDF
を参照してください。



日 日日日
本 本本本
語 語語語

8メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

はじめにはじめにはじめにはじめに

プリンタの取り扱いプリンタの取り扱いプリンタの取り扱いプリンタの取り扱い

ご注意ご注意ご注意ご注意

すべての注意／警告ラベルを注意深く読み、必ずその指示にしたがってくだすべての注意／警告ラベルを注意深く読み、必ずその指示にしたがってくだすべての注意／警告ラベルを注意深く読み、必ずその指示にしたがってくだすべての注意／警告ラベルを注意深く読み、必ずその指示にしたがってくだ
さい。これらのラベルはプリンタのドア内部やプリンタ本体の内部にありまさい。これらのラベルはプリンタのドア内部やプリンタ本体の内部にありまさい。これらのラベルはプリンタのドア内部やプリンタ本体の内部にありまさい。これらのラベルはプリンタのドア内部やプリンタ本体の内部にありま
す。す。す。す。

プリンタが長く使用できるように丁寧に取り扱ってください。誤使用による
故障については保証の対象になりません。

ご注意ご注意ご注意ご注意

印刷中は、プリンタのいずれのカバーも開けないでください。印刷中は、プリンタのいずれのカバーも開けないでください。印刷中は、プリンタのいずれのカバーも開けないでください。印刷中は、プリンタのいずれのカバーも開けないでください。

# 水平な場所に設置してください。

!" 出力結果を最も良い状態に保ち、消耗品の寿命を長くするため
に、プリンタを頑丈で水平な場所に設置してください。

# ほこりや紙くずの多い場所に置かないでください。

# プリンタのカバーはゆっくり閉めてください。プリンタに振動を与えな
いようにしてください。

# つまった用紙を取り除く際には、定着部など内部の部品は非常に高温に
なるため、定着部の周辺に触れないよう注意してください。

# プリンタを使用後すぐに防塵用のカバーなどをかけないでください。
電源を切り、プリンタの温度が下がるまで待ってください。

# プリンタのカバーを長時間開けたままにしないでください。特に明るい
場所では、光によってプリントユニットが損傷を受ける場合がありま
す。

# 用紙の束をプリンタの上部を利用してそろえないでください。

# プリンタに油をさしたり、分解しないでください。

# 電気配線、ギア、レーザービーム装置には触れないでください。プリン
タの故障や印刷品質の低下の原因になります。

# 給紙トレイの最大補給量マーク を越えて用紙をセットしないでくだ
さい。

プリンタの取り扱い p.118

プリンタの清掃時期 p.120
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

# プリンタを持ち上げるときには、手差しトレイと両面プリントユニット
は必ず取り外してください。

# プリンタを移動するときは、必ず 2人以
上で、右図の要領で決められた位置に
手をかけ持ち上げてください。プリン
タを移動するときは、トナーがこぼれ
ないようプリンタを水平にして運んで
ください。

ご注意ご注意ご注意ご注意

必ず正しい位置に手をかけてプリンタを持ち上げてください。図のような場必ず正しい位置に手をかけてプリンタを持ち上げてください。図のような場必ず正しい位置に手をかけてプリンタを持ち上げてください。図のような場必ず正しい位置に手をかけてプリンタを持ち上げてください。図のような場
所を持たないでください。プリンタの損傷や落下の危険があります。所を持たないでください。プリンタの損傷や落下の危険があります。所を持たないでください。プリンタの損傷や落下の危険があります。所を持たないでください。プリンタの損傷や落下の危険があります。

# オプションの給紙ユニット装着時は、給紙トレイ 2の取っ手（引き出し
部）や給紙ユニット右側のカバーを持たないでください。給紙ユニット
の破損の原因になります。

# トナーが手についたときは、冷水と中性洗剤で洗ってください。

警告警告警告警告
トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してくださトナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してくださトナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してくださトナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してくださ
い。い。い。い。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

プリンタの清掃時期プリンタの清掃時期プリンタの清掃時期プリンタの清掃時期

カラーキャリブレーションカラーキャリブレーションカラーキャリブレーションカラーキャリブレーション
プリンタは自動で定期的にカラーキャリブレーションを行います。

キャリブキャリブキャリブキャリブ
レーションレーションレーションレーション
の周期の周期の周期の周期

キャリブキャリブキャリブキャリブ
レーションレーションレーションレーション
の時間（秒）の時間（秒）の時間（秒）の時間（秒）

実施するタイミング実施するタイミング実施するタイミング実施するタイミング 備考備考備考備考

ウォームアッ
プ時

99.9秒以下 電源投入時 ウォームアップ中に最
大濃度の調整

簡単なキャリ
ブレーション

99.9秒以下 「オールデバイス」節電
モードからのウォーム
アップ時

最大濃度の調整

完全なキャリ
ブレーション

全プリントユ
ニット（4個）
を交換時：241
プリントユ
ニット 1個を
交換時：198

プリントユニット部の
交換時

ハーフトーン（ガンマ
カーブ）、位置合わせ、
最大濃度の調整

間欠的な印刷
時

86秒以下 内部の温度が既定のし
きい値以上になったこ
とを検知したとき（最
低 4分ごと）*

最大濃度の調整

連続印刷時 26 内部の温度が既定のし
きい値以上になったこ
とを検知したとき（最
低 4分ごと）**

最大濃度の調整

トナーカート
リッジの交換
時

全トナーカー
トリッジ（4
個）を交換時：
241
トナーカート
リッジ 1個を
交換時：198

トナーカートリッジの
交換時

エンジンによるトナー
カートリッジ取り付け
の検出

最大濃度の調整

定着ユニット
の交換時

99.9秒以下 定着ユニットの交換時 最大濃度の調整

備考： * キャリブレーションはジョブ終了後に行われるが、ジョブが
非常に長い場合は連続印刷のジョブとみなされ、ジョブの途
中にキャリブレーションが行われます。

** キャリブレーションは、ジョブの途中で行われます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ 1～～～～ 4内の給紙ローラー内の給紙ローラー内の給紙ローラー内の給紙ローラー

紙さばきローラーなど、プリンタ内部の他の場所（給紙ローラー以外）は、
清掃しないことをお薦めします。必要な場合は、お近くの販売店または弊社
にご連絡ください。

プリンタの外側の清掃プリンタの外側の清掃プリンタの外側の清掃プリンタの外側の清掃

警告警告警告警告
清掃前には、プリンタの電源を切り、電源ケーブル、すべてのインターフェ清掃前には、プリンタの電源を切り、電源ケーブル、すべてのインターフェ清掃前には、プリンタの電源を切り、電源ケーブル、すべてのインターフェ清掃前には、プリンタの電源を切り、電源ケーブル、すべてのインターフェ
イスケーブルを外してください。プリンタ内部に水や洗剤がこぼれないようイスケーブルを外してください。プリンタ内部に水や洗剤がこぼれないようイスケーブルを外してください。プリンタ内部に水や洗剤がこぼれないようイスケーブルを外してください。プリンタ内部に水や洗剤がこぼれないよう
注意してください。プリンタの損傷や感電の恐れがあります。注意してください。プリンタの損傷や感電の恐れがあります。注意してください。プリンタの損傷や感電の恐れがあります。注意してください。プリンタの損傷や感電の恐れがあります。

ほこりや紙くずがプリンタのまわりにある場合、プリンタの性能や印刷品質
が低下します。定期的にプリンタの清掃を行ってください。以下の注意点に
留意してください。

ご注意ご注意ご注意ご注意

プリンタの表面に洗剤液を直接スプレーしないでください。プリンタのすきプリンタの表面に洗剤液を直接スプレーしないでください。プリンタのすきプリンタの表面に洗剤液を直接スプレーしないでください。プリンタのすきプリンタの表面に洗剤液を直接スプレーしないでください。プリンタのすき
間からスプレー液が入り込むと、内部の回路が損傷する恐れがあります。プ間からスプレー液が入り込むと、内部の回路が損傷する恐れがあります。プ間からスプレー液が入り込むと、内部の回路が損傷する恐れがあります。プ間からスプレー液が入り込むと、内部の回路が損傷する恐れがあります。プ
リンタの清掃に、溶剤（アルコール、ベンゼンなど）を含む研磨材や腐食剤リンタの清掃に、溶剤（アルコール、ベンゼンなど）を含む研磨材や腐食剤リンタの清掃に、溶剤（アルコール、ベンゼンなど）を含む研磨材や腐食剤リンタの清掃に、溶剤（アルコール、ベンゼンなど）を含む研磨材や腐食剤
を使用しないでください。を使用しないでください。を使用しないでください。を使用しないでください。

清掃が必要な箇所清掃が必要な箇所清掃が必要な箇所清掃が必要な箇所 清掃時期清掃時期清掃時期清掃時期 使用するもの使用するもの使用するもの使用するもの 使用してはいけな使用してはいけな使用してはいけな使用してはいけな
いものいものいものいもの

給紙トレイ 1～ 4内
の給紙ローラー

給紙トレイからの
給紙が途中で止ま
る場合

柔らかい乾いた
布

液体、研磨剤、洗剤

とがっているものや
表面がざらざらして
いるもの（針金、プ
ラスチックの清掃
パッド、ブラシな
ど）

トレイトレイトレイトレイ 1 トレイトレイトレイトレイ 2～～～～ 4
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

# プリンタを使用する前、またはプリンタの温度が下がるのを待ってか
ら、清掃してください。

# プリンタの清掃には柔らかい布を使用してください。

# 中性洗剤などの洗剤液を使用する際は、プリンタの小範囲で試しに使用
し、洗剤の効果などを確認してください。

# プリンタの清掃にはとがっているものや表面がざらざらしているもの
（針金、プラスチックの掃除パッドなど）は使用しないでください。

プリンタの外側プリンタの外側プリンタの外側プリンタの外側

清掃が必要な箇清掃が必要な箇清掃が必要な箇清掃が必要な箇
所所所所

清掃時期清掃時期清掃時期清掃時期 使用するもの使用するもの使用するもの使用するもの 使用してはいけない使用してはいけない使用してはいけない使用してはいけない
ものものものもの

操作パネル① 1ヶ月ごと、
また必要に応
じて

柔らかい乾いた
布

とがっているものや表面
がざらざらしているもの
（針金、プラスチックの清
掃パッドなど）

液体

プリンタの外側 固くしぼった柔
らかい布（中性
洗剤を使用）

とがっているものや表面
がざらざらしているもの
（針金、プラスチックの清
掃パッドなど）

溶剤（アルコール、ベン
ゼンなど）を含む研磨剤
や腐食剤

①



日 日日日
本 本本本
語 語語語

9オプションのオプションのオプションのオプションの
取り付け取り付け取り付け取り付け
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

はじめにはじめにはじめにはじめに
ご注意ご注意ご注意ご注意

本機は、純正品／推奨品以外のオプションには対応していませんので、それ本機は、純正品／推奨品以外のオプションには対応していませんので、それ本機は、純正品／推奨品以外のオプションには対応していませんので、それ本機は、純正品／推奨品以外のオプションには対応していませんので、それ
らの使用は保証の対象外となります。らの使用は保証の対象外となります。らの使用は保証の対象外となります。らの使用は保証の対象外となります。

本章では、以下のオプションについて説明します。購入方法については、販
売店へお問い合わせいただくか、または www.konicaminolta.net/printer/に
アクセスしてご確認いただけます。

ご注意ご注意ご注意ご注意

オプションを取り付ける際は、必ずプリンタの電源を切り、電源ケーブルをオプションを取り付ける際は、必ずプリンタの電源を切り、電源ケーブルをオプションを取り付ける際は、必ずプリンタの電源を切り、電源ケーブルをオプションを取り付ける際は、必ずプリンタの電源を切り、電源ケーブルを
抜いてから作業してください。抜いてから作業してください。抜いてから作業してください。抜いてから作業してください。

KONICA MINOLTA製以外のオプションの使用によりプリンタが損傷した場
合は、有償修理となります。

BuzzBox パラレルポートに接続します。

増設メモリ（増設メモリ（増設メモリ（増設メモリ（DIMM）））） 増設メモリ 128 MB、256 MB（PC-133準拠の SDRAM 
DIMM）
512 MBまで拡張可能

両面プリントユニッ両面プリントユニッ両面プリントユニッ両面プリントユニッ
トトトト

両面プリントユニット：両面プリントユニット：両面プリントユニット：両面プリントユニット：自動両面印刷が可能
手差しトレイ：手差しトレイ：手差しトレイ：手差しトレイ：手差しでの給紙が可能（自動両面印刷は
できません）

HDDキットキットキットキット 30 GB

500枚給紙ユニット枚給紙ユニット枚給紙ユニット枚給紙ユニット 2個まで増設可能、それぞれ 500枚給紙トレイが付属

プリンタデスクプリンタデスクプリンタデスクプリンタデスク
（キャスター内蔵）（キャスター内蔵）（キャスター内蔵）（キャスター内蔵）

オプションについては、www.konicaminolta.net/
printer/にてご確認いただけます。

プリンタテーブルプリンタテーブルプリンタテーブルプリンタテーブル
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

静電気防止の対策静電気防止の対策静電気防止の対策静電気防止の対策
ご注意ご注意ご注意ご注意

コントローラボードは、静電気にきわめて敏感です。コントローラボードをコントローラボードは、静電気にきわめて敏感です。コントローラボードをコントローラボードは、静電気にきわめて敏感です。コントローラボードをコントローラボードは、静電気にきわめて敏感です。コントローラボードを
取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。

最初に電源スイッチを切っておいてください。静電気防止のリストストラッ最初に電源スイッチを切っておいてください。静電気防止のリストストラッ最初に電源スイッチを切っておいてください。静電気防止のリストストラッ最初に電源スイッチを切っておいてください。静電気防止のリストストラッ
プがある場合は、片方の端を手首に付け、もう片方の端をプリンタ背面の金プがある場合は、片方の端を手首に付け、もう片方の端をプリンタ背面の金プがある場合は、片方の端を手首に付け、もう片方の端をプリンタ背面の金プがある場合は、片方の端を手首に付け、もう片方の端をプリンタ背面の金
属部分に付けます。リストストラップを機器に決して触れないようにしてく属部分に付けます。リストストラップを機器に決して触れないようにしてく属部分に付けます。リストストラップを機器に決して触れないようにしてく属部分に付けます。リストストラップを機器に決して触れないようにしてく
ださい。プラスチック、ゴム、木、塗装された金属面は、接地面になりませださい。プラスチック、ゴム、木、塗装された金属面は、接地面になりませださい。プラスチック、ゴム、木、塗装された金属面は、接地面になりませださい。プラスチック、ゴム、木、塗装された金属面は、接地面になりませ
ん。ん。ん。ん。

静電気防止のリストストラップが無い場合は、コントローラボードや部品を静電気防止のリストストラップが無い場合は、コントローラボードや部品を静電気防止のリストストラップが無い場合は、コントローラボードや部品を静電気防止のリストストラップが無い場合は、コントローラボードや部品を
取り扱う前に、接地面に触れて、身体に帯電している静電気を放電してくだ取り扱う前に、接地面に触れて、身体に帯電している静電気を放電してくだ取り扱う前に、接地面に触れて、身体に帯電している静電気を放電してくだ取り扱う前に、接地面に触れて、身体に帯電している静電気を放電してくだ
さい。また、放電後は、歩き回らないでください。再度帯電する可能性があさい。また、放電後は、歩き回らないでください。再度帯電する可能性があさい。また、放電後は、歩き回らないでください。再度帯電する可能性があさい。また、放電後は、歩き回らないでください。再度帯電する可能性があ
ります。ります。ります。ります。

BuzzBox
magicolor 7300には標準の内蔵ブザーがあり、プリンタの操作パネルでの
操作が必要なときにブザー音を鳴らすことができます。
BuzzBoxは、プリンタがオフラインになったときに、ブザー音やライトの
点滅で通知するプリンタのオプションです。給紙トレイに用紙がなくなった
り、消耗品等に問題が起こったときなど、プリントジョブが中断したことを
離れた場所から確認できます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

BuzzBoxキットの構成キットの構成キットの構成キットの構成
BuzzBoxキットには、以下のものが含まれています。
① BuzzBox

②インターフェイスボックス
③ RJ-11ケーブル
④ 電源アダプタ
粘着式クリップ

BuzzBoxの取り付けの取り付けの取り付けの取り付け

1 プリンタの電源を切り、電源ケーブルを取り外します。

ご注意ご注意ご注意ご注意

コンセント側の電源ケーブルではなく、プリンタ側の電源ケーブルを取コンセント側の電源ケーブルではなく、プリンタ側の電源ケーブルを取コンセント側の電源ケーブルではなく、プリンタ側の電源ケーブルを取コンセント側の電源ケーブルではなく、プリンタ側の電源ケーブルを取
り外してください。り外してください。り外してください。り外してください。

2 プリンタのパラレルポートに接続しているケーブルがある場合は、プリ
ンタから取り外してください。

3 インターフェイスボックスに付いているパラレルケーブルの一方をプリ
ンタのパラレルポートに差し込みます。
BuzzBoxのリボンケーブルは、
アダプタや追加ケーブルに接続
するのではなく、プリンタのパ
ラレルポートに直接接続するよ
うに設計されています。

4 付属のRJ-11ケーブルを使用し
て、BuzzBoxをインターフェイ
スボックスに接続します。

5 プリンタ上でインターフェイス
ボックスを置くのに適している
場所を決めます。以下の点を確
認してください。

# プリンタから出力される用
紙の邪魔にならない場所

# 通気口、ドア、コネクタ、
ラベルを覆わない場所

# BuzzBoxのリボンケーブル
が、引っ張られたり曲がっ
たりしない場所

①

③

②

④
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

6 付属の粘着式クリップを使用して、プリンタの操作を行う人が見える場
所または聞こえる場所に BuzzBoxを置きます。
4.2 mのケーブルが付属していますが、150 mまでのケ―ブル（RJ-11 
4ピンまたは 6ピン）を使用することができます。

7 インターフェイスボックスをコンセントに接続します。

8 手順 2でパラレルケーブルをプリンタから外していた場合は、パラレル
ケーブルをインターフェイスボックスのパラレルポートに接続してくだ
さい。

9 BuzzBoxのテストを行います。電源を入れ、プリンタのフロントカバー
を開けてプリンタをオフラインにしてみて確認してください。

!" BuzzBoxのスイッチで、ブザー、ライト、または両方のオン／オ
フを設定できます。

プリンタがオフラインになると、プリンタがオンラインに戻るかブザー
スイッチをオフにするまで、ライトが点滅しブザーが鳴り続けます。

BuzzBoxの使いかたの使いかたの使いかたの使いかた
BuzzBoxが点滅するかブザーが鳴ったときは、プリンタのメッセージウィ
ンドウを確認して、内容を確認してください。プリンタのメッセージ一覧と
対処方法については、「警告のステータスメッセージ」（p.199）を参照して
ください。

メモリ（メモリ（メモリ（メモリ（DIMM））））
本プリンタは、標準で 128 MBのメモリを搭載し、さらにメモリが差し込ま
れていない DIMMスロットが 1つあります。標準の 128 MBメモリを取り
外し、256 MBメモリを 2個取りつけることで最大 512 MBまで拡張するこ
とができます。増設メモリは、128 MBまたは 256 MB（ PC-133準拠）の 
オプションの SDRAM DIMMを使用してください。
メモリを増設すると、より多くのフォントをダウンロードしたり、プリンタ
のバッファ（コンピュータから送られたデータが印刷待ちの間格納される領
域）を増やすことができます。プリンタに搭載されるメモリの容量は、各用
紙サイズで印刷できる解像度にも関係します。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

また、以下の場合にもメモリ（DIMM）を増設する必要があります。

# 最大のパフォーマンスで印刷するとき
# 複雑なグラフィックスや PostScript文書を印刷するとき
# 両面印刷やブックレット機能を使用するため、スプール機能を強化する
とき

ご注意ご注意ご注意ご注意

コントローラボードや関連の基板は、静電気にきわめて敏感です。基板を取コントローラボードや関連の基板は、静電気にきわめて敏感です。基板を取コントローラボードや関連の基板は、静電気にきわめて敏感です。基板を取コントローラボードや関連の基板は、静電気にきわめて敏感です。基板を取
り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この操作を行う前に、り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この操作を行う前に、り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この操作を行う前に、り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この操作を行う前に、
「静電気防止の対策」（「静電気防止の対策」（「静電気防止の対策」（「静電気防止の対策」（p.125）に載っている静電気防止の注意を確認してく）に載っている静電気防止の注意を確認してく）に載っている静電気防止の注意を確認してく）に載っている静電気防止の注意を確認してく
ださい。また、持つときは必ず基板の縁を持ってください。ださい。また、持つときは必ず基板の縁を持ってください。ださい。また、持つときは必ず基板の縁を持ってください。ださい。また、持つときは必ず基板の縁を持ってください。

1 プリンタの電源を切り、電源ケーブルを取り外します。

ご注意ご注意ご注意ご注意

コンセント側の電源ケーブルではなく、プリンタ側の電源ケーブルを取コンセント側の電源ケーブルではなく、プリンタ側の電源ケーブルを取コンセント側の電源ケーブルではなく、プリンタ側の電源ケーブルを取コンセント側の電源ケーブルではなく、プリンタ側の電源ケーブルを取
り外してください。り外してください。り外してください。り外してください。

2 プリンタのコントローラアクセスカ
バーにあるコントローラアクセスク
リップ（2箇所）を押し下げ、カ
バーを取り外します。

ご注意ご注意ご注意ご注意

電子部品や、プリンタのフ電子部品や、プリンタのフ電子部品や、プリンタのフ電子部品や、プリンタのフ
レームの内側にあるコントレームの内側にあるコントレームの内側にあるコントレームの内側にあるコント
ローラボードには決して触れローラボードには決して触れローラボードには決して触れローラボードには決して触れ
ないでください。身体に帯びないでください。身体に帯びないでください。身体に帯びないでください。身体に帯び
ている静電気によりプリンタている静電気によりプリンタている静電気によりプリンタている静電気によりプリンタ
の電子部品を破損させる恐れの電子部品を破損させる恐れの電子部品を破損させる恐れの電子部品を破損させる恐れ
があります。があります。があります。があります。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

3 静電気防止のリストストラップを
使用するか、図のようにプリンタ
のフレームの部分に触れます。

4 メモリを取り外す必要がある場合
は、両手の親指で、留め金（DIMM
スロットの両側にあります）を開き
ます。
DIMMスロットからメモリをまっす
ぐ手前に取り出します。

5 新しいメモリを差し込むために、新
しいメモリの切り欠き部分を DIMM
スロットに合わせます。

6 留め金（DIMMスロットの両側にあります）がロックされる位置にはま
るまで、メモリをまっすぐ DIMMスロットに奥まで差し込みます。

!" メモリをしっかり差し込むことができない場合は、無理に押し込
まないでください。メモリが正しくスロットに差し込まれている
ことを確認して、スロットに垂直になるように再度取り付けてく
ださい。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

7 プリンタのフレームにある穴にツメ
（3箇所）がはめこまれていることを
確認して、左側のカバーを取り付け
ます。

8 コントローラアクセスクリップ①
（2箇所）がしっかりはまっているこ
とを確認してください。

9 電源ケーブルを接続し、プリンタの
電源を入れます。

!" 電源ケーブルの抜き差しがし
やすいように設置してくださ
い。

10 操作パネル（「ｲﾝｻﾂ / ｾｯﾃｲ ﾘｽﾄ」メ
ニュー）でセッテイ リストを印刷
し、プリンタに装着されているメモ
リの総容量の表示を確認します。

①
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

両面プリントユニットキット両面プリントユニットキット両面プリントユニットキット両面プリントユニットキット
両面プリントユニットキットには、手差しトレイと両面プリントユニットが
入っています。以下の項では、その両方の取り付け方法を説明します。

ご注意ご注意ご注意ご注意

• 両面プリントユニットを使用して両面印刷を行うためには、手差しトレイ両面プリントユニットを使用して両面印刷を行うためには、手差しトレイ両面プリントユニットを使用して両面印刷を行うためには、手差しトレイ両面プリントユニットを使用して両面印刷を行うためには、手差しトレイ
も装着する必要があります。手差しトレイを取り付ける前に両面プリントも装着する必要があります。手差しトレイを取り付ける前に両面プリントも装着する必要があります。手差しトレイを取り付ける前に両面プリントも装着する必要があります。手差しトレイを取り付ける前に両面プリント
ユニットを取り付けてください。ユニットを取り付けてください。ユニットを取り付けてください。ユニットを取り付けてください。

• オプションの給紙ユニットを取り付ける場合、両面プリントキットより先オプションの給紙ユニットを取り付ける場合、両面プリントキットより先オプションの給紙ユニットを取り付ける場合、両面プリントキットより先オプションの給紙ユニットを取り付ける場合、両面プリントキットより先
に取り付けてください。に取り付けてください。に取り付けてください。に取り付けてください。

両面プリントユニットキットの構成両面プリントユニットキットの構成両面プリントユニットキットの構成両面プリントユニットキットの構成
① ワイヤ取り外しツール
② 両面プリントユニット
③ 手差しトレイ
④ コネクタカバー

両面プリントユニットと十分なメモリが装着されていれば、給紙トレイ 1
～ 4から自動両面印刷を行うことができます。 「両面印刷」（p.33）を参照
してください。

両面プリントユニットの取り付け両面プリントユニットの取り付け両面プリントユニットの取り付け両面プリントユニットの取り付け

1 プリンタの電源を切り、電源ケーブルを取り外します。

ご注意ご注意ご注意ご注意

コンセント側の電源ケーブルではなく、プリンタ側の電源ケーブルを取コンセント側の電源ケーブルではなく、プリンタ側の電源ケーブルを取コンセント側の電源ケーブルではなく、プリンタ側の電源ケーブルを取コンセント側の電源ケーブルではなく、プリンタ側の電源ケーブルを取
り外してください。り外してください。り外してください。り外してください。

2 両面プリントユニットを箱から取り出し、梱包材を取り除きます。

!" プリンタを移動したり発送したりするときのために、梱包材を保
管しておくことをお薦めします。

①

②

③

④
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

3 プリンタの右上でカバーを固定して
いるネジ（2箇所）を取り外します。

4 ロック解除レバーを引き上げ、サイドカバーを開きます。

5 プリンタの右上のカバーを
取り外します。 

ご注意ご注意ご注意ご注意

フロントカバーの内側にあフロントカバーの内側にあフロントカバーの内側にあフロントカバーの内側にあ
るワイヤハーネスやコネクるワイヤハーネスやコネクるワイヤハーネスやコネクるワイヤハーネスやコネク
タに触れないでください。タに触れないでください。タに触れないでください。タに触れないでください。
身体に帯びている静電気に身体に帯びている静電気に身体に帯びている静電気に身体に帯びている静電気に
よりプリンタの電子部品をよりプリンタの電子部品をよりプリンタの電子部品をよりプリンタの電子部品を
破損させる恐れがありま破損させる恐れがありま破損させる恐れがありま破損させる恐れがありま
す。す。す。す。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

6 コネクタカバー上のタブ（3箇所）
を外し、コネクタカバーを取り外し
ます。

7 フロントカバーを閉じます。

!" プリンタを輸送する場合に必要になるため、取り外したコネクタ
カバーとネジは、紛失しないよう注意し、安全な場所に保管して
ください。

8 両面プリントユニットのツメ
（2箇所）をプリンタの取り付け
穴にはめ込み、両面プリントユ
ニットを取り付けます。

!" 両面プリントユニットを
取り付けるときは、両面
プリントユニットの右側
のケーブルを、両面プリ
ントユニットとプリンタ
ではさまないようにして
ください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

9 両面プリントユニットのカバーを開き、2本の段ネジでカバーの内部を
押えながらとめて、両面プリントユニットをプリンタに固定します。
硬貨やドライバを使ってしっかりとネジをとめてください。

10 ロック解除レバーを引き上げ、フロントカバーを開きます。
両面プリントユ
ニットのワイヤが
プリンタに引っか
かっていることを
確認してください。

11 フロントカバーを
閉じます。

12 両面プリントユニット上の白色
のコネクタをプリンタ側の白色
のコネクタ①に接続し、両面プ
リントユニット上の黒色のコネ
クタをプリンタ側の黒色のコネ
クタ②に接続します。

13 両面プリントユニットのカバー
を閉じます。

①

②
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

14 両面プリントユニットのコネク
タカバー①を取り付けます。

15 ワイヤ取り外しツール②（両面
プリントユニットをプリンタか
ら取り外す際に使用）をなくさ
ないために、コネクタカバーに
取り付けます。

16 次の「手差しトレイの取り付
け」に進んでください。

手差しトレイの取り付け手差しトレイの取り付け手差しトレイの取り付け手差しトレイの取り付け 
手差しトレイでは、一度に 1枚ずつ用紙を手動で給紙します。

ご注意ご注意ご注意ご注意

まず両面プリントユニットを取り付け、次に手差しトレイを取り付けてくだまず両面プリントユニットを取り付け、次に手差しトレイを取り付けてくだまず両面プリントユニットを取り付け、次に手差しトレイを取り付けてくだまず両面プリントユニットを取り付け、次に手差しトレイを取り付けてくだ
さい。さい。さい。さい。

ご注意ご注意ご注意ご注意

プリンタは、静電気にきわめてプリンタは、静電気にきわめてプリンタは、静電気にきわめてプリンタは、静電気にきわめて
敏感です。静電気に十分注意し敏感です。静電気に十分注意し敏感です。静電気に十分注意し敏感です。静電気に十分注意し
てください。この操作を行う前てください。この操作を行う前てください。この操作を行う前てください。この操作を行う前
に、に、に、に、p.125に載っている静電気に載っている静電気に載っている静電気に載っている静電気
防止の注意を確認してください。防止の注意を確認してください。防止の注意を確認してください。防止の注意を確認してください。

手差しトレイ上や手差しトレイ手差しトレイ上や手差しトレイ手差しトレイ上や手差しトレイ手差しトレイ上や手差しトレイ
取り付け部にあるコネクタには取り付け部にあるコネクタには取り付け部にあるコネクタには取り付け部にあるコネクタには
決して触れないでください。身決して触れないでください。身決して触れないでください。身決して触れないでください。身
体に帯びている静電気によりプ体に帯びている静電気によりプ体に帯びている静電気によりプ体に帯びている静電気によりプ
リンタの電子部品を破損させるリンタの電子部品を破損させるリンタの電子部品を破損させるリンタの電子部品を破損させる
恐れがあります。恐れがあります。恐れがあります。恐れがあります。

① ②
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

1 プリンタの電源をオフにして、電源
ケーブルも取り外した状態にしてお
き、手差しトレイを箱から取り出
し、梱包材を取り除きます。

!" プリンタを移動したり発送し
たりするときのために、梱包
材を保管しておくことをお薦
めします。

2 プリンタの側面奥側にあるコネク
タカバーを取り外します。

!" プリンタを移動したり発送
したりするときのために、
コネクタカバーを保管して
おくことをお薦めします。

3 手差しトレイの解除レバー①（両
側に 1つずつ）を押し下げなが
ら、手差しトレイをプリンタ側の
溝に沿わせて取り付けます②。

4 電源ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れます。

!" 電源ケーブルの抜き差しがしやすいように設置してください。

5 プリンタドライバで、両面プリントユニットと手差しトレイのオプショ
ン設定を行います。（「プリンタドライバの使いかた」を参照。）

① ①

②

②
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

手差しトレイの取り外し手差しトレイの取り外し手差しトレイの取り外し手差しトレイの取り外し
プリンタ内部での紙づまりの処理の際に、手差しトレイの取り外しが必要な
場合があります。また、プリンタを移動する際には必ず両面プリントユニッ
トと手差しトレイを取り外してから移動作業を行う必要があります。
以下の手順に従って、手差しトレイを取り外してください。

ご注意ご注意ご注意ご注意

手差しトレイのコネクタ、および手差しトレイ取り付け部のコネクタには決手差しトレイのコネクタ、および手差しトレイ取り付け部のコネクタには決手差しトレイのコネクタ、および手差しトレイ取り付け部のコネクタには決手差しトレイのコネクタ、および手差しトレイ取り付け部のコネクタには決
して触れないでください。人体に帯びている静電気によりプリンタの電子部して触れないでください。人体に帯びている静電気によりプリンタの電子部して触れないでください。人体に帯びている静電気によりプリンタの電子部して触れないでください。人体に帯びている静電気によりプリンタの電子部
品を破損させる恐れがあります。品を破損させる恐れがあります。品を破損させる恐れがあります。品を破損させる恐れがあります。

手差しユニットの取り外しかた手差しユニットの取り外しかた手差しユニットの取り外しかた手差しユニットの取り外しかた

1 メインスイッチをオフにします。
次に電源コード、インターフェイスケーブルを取り外します。

2 手差しトレイのロック解除
レバー（左右）を押さえな
がら、本体側のガイドから
取り外します。

ロック
解除レバー
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

両面プリントユニットの取り外しかた両面プリントユニットの取り外しかた両面プリントユニットの取り外しかた両面プリントユニットの取り外しかた
プリンタを移動する際には必ず両面プリントユニットと手差しトレイを取り
外してから移動作業を行う必要があります。
以下の手順に従って、両面プリントユニットを取り外してください。

1 メインスイッチをオフにします。
次に電源コード、インターフェイスケーブルを取り外します。

2 手差しトレイのロック解除
レバー（左右）を押えなが
ら、本体側のガイドから手
差しトレイを取り外します。

ご注意ご注意ご注意ご注意

手差しトレイのコネクタ、および手差しトレイ取り付け部のコネクタに手差しトレイのコネクタ、および手差しトレイ取り付け部のコネクタに手差しトレイのコネクタ、および手差しトレイ取り付け部のコネクタに手差しトレイのコネクタ、および手差しトレイ取り付け部のコネクタに
は決して触れないでください。人体に帯びている静電気によりプリンタは決して触れないでください。人体に帯びている静電気によりプリンタは決して触れないでください。人体に帯びている静電気によりプリンタは決して触れないでください。人体に帯びている静電気によりプリンタ
の電子部品を破損させる恐れがあります。の電子部品を破損させる恐れがあります。の電子部品を破損させる恐れがあります。の電子部品を破損させる恐れがあります。

ロック
解除レバー
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

3 両面プリントユニットのコ
ネクタカバーに取り付けら
れているワイヤー解除具を
取り外します。

4 両面プリントユニットコネ
クタカバーを取り外します。

5 両面プリントユニットのコ
ネクタ（2箇所）を取り外し
ます。

6 両面プリントユニットカ
バー解除レバーを引き、両
面プリントユニットカバー
を開きます。

7 カバー内の段ネジ（2点）を
緩め、両面プリントユニッ
トのカバーを閉じます。

白

黒
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

8 ワイヤー解除具の先端をワ
イヤーロック部の図の位置
に差し込みます。
解除具を差し込むとワイ
ヤーのロックが解除され、
ワイヤーがスプリングの力
により両面プリントユニッ
ト側に巻き取られます。

ご注意ご注意ご注意ご注意

サイドカバーを開いた状態ではワイヤーは解除することはできません。サイドカバーを開いた状態ではワイヤーは解除することはできません。サイドカバーを開いた状態ではワイヤーは解除することはできません。サイドカバーを開いた状態ではワイヤーは解除することはできません。
必ずサイドカバーを閉じた状態でワイヤーのロック解除の操作を行って必ずサイドカバーを閉じた状態でワイヤーのロック解除の操作を行って必ずサイドカバーを閉じた状態でワイヤーのロック解除の操作を行って必ずサイドカバーを閉じた状態でワイヤーのロック解除の操作を行って
ください。ください。ください。ください。

9 右ドアを開き、右ドア内の
両面プリントユニットロッ
ク爪を持ち上げるようにし
て、両面ユニットをゆっく
りと 30 mmほど開きます。

ご注意ご注意ご注意ご注意

両面プリントユニットロック爪を持ち上げると、両面プリントユニット両面プリントユニットロック爪を持ち上げると、両面プリントユニット両面プリントユニットロック爪を持ち上げると、両面プリントユニット両面プリントユニットロック爪を持ち上げると、両面プリントユニット
のロックが解除されます。両面プリントユニットが落下しないように両のロックが解除されます。両面プリントユニットが落下しないように両のロックが解除されます。両面プリントユニットが落下しないように両のロックが解除されます。両面プリントユニットが落下しないように両
面プリントユニットを支えてください。面プリントユニットを支えてください。面プリントユニットを支えてください。面プリントユニットを支えてください。

10両手で持ち上げるようにし
て両面プリントユニットを
取り外します。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

HDDキットキットキットキット

警告警告警告警告
コントローラボードを含むオプションを取り付けるときは、プリンタとすべコントローラボードを含むオプションを取り付けるときは、プリンタとすべコントローラボードを含むオプションを取り付けるときは、プリンタとすべコントローラボードを含むオプションを取り付けるときは、プリンタとすべ
てのオプションの電源がオフになっていることを確認します。てのオプションの電源がオフになっていることを確認します。てのオプションの電源がオフになっていることを確認します。てのオプションの電源がオフになっていることを確認します。

オプションの HDDキット 1台に対応しています。

# 丁合い機能を拡張します。

# フォントをダウンロードして保持する機能、カラープロファイル機能、
オーバーレイ機能が使用可能になります。

# PDFファイルのダイレクト印刷に必要です。

HDDキットの取り付けキットの取り付けキットの取り付けキットの取り付け

ご注意ご注意ご注意ご注意

コントローラボードや関連の基板は、静電気にきわめて敏感です。基板を取コントローラボードや関連の基板は、静電気にきわめて敏感です。基板を取コントローラボードや関連の基板は、静電気にきわめて敏感です。基板を取コントローラボードや関連の基板は、静電気にきわめて敏感です。基板を取
り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この操作を行う前に、り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この操作を行う前に、り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この操作を行う前に、り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この操作を行う前に、
p.125に載っている静電気防止の注意を確認してください。また、持つときに載っている静電気防止の注意を確認してください。また、持つときに載っている静電気防止の注意を確認してください。また、持つときに載っている静電気防止の注意を確認してください。また、持つとき
は必ず基板の縁を持ってください。は必ず基板の縁を持ってください。は必ず基板の縁を持ってください。は必ず基板の縁を持ってください。

ハードディスクの取り付けや取り外しを行うときは、ハードディスクの金属ハードディスクの取り付けや取り外しを行うときは、ハードディスクの金属ハードディスクの取り付けや取り外しを行うときは、ハードディスクの金属ハードディスクの取り付けや取り外しを行うときは、ハードディスクの金属
の支柱が、コントローラボード上のどのチップの配線部分にもあたらないよの支柱が、コントローラボード上のどのチップの配線部分にもあたらないよの支柱が、コントローラボード上のどのチップの配線部分にもあたらないよの支柱が、コントローラボード上のどのチップの配線部分にもあたらないよ
うにしてください。配線が断線したりショートしたりすると、コントローラうにしてください。配線が断線したりショートしたりすると、コントローラうにしてください。配線が断線したりショートしたりすると、コントローラうにしてください。配線が断線したりショートしたりすると、コントローラ
ボードが機能しなくなります。ボードが機能しなくなります。ボードが機能しなくなります。ボードが機能しなくなります。

1 プリンタの電源を切り、電源ケーブルとインターフェイスケーブルを取
り外します。

2 ハードディスクドライブを箱か
ら出し、保護袋から取り出しま
す。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

3 プリンタの左側のカバーにあるコ
ントローラアクセスクリップ（2箇
所）を押し下げ、カバーを取り外
します。

4 静電気防止のリストストラップ
を使用するか、図のようにプリ
ンタのフレームの部分に触れま
す。

ご注意ご注意ご注意ご注意

電子部品や、プリンタのフ電子部品や、プリンタのフ電子部品や、プリンタのフ電子部品や、プリンタのフ
レームの内側にある電子部品レームの内側にある電子部品レームの内側にある電子部品レームの内側にある電子部品
やコントローラボードには決やコントローラボードには決やコントローラボードには決やコントローラボードには決
して触れないでください。身して触れないでください。身して触れないでください。身して触れないでください。身
体に帯びている静電気により体に帯びている静電気により体に帯びている静電気により体に帯びている静電気により
プリンタの電子部品を破損さプリンタの電子部品を破損さプリンタの電子部品を破損さプリンタの電子部品を破損さ
せる恐れがあります。せる恐れがあります。せる恐れがあります。せる恐れがあります。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

5 ハードディスクドライブのケー
ブルをプリンタコントローラ
ボードの CNHDDコネクタに
しっかりと接続します。

6 ハードディスクドライブの取り付け用金具がプリンタのフレームにある
スロットに入るように、ハードディスクドライブを右にスライドさせま
す。
ハードディスクドライブの取り付け用金具の端①が、プリンタのフレー
ムにあるスロット②に固定されていることを確認してください。

7 取り付けネジ③をと
めてハードディスク
ドライブを固定しま
す。

8 プリンタの左側のカ
バーを取り付けま
す。

9 電源ケーブルとイン
ターフェイスケーブ
ルを接続し、プリン
タの電源を入れま
す。

10 操作パネル（「ｲﾝｻﾂ /
ｾｯﾃｲ ﾘｽﾄ」 メ
ニュー）でセッテイ 
リストを印刷し、
ハードディスクの記
載を確認します。

① ②

③
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

給紙ユニット（給紙トレイ給紙ユニット（給紙トレイ給紙ユニット（給紙トレイ給紙ユニット（給紙トレイ 3、、、、4））））
オプションの給紙ユニットをプリンタに装着すると、用紙を 500枚追加で
給紙できるようになります。
オプションの給紙ユニットは、2個まで装着可能です。

給紙ユニットの構成給紙ユニットの構成給紙ユニットの構成給紙ユニットの構成
a 給紙ユニット（500枚給
紙トレイ付き）

b 固定板（4個）
（前面用 2個、背面用 2
個、給紙ユニット用）

c 段ネジ
（4個、各固定板用）

d 取り付け用金具
（1個、給紙ユニット用）

e 固定ネジ
（2個、d 取り付け用金
具用）

f 12ピン／ 11ピンコネ
クタ付きコントロール
ハーネス

g 電源ハーネスハーネスハーネスハーネス A
（コア①付き）
（DC24V接続用）

h 電源ハーネスハーネスハーネスハーネス B
（コアなし）
（DC24V拡張用）

i 用紙サイズラベル

給紙ユニットの取り付け給紙ユニットの取り付け給紙ユニットの取り付け給紙ユニットの取り付け

ご注意ご注意ご注意ご注意

プリンタには消耗品が取り付けられているため、プリンタを動かすときは、プリンタには消耗品が取り付けられているため、プリンタを動かすときは、プリンタには消耗品が取り付けられているため、プリンタを動かすときは、プリンタには消耗品が取り付けられているため、プリンタを動かすときは、
トナーがこぼれないようプリンタを水平にして運んでください。トナーがこぼれないようプリンタを水平にして運んでください。トナーがこぼれないようプリンタを水平にして運んでください。トナーがこぼれないようプリンタを水平にして運んでください。

1 プリンタの電源を切り、電源ケーブルとインターフェイスケーブルを取
り外します。

2 給紙ユニットを箱から取り出し、プリンタの近くのテーブルなどの平ら
な場所に置きます。

a

d
ec

b

f

g
h i

①
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

3 紙ユニットから保護テープ、梱包材をすべて取り除きます。

!" プリンタを移動したり発送したりするときのために、梱包材を保
管しておくことをお薦めします。

ご注意ご注意ご注意ご注意

給紙ユニットを給紙ユニットを給紙ユニットを給紙ユニットを 2個取り付ける場合は、個取り付ける場合は、個取り付ける場合は、個取り付ける場合は、2個の給紙ユニットを重ねて取り付個の給紙ユニットを重ねて取り付個の給紙ユニットを重ねて取り付個の給紙ユニットを重ねて取り付
けてから、プリンタに取り付けてください。けてから、プリンタに取り付けてください。けてから、プリンタに取り付けてください。けてから、プリンタに取り付けてください。

警告警告警告警告
本プリンタは消耗品を装着した状態で約本プリンタは消耗品を装着した状態で約本プリンタは消耗品を装着した状態で約本プリンタは消耗品を装着した状態で約 56.8 kgの重量があります。必ずの重量があります。必ずの重量があります。必ずの重量があります。必ず 2
人以上で持ち上げて運んでください。人以上で持ち上げて運んでください。人以上で持ち上げて運んでください。人以上で持ち上げて運んでください。

1 プリンタの取っ手を持ち、給紙ユニットの上に置き、給紙ユニット位置
決めピンをプリンタの底の受け穴に合わせて正しくセットします。

!" 給紙ユニットを 2個取り付ける場合は、プリンタに取り付ける前
に、まず 2個の給紙ユニットを重ねて固定しておいてください。

ご注意ご注意ご注意ご注意

必ず正しい位置に手をかけてプリンタ必ず正しい位置に手をかけてプリンタ必ず正しい位置に手をかけてプリンタ必ず正しい位置に手をかけてプリンタ
を持ち上げてください。右図のようなを持ち上げてください。右図のようなを持ち上げてください。右図のようなを持ち上げてください。右図のような
場所を持たないでください。プリンタ場所を持たないでください。プリンタ場所を持たないでください。プリンタ場所を持たないでください。プリンタ
の損傷や落下の危険があります。の損傷や落下の危険があります。の損傷や落下の危険があります。の損傷や落下の危険があります。

2 給紙トレイ 2と給紙トレイ 3を引き出して取り外します。（給紙ユニット
を 2個取り付ける場合は、給紙トレイ 4も取り外します。）
以降、給紙ユニットを 2個取り付けることを想定して説明します。

またはまたはまたはまたは
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

3 各給紙ユニットにつき、固定板（4個）と段ネジ（4個）を使用して、プ
リンタと給紙ユニットを固定します。（固定板①、②は前面、固定板③、
④は背面に使用します。）

給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ 3、、、、4のプリンタへの接続のプリンタへの接続のプリンタへの接続のプリンタへの接続
ここでは、2個の給紙ユニット（給紙トレイ 3と給紙トレイ 4）を取り付け
ることを想定して説明します。

1 プリンタの背面にあるコネクタカバー
を取り外します。

①

②

③
④
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

2 給紙トレイ2ユニットとその他の給紙ユ
ニット（給紙トレイ 3、4）の背面カ
バーのタブを外し、背面カバーを取り
外します。

3 給紙トレイ 2ユニットのケーブル
ホルダを開きます。
手順 18まではケーブルホルダを
閉じる必要はありませんが、他の
手順の作業中は、ハーネスが閉じ
たケーブルホルダ内にある場合
は、閉じた方がハーネスの取り扱
いが簡単になるかもしれません。

4 電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス A（コア付き）の両
端を、プリンタの背面と給紙トレ
イ 2ユニットから外します。

5 プリンタの背面に接続され
ているコントロールハーネ
スを給紙トレイ 2から外し
ます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

6 給紙トレイ 2ユニットの取り付け
用金具をネジ 2本で取り外しま
す。

7 給紙トレイ 3のコントロールハーネ
スの 11ピンコネクタを、給紙トレ
イ 3ユニットの基板上部の PJ1コ
ネクタに差し込みます。



給紙ユニット（給紙トレイ 3、4） 149

日 日日日
本 本本本
語 語語語

8 給紙トレイ 4のコントロールハー
ネスの 11ピンコネクタを、給紙
トレイ 4ユニットの基板上部の
PJ1コネクタに差し込みます。

9 給紙トレイ4のコントロールハー
ネスを、給紙トレイ 4の取り付
け用金具の長方形の穴に通しま
す。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

10 コントロールハーネスを左へ
動かして①、取り付け用金具
を給紙トレイ 4ユニットの下
部にネジ 2本で取り付けます。
長方形の穴②を通って内部の
ハーネスがソケット上に見え
ないことを確認してください。

ご注意ご注意ご注意ご注意

取り付け用金具が底板のタブにしっかり取り付けられていて、ケーブル取り付け用金具が底板のタブにしっかり取り付けられていて、ケーブル取り付け用金具が底板のタブにしっかり取り付けられていて、ケーブル取り付け用金具が底板のタブにしっかり取り付けられていて、ケーブル
③がはさまっていないことを確認してください。③がはさまっていないことを確認してください。③がはさまっていないことを確認してください。③がはさまっていないことを確認してください。

①

②

③
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

11 給紙トレイ4のコントロール
ハーネスの 12ピンコネクタ
を、給紙トレイ 3ユニット
の基板下部の PJ2コネクタ
に差し込みます。

12 給紙トレイ3のコントロール
ハーネスを、給紙トレイ 3
の取り付け用金具の長方形
の穴に通します。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

13 コントロールハーネスを左へ
動かして①、取り付け用金具
を給紙トレイ 3ユニットの下
部にネジ 2本で取り付けます。
長方形の穴②を通って内部の
ハーネスがソケット上に見え
ないことを確認してください。

ご注意ご注意ご注意ご注意

取り付け用金具が底板のタブにしっかり取り付けられていて、ケーブル取り付け用金具が底板のタブにしっかり取り付けられていて、ケーブル取り付け用金具が底板のタブにしっかり取り付けられていて、ケーブル取り付け用金具が底板のタブにしっかり取り付けられていて、ケーブル
③がはさまっていないことを確認してください。③がはさまっていないことを確認してください。③がはさまっていないことを確認してください。③がはさまっていないことを確認してください。

①

②

③
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

14 給紙トレイ 3のコントロール
ハーネスの 12ピンコネクタ
を、給紙トレイ 2ユニットの
基板下部の PJ2コネクタに差
し込みます。

15 給紙トレイ 2のコントロール
ハーネスを、給紙トレイ 2の
取り付け用金具の長方形の穴
に通します。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

16 コントロールハーネスを左へ
動かして①、取り付け用金具
を給紙トレイ 2ユニットの下
部にネジ 2本で取り付けます。
長方形の穴②を通って内部の
ハーネスがソケット上に見え
ないことを確認してください。

ご注意ご注意ご注意ご注意

取り付け用金具が底板のタブにしっかり取り付けられていて、ケーブル取り付け用金具が底板のタブにしっかり取り付けられていて、ケーブル取り付け用金具が底板のタブにしっかり取り付けられていて、ケーブル取り付け用金具が底板のタブにしっかり取り付けられていて、ケーブル
③がはさまっていないことを確認してください。③がはさまっていないことを確認してください。③がはさまっていないことを確認してください。③がはさまっていないことを確認してください。

①

②

③
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

17 給紙トレイ 2の上部のコネクタ
に接続しているコントロール
ハーネスのもう一方の端を、プ
リンタ背面のコネクタに差し込
みます。

18 電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス A（コア付き）の黒色の 3
ピンコネクタをプリンタ背面の黒色の
ソケットに差し込み、白色の 2ピンコ
ネクタを給紙トレイ 2ユニットの白色
のソケット PJ6に差し込みます。

!" 黒色の 3ピンコネクタは、プリ
ンタの 3つのソケットのうちの
いずれに差し込んでもかまいま
せん。右図では、コネクタを左
下のコネクタに差し込んでいま
す。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

19 電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス Aをケーブルホルダに固
定して、給紙トレイ 2ユニットのケー
ブルホルダ間にコア部分があるように
します。

20 電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス B（コアなし）の黒色の 3
ピンコネクタを、プリンタ背面の黒色
のソケットに差し込みます。

!" 黒色の 3ピンコネクタは、プリンタ
の 3つのソケットのうちのいずれ
に差し込んでもかまいません。右
図では、コネクタを左上のコネク
タに差し込んでいます。

21 電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネスBの黒色の3ピンコネクタ
のもう一方の端を、電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス A
（コア付き）の黒色の 3ピンのソケット
に差し込みます。次に、電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス
Aの白色の 2ピンコネクタを、給紙ト
レイ 3ユニットの白色のソケット PJ6
に差し込みます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

22 ハーネスをケーブルホルダに固定して、
給紙トレイ 3ユニットのケーブルホル
ダ間にコア部分があるようにします。

23 ハーネスを 1回輪にして、給紙トレイ 2
ユニットのケーブルホルダに固定しま
す。
ハーネスをコネクタの前に固定し、コ
アの邪魔にならないようにします。 

24 もう一つの電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス B（コアなし）
の黒色の 3ピンコネクタを、プリンタ
背面のコネクタに差し込みます。

!" 黒色の 3ピンコネクタは、プリ
ンタの 3つのソケットのうちの
いずれに差し込んでもかまいま
せん。右図では、コネクタを右
上のコネクタに差し込んでいま
す。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

25 電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネスBの黒色の3ピンコネクタ
を、電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス A（コア付き）の給
紙トレイ 4の黒色の 3ピンのソケット
に差し込みます。次に、電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス電源ハーネス
Aの白色の 2ピンコネクタを、給紙ト
レイ 4ユニットの白色のソケット PJ6
に差し込みます。

26 ハーネスをケーブルホルダに固定して、
給紙トレイ 4ユニットのケーブルホル
ダ間にコア部分があるようにします。

27 大きな輪にしたハーネス
を、給紙トレイ 2ユニッ
トと給紙トレイ 3ユニッ
トのケーブルホルダ①に
固定します。
すべてのケーブルホルダ
をカチッと、閉じてくだ
さい。

ご注意ご注意ご注意ご注意

ケーブル類をはさまないケーブル類をはさまないケーブル類をはさまないケーブル類をはさまない
でください。でください。でください。でください。

①
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

28 各給紙ユニットの背面の
カバーを取り付けます。

ご注意ご注意ご注意ご注意

ケーブル類をはさまないケーブル類をはさまないケーブル類をはさまないケーブル類をはさまない
でください。でください。でください。でください。

29 プリンタのコネクタカ
バーを取り付けます。

30 付属している用紙サイズラベルを、給
紙トレイの取っ手に貼ります。

31 操作パネル（「ｲﾝｻﾂ / ｾｯﾃｲ ﾘｽﾄ」メニュー）でセッテイ リストを印刷し、
給紙ユニット装着の記載を確認します。

32 プリンタドライバで、給紙ユニットのオプション設定を行います。（「プ
リンタドライバの使いかた」（p.57）を参照。）



 プリンタデスク160

日 日日日
本 本本本
語 語語語

プリンタデスクプリンタデスクプリンタデスクプリンタデスク
用紙やスペア用トナーカートリッジな
どの収納スペースとして利用できる
キャスター内蔵のフロアタイプ専用デ
スクです。
製品に付属の組み立て要領書にした
がって設置してください。

プリンタテーブルプリンタテーブルプリンタテーブルプリンタテーブル
オプションの給紙ユニットを 2段増設
し、フロアタイプとしてお使いいただ
くのに最適なキャスター内蔵の専用台
です。（プリンタデスクとの併用はでき
ません）
製品に付属の組み立て要領書にした
がって設置してください。



日 日日日
本 本本本
語 語語語

10トラブルシュートラブルシュートラブルシュートラブルシュー
ティングティングティングティング



 はじめに162

日 日日日
本 本本本
語 語語語

はじめにはじめにはじめにはじめに
本章では、プリンタ使用時に問題が起こった場合の解決方法や、困ったとき
に役立つ情報について説明しています。 

セッテイリストの印刷セッテイリストの印刷セッテイリストの印刷セッテイリストの印刷
セッテイ リストを印刷し、プリンタが正しく印刷できるかを確認します。

セッテイ リストを印刷する p.162

紙づまりを防ぐには p.164

プリンタの構造と用紙の搬送 p.165

紙づまりの処理 p.166

紙づまりの問題 p.183

その他の問題 p.186

印刷品質の問題 p.191

操作パネルのメッセージ p.198

サポート情報 p.205

押すキー押すキー押すキー押すキー メッセージウィンドウの表示メッセージウィンドウの表示メッセージウィンドウの表示メッセージウィンドウの表示
（このように表示されるまで）（このように表示されるまで）（このように表示されるまで）（このように表示されるまで）

ﾚﾃﾞｨ
MAGICOLOR 7300

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ｲﾝｻﾂ

ｲﾝｻﾂ
ﾄｳｹｲ ﾍﾟｰｼﾞ

 ｲﾝｻﾂ
ｾｯﾃｲ ﾘｽﾄ

 セッテイ リストが印刷され、「ﾚﾃﾞｨ /MAGICOLOR 
7300」の画面に戻ります。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

ウォームアップタイム／キャリブレーションウォームアップタイム／キャリブレーションウォームアップタイム／キャリブレーションウォームアップタイム／キャリブレーション
タイムタイムタイムタイム

状況状況状況状況 時間（秒）時間（秒）時間（秒）時間（秒） 実行するタイミング実行するタイミング実行するタイミング実行するタイミング 備考備考備考備考

ファーストプリン
トタイム

13
（A4ヨコ）

「ﾚﾃﾞｨ」表示のとき
（普通紙）

モノクロ

16
（A4ヨコ）

カラー

最大ウォームアッ
プタイム

99.9 電源オフ時 定着部をウォー
ムアップ30 ヒーターセーブ節電モー

ド時

99.9 オールデバイスヒーター
オフ節電モードからの
ウォームアップ時

241 すべてのプリントユニッ
ト（4個）の交換時

キャリブレー
ション

198 プリントユニット（1個）
の交換時

簡単なキャリブ
レーション

99.9 #「オールデバイス」節
電モードからのウォー
ムアップ時

最大濃度保持の
ためのレーザー
強度と現像パラ
メータの調整

完全なキャリブ
レーション

全プリントユ
ニット（4個）
を交換時：
241
プリントユ
ニット 1個を
交換時：198

# プリントユニット部の
交換時

ハーフトーン
（ガンマカーブ）、
位置合わせ、最
大濃度の調整

間欠的な印刷時の
キャリブレーショ
ン

86 # 200ページ印刷するご
と

最大濃度の調整

連続印刷時のキャ
リブレーション

26 # 連続印刷時に11分ごと

トナーカートリッ
ジ交換時のキャリ
ブレーション

全トナーカー
トリッジ（4
個）を交換
時：241
トナーカート
リッジ 1個を
交換時：198

# トナーカートリッジの
交換時（電源がオンに
なっているとき）

エンジンによる
トナーカート
リッジ取り付け
の検出

最大濃度の調整



 紙づまりを防ぐには164

日 日日日
本 本本本
語 語語語

紙づまりを防ぐには紙づまりを防ぐには紙づまりを防ぐには紙づまりを防ぐには

確認してください確認してください確認してください確認してください
用紙はプリンタの仕様に合っていますか？

用紙（特に給紙される面）の表面は平滑ですか？

プリンタは表面が硬く、安定した水平な場所に置いてありますか？

用紙は湿気の多い場所を避けて保管されていますか？

特殊紙、封筒、ラベル用紙、厚紙、OHPフィルムに印刷するときは、プリンタドラ
イバで正しい用紙の種類とサイズを選択していますか？
静電気の発生を防ぐため、OHPフィルムに印刷したらすぐに排紙トレイから取り除
いていますか？

用紙をセットしたら、常に用紙ガイドを用紙サイズに合わせていますか？
（用紙ガイドが用紙サイズに合っていないと、印刷品質の低下、紙づまり、プリンタ
の損傷の原因になります。）

用紙は、印刷する面（片面印刷の場合）を上にして給紙トレイ 1～ 4にセットして
いますか？（手差しトレイの場合は、印刷する面を下にしてセットしていますか？）

用紙の包装ラベルに用紙の印刷面を示す矢印が書かれていることがあります。印刷
面が分からない場合は、用紙を給紙トレイから取り出し、紙全体を裏返して、給紙
トレイに入れ直してください。

以下のようなことは避けてください以下のようなことは避けてください以下のようなことは避けてください以下のようなことは避けてください
折られた用紙、しわのある用紙、曲がった用紙を使用しないでください。

重なって吸着した状態の用紙を使用しないでください。（用紙が重なって給紙される
場合は、いったん給紙トレイから用紙を取り出し、さばいてください。）

静電気が発生するため、OHPフィルムはさばかないでください。

異なる種類・サイズ・坪量の用紙を同時にセットしないでください。

給紙トレイの最大容量以上に用紙をセットしないでください。

排紙トレイに OHPフィルムを大量に排紙しないでください。



用紙送りの経路 165

日 日日日
本 本本本
語 語語語

用紙送りの経路用紙送りの経路用紙送りの経路用紙送りの経路
プリンタ用紙の通紙経路を示しています。主にプリンタの右側が通紙経路に
なっています。

片面印刷片面印刷片面印刷片面印刷
用紙は給紙トレイから給紙されると転写部を通り、次に定着部を通過しま
す。最後に排紙部を通り、排紙トレイに排出されます。

両面印刷（給紙トレイ両面印刷（給紙トレイ両面印刷（給紙トレイ両面印刷（給紙トレイ 1～～～～ 4のみ）のみ）のみ）のみ）
用紙は給紙トレイから給紙されると転写部を通り、定着部を通過した後、両
面プリントユニットに搬送されて用紙の向きを変えます。再度転写部と定着
部を通過し、排紙部を通って排紙トレイに排出されます。

%

矢印：

片面印刷時の
用紙の流れ

両面印刷時の
用紙の流れ

① 排紙トレイ
② 排紙口
③ 定着部
④ 両面プリントユニット
⑤ 転写部
⑥ オプションの手差しトレイ
⑦ 給紙トレイ 1（ユニバーサル給紙トレイ）
⑧ 給紙トレイ 2（標準給紙トレイ）
⑨ 給紙トレイ 3
⑩ 給紙トレイ 4

①
②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧

⑨

⑩



 紙づまりの処理166

日 日日日
本 本本本
語 語語語

紙づまりの処理紙づまりの処理紙づまりの処理紙づまりの処理
故障を防ぐため、紙づまりを起こした用紙が破れないようにゆっくりと取り
除きます。大きくても小さくても紙片がプリンタ内に少しでも残ると、用紙
送りできなくなり、紙づまりの原因となります。紙づまりにて除去した用紙
を再利用しないでください。

ご注意ご注意ご注意ご注意

定着部の前の段階では、印刷イメージは定着されていません。印刷面に触れ定着部の前の段階では、印刷イメージは定着されていません。印刷面に触れ定着部の前の段階では、印刷イメージは定着されていません。印刷面に触れ定着部の前の段階では、印刷イメージは定着されていません。印刷面に触れ
るとトナーが手に付く場合がありますので、つまった用紙を取り除くときにるとトナーが手に付く場合がありますので、つまった用紙を取り除くときにるとトナーが手に付く場合がありますので、つまった用紙を取り除くときにるとトナーが手に付く場合がありますので、つまった用紙を取り除くときに
は印刷面に触れないように注意してください。また、プリンタ内部にトナーは印刷面に触れないように注意してください。また、プリンタ内部にトナーは印刷面に触れないように注意してください。また、プリンタ内部にトナーは印刷面に触れないように注意してください。また、プリンタ内部にトナー
をこぼさないでください。をこぼさないでください。をこぼさないでください。をこぼさないでください。

定着されていないトナーは、手や衣服などを汚す場合があります。トナーが定着されていないトナーは、手や衣服などを汚す場合があります。トナーが定着されていないトナーは、手や衣服などを汚す場合があります。トナーが定着されていないトナーは、手や衣服などを汚す場合があります。トナーが
衣服についたときは、できる範囲で軽く払ってください。それでも衣服に残衣服についたときは、できる範囲で軽く払ってください。それでも衣服に残衣服についたときは、できる範囲で軽く払ってください。それでも衣服に残衣服についたときは、できる範囲で軽く払ってください。それでも衣服に残
る場合は、お湯を使わず冷水ですすいでください。トナーが肌についたときる場合は、お湯を使わず冷水ですすいでください。トナーが肌についたときる場合は、お湯を使わず冷水ですすいでください。トナーが肌についたときる場合は、お湯を使わず冷水ですすいでください。トナーが肌についたとき
は、水または中性洗剤で洗ってください。は、水または中性洗剤で洗ってください。は、水または中性洗剤で洗ってください。は、水または中性洗剤で洗ってください。

警告警告警告警告
トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してください。トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してください。トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してください。トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してください。

紙づまりの処理をした後でも、操作パネルのメッセージウィンドウに紙づま
りのメッセージが表示されている場合は、プリンタのフロントカバーとサイ
ドカバーの開閉を行うことにより、これで紙づまりのメッセージが消灯しま
す。

紙づまりのステータスメッセージ紙づまりのステータスメッセージ紙づまりのステータスメッセージ紙づまりのステータスメッセージ
頻繁に同じ場所で紙づまりが起こる場合は、その場所のチェック、清掃、修
理などが必要です。対応していない重さ（坪量）の用紙を使用すると、紙づ
まりが頻繁に起こる場合があります。
紙づまりが起こると、操作パネルに以下のいずれかのメッセージが表示され
ます。

紙づまりのメッセージ紙づまりのメッセージ紙づまりのメッセージ紙づまりのメッセージ 開くカバー開くカバー開くカバー開くカバー チェックすチェックすチェックすチェックす
るトレイるトレイるトレイるトレイ

プリンタ内部の紙づまりプリンタ内部の紙づまりプリンタ内部の紙づまりプリンタ内部の紙づまり

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ /2 ｼﾞﾃﾝｼｬ サイドカバー トレイ 1

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ
ﾃｲﾁｬｸ / ﾊｲｼ / ﾘｮｳﾒﾝ

サイドカバー、両面プ
リントユニットのカ
バー
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

プリンタ内部での紙づまりプリンタ内部での紙づまりプリンタ内部での紙づまりプリンタ内部での紙づまり
エラーメッセージ：エラーメッセージ：エラーメッセージ：エラーメッセージ：
ｶﾐﾂﾞﾏﾘ / ﾀﾃﾊﾝｿｳ
ｶﾐﾂﾞﾏﾘ /2 ｼﾞﾃﾝｼｬ
ｶﾐﾂﾞﾏﾘ / ﾃｲﾁｬｸ / ﾊｲｼｭﾂｴﾘｱ

プリンタ内部でつまった用紙の取り除きかたプリンタ内部でつまった用紙の取り除きかたプリンタ内部でつまった用紙の取り除きかたプリンタ内部でつまった用紙の取り除きかた

ご注意ご注意ご注意ご注意

定着部の周りの部分は非常に高定着部の周りの部分は非常に高定着部の周りの部分は非常に高定着部の周りの部分は非常に高
温になります。指示された部分温になります。指示された部分温になります。指示された部分温になります。指示された部分
以外に触れると、やけどの恐れ以外に触れると、やけどの恐れ以外に触れると、やけどの恐れ以外に触れると、やけどの恐れ
があります。サイドカバーを開があります。サイドカバーを開があります。サイドカバーを開があります。サイドカバーを開
けておくと、定着部の温度がけておくと、定着部の温度がけておくと、定着部の温度がけておくと、定着部の温度が
ゆっくり下がります（約ゆっくり下がります（約ゆっくり下がります（約ゆっくり下がります（約 20分間分間分間分間
かかります）。かかります）。かかります）。かかります）。

給紙トレイでの紙づまり給紙トレイでの紙づまり給紙トレイでの紙づまり給紙トレイでの紙づまり

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ / ﾄﾚｲ 1 サイドカバー トレイ 1

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ / ﾄﾚｲ 2 給紙トレイ 2のカバー トレイ 2

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ / ﾄﾚｲ 3 給紙トレイ 3のカバー トレイ 3

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ / ﾄﾚｲ 4 給紙トレイ 4のカバー トレイ 4

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ / ﾃｻｼ ﾄﾚｲ サイドカバー 手差しトレイ

紙づまりのメッセージ紙づまりのメッセージ紙づまりのメッセージ紙づまりのメッセージ 開くカバー開くカバー開くカバー開くカバー チェックすチェックすチェックすチェックす
るトレイるトレイるトレイるトレイ
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

ご注意ご注意ご注意ご注意

サイドカバーの内側にあるワイヤサイドカバーの内側にあるワイヤサイドカバーの内側にあるワイヤサイドカバーの内側にあるワイヤ
ハーネスやコネクタに触れないでくハーネスやコネクタに触れないでくハーネスやコネクタに触れないでくハーネスやコネクタに触れないでく
ださい。身体に帯びている静電気にださい。身体に帯びている静電気にださい。身体に帯びている静電気にださい。身体に帯びている静電気に
よりプリンタの電子部品を破損させよりプリンタの電子部品を破損させよりプリンタの電子部品を破損させよりプリンタの電子部品を破損させ
る恐れがあります。る恐れがあります。る恐れがあります。る恐れがあります。

手差しトレイ上や手差しトレイ取り手差しトレイ上や手差しトレイ取り手差しトレイ上や手差しトレイ取り手差しトレイ上や手差しトレイ取り
付け部にあるコネクタには決して触付け部にあるコネクタには決して触付け部にあるコネクタには決して触付け部にあるコネクタには決して触
れないでください。身体に帯びていれないでください。身体に帯びていれないでください。身体に帯びていれないでください。身体に帯びてい
る静電気によりプリンタの電子部品る静電気によりプリンタの電子部品る静電気によりプリンタの電子部品る静電気によりプリンタの電子部品
を破損させる恐れがあります。を破損させる恐れがあります。を破損させる恐れがあります。を破損させる恐れがあります。

1 サイドカバー解除レバーを引き
上げて、サイドカバーを開きま
す。

2 サイドカバーの内側にある透明
な用紙ガイド①の下に用紙が見
えていないか確認します。
用紙が見える場合は、手順 3へ
お進みください。
用紙が見えない場合は、手順 6
へお進みください。

①
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

3 手差しトレイが装着されている場合は、サイドカバーを閉じてから、手
差しトレイを取り外します。
サイドカバーをもう一度開き、つまった用紙を取り除きます（手順 4と
手順 5を参照）。
つまった用紙を取り除いたら、サイ
ドカバーを閉じ、手差しトレイを取
り付け直します。

4 カバーM1を開き、ゆっくりと
用紙を引き抜きます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

5 M3レバー①（2箇所）とM4レ
バー②（2箇所）を押し下げま
す。

ご注意ご注意ご注意ご注意

転写ベルトの表面には触れないでくださ転写ベルトの表面には触れないでくださ転写ベルトの表面には触れないでくださ転写ベルトの表面には触れないでくださ
い。手の脂や傷が付くと、印刷品質が低い。手の脂や傷が付くと、印刷品質が低い。手の脂や傷が付くと、印刷品質が低い。手の脂や傷が付くと、印刷品質が低
下します。下します。下します。下します。

6 用紙ガイド M5を持ち上げ、ゆっ
くりと用紙を引き抜きます。
用紙を取り除いたら、解除レ
バー（M3と M4）を元の位置に
戻します。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

7 用紙の端が見えない場合は、M3
レバーが上がっていることを確
認し、M4レバー（2箇所）を押
し下げます。

8 サイドカバーの内側にある緑色
のダイヤルM2を矢印の向きに
回し、用紙の端を送り出しま
す。

9 M3レバー①（2箇所）を押し下
げ、2次転写ローラー部③から
用紙②をゆっくりと引き抜きま
す。

③
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

ご注意ご注意ご注意ご注意

定着部の周りの部分は非常に定着部の周りの部分は非常に定着部の周りの部分は非常に定着部の周りの部分は非常に
高温になります。指示された高温になります。指示された高温になります。指示された高温になります。指示された
部分以外に触れると、やけど部分以外に触れると、やけど部分以外に触れると、やけど部分以外に触れると、やけど
の恐れがあります。サイドカの恐れがあります。サイドカの恐れがあります。サイドカの恐れがあります。サイドカ
バーを開けておくと、定着部バーを開けておくと、定着部バーを開けておくと、定着部バーを開けておくと、定着部
の温度がゆっくり下がりますの温度がゆっくり下がりますの温度がゆっくり下がりますの温度がゆっくり下がります
（約（約（約（約 20分間かかります）。分間かかります）。分間かかります）。分間かかります）。

10 用紙が定着部でつまっている場
合は、定着部解除レバー M6 ①
（2箇所）を押し下げ、用紙②を
ゆっくりと引き抜きます。
用紙を取り除いたら、解除レ
バー M6を元の位置に戻します。

11 定着部で小さいサイズの用紙や
破れた用紙がつまっている場合
は、用紙ガイド M7を手前に①
傾け、カバーを開いてから、用
紙②をゆっくりと引き抜きま
す。
用紙を取り除いたら、用紙ガイ
ド M7を元の位置に戻します。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

12 サイドカバーを閉じます。
手差しトレイを手順 3で取り外した
場合は、取り付け直します。

給紙トレイでの紙づまり給紙トレイでの紙づまり給紙トレイでの紙づまり給紙トレイでの紙づまり
エラーメッセージ：エラーメッセージ：エラーメッセージ：エラーメッセージ：
ｶﾐﾂﾞﾏﾘ / ﾄﾚｲ 1
ｶﾐﾂﾞﾏﾘ / ﾄﾚｲ 2
ｶﾐﾂﾞﾏﾘ / ﾄﾚｲ 3
ｶﾐﾂﾞﾏﾘ / ﾄﾚｲ 4
ｶﾐﾂﾞﾏﾘ / ﾃｻｼ ﾄﾚｲ

ご注意ご注意ご注意ご注意

定着部の前の段階では、印刷イメージは定着されていません。印刷面に触れ定着部の前の段階では、印刷イメージは定着されていません。印刷面に触れ定着部の前の段階では、印刷イメージは定着されていません。印刷面に触れ定着部の前の段階では、印刷イメージは定着されていません。印刷面に触れ
るとトナーが手に付く場合がありますので、つまった用紙を取り除くときにるとトナーが手に付く場合がありますので、つまった用紙を取り除くときにるとトナーが手に付く場合がありますので、つまった用紙を取り除くときにるとトナーが手に付く場合がありますので、つまった用紙を取り除くときに
は印刷面に触れないように注意してください。また、プリンタ内部にトナーは印刷面に触れないように注意してください。また、プリンタ内部にトナーは印刷面に触れないように注意してください。また、プリンタ内部にトナーは印刷面に触れないように注意してください。また、プリンタ内部にトナー
をこぼさないでください。をこぼさないでください。をこぼさないでください。をこぼさないでください。

定着されていないトナーは、手や衣服などを汚す場合があります。トナーが定着されていないトナーは、手や衣服などを汚す場合があります。トナーが定着されていないトナーは、手や衣服などを汚す場合があります。トナーが定着されていないトナーは、手や衣服などを汚す場合があります。トナーが
衣服についたときは、できる範囲で軽く払ってください。それでも衣服に残衣服についたときは、できる範囲で軽く払ってください。それでも衣服に残衣服についたときは、できる範囲で軽く払ってください。それでも衣服に残衣服についたときは、できる範囲で軽く払ってください。それでも衣服に残
る場合は、お湯を使わず冷水ですすいでください。トナーが肌についたときる場合は、お湯を使わず冷水ですすいでください。トナーが肌についたときる場合は、お湯を使わず冷水ですすいでください。トナーが肌についたときる場合は、お湯を使わず冷水ですすいでください。トナーが肌についたとき
は、水または中性洗剤で洗ってください。は、水または中性洗剤で洗ってください。は、水または中性洗剤で洗ってください。は、水または中性洗剤で洗ってください。

警告警告警告警告
トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してください。トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してください。トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してください。トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してください。

紙づまりの処理をした後でも、操作パネルのメッセージウィンドウに紙づま
りのメッセージが表示されたままの場合は、プリンタのフロントカバーとサ
イドカバーの開閉を行うことにより、紙づまりのメッセージが消灯します。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ 1（ユニバーサル給紙トレイ）でつまった用紙の取（ユニバーサル給紙トレイ）でつまった用紙の取（ユニバーサル給紙トレイ）でつまった用紙の取（ユニバーサル給紙トレイ）でつまった用紙の取
り除きかたり除きかたり除きかたり除きかた

1 給紙トレイ 1を引き出し、給紙
トレイからすべての用紙を取り
除きます。

2 つまった用紙やしわになった用
紙を取り除きます。

3 用紙を給紙トレイにセットし直
します。

ご注意ご注意ご注意ご注意

給紙ローラー①に触れないよう注給紙ローラー①に触れないよう注給紙ローラー①に触れないよう注給紙ローラー①に触れないよう注
意してください。給紙ローラーに意してください。給紙ローラーに意してください。給紙ローラーに意してください。給紙ローラーに
触れた場合は、乾いた布で拭いて触れた場合は、乾いた布で拭いて触れた場合は、乾いた布で拭いて触れた場合は、乾いた布で拭いて
ください。ください。ください。ください。

①
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ 2～～～～ 4（標準給紙トレイ、オプションの給紙ユ（標準給紙トレイ、オプションの給紙ユ（標準給紙トレイ、オプションの給紙ユ（標準給紙トレイ、オプションの給紙ユ
ニットの給紙トレイ）でつまった用紙の取り除きかたニットの給紙トレイ）でつまった用紙の取り除きかたニットの給紙トレイ）でつまった用紙の取り除きかたニットの給紙トレイ）でつまった用紙の取り除きかた

!" ここでは、給紙トレイ 2で紙づまりが起きたときの図で説明していま
す。給紙トレイ 3、4の場合も、同様に作業してください。

1 ロック解除レバーを引き上げて、
サイドカバーを開きます。 

ご注意ご注意ご注意ご注意

サイドカバーの内側にあるサイドカバーの内側にあるサイドカバーの内側にあるサイドカバーの内側にある
ワイヤハーネスやコネクタワイヤハーネスやコネクタワイヤハーネスやコネクタワイヤハーネスやコネクタ
に触れないでください。身に触れないでください。身に触れないでください。身に触れないでください。身
体に帯びている静電気によ体に帯びている静電気によ体に帯びている静電気によ体に帯びている静電気によ
りプリンタの電子部品を破りプリンタの電子部品を破りプリンタの電子部品を破りプリンタの電子部品を破
損させる恐れがあります。損させる恐れがあります。損させる恐れがあります。損させる恐れがあります。

2 サイドカバーの内側にある透明な用紙ガイド①の下に用紙が見えていな
いか確認します。
用紙が見えない場合は、サイドカバーを閉じ、手順 3へお進みくださ
い。
用紙が見える場合は、手順 7へお進みください。

①
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

3 給紙トレイの右側のドアを開き
ます。
オプションの手差しトレイが装
着されている場合は、右側のド
アを開く前に手差しトレイを取
り外してください。取り外す方
法については、p.181の手順 4
を参照してください。

4 用紙を取り除きやすいように、
緑色のつまみを回して用紙を送
り出します。

5 ゆっくりと用紙を引き抜きま
す。

6 給紙トレイの右側のドアを閉じます。
手順 3で手差しトレイを取り外した場合は、手差しトレイを取り付けて
から手順 9へお進みください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

7 手順 2で用紙の端が見えない場
合は、M4レバー（2箇所）を押
し下げます。

8 サイドカバーを開いたままで、
サイドカバーの内側にある緑色
のダイヤルM2を矢印の向きに
回し、用紙の端を送り出しま
す。

9 M3レバー①を下ろし、2次転写
ローラー部③から用紙②をゆっ
くりと引き抜きます。

10 用紙を取り除いたら、レバー
（M3と M4）を元の位置に戻し
ます。

11 サイドカバーを閉じます。
手順 3で手差しトレイを取り外
した場合は、手差しトレイを取
り付け直します。

③
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

12 使用している給紙トレイを引き
出し、トレイからすべての用紙
を取り除きます。

13 つまった用紙やしわになった用
紙を取り除きます。

14 用紙を給紙トレイにセットし直
します。

ご注意ご注意ご注意ご注意

給紙ローラー①に触れないよう注給紙ローラー①に触れないよう注給紙ローラー①に触れないよう注給紙ローラー①に触れないよう注
意してください。給紙ローラーに意してください。給紙ローラーに意してください。給紙ローラーに意してください。給紙ローラーに
触れた場合は、乾いた布で拭いて触れた場合は、乾いた布で拭いて触れた場合は、乾いた布で拭いて触れた場合は、乾いた布で拭いて
ください。ください。ください。ください。

15 給紙トレイを給紙ユニットに差し
込みます。

手差しトレイでつまった用紙の取り除きかた手差しトレイでつまった用紙の取り除きかた手差しトレイでつまった用紙の取り除きかた手差しトレイでつまった用紙の取り除きかた

1 ロック解除レバーを引き上げて、
サイドカバーを開きます。

①

①
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

2 サイドカバーの内側にある透明な用紙ガイド①の下に用紙が見えていな
いか確認します。
用紙が見える場合は、手順 3へお進みください。

用紙が見えない場合は、サイドカバーを閉じ、手順 4へお進みくださ
い。

ご注意ご注意ご注意ご注意

サイドカバーの内側にあるサイドカバーの内側にあるサイドカバーの内側にあるサイドカバーの内側にある
ワイヤハーネスやコネクタワイヤハーネスやコネクタワイヤハーネスやコネクタワイヤハーネスやコネクタ
に触れないでください。身に触れないでください。身に触れないでください。身に触れないでください。身
体に帯びている静電気によ体に帯びている静電気によ体に帯びている静電気によ体に帯びている静電気によ
りプリンタの電子部品を破りプリンタの電子部品を破りプリンタの電子部品を破りプリンタの電子部品を破
損させる恐れがあります。損させる恐れがあります。損させる恐れがあります。損させる恐れがあります。

3 手差しトレイの前にある緑色の
紙づまり解除ダイヤルを押さえ
ながら、ゆっくりと用紙を引き
抜きます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

4 手順 2で用紙の端が見えない場
合は、M4レバー（2箇所）を押
し下げます。

5 サイドカバーを開いたままで、
サイドカバーの内側にある緑色
のダイヤル M2を矢印の向きに
回し、用紙の端を送り出しま
す。

6 M3レバー①を押し下げ、2次転
写ローラー部③から用紙②を
ゆっくりと引き抜きます。

7 つまった用紙やしわになった用
紙を取り除きます。

8 用紙を取り除いたら、レバー
（M3と M4）を元の位置に戻し
ます。

9 サイドカバーを閉じます。

③
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

両面プリントユニット内での紙づまり両面プリントユニット内での紙づまり両面プリントユニット内での紙づまり両面プリントユニット内での紙づまり
エラーメッセージ：エラーメッセージ：エラーメッセージ：エラーメッセージ：
ｶﾐﾂﾞﾏﾘ / ﾘｮｳﾒﾝ 1

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ / ﾘｮｳﾒﾝ 2

両面プリントユニットでつまった用紙の取り除きかた両面プリントユニットでつまった用紙の取り除きかた両面プリントユニットでつまった用紙の取り除きかた両面プリントユニットでつまった用紙の取り除きかた

1 両面プリントユニットのドアを
開きます。

2 つまった用紙をゆっくりと引き
抜きます。

3 用紙を取り除いたら、両面プリントユニットのドアを閉じます。

4 両面プリントユニットの下部に用紙がつまっている場合は、手差しトレ
イを取り外します。

a プリンタの電源を切り、電源ケーブルを外します。

b インターフェイスケーブルを外します。

c 手差しトレイの両側にある解
除レバーを押し下げながら取
り外します。

d 両面プリントユニットのドア
を開きます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

5 両面プリントユニットの下部か
ら用紙を引き抜きます。

6 手差しトレイを取り外した場合
は、取り付け直します。

7 両面プリントユニットのドアを閉
じます。

8 インターフェイスケーブルを接続
します。

9 電源ケーブルを接続し、プリンタ
の電源を入れます。

!" 電源ケーブルの抜き差
しがしやすように設置
してください。

① ①

②

②
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

問題の解決方法問題の解決方法問題の解決方法問題の解決方法

紙づまり、給紙の問題紙づまり、給紙の問題紙づまり、給紙の問題紙づまり、給紙の問題

!" 頻繁に同じ場所で紙づまりが起こる場合は、その場所のチェック、
修理、清掃などが必要です。対応していない重さ（坪量）の用紙を
使用すると、紙づまりが頻繁に起こる場合もあります。

症状症状症状症状 原因原因原因原因 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた
何も印刷され
ない

操作パネルのメッセージ
ウィンドウに紙づまりな
どの問題が発生したとい
うメッセージが表示され
ている。

表示されているメッセージにしたがって操作し
てください。

プリンタドライバが正し
く設定されていない。

ドライバで正しく用紙設定を行ってください。

用紙が湿気を帯びている。 用紙を保管する場所の湿度を調節してくださ
い。湿った用紙を取り出し、新しい乾いた用紙
に替えてください。

電源がプリンタの仕様に
合っていない。

仕様に合った電源を使用してください。

複数の用紙が重なって給
紙される。

給紙トレイから用紙を取り出し、静電気が起き
ていないか確認してください。普通紙など、
OHPフィルム以外の用紙の場合は、さばいて
から給紙トレイにセットし直してください。

プリンタが水平でない狭
い場所に置かれている。

プリンタを十分に支えることのできる、平ら
で、硬く、安定した、水平な場所にプリンタを
置いてください。

用紙のサイズまたは種類
が正しくない。

正しい用紙を使用しているか確認してくださ
い。「2 用紙の取り扱い」（p.7）を参照してく
ださい。

給紙トレイが正しく取り
付けられていない。

給紙トレイと給紙トレイのカバーが正しく取り
付けられ、差し込まれているか、確認してくだ
さい。

用紙をセットする前に、
用紙がそろえられていな
い。

用紙を取り除いてトントンと用紙の端をそろ
え、給紙トレイに戻し、用紙ガイドを調節して
ください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

紙づまりが起
こる

正しい給紙トレイを使用
していない。

封筒、ラベル用紙、はがき、90 g/m2以上の厚
紙、OHPフィルムは、給紙トレイ 1と手差し
トレイ（オプション）でのみ印刷できます。

給紙トレイ内で用紙が正
しい位置にセットされて
いない。

つまった紙を取り除き、給紙トレイに正しく用
紙をセットし直してください。OHPフィルム
やラベル用紙は、その用紙で指示されている方
法でセットしてください。

給紙トレイ内の用紙枚数
が最大補給量を超えてい
る。

最大補給量を超えている用紙を取り除き、給紙
トレイ内の用紙の枚数を減らしてセットし直し
てください。

用紙ガイドの幅が、用紙
のサイズに合うように調
節されていない。

給紙トレイ内の用紙ガイドを、用紙のサイズに
合うように調節してください。

給紙トレイ内の用紙が曲
がったりしわになったり
している。

曲がった用紙やしわになった用紙を取り除き、
新しい用紙に替えてください。

用紙が湿気を帯びている。 湿気のある用紙を取り除き、新しい乾いた用紙
に替えてください。

対応していない用紙（対
象外のサイズ、厚さ、種
類の用紙）を使用してい
る。

プリンタの推奨用紙を使用してください。「用
紙の種類」（p.13）を参照してください。

推奨用紙の OHPフィル
ムまたはラベル用紙が、
給紙トレイ内で逆向きに
セットされている。

OHPフィルムやラベル用紙の向きを正しい向
きにセットしてください。

セットされている OHP
フィルムが静電気を帯び
ている。

セットする前に OHPフィルムをさばかないで
ください。静電気を帯びた OHPフィルムはし
ばらく金属に触れさせる等して除電してくださ
い。また印刷後排出された OHPフィルムはす
ぐに排紙トレイから取り除いてください。

印刷されない
ページがある

プリンタのインターフェ
イスケーブルの種類また
はポートが間違っている。

インターフェイスケーブルを確認してくださ
い。

［キャンセル］キーが押さ
れた。

ジョブの印刷中に、誰も［キャンセル］キーを
押していないことを確認してください。

給紙トレイが空になって
いる。

使用している給紙トレイの用紙がなくなってい
ないか、メッセージウィンドウを確認してくだ
さい。

症状症状症状症状 原因原因原因原因 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

自動両面印刷
時に、正しく
両面印刷され
ないページが
ある

両面プリントユニットが
装着されていない。

自動両面印刷を行うときは、両面プリントユ
ニットと手差しトレイが装着されていることを
確認してください。

プリンタドライバが正し
く設定されていない。

プリンタドライバで正しく設定してください。

複数の用紙が
重なって給紙
される

用紙の先端がそろってい
ない。

用紙を取り出し、用紙の端をそろえてセットし
直してください。

静電気が起きている。 給紙トレイから用紙を取り出し、静電気が起き
ていないか確認してください。OHPフィルム
以外の用紙の場合は、用紙をさばいてから給紙
トレイにセットし直してください。

紙づまりの
メッセージが
消えない

プリンタをリセットする
必要がある。

プリンタのサイドカバーを開閉してリセットし
てください。

紙づまりした用紙が機内
に残っている。

用紙が通る場所を再確認し、つまった用紙がす
べて取り除かれているか確認してください。

両面印刷の際
に紙づまりが
起こる

間違った用紙を使用して
いる。

対応用紙以外は使用しないでください。「用紙
の種類」（p.13）を参照してください。

オプションの両面プリントユニットが装着さ
れ、プリンタドライバで選択されているとき
に、90 g/m2以下の普通紙で自動両面印刷がで
きます。
厚紙や OHPフィルムの場合は、自動両面印刷
できません。
手動両面印刷を行うときは、用紙を取り除き、
裏返して、セットし直してください。

1つの給紙トレイに異なる種類の用紙を混ぜて
セットしていないか確認してください。

紙づまりした用紙が機内
に残っている。

用紙が通る場所を再確認し、つまった用紙がす
べて取り除かれているか確認してください。

手動両面印刷中、セット
した用紙に曲がりくせ
（カール）があり、紙づま
りが起こる。

給紙トレイからつまった用紙を取り除き、残り
の用紙の曲がりくせを矯正してからセットし直
してください。

症状症状症状症状 原因原因原因原因 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

その他の問題その他の問題その他の問題その他の問題
同時に複数のトナーカートリッジ、プリントユニット、消耗品が寿命になっ
たときは、2秒ごとに各メッセージが切り替えて表示されます。メッセージ
ウィンドウに表示されるそれぞれのメッセージに対して必要な操作を行って
ください。

症状症状症状症状 原因原因原因原因 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた

プリンタの電
源が入らない

電源ケーブルが正しく
コンセントに差し込ま
れていない。

電源スイッチをオフ（○の位置）にし、電
源ケーブルをコンセントから外し、差し込
み直してください。

プリンタが使用してい
るコンセントに問題が
ある。

コンセントにスイッチがある場合は、ス
イッチをオンにしてください。

他の電気機器をそのコンセントに接続し
て、その機器が正しく動作するか確認して
ください。

電源スイッチが正しい
位置になっていない。

電源スイッチをオン（｜の位置）にしてく
ださい。

電源スイッチが正しく
オン（｜の位置）に
なっていない。

電源スイッチをオフ（○の位置）にしてか
ら、オン（｜の位置）にしてください。

プリンタが接続されて
いるコンセントの電源
の電圧や周波数がプリ
ンタの仕様に合ってい
ない。

「付録」（p.207）に記載されている仕様に
合った電源を使用してください。

「ヒーター
セーブ」、
「ヒーターオ
フ」もしくは
「オールデバ
イス」のメッ
セージが表示
される

プリンタは、動作して
いない間消費電力を少
なくするため節電モー
ドになる。プリント
ジョブを受信すると、
プリンタは 90秒以内
に通常モードに戻る。

プリンタが節電モードの状態では、印刷を
再開するまでに少し時間がかかります。操
作パネルの「ｼｽﾃﾑ / ｾﾂﾃﾞﾝ ｾｯﾃｲ」メニュー
で、節電モードになるまでの時間（分）を
変更できます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

プリンタに
データを送っ
たが、印刷さ
れない

メッセージウィンドウ
にエラーメッセージが
表示される。

表示されるメッセージにしたがって対処し
てください。

印刷に時間が
かかりすぎる

印刷に時間のかかる
モード（用紙の種類が
厚紙や OHPフィルム）
に設定されている。

OHPフィルムなどの特殊紙は、印刷に時
間がかかります。普通紙を使用していると
きは、プリンタドライバで「用紙の種類」
が「普通紙」に設定されていることを確認
してください。

プリンタが節電モード
になっている。

プリンタが節電モードの状態では、印刷す
るまでに少し時間がかかります。節電モー
ドにならないように設定する場合は、
「ｼｽﾃﾑ / ｾﾂﾃﾞﾝ ｾｯﾃｲ」メニューで、節電モー
ドを無効にしてください。

複雑なプリントジョブ
を処理している。

お待ちください。何もする必要はありませ
ん。

プリンタのメモリが十
分でない。

メモリを増設してください。

プリンタドライバでは
「OHPフィルム」に設
定されているが、給紙
トレイ内の用紙が普通
紙だと検知されてい
る。

プリンタドライバで「OHPフィルム」を
選択しているときに普通紙が検知された場
合は、ぼやけた画像が印刷され、操作パネ
ルに OHPフィルムをセットするように
メッセージが表示されます。

頻繁にプリン
タがリセット
されたり電源
が切れたりす
る

電源ケーブルがコンセ
ントに正しく接続され
ていない。

プリンタの電源を切り、電源ケーブルがコ
ンセントに正しく接続されているか確認し
て、電源を入れ直してください。

システムエラーが起き
ている。

エラー情報については、販売店または弊社
に連絡してください。

文字が正しく
印刷されない

プリンタドライバで
フォントが正しく設定
されていない。

プリンタドライバで、正しいフォント設定
（TrueTypeフォントなど）になっているか
確認してください。

症状症状症状症状 原因原因原因原因 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

フォントを
ハードディス
クにダウン
ロードした後
に、フォント
リストが更新
されていない

プリンタのフォントリ
ストが更新されていな
い。

操作パネルの「ｲﾝｻﾂ / ﾌｫﾝﾄ ﾘｽﾄ」メニュー
で、フォントリストを印刷してください。
ダウンロードされたフォントが記載されま
す。

プリンタがコ
ンピュータか
らのデータを
受信しない
（ファイル送
信後に［デー
タ］ランプが
点滅しない）

プリンタの電源が入っ
ていない。

プリンタの電源をオンにして、メッセージ
ウィンドウに「ﾚﾃﾞｨ」と表示されることを
確認してください。

ポート設定が正しくな
い。

イーサネット接続またはパラレル接続の場
合は、操作パネルの「ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ」メニュー
で設定を確認してください。USB接続の
場合は、コンピュータの USBデバイスド
ライバを確認してください。

パラレルケーブルを抜
いてから差し込むと、
通信できなくなる。

プリンタ側あるいはコンピュータ側の電源
をオフ、オンしてください。

両面印刷時に
問題がある

用紙や設定が正しくな
い。

自動両面印刷時には、両面プリントユニッ
トが装着されているか確認してください。

正しい用紙を使用していることを確認して
ください。
# 普通紙のみを使用していることを確認
してください。

# 封筒、ラベル用紙、はがき、厚紙、
OHPフィルムでは両面印刷しないでく
ださい。

# 給紙トレイに異なる種類の用紙がセッ
トされていないか確認してください。

印刷する文書が 2ページ以上あることを確
認してください。

セッテイ リストを印刷して、装着されて
いるオプションとして両面プリントユニッ
トが記載されているか確認してください。

プリンタドライバで、「タテ綴じ」（メモ帳
のように縦にめくる）または「ヨコ綴じ」
（ルーズリーフのノートのように横にめく
る）を選択してください。

症状症状症状症状 原因原因原因原因 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた



問題の解決方法 189

日 日日日
本 本本本
語 語語語

用紙の違う面
に印刷される

プリンタが自動両面印
刷に設定されている
が、手動で両面印刷し
ようとしている。

手動両面印刷の場合は、プリンタドライバ
の「レイアウト」タブで「片面」を選択し
てください。

用紙が正しくセットさ
れていない。

印刷面を上にして用紙をセットしてくださ
い。

プリンタがレ
ディにならな
い

プリンタは AIDC（自
動画像濃度調整）キャ
リブレーションを行う
ためにイニシャライズ
動作中です。

この処理は、プリンタ
の印刷品質を最適に保
つために行われます。
処理の途中で（「ﾚﾃﾞｨ /
MAGICOLOR 7300」
が表示される前に）プ
リンタのドアを開ける
と、いったんキャリブ
レーション処理が停止
し、ドアが閉められる
と同時に再度キャリブ
レーション処理が実行
されます。

プリンタが自動的にキャリブレーションを
行う間（約 26秒）、お待ちください。

気温や湿度などの環境の変化があったとき
にプリンタを再起動すると、99.9秒以下
のキャリブレーションが自動的に行われま
す。お待ちください。

「オールデバイス」節電モードが解除され、
レディになるまでの 99.9秒間のキャリブ
レーションが自動的に行われます。お待ち
ください。

新しいプリントユニットを取り付けると、
完全なキャリブレーションが自動的に行わ
れます。お待ちください。プリントユニッ
ト 1個を交換した場合は 197秒かかり、
同時にすべてのプリントユニット（4個）
を交換した場合は、240秒かかります。

新しいトナーカートリッジを取り付ける
と、キャリブレーションが自動的に行われ
ます。お待ちください。トナーカートリッ
ジ 1個を交換した場合は 197秒かかり、
同時にすべてのトナーカートリッジ（4
色）を交換した場合は、240秒かかりま
す。

症状症状症状症状 原因原因原因原因 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

異常音がする プリンタが水平な面に
置かれていない。

プリンタを平らで、硬く、安定した、水平
な面に置いてください。

給紙トレイが正しく取
り付けられていない。

給紙トレイを取り外し、確実に差し込み直
してください。

プリンタ内に異物があ
る。

プリンタの電源を切り、異物を取り除いて
ください。取り除くことができない場合
は、販売店または弊社に連絡してくださ
い。

用紙にしわが
できる

用紙が湿気を帯びてい
る、または用紙が水で
ぬれている。

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた用紙
をご使用ください。

対応していない用紙を
使用している。

弊社の推奨用紙を使用してください。「用
紙の種類」（p.13）を参照してください。

症状症状症状症状 原因原因原因原因 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

印刷品質の問題印刷品質の問題印刷品質の問題印刷品質の問題

症状症状症状症状 原因原因原因原因 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた

何も印刷され
ない、または
印刷面に黒い
しみがある

1つ以上のトナーカー
トリッジが壊れている
可能性がある。

トナーカートリッジを取り出し、損傷が
ないか確認してください。必要であれば、
トナーカートリッジを交換してください。

プリンタドライバが正
しく設定されていな
い。

普通紙に印刷する場合、プリンタドライ
バで「用紙の種類」が「OHPフィルム」
に設定されていないか確認し、「普通紙」
の設定に変更してください。

用紙が湿気を帯びてい
る。

用紙を保管する場所の湿度を調節してく
ださい。湿った用紙を取り出し、新しい
乾いた用紙に替えてください。

プリンタドライバの用
紙設定と実際にプリン
タにセットされている
用紙が合っていない。

プリンタに正しい用紙をセットしてくだ
さい。

電源がプリンタの仕様
に合っていない。

仕様に合った電源を使用してください。

複数の用紙が重なって
給紙される。

給紙トレイから用紙を取り出し、静電気
が起きていないか確認してください。普
通紙など、OHPフィルム以外の用紙の場
合は、用紙をさばいてから給紙トレイに
セットし直してください。

用紙が給紙トレイに正
しくセットされていな
い。

用紙を取り出し、用紙の端をそろえて給
紙トレイに戻し、用紙ガイドを調節して
ください。

プリンタの設置条件に
問題がある。

プリンタを十分に支えることのできる、
平らで、固く、安定した、水平な場所に
プリンタを置いてください。

全面が黒また
は混色で印刷
される

1つ以上のプリントユ
ニットが壊れている可
能性がある。

プリントユニットを取り出し、損傷がな
いか確認してください。必要であれば、
プリントユニットを交換してください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

印刷が薄い、
または色の濃
度が低い

AIDC（自動画像濃度調
整）センサが汚れてい
る。

フロントカバーを開き、AIDCセンサレ
バーを 1、2回以上押してください。（布
で拭く必要はありません。）

用紙が湿気を帯びてい
る。

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた用
紙に替えてください。

トナーカートリッジ内
のトナーが残り少なく
なっている。

トナーカートリッジを交換してください。

1つ以上のプリントユ
ニットが壊れている可
能性がある。

プリントユニットを取り出し、損傷がな
いか確認してください。必要であれば、
プリントユニットを交換してください。

用紙の種類が正しく設
定されていない。

封筒、ラベル用紙、厚紙、OHPフィルム
に印刷する場合は、プリンタドライバで
用紙の種類を正しく設定してください。

症状症状症状症状 原因原因原因原因 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

印刷が濃い 1つ以上のプリントユ
ニットが壊れている可
能性がある。

プリントユニットを取り出し、損傷がな
いか確認してください。必要であれば、
プリントユニットを交換してください。

画像がにじむ

背景が汚れる

光沢にムラが
ある

1つ以上のトナーカー
トリッジが壊れている
可能性がある。

トナーカートリッジを取り出し、損傷が
ないか確認してください。必要であれば、
トナーカートリッジを交換してください。

プリンタで「OHPフィ
ルム」が選択され、プ
リンタドライバで「普
通紙」が選択されてい
る。

プリンタの設定とプリンタドライバの設
定が一致しているか確認してください。

カラー濃度が
均一でない

1つ以上のトナーカー
トリッジ内のトナーが
残り少なくなってい
る、または壊れている
可能性がある。

トナーカートリッジを交換してください。

1つ以上のプリントユ
ニットが正しく装着さ
れていないか、壊れて
いる可能性がある。

プリントユニットを取り付け直してくだ
さい。損傷がある場合は、プリントユ
ニットを交換してください。

プリンタが平らで水平
ではない場所に置かれ
ている。

水平な場所にプリンタを設置してくださ
い。

症状症状症状症状 原因原因原因原因 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

画像にムラが
ある、または
一部分が欠け
る

用紙が湿気を帯びてい
る。

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた用
紙に替えてください。

用紙を保管する場所の
湿度が高すぎる。

用紙を保管する場所の湿度を調節してく
ださい。

プリンタの保証範囲内
の用紙を使用していな
い。

「用紙の種類」（p.13）を参照し、正しい
用紙を使用してください。

1つ以上のトナーカー
トリッジが壊れている
可能性がある。

トナーカートリッジを取り出し、損傷が
ないか確認してください。損傷がある場
合は、トナーカートリッジを交換してく
ださい。

1つ以上のプリントユ
ニットが正しく装着さ
れていないか、壊れて
いる可能性がある。

プリントユニットを取り付け直してくだ
さい。損傷がある場合は、プリントユ
ニットを交換してください。

十分にトナー
が定着してい
ない、または
こすると画像
が落ちてしま
う

用紙が湿気を帯びてい
る。

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた用
紙に替えてください。

プリンタの保証範囲内
の用紙を使用していな
い。

「用紙の種類」（p.13）を参照し、正しい
用紙を使用してください。

用紙の種類が正しく設
定されていない。

封筒、ラベル用紙、厚紙、OHPフィルム
に印刷する場合は、プリンタドライバで
用紙の種類を正しく指定してください。

症状症状症状症状 原因原因原因原因 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

用紙の表側に
汚れがある

1つ以上のトナーカー
トリッジが正しく装着
されていない、または
壊れている可能性があ
る。

トナーカートリッジを取り出し、損傷が
ないか確認してください。損傷がある場
合は、トナーカートリッジを交換してく
ださい。

用紙の裏面に
汚れがある
（両面印刷に
関係なく）

給紙ローラーが汚れて
いる。

給紙ローラーを、きれいな乾いた布で清
掃してください。

通紙経路がトナーで汚
れている。

白紙を数枚印刷し、余分なトナー汚れを
取り除いてください。

1つ以上のプリントユ
ニットが壊れている可
能性がある。

プリントユニットを取り出し、損傷がな
いか確認してください。損傷がある場合
は、プリントユニットを交換してくださ
い。

白または黒、
カラーの線が
同じパターン
で現れる

1つ以上のプリントユ
ニットが壊れている可
能性がある。

プリントユニットを取り出し、緑色の感
光体表面に損傷がないか確認してくださ
い。
その際に感光体の表面には触れないでく
ださい。
損傷がある場合には、プリントユニット
を交換してください。

症状症状症状症状 原因原因原因原因 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

画像が変形す
る

1つ以上のプリントユ
ニットが壊れている可
能性がある。

異常な現象が現れる色のプリントユニッ
トを取り出し、損傷がないか確認してく
ださい。損傷がある場合は、プリントユ
ニットを交換してください。

横方向に線や
帯が現れる

プリンタが平らで水平
ではない場所に置かれ
ている。

水平な場所にプリンタを置いてください。

通紙経路がトナーで汚
れている。

数枚印刷し、余分なトナー汚れを取り除
いてください。

1つ以上のプリントユ
ニットが損傷している
可能性がある。

プリントユニットを取り出し、緑色の感
光面に損傷がないか確認してください。
その際に感光体の表面には触れないでく
ださい。損傷がある場合は、プリントユ
ニットを交換してください。

色再現が極端
におかしい

1つ以上のトナーカー
トリッジ内のトナーが
残り少ない、またはな
くなっている。

操作パネルのメッセージウィンドウに
「ﾄﾅｰ ｼｮｳﾘｮｳ X」または「ﾄﾅｰ ｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ /
ｺｳｶﾝ X」と表示されていないか確認してく
ださい。必要であれば、指定された色の
トナーカートリッジを交換してください。

色再現が適切
でない（色が
混ざったり、
ページによっ
て色再現が異
なるなど）

フロントカバーがきち
んと閉まっていない。

フロントカバーが確実に閉まっているこ
とを確認してください。

1つ以上のプリントユ
ニットが正しく装着さ
れていない。

プリントユニットを取り出し、取り付け
直してください。

1つ以上のプリントユ
ニットが壊れている可
能性がある。

プリントユニットを取り出し、損傷がな
いか確認してください。損傷がある場合
は、プリントユニットを交換してくださ
い。

用紙が湿気を帯びてい
る。

湿った用紙を取り出し、新しい乾いた用
紙に替えてください。

症状症状症状症状 原因原因原因原因 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

もし上記の処置を行っても問題が解決されない場合は、販売店または弊社サ
ポートセンターにお問い合わせください。
問い合わせ先については www.konicaminolta.net/printer/をご覧ください。

色再現が不十
分、または色
の濃度が薄い

1つ以上のプリントユ
ニットが壊れている可
能性がある。

プリントユニットを取り出し、損傷がな
いか確認してください。損傷がある場合
は、プリントユニットを交換してくださ
い。

AIDC（自動画像濃度調
整）センサが汚れてい
る。

フロントカバーを開き、AIDCセンサレ
バーを 1、2回以上押してください。

AIDC機能が無効に
なっている。

AIDC機能が有効になっているか、スター
トページで確認してください。

症状症状症状症状 原因原因原因原因 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

操作パネルのメッセージ操作パネルのメッセージ操作パネルのメッセージ操作パネルのメッセージ
ステータス、エラー、サービスのメッセージは、操作パネルのメッセージ
ウィンドウに表示され、問題のある場所を見つけるのに役立ちます。問題が
解決されると、ウィンドウのメッセージは消灯します。

!" 印刷中、エラーが発生してから 2分間に対処が何も行われない場合
は、プリントジョブは自動的にキャンセルされます。

通常のステータスメッセージ通常のステータスメッセージ通常のステータスメッセージ通常のステータスメッセージ

メッセージメッセージメッセージメッセージ 意味意味意味意味 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた
ｼﾞｯｺｳ ｼﾏｽｶ ? 入力したコマンドに対

する確認のメッセージ
です。

メッセージの指示にした
がってください。

ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾁｭｳ 連続印刷時に 200ペー
ジの片面印刷が行われ
るごと、消耗品の交換
時、環境が変更された
後の再起動時に、プリ
ンタは自動的に AIDC
（自動画像濃度調整）カ
ラーキャリブレーショ
ンを行います。この処
理は、プリンタの印刷
品質を最適に保つため
に行われます。

何もする必要はありませ
ん。しばらくお待ちくだ
さい。

ｼﾞｮﾌﾞ ｷｬﾝｾﾙﾁｭｳ 最後にプリンタに送ら
れたプリントジョブが
キャンセル中です。

何もする必要はありませ
ん。しばらくお待ちくだ
さい。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

警告のステータスメッセージ警告のステータスメッセージ警告のステータスメッセージ警告のステータスメッセージ

ﾋｰﾀｰ ｵﾌ 「ヒーターオフ」節電
モード中です。「オール
デバイス」節電モード
中の場合は、メッセー
ジウィンドウに状況は
表示されません。

プリントジョブを受信す
るか、電源のオフ／オン
が再度行われるまで、節
電モードのままになって
います。

ｼｮﾘﾁｭｳ 印刷ジョブを実行して
いる状態です。

お待ちください。何もす
る必要はありません。

ﾚﾃﾞｨ プリンタは、電源が入
り、データ受信可能な
状態ですが、ジョブの
処理は行っていません。

何もする必要はありませ
ん。正常な状態です。

ﾋｰﾀｰ ｾｰﾌﾞ 「ヒーターセーブ」節電
モード中で、予熱の状
態です。

お待ちください。何もす
る必要はありません。

ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ 定着部がウォームアッ
プ中です。

お待ちください。何もす
る必要はありません。

メッセージメッセージメッセージメッセージ 意味意味意味意味 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた
ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ ﾄﾚｲ 給紙トレイが 1つも検

出されないか、複数の
給紙トレイが正しく取
り付けられていません。

給紙トレイが正しく装着
されていることを確認し
てください。

ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ ﾄﾚｲ Y 表示された給紙トレイ
（Y＝ 1～ 4）が検出さ
れないか、表示された
給紙トレイが正しく取
り付けられていません。

表示された給紙トレイが
正しく装着されているこ
とを確認してください。

メッセージメッセージメッセージメッセージ 意味意味意味意味 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた



 操作パネルのメッセージ200

日 日日日
本 本本本
語 語語語

Y ｼｭﾙｲ ｶｸﾆﾝ
X ﾎｷｭｳ

OHPフィルムセンサに
より、給紙トレイ（Y）
に OHPフィルムがセッ
トされていると検出さ
れましたが、プリンタ
ドライバでは「OHP
フィルム」が選択され
ていません。または、
給紙トレイに OHPフィ
ルム以外の用紙（X）が
セットされている状態
で、プリンタドライバ
で「OHPフィルム」が
選択されています。

Xに表示されている種類
の用紙をセットして、プ
リンタドライバで正しく
設定してください。印刷
を再開する前に給紙トレ
イを引き出してから差し
込み直してください。

ｶﾊﾞｰ ｵｰﾌﾟﾝ
Y ｶｸﾆﾝ

プリンタのカバー（Y）
が開いています。

表示されたカバーを閉じ
てください。

ﾃｲﾁｬｸｷ ｺｳｶﾝｼﾞｷ 定着ユニットが寿命に
近づいています。

定着ユニットを交換して
ください。

ﾃｲﾁｬｸｷ ﾐﾂｶﾘﾏｾﾝ
ﾕﾆｯﾄ ｶｸﾆﾝ

定着ユニットが見つか
らないか、正しく装着
されていません。

サイドカバーを開き、定
着ユニットが確実にセッ
トされていることを確認
してください。定着ユ
ニットを再セットし、側
面のドアを閉じてくださ
い。

ﾃｻｼ ｶｸﾆﾝ
ﾖｳｼ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ

手差しトレイ以外から
両面印刷するときに、
手差しトレイに用紙が
セットされています。

手差しトレイから用紙を
取り除いてください。

ﾖｳｼ ﾅｼ
X ﾎｷｭｳ

給紙トレイに Xのサイ
ズの用紙がありません。

指定されたサイズの用紙
を給紙トレイにセットし
てください。

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ
Y

Yの場所で紙づまりが
起こっています。

紙づまりの場所を確認し、
つまった用紙を取り除い
てください。

メッセージメッセージメッセージメッセージ 意味意味意味意味 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

ﾖｳｼｻｲｽﾞ ｶｸﾆﾝ
Y ﾎｷｭｳ

プリンタドライバで設
定されている用紙サイ
ズ（Y)と給紙トレイに
セットされている用紙
のサイズが異なります。
または、印刷中に用紙
がなくなった後に、異
なるサイズの用紙が
セットされています。

指定した給紙トレイから
用紙を取り出し、正しい
サイズの用紙をセットす
るか、プリンタドライバ
の設定を変更してくださ
い。その後、用紙を再
セットすることにより印
刷を開始します。

ﾖｳｼｻｲｽﾞ ｶｸﾆﾝ
Y ﾎｷｭｳ

指定した給紙トレイ内
で、間違ったサイズの
用紙が検出されました。

指定した給紙トレイから
用紙を取り出し、正しい
サイズの用紙をセットす
るか、プリンタドライバ
の設定を変更してくださ
い。その後、正しい用紙
をセットすることにより
印刷を開始します。

ﾒﾓﾘ ﾌﾙ
ｷｬﾝｾﾙ ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ

内蔵メモリで処理でき
る量以上のデータを受
信しました。

［キャンセル］キーを押し
て、メッセージを解除し
てください。プリント
ジョブのデータ容量を少
なくし（例えば、解像度
を低くするなど）、再度印
刷してください。または、
オプションのメモリを増
設してください。

ﾃｻｼ ｶﾞ ﾐﾂｶﾘﾏｾﾝ
ﾕﾆｯﾄ ｶｸﾆﾝ

手差しトレイが使用で
きません。

両面プリントユニットと
手差しトレイを取り付け
てください。給紙トレイ 1
～ 4から用紙を給紙する
場合でも、両面印刷する
ときは手差しトレイが必
要です。

ﾃｻﾞｼ ﾖｳｼ ﾅｼ
Y ﾎｷｭｳ

手差しトレイに用紙が
ありません。

用紙を手差しトレイに
セットしてください。

ﾊｲｼﾄﾚｲ ﾌﾙ
ﾖｳｼ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ

排紙トレイにある用紙
が最大容量以上になっ
たと検出されました。

排紙トレイ上の用紙を取
り除いてください。

P-UNIT ｼﾞｭﾐｮｳ
KCMY ｺｳｶﾝ

表示されたカラー（K：
ブラック、C：シアン、
M：マゼンタ、Y：イエ
ロー）のプリントユ
ニットが寿命になった
ため、交換する必要が
あります。

表示されたカラーのプリ
ントユニットを交換して
ください。

メッセージメッセージメッセージメッセージ 意味意味意味意味 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

P-UNIT ｴﾗｰ
KCMY ｺｳｶﾝ

表示されたカラー（K：
ブラック、C：シアン、
M：マゼンタ、Y：イエ
ロー）のプリントユ
ニットでエラーが発生
しています。

表示されたカラーのプリ
ントユニットを交換して
ください。

P-UNIT KCMY ｺｳｶﾝ 表示されたカラー（K：
ブラック、C：シアン、
M：マゼンタ、Y：イエ
ロー）のプリントユ
ニットが寿命に近づい
ています。

印刷品質が低下する前に、
表示されたカラーのプリ
ントユニットと、トナー
カートリッジを交換して
ください。

P-UNIT ｶﾞ ﾐﾂｶﾘﾏｾﾝ
KCMY ｶｸﾆﾝ

表示されたカラー（K：
ブラック、C：シアン、
M：マゼンタ、Y：イエ
ロー）のプリントユ
ニットがないか、正し
く装着されていません。

表示されたカラーのプリ
ントユニットを取り付け
てください。

ｻｲｽﾞ ｶｸﾆﾝ ﾄﾚｲ n 対応していないサイズ
の用紙が給紙トレイ
（n）にセットされてい
ます。

表示された給紙トレイに
正しいサイズの用紙を
セットしてください。

ﾄﾅｰ ｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ
KCMY ｺｳｶﾝ

表示されたカラー（K：
ブラック、C：シアン、
M：マゼンタ、Y：イエ
ロー）のトナーカート
リッジ内のトナーがな
くなりました。

表示されたカラーのト
ナーカートリッジを交換
してください。

ﾄﾅｰ ｼｮｳﾘｮｳ KCMY 表示されたカラー（K：
ブラック、C：シアン、
M：マゼンタ、Y：イエ
ロー）のトナーが残り
少なくなっています。
あと 500ページ（A4サ
イズで 5%の印字率の
場合）印刷する前に交
換する必要があります。

表示されたカラーのト
ナーカートリッジを交換
してください。

ﾄﾅｰ ｶﾞ ﾐﾂｶﾘﾏｾﾝ
KCMY ｶｸﾆﾝ

表示されたカラー（K：
ブラック、C：シアン、
M：マゼンタ、Y：イエ
ロー）のトナーカート
リッジがないか、正し
く装着されていません。

表示されたカラーのト
ナーカートリッジを交換
してください。

ﾃﾝｼｬﾍﾞﾙﾄ ｺｳｶﾝｼﾞｷ 転写ベルトが寿命に近
づいています。

販売店または弊社に連絡
してください。

メッセージメッセージメッセージメッセージ 意味意味意味意味 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

ﾄﾚｲ X ﾖｳｼ ﾅｼ 表示された給紙トレイ
（X）に用紙がセットさ
れていません。補充す
る必要があります。

表示された給紙トレイに
正しい用紙をセットして
ください。

ﾖｺｸ ﾊｲﾄﾅｰﾎﾞﾄﾙ ﾌﾙ 廃トナーボトルの寿命
が近づいています。あ
と 500ページ（A4サイ
ズで 5%の印字率の場
合）印刷する前に交換
する必要があります。

新しい廃トナーボトルに
交換してください。

ﾊｲﾄﾅｰﾎﾞﾄﾙ ｴﾗｰ
ﾎﾞｯｸｽ ｺｳｶﾝ

廃トナーボトルが正し
く装着されていません。

廃トナーボトルを取り外
し、取り付け直してくだ
さい。

ﾊｲﾄﾅｰﾎﾞﾄﾙ ﾌﾙ
ﾎﾞｯｸｽ ｺｳｶﾝ

廃トナーボトルが廃ト
ナーでいっぱいになり
ました。

新しい廃トナーボトルに
交換してください。

Y ﾖｳｼ ﾅｼ
X ﾎｷｭｳ

表示された給紙トレイ
（Y）に用紙がセットさ
れていません。表示さ
れたサイズ（X）の用紙
を補充する必要があり
ます。

表示された給紙トレイに
正しいサイズの用紙を
セットしてください。

Y ｻｲｽﾞ ｶｸﾆﾝ
X ﾎｷｭｳ

表示された給紙トレイ
（Y）に間違ったサイズ
の用紙がセットされて
います。表示されたサ
イズ（X）の用紙をセッ
トする必要があります。

表示された給紙トレイに
正しいサイズの用紙を
セットしてください。

メッセージメッセージメッセージメッセージ 意味意味意味意味 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

サービスメッセージサービスメッセージサービスメッセージサービスメッセージ
いくつかの例外的な処理が重なった場合に、実際には問題がなくても、サー
ビスメッセージが表示されることがあります。プリンタの動作が止まり、
サービスメッセージが表示されたら、プリンタの電源を切ってから入れ直し
てください。この操作でサービスメッセージが消え、プリンタの動作が復旧
することがあります。サポートセンターへ連絡する前に、必ず電源のオフ／
オンを試みてください。
サービスは、保守契約が結ばれているサービス店かお買い求めの販売店、ま
たは弊社サポートセンターにご連絡ください。
 

PostScriptエラーレポートの初期設定エラーレポートの初期設定エラーレポートの初期設定エラーレポートの初期設定
PostScriptエミュレーション使用時に印刷に問題がある場合は、操作パネル
でエラーレポートをオンに設定してください。エラーレポートは、プリント
ジョブ中に起こる PostScriptエラーを特定する診断ツールです。

メッセージメッセージメッセージメッセージ 意味意味意味意味 処置のしかた処置のしかた処置のしかた処置のしかた
ｻｰﾋﾞｽｺｰﾙ N X サービスメッセージ内に

表示されている“X”のエ
ラーが検出されました。
“N”は、メッセージ IDを
表します。

プリンタを再起動してく
ださい。この操作でサー
ビスメッセージが消え、
プリンタの動作が復旧す
ることがあります。
状況が変わらない場合は、
エラーの情報を販売店ま
たは弊社に連絡してくだ
さい。

メニューメニューメニューメニュー ｼｽﾃﾑ / ﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄ / ｴﾗｰ ﾚﾎﾟｰﾄ

設定項目設定項目設定項目設定項目 ﾊｲﾊｲﾊｲﾊｲ：：：：再起動時にエラーハンドラを読み込みます。
ｲｲｴｲｲｴｲｲｴｲｲｴ：：：：再起動時にエラーハンドラを読み込みません。

初期設定初期設定初期設定初期設定 ﾊｲ

備考備考備考備考 PostScriptエラーについて詳しくは、「PostScript Language 
Reference Manual Third Edition」（Adobe Systems Incorporated, 
Reading, PA: Addison-Wesley, 1999, ISBN 0-201-37922-8）を参
照してください。

エラーレポート設定を有効にするには、設定後にプリンタを再起
動する必要があります。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

追加情報追加情報追加情報追加情報
本書の指示にしたがって操作を行っても問題が解決しない場合は、販売店ま
たは弊社サポートセンターに連絡してください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語



日 日日日
本 本本本
語 語語語

A付録付録付録付録
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

仕様仕様仕様仕様

プリンタ全般プリンタ全般プリンタ全般プリンタ全般

プリンタプリンタプリンタプリンタ
タイプタイプタイプタイプ

デスクトップ、ノンインパクト、カラープリンタ

プリント方式プリント方式プリント方式プリント方式 露光方式：露光方式：露光方式：露光方式：半導体レーザー＋回転ミラー
記録：記録：記録：記録：電子写真方式
処理：処理：処理：処理：シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックのトナーの各画像
を用紙に転写
定着：定着：定着：定着：ヒートローラー

解像度解像度解像度解像度 600× 600（標準）
9600相当 × 600（高品質）

負荷サイクル負荷サイクル負荷サイクル負荷サイクル * 1ヶ月に A4／レターサイズの用紙に片面印刷（連続印刷）：
平均 5,000 枚
最大 45,000枚

トナートナートナートナー タイプ：タイプ：タイプ：タイプ：乾式、一成分
パッケージ：パッケージ：パッケージ：パッケージ：ユーザー交換可能なトナーカートリッジ

ウォームアッウォームアッウォームアッウォームアッ
プ時間プ時間プ時間プ時間 

最大：最大：最大：最大：99.9秒以下

給紙給紙給紙給紙 標準標準標準標準 トレイトレイトレイトレイ 1：：：： 250枚ユニバーサル給紙トレイ（印刷面
が上）
トレイトレイトレイトレイ 2：：：： 500枚標準給紙トレイ（印刷面が上）

オプショオプショオプショオプショ
ンンンン

トレイトレイトレイトレイ 3、、、、4：：：：500枚給紙トレイ（印刷面が上）を 2
段まで増設可能
手差しトレイ：手差しトレイ：手差しトレイ：手差しトレイ：1枚ずつ給紙（印刷面が下）
（両面プリントユニット装着時のみ使用可能）

排紙トレイ排紙トレイ排紙トレイ排紙トレイ 250枚排紙トレイ（印刷面が下）

用紙サイズ／用紙サイズ／用紙サイズ／用紙サイズ／
坪量坪量坪量坪量

2章「用紙の取り扱い」（p.7）参照。

用紙の種類用紙の種類用紙の種類用紙の種類 カット紙

両面プリント両面プリント両面プリント両面プリント
ユニットと手ユニットと手ユニットと手ユニットと手
差しトレイ装差しトレイ装差しトレイ装差しトレイ装
着時の両面印着時の両面印着時の両面印着時の両面印
刷刷刷刷 **

60～ 90 g/m2の普通紙、再生紙

A3、A4、A5、B4、B5 JIS、11× 17、8× 10、Foolscap、エグ
ゼクティブ、Folio (A4 Plus)、Govenment Legal、Government 
Letter、Kai 8 (Chinese 8K)、Kai 16 (Chinese 16K)、Kai 32 
(Chinese 32K)、リーガル、レター、SP Folio、Statement

備考：備考：備考：備考： * 負荷サイクルは、用紙の種類や印字率によっても変わります。
このサイクルで連続して使用すると、プリンタの寿命が短く
なります。

** 給紙トレイ 1～ 4のみ使用可能。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

コントローラ部コントローラ部コントローラ部コントローラ部 

CPU IBM Power PC 405 Core（266 MHz）

常駐エミュ常駐エミュ常駐エミュ常駐エミュ
レーションレーションレーションレーション 

PostScript：：：：Level 3
PDF：：：：バージョン 1.3（PDFファイルのダイレクト印刷時、た
だしハードディスクが必要）

フォントフォントフォントフォント Type 1、Type 3、Agfa、CID、TrueType

標準インター標準インター標準インター標準インター
フェイスフェイスフェイスフェイス

イーサネット：イーサネット：イーサネット：イーサネット：10BaseT/100BaseTX
パラレル：パラレル：パラレル：パラレル：セントロニクス IEEE 1284双方向
USB：：：：USB（version 1.1）Type Bコネクタ

メモリメモリメモリメモリ タイプ：タイプ：タイプ：タイプ：PC-133準拠の SDRAM DIMM
標準メモリ：標準メモリ：標準メモリ：標準メモリ：128 MB
総メモリ：総メモリ：総メモリ：総メモリ：512 MBまで拡張可能

オプションのオプションのオプションのオプションの
メモリメモリメモリメモリ

128 MB、256 MBの DIMM
推奨のメモリについては、www.konicaminolta.net/printer/にア
クセスしてご確認いただけます。

ジョブアカウジョブアカウジョブアカウジョブアカウ
ント機能の対ント機能の対ント機能の対ント機能の対
応応応応

PageScope Light（プリンタベースでサービス管理を行う、プ
リンタ管理者用のWebインターフェイス）
PageScope Net Care （サーバベースで管理を行う、ネット
ワーク管理者用のソフトウェア）
プリンタベースのアカウントプリンタベースのアカウントプリンタベースのアカウントプリンタベースのアカウント（ハードディスクが必要）

コントローラコントローラコントローラコントローラ
ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア

AIDC
Agfa Balanced Screens （ハーフトーン用）
Microsoft プラグ＆プレイ
SNMPに対応
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

電気特性電気特性電気特性電気特性

電圧と電力電圧と電力電圧と電力電圧と電力

電源仕様電源仕様電源仕様電源仕様

警告警告警告警告
電源プラグを電源プラグを電源プラグを電源プラグを 100V、、、、14 A以上のコンセントに接続してください。他の機器以上のコンセントに接続してください。他の機器以上のコンセントに接続してください。他の機器以上のコンセントに接続してください。他の機器
と同じコンセントに接続しないでください。過熱による火災や感電の恐れがと同じコンセントに接続しないでください。過熱による火災や感電の恐れがと同じコンセントに接続しないでください。過熱による火災や感電の恐れがと同じコンセントに接続しないでください。過熱による火災や感電の恐れが
あります。電源ケーブルのアース線は、火災や感電を起こさないように正しあります。電源ケーブルのアース線は、火災や感電を起こさないように正しあります。電源ケーブルのアース線は、火災や感電を起こさないように正しあります。電源ケーブルのアース線は、火災や感電を起こさないように正し
いアースに接続してください。いアースに接続してください。いアースに接続してください。いアースに接続してください。

電圧／周波数電圧／周波数電圧／周波数電圧／周波数 100 V± 10%、50/60 Hz± 3 Hz

位相位相位相位相 シングル

消費電力消費電力消費電力消費電力 モード 平均 最大

モノクロ印刷中
カラー印刷中
待機中
節電中

700 W以下
700 W 以下
170 W以下
25 W 以下

1400 W以下

認証認証認証認証 国際エネルギースタープログラム

電源電源電源電源 AC 100 V± 10%、50/60 Hz± 3%

注：注：注：注：アンペア数は、プリンタが使用するアンペア数の 1.2倍以上
の容量が必要です。

電圧の変動率電圧の変動率電圧の変動率電圧の変動率 AC 100 V± 10%

注：注：注：注：本機が問題なく動作するための電圧の変動率は 10%です。

周波数の変動周波数の変動周波数の変動周波数の変動
率率率率

50～ 60 Hz± 3 Hz

最大電流最大電流最大電流最大電流 動作時：14 A

ノイズ発生機ノイズ発生機ノイズ発生機ノイズ発生機
器器器器

プリンタが接続しているコンセントには他の機器を接続しないで
ください。

接地接地接地接地 プリンタは ACコンセントのアース端子に正しくアース接続して
ください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

国際エネルギースタープログラム対応国際エネルギースタープログラム対応国際エネルギースタープログラム対応国際エネルギースタープログラム対応
当社は、国際エネルギースタープログラム
の参加業者として、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対象製品とは？国際エネルギースタープログラム対象製品とは？国際エネルギースタープログラム対象製品とは？国際エネルギースタープログラム対象製品とは？
国際エネルギースタープログラム対象製品とは、地球温暖化抑制に貢献する
事を目的に作られた製品です。一定時間印刷を行わない場合、自動的に低電
力モードに移行する機能が搭載されています。この機能により本機未使用時
の効率的および、経済的な電力の使用ができます。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

環境環境環境環境

ノイズレベルノイズレベルノイズレベルノイズレベル 印刷時：印刷時：印刷時：印刷時：50 dB (A)以下
待機中：待機中：待機中：待機中：40 dB (A)以下

相対湿度相対湿度相対湿度相対湿度 動作中：動作中：動作中：動作中：15～ 85% RH（結露なきこと）
移動中／保管中：移動中／保管中：移動中／保管中：移動中／保管中：30～ 85%（結露なきこと）
湿度変化：湿度変化：湿度変化：湿度変化：1時間に 20%以下

温度範囲温度範囲温度範囲温度範囲 動作中：動作中：動作中：動作中：10～ 32.5℃
移動中／保管中：移動中／保管中：移動中／保管中：移動中／保管中：0～ 35℃
温度変化：温度変化：温度変化：温度変化：1時間に 10℃以下

高度高度高度高度 動作中：動作中：動作中：動作中：0～ 3,000 m
最低気圧限界値：最低気圧限界値：最低気圧限界値：最低気圧限界値：74.1 kPa
移動中／保管中の気圧：移動中／保管中の気圧：移動中／保管中の気圧：移動中／保管中の気圧：74.0～ 101.3 kPa

傾き傾き傾き傾き 動作中：動作中：動作中：動作中：プリンタ周辺すべて傾きが± 1°以下
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

化学物質の報告化学物質の報告化学物質の報告化学物質の報告

物理特性物理特性物理特性物理特性

製品安全シート
（Material Safety Data Sheets (MSDS)）

Title 29 CFR Ch. XVII, 
Part 1920.1200

備考：備考：備考：備考： 製品安全シートの情報は、www.konicaminolta.net/printer/でご確認いた
だけます（「Answer Base」をクリックしてください）。

構成構成構成構成 本体に給紙トレイ本体に給紙トレイ本体に給紙トレイ本体に給紙トレイ
1、、、、2装着時装着時装着時装着時

本体に本体に本体に本体に
給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ 1～～～～ 4
両面プリントユ両面プリントユ両面プリントユ両面プリントユ
ニットニットニットニット
手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ手差しトレイ
装着時装着時装着時装着時

本体 幅：幅：幅：幅：628 mm
高さ：高さ：高さ：高さ：564 mm
奥行：奥行：奥行：奥行：594 mm

幅：幅：幅：幅：694 mm
高さ：高さ：高さ：高さ：774 mm
奥行：奥行：奥行：奥行：594 mm

プリンタデスク 装着すると、283 mm高くなります。

プリンタテーブル 装着すると、73 mm高くなります。

両面プリントユニット 幅：幅：幅：幅：445 mm
高さ：高さ：高さ：高さ： 311 mm
奥行：奥行：奥行：奥行：65 mm

給紙ユニット
（1個の外形寸法）

幅：幅：幅：幅：575 mm
高さ：高さ：高さ：高さ：127 mm
奥行：奥行：奥行：奥行：568 mm

構成構成構成構成 質量質量質量質量

出荷時の基本パッケージ 79.8 kg

プリンタデスク 19 kg

プリンタテーブル 8 kg

両面プリントユニット
（手差しユニットを除く）

2.1 kg

給紙ユニット（給紙トレイ 3、4） 8.5 kg（1個につき）

手差しトレイ 1.5 kg

用紙 坪量 75 g/m2の用紙 500枚の場合
1.9 kg

プリントユニット 2 kg× 4個
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日 日日日
本 本本本
語 語語語 設置スペース設置スペース設置スペース設置スペース

下図は、プリンタの操作、消耗品の交換、紙づまりした用紙の除去などで必
要なスペースを示しています。

!" 通気をよくし、操作をしやすいように、プリンタのまわりには十分
なスペースを確保してください。出力結果を最も良い状態に保ち、
消耗品の寿命を長くするために、プリンタを頑丈で水平な場所に設
置してください。

プリンタの高さは、オプションの 500枚給紙ユニットを装着すると、1ユ
ニットにつき 105 mm高くなります。

設置場所設置場所設置場所設置場所
# プリンタ（オプション、消耗品、用紙を含む）の重量に耐えられる場所
に設置してください。

消耗品を装着していない状態のプリンタ 49.0 kg

消耗品を装着している状態のプリンタ 56.8 kg

トナーカートリッジ 0.4 kg× 4個

次のような場所に設置してくださ次のような場所に設置してくださ次のような場所に設置してくださ次のような場所に設置してくださ
い。い。い。い。

次のような場所には設置しないで次のような場所には設置しないで次のような場所には設置しないで次のような場所には設置しないで
ください。ください。ください。ください。

表面が硬く、平らで、安定して、水平
な場所。

直射日光の当たる場所。
暖房機や冷房機が近くにあり、温度差、
湿度の差が激しい場所。
風の吹く場所やほこりの多い場所。直
火のある場所や燃えやすい場所。

構成構成構成構成 質量質量質量質量

300 mm 709 mm 253 mm 418 mm 594 mm 100 mm
77

4 
m

m

56
4 

m
m
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

!" 設置場所が水平かどうか確認してください。（例えば、丸い鉛筆を置
いてどの方向にも転がらないこと。）ケーブルなどの障害物がプリン
タの下にはさまらないように、それらをどかし、設置場所が平らで
プリンタが水平になるようにしてください。

警告警告警告警告
吸気ダクトをふさぐと、火災の危険があります。吸気ダクトをふさぐと、火災の危険があります。吸気ダクトをふさぐと、火災の危険があります。吸気ダクトをふさぐと、火災の危険があります。

# プリンタが温度の低い部屋に置かれて急激に温度が上がった場合、また
温度の低い場所から暖かく温度の高い場所にプリンタを移動した場合、
プリンタ内部で結露が起こり、印刷品質が低下する可能性があります。
結露が起こった場合は、使用する前に約 1時間置いてその環境に適応さ
せてください。

# 加湿器や蒸発器がプリンタのある部屋にある場合は、精製した水または
蒸留水を使用してください。水の中の不純物が空気中に放出されると、
プリンタ内部に溜まり、印刷結果の低下の原因になります。

ご注意ご注意ご注意ご注意

アース線をガス管、水道管、電話専用アースに接続しないでください。アース線をガス管、水道管、電話専用アースに接続しないでください。アース線をガス管、水道管、電話専用アースに接続しないでください。アース線をガス管、水道管、電話専用アースに接続しないでください。

アース接地されている専用のコンセン
トに近い場所。
お使いのコンピュータに近い場所。
IEEE1284双方向パラレルケーブルの長
さが 2 m以下になる場所。

高電流の機器と同じコンセントに接続
しないでください。
コピー機やエアコンなどノイズが発生
する機器や、冷蔵庫など強い磁力や電
磁力の発生する機器に近い場所。

使いやすさと適度な換気のため、十分
に広い場所。

水、水道管、液体（飲物）の入った容
器類、腐食性薬品や腐食性ガス（アン
モニアなど）に近い場所。

周囲の温度が 10°C～ 35°C、時間あた
りの温度変化率が 10°C以内の場所。

クリップやホッチキスの針などの細か
い金属物が散らばっている場所。

湿度が 15%～ 85%、時間あたりの湿度
変化率が 20%以内の場所。

激しい振動が起こる場所。

海抜 0 m～ 3,000 m。

次のような場所に設置してくださ次のような場所に設置してくださ次のような場所に設置してくださ次のような場所に設置してくださ
い。い。い。い。

次のような場所には設置しないで次のような場所には設置しないで次のような場所には設置しないで次のような場所には設置しないで
ください。ください。ください。ください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

プリンタ部とコントローラ部の仕様プリンタ部とコントローラ部の仕様プリンタ部とコントローラ部の仕様プリンタ部とコントローラ部の仕様

プリント速度プリント速度プリント速度プリント速度
下の表は最大のプリント速度を分単位のページ数（ppm）で示しています。

用紙サイズ用紙サイズ用紙サイズ用紙サイズ 給紙給紙給紙給紙
方向方向方向方向

片面印刷片面印刷片面印刷片面印刷 自動自動自動自動
両面両面両面両面
印刷印刷印刷印刷 *

普通紙普通紙普通紙普通紙 厚紙厚紙厚紙厚紙 OHP
フィルフィルフィルフィル
ムムムム

A3 タテタテタテタテ 11.3 5.7 – 6

A4 ヨコヨコヨコヨコ
トレイ 1 21.6

10.5 4 17.5
トレイ 2～ 4 21.0

A5 ヨコヨコヨコヨコ
トレイ 1 21.6

10.5 – 17.5
トレイ 2～ 4 21.0

B4 タテタテタテタテ 13 6.5 – 6.5

B5 ヨコヨコヨコヨコ
トレイ 1 21.6

10.5 – 17.5
トレイ 2～ 4 21.0

官製はがき官製はがき官製はがき官製はがき タテタテタテタテ – 10.5 – –

Legal/Folio 
(A4 Plus)

タテタテタテタテ 13 6.6 – 6.6

レターレターレターレター ヨコヨコヨコヨコ 20.5 10.2 4 17

A3ワイドワイドワイドワイド タテタテタテタテ 10.5 5.3 – –

11×××× 17 タテタテタテタテ 11 5.5 – 6

備考：備考：備考：備考： この表では、画像安定化調整を行わないときの最大のプリ
ント速度を示しています。画像安定化調整は、最短 5分の
間隔で約 24秒間行われます。

* OHPフィルムは、自動両面印刷に対応していません。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

消耗品の寿命の目安消耗品の寿命の目安消耗品の寿命の目安消耗品の寿命の目安
記載している各消耗品の寿命の目安は、一定の印刷条件（用紙の種類、用紙
サイズ、印刷内容、印字率）の場合のもので、通常は A4／レターサイズの
用紙で印字率 5%の場合の値です。実際の寿命は、上記のような印刷条件
や、連続印刷（消耗品には最適です）か間欠的な印刷（例えば 1ページの
プリントジョブを複数回印刷する場合）などの印刷方法の違いによって異な
ります（短くなります）。また、周囲の気温や湿度も影響します。
KONICA MINOLTA製以外の消耗品や弊社推奨品以外の用紙を使用してプリ
ンタが損傷した場合は、保証の対象になりません。弊社推奨品以外の消耗
品、オプションの使用によりプリンタが損傷した場合は、有償修理となりま
す。

消耗品：消耗品：消耗品：消耗品：
メッセージメッセージメッセージメッセージ

消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数
間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷
（（（（1ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷
（（（（3ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

連続印刷連続印刷連続印刷連続印刷

トナーカートリッジ：トナーカートリッジ：トナーカートリッジ：トナーカートリッジ：
ﾄﾅｰ ｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ
KCMY ｺｳｶﾝ

印字率印字率印字率印字率 5%の場合：の場合：の場合：の場合：
ブラック（K）：3,800
シアン（C）、マゼンタ
（M）、イエロー（Y）：
3,300

印字率印字率印字率印字率 5%の場合：の場合：の場合：の場合：
ブラック（K）：6,000
シアン（C）、マゼンタ
（M）、イエロー（Y）：
5,500

印字率印字率印字率印字率 5%の場合：の場合：の場合：の場合：
全色：7,500

消耗品：消耗品：消耗品：消耗品：
メッセージメッセージメッセージメッセージ

消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数
間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷
（（（（1ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷
（（（（3ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

連続印刷連続印刷連続印刷連続印刷

廃トナーボトル廃トナーボトル廃トナーボトル廃トナーボトル (1)：：：：
ﾊｲﾄﾅｰﾎﾞﾄﾙ ﾌﾙ
ﾎﾞｯｸｽ ｺｳｶﾝ

1,500 3,500 8,000

備考：備考：備考：備考： (1)「ﾖｺｸ ﾊｲﾄﾅｰﾎﾞﾄﾙ ﾌﾙ」メッセージが表示されてから約
500枚印刷可能です。印字率が高い場合は、印刷可能
なページ数はさらに少なくなります。

消耗品：消耗品：消耗品：消耗品：
メッセージメッセージメッセージメッセージ

消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数
間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷
（（（（1ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷
（（（（3ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

連続印刷連続印刷連続印刷連続印刷

プリントユニット部プリントユニット部プリントユニット部プリントユニット部 (2)：：：：
P-UNIT ｼﾞｭﾐｮｳ
KCMY ｺｳｶﾝ

7,600～ 9,300 15,900～ 19,500 26,000～ 32,500
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

 

消耗品の購入に関する情報、部品番号、価格などについては、お近くの販売
店または弊社Webページ（www.konicaminolta.net/printer/）にアクセスし
てご確認いただけます。

備考：備考：備考：備考： (2) 印字率が高い場合は、印刷可能なページ数はさらに少
なくなります。平均の印字率を確認したいときは、ト
ウケイ ページを印刷してください
（操作パネルの「ｲﾝｻﾂ / ﾄｳｹｲ ﾍﾟｰｼﾞ」メニュー）。

消耗品：消耗品：消耗品：消耗品：
メッセージメッセージメッセージメッセージ

消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数
間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷
（（（（1ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷
（（（（3ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

連続印刷連続印刷連続印刷連続印刷

定着ユニット：定着ユニット：定着ユニット：定着ユニット：
ﾃｲﾁｬｸｷ ｺｳｶﾝｼﾞｷ

120,000

消耗品：消耗品：消耗品：消耗品：
メッセージメッセージメッセージメッセージ

消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数
間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷
（（（（1ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷
（（（（3ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

連続印刷連続印刷連続印刷連続印刷

給紙ローラー給紙ローラー給紙ローラー給紙ローラー
紙さばきローラー紙さばきローラー紙さばきローラー紙さばきローラー
（トレイ（トレイ（トレイ（トレイ 1用キット、用キット、用キット、用キット、
トレイトレイトレイトレイ 2～～～～ 4用キット）用キット）用キット）用キット）
(3)：：：：
（メッセージは表示され
ません）

200,000

備考：備考：備考：備考： (3) 手差しトレイには、給紙ローラー、紙さばきローラー
はありません。

消耗品：消耗品：消耗品：消耗品：
メッセージメッセージメッセージメッセージ

消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数消耗品の交換までに印刷可能な標準ページ数
間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷間欠的な印刷
（（（（1ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷平均的な印刷
（（（（3ページずつのページずつのページずつのページずつの
ジョブ）ジョブ）ジョブ）ジョブ）

連続印刷連続印刷連続印刷連続印刷
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

適合宣言文適合宣言文適合宣言文適合宣言文

■ 電波障害について

■ 高調波対策ガイドライン
本機器は社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会が定めた複写機及び
類似の機器の高調波対策ガイドライン（家電・汎用品高調波抑制対策ガイド
ラインに準拠）に適合しています。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基
準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使
用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョ
ン受信機に接近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。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

この装置は、シールドタイプのインターフェイスケーブルおよび
ネットワークケーブルを使用して下さい。ノンシールドケーブルを
使用するとラジオやテレビジョン受信機の受信障害を引き起こすこ
とがあり、VCCI 規制で禁止されています。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

安全にお使いいただくために安全にお使いいただくために安全にお使いいただくために安全にお使いいただくために

トナートナートナートナー

トナーまたはトナーの入った容器を火中に投じないでください。トナーまたはトナーの入った容器を火中に投じないでください。トナーまたはトナーの入った容器を火中に投じないでください。トナーまたはトナーの入った容器を火中に投じないでください。
トナーが飛び散り、やけどの恐れがあります。トナーが飛び散り、やけどの恐れがあります。トナーが飛び散り、やけどの恐れがあります。トナーが飛び散り、やけどの恐れがあります。 

注意：お子様の手の届かないところに保管してください。注意：お子様の手の届かないところに保管してください。注意：お子様の手の届かないところに保管してください。注意：お子様の手の届かないところに保管してください。

レーザーの安全性レーザーの安全性レーザーの安全性レーザーの安全性
本機は、レーザーを使用するプリンタです。本マニュアルに記載の指示事項を守って動作
させる限り、レーザーの危険にさらされることはありません。
レーザー光放射は、保護カバーの中に完全に遮蔽されていますので、ユーザー使用のどの
段階においても、レーザー光が機外に漏れ出すことはありません。
本機はクラス 1レーザー製品として認定されています。したがって、本機が危険なレー
ザー放射を発生させることはありません。

内部レーザー放射内部レーザー放射内部レーザー放射内部レーザー放射
最大平均放射パワー：7.351 µW（プリントヘッド開口部にて）

波長：770～ 800 nm

本機は、クラス 3bのレーザーダイオードを使用し、不可視のレーザー光を放射します。プ
リントヘッド部には、このレーザーダイオードと読み取り用ポリゴンミラーが組み込まれ
ています。

レーザー開口部とレーザー注意ラベル
プリントヘッド部の内部は市場保守調整品プリントヘッド部の内部は市場保守調整品プリントヘッド部の内部は市場保守調整品プリントヘッド部の内部は市場保守調整品
目ではありません。したがって、プリント目ではありません。したがって、プリント目ではありません。したがって、プリント目ではありません。したがって、プリント
ヘッド部は、どのような状況でも開けないヘッド部は、どのような状況でも開けないヘッド部は、どのような状況でも開けないヘッド部は、どのような状況でも開けない
でください。でください。でください。でください。

プリントプリントプリントプリント
ヘッド部ヘッド部ヘッド部ヘッド部

レーザーレーザーレーザーレーザー
開口部開口部開口部開口部



安全にお使いいただくために 221

日 日日日
本 本本本
語 語語語

レーザー注意ラベルレーザー注意ラベルレーザー注意ラベルレーザー注意ラベル

レーザー安全ラベルレーザー安全ラベルレーザー安全ラベルレーザー安全ラベル JIS C 6802

警告：ここに規定した以外の手順による制御や調整は危険なレーザー放射の被ばくをもた警告：ここに規定した以外の手順による制御や調整は危険なレーザー放射の被ばくをもた警告：ここに規定した以外の手順による制御や調整は危険なレーザー放射の被ばくをもた警告：ここに規定した以外の手順による制御や調整は危険なレーザー放射の被ばくをもた
らす恐れがあります。らす恐れがあります。らす恐れがあります。らす恐れがあります。

これは半導体レーザーです。このレーザーダイオードの最大出力は 15 mWで、波長は 770
～ 800 nmです。

感電の危険 !　レーザー光線の被ばくの危険 !
この取扱説明書で指示されているカバー以外のカバーを取り外さないでください。

レーザー
開口部
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

オゾン放出オゾン放出オゾン放出オゾン放出
本機の使用中は少量のオゾンが発生しますが、その量は人体に悪影響を及ぼさないレベル
です。ただし、換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量に印刷を行ったりする場合には
臭気が気になることがあります。快適な環境を保つために、定期的な部屋の換気をお勧め
します。

電池の交換電池の交換電池の交換電池の交換
本機はメモリバックアップ用に、リチウム電池を使用しています。メモリバックアップ
用電池は、お客様が交換する必要はありません。
同一型式以外のもの、または同等品以外の電池を取り付けると、電池が破裂するおそれ
があります。
バックアップされたデータが壊れるおそれがありますので、故障時の電池交換は、販売
店もしくはサービス実施店にご相談ください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

本項では、誤ったお取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を説明
しています。プリンタを最適な状態で使用するため、本書をよく読み、指示
にしたがってください。本書はいつでも見られる場所に大切に保管してくだ
さい。
プリンタを使用する前に、次項もお読みください。安全性についての重要な
情報や、機器の問題を未然に防ぐための重要な情報が記載されています。
取扱説明書本文内に書かれている注意事項も必ずお守りください。

!" ご購入いただきました製品によっては本項の内容と一部合致しない
ものもありますのでご了承ください。

警告及び注意記号の意味警告及び注意記号の意味警告及び注意記号の意味警告及び注意記号の意味

絵記号の意味絵記号の意味絵記号の意味絵記号の意味

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ある内容を示しています。

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
負う可能性または物的損害のみを負う可能性が想定される
内容を示しています。

この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。記号の中や近く
に具体的内容が書かれています。

例）「高温注意」を表す絵表示

この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的内容が書か
れています。

例）「分解禁止」を表す絵表示

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに
具体的内容が書かれています。

例）「電源プラグを抜く」を表す絵表示

警告警告警告警告

または

ご注意ご注意ご注意ご注意
または



 安全にお使いいただくために224

日 日日日
本 本本本
語 語語語

• 本製品を改造しないでください。火災・感電・故障の恐れがあります。ま
た、レーザーを使用している製品にはレーザー光源があり、失明の恐れが
あります。

• 本製品の固定されているカバーやパネルなどは外さないでください。製品
によっては、内部で高電圧の部分やレーザー光源を使用しているものがあ
り、感電や失明の恐れがあります。

• 同梱の電源ケーブル以外は使用しないでください。火災や感電の恐れがあ
ります。

• 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。火災や感電の恐
れがあります。

• たこあし配線はしないでください。コンセントに表示された電流値を超え
て使用すると火災や感電の恐れがあります。

濡れた手で電源ケーブルを抜き差ししないでください。火災・感電の恐れが
あります。

電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。正しく差し込まない
と、火災や感電の恐れがあります。

• 電源ケーブルを傷つけたり、加工したり、重いものを載せたり、加熱した
り、無理にねじったり、曲げたり、引っ張ったりして破損させないでくだ
さい。傷んだ電源ケーブル（芯線の露出、断線など）を使用すると、火災
の恐れがあります。
万一このような状態を発見した場合には、ただちに電源スイッチを切り、
その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、担当サービスマンにご連
絡ください。

• 原則的に延長ケーブルは使用しないでください。火災や感電の恐れがあり
ます。やむを得ず延長ケーブルを使用する場合は、担当サービスマンにご
連絡ください。

本製品の上に水などの入った花瓶などの容器やクリップなどの小さな金属物
などを置かないでください。こぼれて製品内に入った場合、火災・感電の恐
れがあります。
万一、金属片・水・液体などの異物が本製品の内部に入った場合には、ただ
ちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、
担当サービスマンにご連絡ください。

• 製品が異常に熱くなったり、煙、悪臭、異音が発生したりするなどの異常
が生じた場合には、ただちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグ
をコンセントから抜いて、担当サービスマンにご連絡ください。そのまま
お使いになると、火災や感電につながる恐れがあります。

• 本製品を落としたり、カバーを破損した場合には、ただちに電源スイッチ
を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、担当サービスマ
ンにご連絡ください。そのままお使いになると、火災や感電につながる恐
れがあります。

トナーもしくはトナーカートリッジを火に投げ込まないでください。燃えた
トナーが飛び散り、火傷や他の損傷につながる恐れがあります。

必ずアース接続してください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

• 本製品の周囲で引火性のスプレーや液体、ガス等を使用しないでくださ
い。火災の原因となります。

• トナーカートリッジ OPCドラムカートリッジなどを子供の手の届くと
ころに放置しないでください。舐めたり食べたりすると、健康に障害を
きたす原因になることがあります。

• 本製品の通風孔をふさがないでください。製品内部の温度変化により機
能障害や火災、感電の原因となります。

• 本製品を直射日光の当たる場所や、エアコン、暖房器具のそばに設置し
ないでください。製品内部の温度変化により機能障害や火災、感電の原
因となります。

• 本製品をホコリの多い場所や調理台、風呂場、加湿器のそばなど油煙の
あたる場所には置かないでください。火災、感電、故障につながる恐れ
があります。

• 本製品を不安定な台の上や傾いたところ、振動・衝撃の多いところに置
かないでください。落ちたり、倒れたりして、ケガや故障の原因となる
ことがあります。

• 本製品を設置したら固定脚を使用して固定してください。動いたり、倒
れたりして、ケガの原因となることがあります。

• トナーユニットや OPCドラムユニットは、フロッピーディスクや時計
などの磁気に弱いものの近くには保管しないでください。本製品の機能
に障害を与える可能性があります。

製品の内部にはやけどの原因となる高温部分があります。紙詰まりの処置
など内部を点検するときには「高温注意」を促す表示がある部分（定着ユ
ニット等）には触れないようにしてください。

緊急の際に簡単に電源プラグを抜けるよう、電源プラグの周りには何も置
かないでください。

• 緊急の際、ただちに電源ケーブルが引き抜けるように、コンセントが本
製品のそばに配置され、簡単にアクセスできる状態にしてください。

• 本製品を換気の良い場所で使用してください。換気の悪い状態で長期間
使用すると健康に障害を与える可能性がありますので、定期的に部屋の
換気などをしてください。

• 本製品を移動する際は、まず電源ケーブルやケーブルを外してください。
これを怠ると、電源ケーブルやケーブルが傷つき、火災・感電・故障に
つながる可能性があります。

• 本製品を移動する時は、説明書などで指定された位置を持って動かして
ください。製品が落ちると、ケガや製品の変形、さらに故障の原因とな
ります。

• 1年に一度は電源プラグをコンセントから抜いて、プラグ端末のまわり
を掃除してください。埃がたまると火災につながる恐れがあります。

• 電源プラグを抜く時は必ずプラグを持って抜いてください。電源ケーブ
ルを引っ張ると、ケーブルが傷つき、火災や感電につながります。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

レーザープリンタの安全な使用方法レーザープリンタの安全な使用方法レーザープリンタの安全な使用方法レーザープリンタの安全な使用方法

警告警告警告警告
プリンタを正しくご使用にならないと、健康を害し、感電や、火災の危険にプリンタを正しくご使用にならないと、健康を害し、感電や、火災の危険にプリンタを正しくご使用にならないと、健康を害し、感電や、火災の危険にプリンタを正しくご使用にならないと、健康を害し、感電や、火災の危険に
つながる可能性があります。レーザープリンタのご使用前に、お客様の安全つながる可能性があります。レーザープリンタのご使用前に、お客様の安全つながる可能性があります。レーザープリンタのご使用前に、お客様の安全つながる可能性があります。レーザープリンタのご使用前に、お客様の安全
と操作上の安全に関する情報にじっくりと目を通してください。と操作上の安全に関する情報にじっくりと目を通してください。と操作上の安全に関する情報にじっくりと目を通してください。と操作上の安全に関する情報にじっくりと目を通してください。

電源／電源ケーブル／電源プラグ電源／電源ケーブル／電源プラグ電源／電源ケーブル／電源プラグ電源／電源ケーブル／電源プラグ
このように取り扱ってくださいこのように取り扱ってくださいこのように取り扱ってくださいこのように取り扱ってください
本製品に正しい電圧が使用されていることを確認してください。火災や感電につな
がる可能性があります。

電源ケーブルについて確認してください。
# 電源ケーブルが損傷している場合は、ただちに電源スイッチを切り、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。そのままお使いになると、火災や
感電につながる恐れがあります。

# 電源ケーブルが正しくコンセントに差し込まれており、コンセントに常時、簡単
にアクセスできる状態を保ってください。

# 電源ケーブルが損傷しないように、ケーブル上にプリンタや他の製品が置かれて
いないように気をつけてください。火災や機能障害の原因となります。

# 長時間にわたり製品が使用されない時は、プラグをコンセントから抜いてくださ
い。

本製品の最大使用限度に耐え得る延長ケーブルのみを使用してください。不適切な
延長ケーブルの使用は過熱や火災につながる可能性があります。

このような取り扱いをしないでくださいこのような取り扱いをしないでくださいこのような取り扱いをしないでくださいこのような取り扱いをしないでください
ケーブルを傷める可能性があるため、コンセントからプラグを抜く時はケーブルを傷める可能性があるため、コンセントからプラグを抜く時はケーブルを傷める可能性があるため、コンセントからプラグを抜く時はケーブルを傷める可能性があるため、コンセントからプラグを抜く時は
ケーブルの部分を引っ張らないでください。傷んだケーブルにより感電やケーブルの部分を引っ張らないでください。傷んだケーブルにより感電やケーブルの部分を引っ張らないでください。傷んだケーブルにより感電やケーブルの部分を引っ張らないでください。傷んだケーブルにより感電や
火災につながる危険があります。火災につながる危険があります。火災につながる危険があります。火災につながる危険があります。
# 濡れた手で電源ケーブルをコンセントから抜かないでください。感電の恐れがあ
ります。

# 重いものを電源ケーブルの上に載せないでください。

# 電源ケーブルを引っ張ったり、もつれさせたりしないでください。ケーブルが傷
む可能性があり、それにより、感電や火災につながります。

# プリンタを移動させるときに、電源ケーブルが接続されたままにしないでくださ
い。ケーブルが傷む可能性があり、それにより、ショートや火災につながりま
す。

印刷処理中にプリンタの電源スイッチをオフにしないでください。印刷処理中にプリンタの電源スイッチをオフにしないでください。印刷処理中にプリンタの電源スイッチをオフにしないでください。印刷処理中にプリンタの電源スイッチをオフにしないでください。
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日 日日日
本 本本本
語 語語語

プリンタ本体プリンタ本体プリンタ本体プリンタ本体
このように取り扱ってくださいこのように取り扱ってくださいこのように取り扱ってくださいこのように取り扱ってください
本説明書に明記された手順にしたがって使用してください。不適切な使用は火災や
感電につながります。

利用者の安全および操作上の安全に関する注意

プリンタを正しくご使用にならないと、健康を害し、感電や、火災の危険につなが
る可能性があります。レーザープリンタのご使用前に、お客様の安全と操作上の安
全に関する情報にじっくりと目を通してください。

製品が異常に熱くなったり、煙、悪臭、異音が発生したりするなどの異常が生じた
場合には、ただちに電源スイッチを切り、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。

このような取り扱いをしないでくださいこのような取り扱いをしないでくださいこのような取り扱いをしないでくださいこのような取り扱いをしないでください
このような設置を行わないでください。
# 本製品の上に重いものを載せないでください。

# 本製品のそばに、磁気の強いものを置かないでください。

# コーヒーカップや飲み物の入った瓶や液体の入った容器を製品の上に置かないよ
うにしてください。液体が製品の中に入ると、感電や火災につながります。万
一、液体が製品の中に入った場合は、ただちに電源スイッチを切り、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。紙用クリップや、ホッチキスの芯
や他の金属物を製品の中に入れないでください。感電や火災につながります。も
し金属片が製品内部に入ったら、ただちに電源スイッチを切り、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。

印刷中に本製品のカバーを開けないでください。

本製品のそばで、引火性のスプレイ、液体、ガスを使用しないでください。

安全装置を外さないでください。また、本製品を改造しないでください。当製品の
内部には高電圧の部品が含まれます。製品の不適切な使用は火災、感電につながり
ます。
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語 語語語
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