


本書に、乱丁、落丁などがありましたら、弊社もしくは、
最寄の販売店にご連絡ください。新しいものとお取替え
いたします。



ご挨拶

1

この“すぐに使える操作ガイド”は、お客様が普段最も使うであろう基本機能の操作方法をイラストも交えてわか
りやすく説明してあります。
まずは本ガイドを使って製品が持つ優れた機能の一部をご堪能ください。

また、さらに多くの優れた機能をお知りになりたい方は、本機に付属の「Documentation CD」に収められてい
るユーザーズガイドをごらんください。
安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず別冊の「セーフティインフォメーションガイド」をお読み
ください。

ご挨拶



絵記号の意味

本ガイドおよび製品への表示では、製品をただしくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害
を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性
が想定される内容を示しています。

 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を追う可能性が想定され
る内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

 記号は注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）が描かれています。

 記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

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。

安全にお使いいただくために
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安全にお使いいただくために
製品を安全にお使いいただくために、必ず以下の「取扱上の注意」をよくお読みになってください。また、この説
明書の内容を十分理解してから、プリンターの電源を入れるようにしてください。

● この“すぐに使える操作ガイド”はいつでも見られる場所に大切に保管ください。
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 警告

•  本製品を改造しないでください。火災・感電のおそれがあります。また、レーザー
を使用している機器にはレーザー光源があり、失明のおそれがあります。

•  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
おそれがあります。

•  同梱されている電源コード以外は使用しないでください。不適切な電源コードを使
用すると火災・感電のおそれがあります。

•  この製品の電源コードを他の製品に転用しないでください。火災・感電のおそれが
あります。

•  電源コードを傷つけたり、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、引っぱったりして破損させないでください。傷んだ電源コー
ド（芯線の露出、断線等）を使用すると火災のおそれがあります。

•  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、感電のおそれがあ
ります。

•  タコ足配線をしないでください。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、感電のおそれがあります。

•  原則的に延長コードは使用しないで下さい。火災、感電のおそれがあります。やむ
を得ず延長コードを使用する場合は、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・
サポートにご相談ください。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。

電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。火災、感電のおそれがありま
す。

必ずアース接続してください。アース接続しないで、万一漏電した場合は火災、感電
のおそれがあります。

•  アースを接続する場合は必ず電源プラグを電源に取り付ける前に行ってください。

•  アース接続を取り外す場合は必ず電源プラグを電源から取り外してから行ってくだ
さい。

アース線を接続する場合は、以下のいずれかの場所に取り付けるようにしてくださ
い。

•  コンセントのアース端子

•  接地工事を施してある接地端子（第D 種）

次のような所には絶対にアース線を取り付けないでください。

•  ガス管（ガス爆発の原因になります）

•  電話専用アース（落雷時に大きな電流が流れ、火災・感電のおそれがあります）

•  水道管（途中が樹脂になっていて、アースの役目を果たさない場合があります）
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本製品の上に水などの入った花瓶等の容器や、クリップ等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、感電のおそれがあります。
万一、金属片、水、液体等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、お買い上げの販売店、
または弊社カスタマ・サポートにご連絡ください。

•  本製品が異常に熱くなったり、煙、異臭、異音が発生するなどの異常が発生した場
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、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご連絡ください。

•  本製品を落としたり、カバーを破損した場合は、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、お買い上げの販売店、または弊社カ
スタマ・サポートにご連絡ください。そのまま使用しますと、火災・感電のおそれ
があります。

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、
やけどのおそれがあります。
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 注意

•  本製品をほこりの多い場所や調理台・風呂場・加湿器の側など油煙や湯気の当たる
場所には置かないで下さい。火災・感電の原因となることがあります。

•  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、けが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
けがの原因となることがあります。インストレーションガイドで固定脚を使用する
よう指示がある製品については、固定脚で本体を固定してください。動いたり、倒
れたりして怪我の原因になることがあります。

本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。紙づまりの処置など内部
を点検するときは、「高温注意」を促す表示がある部分（定着器周辺など）に、触れ
ないでください。

•  本製品の通風口をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災・故障の原因と
なることがあります。

•  本製品の周囲で引火性のスプレイや液体、ガス等を使用しないでください。火災の
原因となります。

•  トナーユニットや感光体ユニットは、フロッピーディスクや時計等磁気に弱いもの
の近くには保管しないでください。これら製品の機能に障害を与える可能性があり
ます。

•  トナーカートリッジや感光体等を子供の手の届くところに放置しないで下さい。な
めたり食べたりすると健康に障害を来す原因になることがあります。

•  プラグを抜くときは電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災・
感電の原因となることがあります。

•  電源プラグのまわりに物を置かないでください。非常時に電源プラグを抜けなくな
ります。

本製品を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってくださ
い。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

連休等で本製品を長期間使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセ
ントから抜いてください。

•  本製品を移動する際は必ず使用書等で指定された場所を持って移動してください。
製品が落下してけがの原因となります。

•  本製品を狭い部屋等で使用される場合は、定期的に部屋の換気をしてください。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。

•  電源プラグは年 1 回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分を清掃
してください。ほこりがたまると、火災の原因となることがあります。
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ユーザーズガイドのご紹介

すぐに使える操作ガイド

すぐに本製品をご利用いただけるよう使用頻度の高い機能や操作方法を紹介しています。
本製品をはじめてお使いになる場合や機能の概要を知りたい場合は、このユーザーズガイド
をごらんください。

セーフティインフォメーションガイド

安全に正しくお使いいただくために、本製品をお使いになる前に必ずお読みください。

製品サポートとサービスのご案内

製品のサポートおよびお問い合わせが必要な場合にごらんください。

 冊子

本製品のユーザーズガイドは、下記の冊子と、「Documentation CD」という構成になっています。
冊子としてお届けした 3冊は、すぐにご使用を開始していただけるポイントを紹介しています。詳しい機能やメ
ンテナンス方法をお知りになりたいときは、「Documentation CD」に収められているユーザーズガイドをごら
んください。
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ユーザーズガイド

本製品の印刷機能およびメンテナンス方法について記載しています。用紙と原稿について、
便利な応用印刷のとりかた、消耗品の交換方法、紙づまりなどのトラブル対処方法を知りた
い場合は、このユーザーズガイドをごらんください。

 Documentation CD

「Documentation CD」は本機に同梱されています。
画面表示にしたがってユーザーズガイドを選択し、各機能についての詳しい内容を確認してください。

認証装置AU-101/201 をご利用のお客様へ
認証装置AU-101/201 をご利用になる場合は、本機に付属のDocumentation CDに収録されております、
ユーザーズガイドの第 14章または第 15章を必ずお読みください。
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ユーザーズガイドのご紹介



magicolor 8650DNは、オフィスの環境や使い方に合わせて、快適なワークフローを実現するカラープリンター
です。
ビジネスに不可欠なプリンター機能に加え、ボックス機能を搭載し、効率的なドキュメントマネジメントをサポー
トします。

HDD

ネットワーク
コンピューター

ネットワーク
コンピューター

ネットワーク
コンピューター

ネットワーク
コンピューター

メールサーバー
（状態通知機能）

ネット
ワーク

ボックス

プリンター

ネット
ワーク

はじめに
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こんな機能があります



プリンター機能

コンピューターから印刷するときに、用紙サイズや画質、色調、レイアウトなど、さまざまな
設定が可能です。ユーザー名とパスワードを入力して印刷するユーザー認証機能を使用するこ
とでユーザーを制限し、セキュリティも高めることができます。
プリンタードライバーのインストールは付属のCD-ROMで簡単にできます。

ボックス機能

ボックス機能は、本機に内蔵されたハードディスクに印刷のデータを保存、出力できる機能です。
目的に応じたボックスを作成し、指定したボックスにデータを保存しておくことができます。
ボックス機能は、オプションのハードディスクが装着されている場合のみ使用可能となります。
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こんな機能があります



プリンターは約 79kgあります。プリンターの運搬および取り出しは運送業者もしくはサービス実施店に依頼
してください。

TC
TOP

FRONT

AODE

2

3

1

1 プリンター

2 トナーカートリッジ

3 イメージングユニット

4 右下カバー（トレイ 2内）

5 ネジ

6 用紙サイズラベル

7 コネクタカバー

8  magicolor 8650 Printer Driver 
CD-ROM

9  magicolor 8650 
Documentation CD-ROM

10  magicolor 8650 PageScope 
Utilities CD-ROM

11 サポートセンターシール

12  セーフティインフォメーション 
ガイド

13 すぐに使える操作ガイド（本書）

14  製品サポートとサービスの 
ご案内

●  コンピュータとの接続ケーブルは含まれていません。販売店またはコンピュータショップにてお買い求めくだ
さい。

4

6

11

14

12 13

8 9 10

7

5
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お使いになる前に
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設置スペース
操作、消耗品の交換、点検などの作業を安易にするため、下図の設置スペースを確保してください。

994 mm

106 mm888 mm

1198 mm

390 mm 708 mm 100 mm

2104 mm

245 mm677 mm

1198 mm

390 mm 708 mm 100 mm991 mm191 mm

2249 mm

245 mm728 mm

1198 mm

390 mm 708 mm 100 mm991 mm285 mm

7
0
0
 m
m

1
4
8
1
 m
m

9
9
8
 m
m



次のような場所に設置してください
● 表面が固く、平らで、安定して、水平な（本体周辺がすべて 1℃以下の傾きの場所）。
● 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ーに近い場所。
● 使いやすさと適度な換気のため、十分に広い場所。
● 周囲の温度が 10℃～ 35℃、湿度が 15％～ 85％。

次のような場所には設置しないでください
● 直接日光の当たる場所。
● 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。
● 高電流の機器と同じコンセントに接続しないでいください。
●  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。

● 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。
● 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。
● 激しい振動が起こる場所。

設置場所が水平かどうかは、普通の丸い鉛筆で確認できます。鉛筆が転がれば、その場所は水平ではないとい
うことです。ケープルなどの障害物がプリンターの下にはさまらないように注意し、プリンターが水平になる
ようにしてください。

●  温度差の激しい環境にプリンターを設置または移動した場合、プリンター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。

●  プリンターが設置してある部屋で、加湿器や蒸発機を利用する場合は、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、プリンター内部に溜まり、印刷品質低下の原因に
なります。

はじめに
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設置場所
プリンター（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。
構成：プリンター本体  質量：約 79kg
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メモ



1

▼

79 kg
174 lbs

▼ ▲

▼ ▲

移動する際には必ず正しい位置に手をかけてプリンターを持ち上げてください。指定位置以外を持ち上げ
た場合、プリンターの損傷や落下の危険があります。

梱包材を取り外す

TC
TOP

FRONT

AODE

はじめに
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設置のしかた 製品を箱から取り出し設置するまでの流れを説明します。



2
トナーカートリッジのセット手順は全色同じです。ここでは、イエロートナーカートリッジを例にしています。

▼

▼ ▲

Y
Y

挿入口の色とトナーカートリッジの色が合っていることを確認してください。

トナーカートリッジをセットする

はじめに
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3 イメージングユニットをセットする

イメージングユニットのセット手順は全色同じです。ここでは、イエローイメージングユニットを例にしてい
ます。

FRONT

AODE

AODE

Y

▼ ▲

Y

▼ ▲

Y Y

● 挿入口の色とイメージングユニットの色が合っていることを確認してください。
● 感光体には手を触れないでください。

はじめに
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▼ ▲

トナーで本体内や衣服または手などを汚さないように注意して取扱ってください。
トナーで手を汚してしまった場合は、水や中性洗剤などを使って洗い流してください。
目に入ってしまった場合は、すぐ水で洗い流し、医師にご相談ください。

はじめに
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4

5 付属部品を取り付ける

フィルム

▼ ▲

▼ ▲

フィルムには手を触れないように注意してください。

用紙トレイの梱包材を取り外す

はじめに
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操作パネルについて

1

2

34

1　【メニュー選択】キー データ待機中に押すと設定メニューを表示します。
設定メニューの設定項目を表示しているときに押すと、その項目を選択
します。

2　【キャンセル】キー 設定メニューで変更中の操作をキャンセルします。

3　カーソルキー
 （【▲】【▼】【 ▲】【

▲

】）
【▲】【▼】キーで、設定メニューの項目を切換えます。
【 ▲】【

▲
】キーで、各メニュー画面を移動します。

数値入力中は変更できる桁の位置を移動します。

4　表示パネル 各設定画面やメッセージが表示されます。

はじめに
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電源をONにする 電源をOFFにする

電源スイッチ
本機のすべての機能に
対してON/OFF しま
す。通常は ON の状
態にしておきます。

● 【電源スイッチ】をON/OFFにする場合は、電源をOFFにして、10秒以上経過してからONにしてください。
間隔をあけないと、正常に機能しないことがあります。

● 印刷中に電源をOFFにしないでください。紙づまりの原因となります。
● 登録されたジョブや、蓄積されたジョブの印刷待機中に電源をOFFにしないでください。印刷されていないジョ
ブは削除されます。

参照

詳しくは、ユーザーズガイド第 1章「ご使用いただく前に」をごらんください。

▼

● 電源をOFF にすると、登録されていない設定
と印刷待機中のジョブが取消されます。

はじめに
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1

● 用紙のサイズに合わせ、ガイド板をスライドさせます。

用紙のセット方法 各給紙トレイに用紙をセットする方法を説明します。

2 用紙をセットする

参照

詳しくは、ユーザーズガイド第 1章「ご使用いただく前に」をごらんください。

ガイド板を合わせる

● 印刷面を上向きにします。
● 用紙は▼マークをこえないようにセットしてください。
● 500 枚までの普通紙がセットできます。

参照

厚紙のセット可能枚数について詳しくは、ユーザーズガ
イド第 1章「ご使用いただく前に」をごらんください。

トレイ 2、3、4、5へのセット トレイ 2、3、4、5に用紙をセットする方法を説明します。

はじめに
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トレイ 4（大容量）
へのセット

トレイ 4（大容量）に用紙をセットする方法を説明します。

参照

詳しくは、ユーザーズガイド第 1章「ご使用いただく前に」をごらんください。

● トレイ解除ボタンを押し、トレイ 4（大容量）を引き出します。
● 印刷面を上向きにセットします。
● 用紙は▼マークをこえないようにセットしてください。
● 2,500 枚までの普通紙がセットできます。

参照

厚紙のセット可能枚数について詳しくは、ユーザーズガイド第 1章「ご使用いただく前に」をごらんくだ
さい。

用紙をセットする1

はじめに
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トレイ 1（手差し）へのセット

STEP1 用紙の準備

1 トレイ 1（手差し）を 
開く

2 用紙をセットする

● 大きなサイズの用紙をセットする場合は補助ト
レイを開きます。

● 長尺紙をセットする場合は、取り付けキット
MK-713 を取付けます。

● 印刷面を下向きにします。
● 用紙は▼マークをこえないようにセットしてく
ださい。

● 150 枚までの普通紙がセットできます。
● 用紙のサイズに合わせ、ガイド板をスライドさ
せます。

他の給紙トレイにセットされていないサイズの用紙や、はがき、ラベル用紙などに印刷したいときに、トレイ 1（手
差し）を使います。

トレイ 1（手差し）の用紙のセット方法を用紙の準備と、用紙の設定の 2つのステップに分けて説明します。

STEP1 用紙の準備  トレイ 1（手差し）に用紙をセットします。

 
STEP2 用紙の設定  操作パネルで用紙の種類を設定します。

はじめに
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参照

詳しくは、ユーザーズガイド第 1章「ご使用いただく前に」をごらんください。

トレイ 1（手差し）に設定できる用紙

用紙種類と容量
普通紙（60 g/ ㎡～ 90 g/ ㎡） ：150枚まで OHPフィルム ：20枚まで
厚紙 1（91 g/ ㎡～ 150 g/ ㎡） ：20枚まで はがき ：20枚まで
厚紙 2（151 g/ ㎡～ 209 g/ ㎡）：20枚まで 封筒 ：10枚まで
厚紙 3（210 g/ ㎡～ 256 g/ ㎡）：20枚まで ラベル用紙 ：20枚まで
厚紙 4（257 g/ ㎡～ 271 g/ ㎡）：20枚まで 長尺紙（127 g/ ㎡～ 210 g/ ㎡） ：10枚まで

● 厚紙 3（210g/m2 ～ 256g/m2）、厚紙 4（257g/m2 ～ 271g/m2）での印刷は、厚紙 1、厚紙 2と同等の
印刷結果を保証するものではありません。十分な品質の印刷結果が得られるか、あらかじめ試し印刷をし
てください。

用紙サイズ
定形紙 ： A3w～B6w、A6w、はがきw、 

12 × 18w*1 ～ Statement w/v、8× 13w*2、16kw/v、8kw
不定形紙 ： （用紙幅）90.0 ㎜～ 311.1 ㎜　（用紙長）139.7 ㎜～ 1200.0 ㎜
*1 「12 × 18」はA3よりひと回り大きい 304.8 × 457.2mmです。

*2  Foolscap には、220× 330mmw、8-1/2 × 13w、8-1/4 × 13w、8-1/8 × 13-1/4w、8× 13wの 5種類があります。いずれか
1種類が選択可能です。本メニューの変更はサービスエンジニアによる作業が必要です。

3 種類を設定する

● ラベル用紙を使用する場合は［厚紙 1］に設定してください。
● 不定形サイズの用紙をセットした場合は、用紙のサイズを設定してください。
● OHPフィルムはブラック印刷のみに対応しています。
参照

詳しくは、ユーザーズガイド第 1章「ご使用いただく前に」をごらんください。

STEP2 用紙の設定

はじめに
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本機で紙づまりが発生すると、下の図のように画面上に紙づまりが発生しているメッセージが表示されます。紙づ
まりが発生した場合は、発生位置を確認してから処理を行ってください。

参照

紙づまりの処理手順について詳しくは、ユーザーズガイド第 10章「トラブルの処理」をごらんください。

はじめに
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紙づまりの処理



右ドアユニット部

給紙トレイ

定着部

はじめに
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本体部の処理 右上ドア部や給紙トレイで紙づまりが発生した
場合の、処理方法を説明します。

定着部周辺は高温となっています。
やけどの原因となりますので、指定されたつまみやダイアル以外の部分には触れないように注意してください。
高温部に手などが触れてしまった場合は、すぐに冷たい水で冷やし、医師にご相談ください。

トナーで本体内や衣服または手などを汚さないように注意して取扱ってください。
トナーで手を汚してしまった場合は、水や中性洗剤などを使って洗い流してください。
目に入ってしまった場合は、すぐ水で洗い流し、医師にご相談ください。



はじめに
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● フィニッシャーを移動するときは、前カバー取っ手部、操作パネル、メールビン、中綴じ機などを持っての移
動はしないでください。

フィニッシャー FS-519
の処理

フィニッシャー FS-519 で紙づまりが発生した
場合の、処理方法を説明します。



はじめに
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フィニッシャー FS-609
の処理

フィニッシャー FS-609 で紙づまりが発生した場合
の、処理方法を説明します。



はじめに
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● メールビンをご使用の場合

● 中綴じ機をご使用の場合

メールビン /中綴じ機の
処理

メールビン、中綴じ機で紙づまりが発生した場
合の、処理方法を説明します。



はじめに
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トナーカートリッジ内のトナーが無くなったり、廃棄トナーボックスがいっぱいになるなど、消耗品の交換時期が
くると、表示パネル上に交換を促すメッセージが表示されます。
交換メッセージが表示されたときは、それぞれ適切な手順で交換を行ってください。

消耗品の交換

参照

詳しくは、ユーザーズガイド第 11章「消耗品の交換」をごらんください。
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廃棄トナーボックスがいっぱいになった場合は、左図のメッセー
ジが表示されます。

参照

交換手順について詳しくは、本書P.35 をごらんください。

イメージングユニットが交換時期になった場合は、左図のメッ
セージが表示されます。

参照

交換手順について詳しくは、本書P.36 をごらんください。

フィニッシャーのステープル針が無くなった場合は、左図のメッ
セージが表示されます。
参照

フィニッシャー FS-519 での交換手順について詳しくは、本書
P.37 をごらんください。
フィニッシャー FS-609 での交換手順について詳しくは、本書
P.39 をごらんください。
中綴じ機での交換手順について詳しくは、本書P.26 をごらん
ください。

パンチくずがいっぱいになった場合は、左図のメッセージが表示
されます。

参照

フィニッシャーFS-519処理手順について詳しくは、本書P.40
をごらんください。
フィニッシャー FS-609 での処理手順について詳しくは、本書
P.41 をごらんください。

トナーカートリッジ内のトナーが残り少なくなった場合は、左図
のメッセージが表示されます。

参照

交換手順について詳しくは、本書P.34 をごらんください。



はじめに
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トナーカートリッジの
交換

トナーカートリッジの交換のしかたを説明します。
トナーカートリッジの交換手順は全色同じです。
ここでは、ブラックトナーカートリッジを例にし
ています。

トナーおよびトナーカートリッジの取扱い
トナーまたは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、やけどのおそれがあります。

トナーで本体内や衣服または手などを汚さないように注意して取扱ってください。
トナーで手を汚してしまった場合は、水や中性洗剤などを使って洗い流してください。
目に入ってしまった場合は、すぐ水で洗い流し、医師にご相談ください。

新しい
トナーカートリッジ

● 新しいトナーカートリッジは上下に 5～ 10回程度よく振ってから取付けてください。
●  使用済みのトナーカートリッジは回収サービスをご利用いただくか、地域の条例にしたがって廃棄してくださ
い。



はじめに
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廃棄トナーボックスの
交換

廃棄トナーボックスの交換のしかたを説明します。

トナーまたは廃棄トナーボックスを火中に投じないでください。
トナーが飛び散り、やけどのおそれがあります。

トナーで本体内や衣服または手などを汚さないように注意して取扱ってください。
トナーで手を汚してしまった場合は、水や中性洗剤などを使って洗い流してください。
目に入ってしまった場合は、すぐ水で洗い流し、医師にご相談ください。

新しい
廃棄トナーボックス

●  使用済みの廃棄トナーボックスは回収サービスをご利用いただくか、地域の条例にしたがって廃棄してくださ
い。



はじめに
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● イメージングユニットを交換する場合は、【電源スイッチ】をOFFにしてください。
● イメージングユニットを交換する場合は、新しいイメージングユニットを左に傾けて小さく 2回、右に傾けて
小さく 2回振ってから取付けてください。

●  使用済みのイメージングユニット、フィルターは回収サービスをご利用いただくか、地域の条例にしたがって
廃棄してください。

トナーで本体内や衣服または手などを汚さないように注意して取扱ってください。
トナーで手を汚してしまった場合は、水や中性洗剤などを使って洗い流してください。
目に入ってしまった場合は、すぐ水で洗い流し、医師にご相談ください。

イメージングユニットの
交換

イメージングユニットの交換のしかたを説
明します。

●①

●②
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ステープルカートリッジ： 
フィニッシャー FS-519 の交換

フィニッシャー FS-519 のステープルカート
リッジの交換のしかたを説明します。



はじめに
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ステープルカートリッジ： 
中綴じ機の交換

中綴じ機のステープルカートリッジの交換
のしかたを説明します。

1

1

2

3

● ステープルホルダーを取付けるときは、向きを間違えないように差込んでください。



はじめに
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ステープルカートリッジ : 
フィニッシャー FS-609 の交換

フィニッシャー FS-609 のステープルカート
リッジの交換のしかたを説明します。



はじめに
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パンチくずの処理 : 
フィニッシャー FS-519

フィニッシャー FS-519 のパンチくずの処理のし
かたを説明します。



はじめに
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パンチくずの処理 : 
フィニッシャー FS-609

フィニッシャー FS-609 のパンチくずの処理のし
かたを説明します。
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本機に装着できるオプションの構成について説明します。
オプションを追加することで、オフィス内でのニーズに対応することができます。

�

��

��

��

��

����

����

��
�

�
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1 本体部 コンピューターから送られたデータが印刷されます。
以降本文中では本機、本体、8650DNと呼びます。

2 認証装置（指静脈 生体認証タイプ）
AU-101

身体内部の指静脈パターンを読取ってユーザー認証を行うことができ
ます。
認証装置（指静脈　生体認証タイプ）を使用する場合は、オプション
のハードディスクHD-508、ローカル接続キットEK-603 の装着が必
要となります。

3  認証装置（IC カード認証タイプ）
AU-201

IC カードに記録された情報を読取ってユーザー認証を行うことができ
ます。
認証装置（ICカード認証タイプ）を使用する場合は、オプションのハー
ドディスクHD-508、ローカル接続キットEK-603 の装着が必要とな
ります。

4 取り付けキット MK-711 ローカル接続キットEK-603 を装着するときに使用します。

5 取り付けキット MK-713 長尺紙印刷する場合に使用します。

6 専用デスク DK-505 専用デスクを使用することにより、本機をフロアに設置できます。以
降本文中では専用デスクと呼びます。

オプション構成



はじめに
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7 給紙キャビネット PC-106 上段には 500枚までの用紙をセットでき、下段は収納ボックスとして
使用できます。以降本文中では 1 段給紙キャビネットと呼びます。

8 給紙キャビネット PC-205 上段・下段に各 500枚までの用紙をセットできます。以降本文中では
2段給紙キャビネットと呼びます。

9 給紙キャビネット PC-406 2,500 枚までの用紙をセットできます。本文中ではトレイ 4（大容量）
と呼びます。

10 フィニッシャー FS-519 印刷された用紙が仕上がって排紙されます。仕上り機能には、部数単
位（ソート）、ページ順単位（グループ）、ステープルとじ（コーナー
ステープル、2点ステープル）があります。

11 排紙トレイ OT-602 フィニッシャー FS-519 に装着する排紙トレイです。印刷された用紙
を仕分けることができます。本文中では増設排紙トレイと呼びます。

12 パンチキット PK-515 フィニッシャー FS-519 に装着することにより、パンチ穴をあけるこ
とができます。

13 メールビンキット MT-502 フィニッシャー FS-519 に装着すると、個人やグループごとに排紙ト
レイを割当てて（PCプリント時のみ有効）印刷された用紙を仕分け
ることができます。本文中ではメールビンキットと呼びます。

14 中綴じ機 SD-505 フィニッシャー FS-519 に装着することにより、中とじ /折りができ
ます。本文中では中綴じ機と呼びます。

15 フィニッシャー FS-609 印刷された用紙が排紙されます。仕上り機能には、部数単位 
（ソート）、ページ順単位（仕分け）、ステープルとじ（ステープル）、
中とじがあります。
※フィニッシャーを装着するためには、専用デスクかトレイ 4（大容
量）、1段給紙キャビネット、2段給紙キャビネットのいずれかを本機
に装着する必要があります。

16 パンチキットPK-501 フィニッシャー FS-609 に装着することにより、パンチ穴をあけるこ
とができます。

17 ローカル接続キット　EK-603*1 認証装置（指静脈 生体認証タイプ）、認証装置（ICカード認証タイプ）
を接続する場合に使用します。

18 セキュリティキット　SC-503*2 ハードディスクに保存されるデータを暗号化し、より安全にハード
ディスクを使用できます。

19 ハードディスク HD-508*2 ハードディスクを増設することにより、セキュリティ印刷、ボックス
保存、フォントダウンロード、カラープロファイル、ダイレクトプリ
ント（暗号化PDF ボックスを含む）、PageScope Direct Print（ユー
ティリティ）を使用できます。本文中ではHDDと呼びます。

*1 印は取り付けキットに取付けるため図解してありません。
*2 印は本体内蔵のため図解してありません。

参照

詳しくは、ユーザーズガイド第 1章「ご使用いただく前に」をごらんください。



印刷する前に 印刷する前には動作環境を確認し、プリンタードライバーをイ
ンストールしてください。

CPU OSの環境が推奨する以上

メモリ OSが推奨するメモリ容量OSおよび使用するアプリケーションにおいて、メモリリソー
スが十分であること。

PCL コ ニ カ ミ
ノルタ製ドライ
バー

PCL 6 Windows NT Workstation/Server Version4.0 （Service Pack 6 以降）、Windows 2000 
Professional/Server （Service Pack 3 以降）、Windows XP Home Edition/Professional、
Windows XP Professional x64 Edition、Windows Vista Home Basic/Home Premium/
Ultimate/Business/Enterprise、Windows Vista Home Basic/Home Premium/
Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition、Windows 7 Home Basic/Home Premium/
Professional/Enterprise/Ultimate、Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/
Ultimate x64 Edition、Windows Server 2003 Standard Edition、Windows Server 2003 
x64 Edition、Windows Server 2008 Standard/Enterprise、Windows Server 2008 
Standard/Enterprise x64 Edition、Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise

PostScript コニ
カミノルタ製ド
ライバー

PostScript 
3 Emulation

Windows 2000 Professional/Server （Service Pack 3 以降）、Windows XP Home Edition/
Professional、Windows XP Professional x64 Edition、Windows Vista Home Basic/
Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise、Windows Vista Home Basic/Home 
Premium/Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition、Windows 7 Home Basic/Home 
Premium/Professional/Enterprise/Ultimate、Windows 7 Home Premium/Professional/
Enterprise/Ultimate x64 Edition、Windows Server 2003 Standard Edition、Windows 
Server 2003 x64 Edition、Windows Server 2008 Standard/Enterprise、Windows 
Server 2008 Standard/Enterprise x64 Edition、Windows Server 2008 R2 Standard/
Enterprise

P o s t S c r i p t 
PPDドライバー

Mac OS 9.2 以降 Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6

本機の接続方法はコンピューターOSによって異なりま
す。接続方法には、ネットワーク接続（Ethernet）と
USBインターフェースでの接続があります。また、接続
方法によってプリンタードライバーのインストール方法
も異なります。

プリンタードライバーのCD-ROMをコンピューターの
CD-ROMドライブに入れます。プリンタードライバー
のインストーラーを起動させてからは操作手順にした
がってインストールを行ってください。
詳しくはユーザーズガイド第3章「Windows プリンター
ドライバーのインストール」、第 4章「Macintosh プリ
ンタードライバーのインストール」をごらんください。
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基本的な使い方

動作環境

ドライバーの種類

接続方法
事前に必要な設定

ネットワーク印刷を行うには、あらかじめネット
ワークの設定をしておく必要があります。

ネットワーク設定は管理者の方が行ってください。

ネットワーク設定を行うときには、PageScope 
Web Connection をお使いいただくと便利です。



印刷データを送信する

アプリケーションソフトウェアで文書を作成し、
印刷を実行します。

●②

●①

印刷ダイアログボックスで
プリンターを選択します。

●  必要に応じてプリンタードライバーの設定画面
を開き、ステープルなどの印刷機能を設定しま
す。

●①

●②

●③

1 出力の開始

指定されたページ数、部数の印刷が行われます。

●  プリンタードライバーの「出力方法」で「セキュ
リティ印刷」や「ボックス保存」、「確認印刷」
を選択した場合は、ボックス文書または蓄積文
書として本機に保存されます。印刷するときは、
本機のパネル操作で取り出します。

2

印刷のしかた 印刷する流れを説明します。

45

基本的な使い方
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ここからは、知っておくと便利な機能を紹介します。
詳しい内容については「Documentation CD」に収められて
いる各ユーザーズガイドをごらんください。

便利な機能編

原稿の向き ユーザーズガイド
第 5、6章

用紙に対する印刷方向を「縦」または「横」に設定します。

縦　　 　　　　横

Windows PCL/PSドライバー：「基本設定」タブ
Mac OS X ドライバー：「ページ属性」

原稿サイズ／用紙サイズ ユーザーズガイド
第 5、6章

原稿の用紙サイズと印刷する用紙のサイズを設定します。

原稿サイズ　　　　　　用紙サイズ　　　

Windows PCL/PSドライバー：「基本設定」タブ
Mac OS X ドライバー：「ページ属性」

ズーム（拡大縮小） ユーザーズガイド
第 5、6章

拡大、縮小率を指定して印刷できます。
原稿サイズと用紙サイズが異なる場合で、ズームが「自動」のときは、サイズに合わせて拡大、縮小されます。

縮小

原稿

拡大

Windows PCL/PSドライバー：「基本設定」タブ
Mac OS X ドライバー：「ページ属性」

用紙を選びたい

便利な機能
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便利な機能編

給紙トレイ（用紙種類） ユーザーズガイド
第 5、6章

印刷する給紙トレイを選択します。あらかじめ給紙トレイに用紙種類を対応しておくと、給紙トレイを選択
することで用紙種類を使い分けられます。

Windows PCL/PSドライバー：「基本設定」タブ
Mac OS X ドライバー：「給紙トレイ /排紙トレイ」

部数、ソート／仕分け ユーザーズガイド
第 5、6章

複数部数を印刷する場合は、「ソート」機能を指定すると、「1、2、3...、1、2、3...、」と部数ごとに印刷
することができます。
さらに、「仕分け」を指定すると、部数単位で排紙位置を手前と奥にずらして排出します。

ソート 仕分け

●  「仕分け」機能は、PSドライバーでシフト可能なフィニッシャー付きの場合の機能です。

Windows PCL/PSドライバー：「基本設定」タブ
Mac OS X ドライバー：「出力方法」



便利な機能
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便利な機能編

セキュリティ印刷 ユーザーズガイド
第 7章

文書にパスワードを設定できます。
本機の操作パネルでパスワードを入力して文書を取出すため、重要書類を印刷するときなどに有効です。

パスワードパスワード

HDD

Windows PCL/PSドライバー：「基本設定」タブ
Mac OS X ドライバー：「出力方法」

ボックス保存 ユーザーズガイド
第 7章

文書を指定したボックスに保存できます。
保存したデータは必要なときに取出して印刷できるため、文書の内容により個人ボックスや共有ボックスな
どを使い分けると便利です。

HDD

Windows PCL/PSドライバー：「基本設定」タブ
Mac OS X ドライバー：「出力方法」

出力を管理、制限したい
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便利な機能編

確認印刷 ユーザーズガイド
第 7章

大量の部数を印刷する前に、1部だけ印刷して仕上りを確認できます。
印刷ミスが大量に発生するのを防ぐことができます。

確認確認

OK!OK!

× 5部 1 部だけ印刷さ
れます。仕上り
を確認します。

Windows PCL/PSドライバー：「基本設定」タブ
Mac OS X ドライバー：「出力方法」

ユーザー認証／部門管理 ユーザーズガイド
第 7章

本機でユーザー認証や部門管理を行っている場合は、あらかじめプリンタードライバーにユーザー情報や部
門情報を登録しておくことで、送信した印刷ジョブが登録されたユーザーや部門からのデータであることが
確認できます。

ユーザー ID
または部門名

OK!OK!

ユーザー確認
または
部門確認

ユーザー確認
または
部門確認

●  本機でユーザー認証を行っていて、オプションの生体認証装置または ICカード認証装置を使用している
場合は、認証装置に指または ICカードでタッチすることでユーザー確認され、送信した印刷ジョブが印
刷されます。これをタッチ＆プリントと呼びます。タッチ＆プリント機能が有効な場合は、送信した印
刷ジョブがタッチ＆プリントボックスに保存されます。

  生体認証装置または ICカード認証装置を使用するには、オプションのローカル接続キット、HDDが必
要です。

Windows PCL/PSドライバー：「基本設定」タブ
Mac OS X ドライバー：「出力方法」



用紙を節約して印刷したい

ページ割付 ユーザーズガイド
第 5章

複数ページの文書を 1枚の用紙に縮小して印刷するN in 1 印刷は、印刷する用紙の枚数を節約したい場合
などに便利です。

2 in 1 4 in 1 6 in 1 9 in 1 16 in 1

Windows PCL/PSドライバー：「レイアウト」タブ

両面／小冊子印刷 ユーザーズガイド
第 5、6章

文書を、用紙の両面、または小冊子形式（見開き、中とじ）に印刷できます。
複数ページの文書をとじる場合に便利です。

両面印刷：

左とじ 上とじ

小冊子印刷：

●  両面印刷や小冊子印刷を行う文書の中に、必ずオモテ面に印刷したいページがある場合は「章分け」機
能を併用すると便利です。

●  用紙を節約する場合には、白紙ページを印刷しない「白紙抑制」機能もあります。

Windows PCL/PSドライバー：「レイアウト」タブ
Mac OS X ドライバー：「レイアウト /仕上げ」

便利な機能
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便利な機能編



印刷位置を調整したい

開き方向／とじ方向、とじしろ ユーザーズガイド
第 5、6章

文書をとじるための「とじしろ」の位置を設定できます。Windows PCL/PS ドライバーは、「とじしろ」
の量も調整できます。

「とじしろ」量も
調節できます。

左開き /とじ 上開き /とじ 右開き /とじ

Windows PCL/PSドライバー：「レイアウト」タブ
Mac OS X ドライバー：「レイアウト /仕上げ」

画像シフト ユーザーズガイド
第 5、6章

左右の余白を調整したい場合など、全体にずらして印刷できます。

左シフト 右シフト

上シフト

下シフト
上シフト 下シフト 左シフト 右シフト

Windows PCL/PSドライバー：「レイアウト」タブ
Mac OS X ドライバー：「レイアウト /仕上げ」
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便利な機能編



便利な機能
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便利な機能編

ステープル／パンチ ユーザーズガイド
第 5、6章

文書をステープルでとじたり、パンチ穴をあけて出力できます。

パンチ ステープル

●  ステープル機能を使用するには、オプションのフィニッシャーが必要です。
●  パンチ機能を使用するには、オプションのフィニッシャーとパンチキットが必要です。
●  さらに排紙トレイを選択することで排出先も指定できます。
●  とじ位置補正処理の方法には、仕上り優先と生産性優先があり、「辺あわせ」機能で選択できます。

Windows PCL/PSドライバー：「仕上げ」タブ
Mac OS X ドライバー：「レイアウト /仕上げ」

中とじ／折り ユーザーズガイド
第 5、6章

文書の仕上げに 2つに折ったり、2つ折りにしてさらにステープルでとじる中とじを設定できます。

中折り 中とじ

●  中とじ／折り機能を使用するには、オプションのフィニッシャー、中綴じ機が必要です。

Windows PCL/PSドライバー：「仕上げ」タブ
Mac OS X ドライバー：「レイアウト /仕上げ」

仕上げを工夫したい
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便利な機能編

カバーシート ユーザーズガイド
第 5、6章

表紙や裏表紙を別の用紙に印刷できます。カバーに使う用紙は用紙トレイから選択します。

表カバー 裏カバー

Windows PCL/PSドライバー：「カバーシート /挿入紙」タブ
Mac OS X ドライバー：「カバーシート /OHP 合紙」

OHP合紙 ユーザーズガイド
第 5、6章

OHPフィルムを印刷するときに合紙をはさんで排出します。

Windows PCL/PSドライバー：「カバーシート /挿入紙」タブ
Mac OS X ドライバー：「カバーシート /OHP 合紙」

ページ単位設定 ユーザーズガイド
第 5、6章

ページごとに印刷種類や給紙トレイを指定できます。複数ページの印刷で、途中で給紙トレイを変えたい場
合などに便利です。

1ページ：トレイ 2から片面印刷
2ページ：トレイ 3から片面印刷
3枚目：トレイ 2から白紙挿入
3～ 6ページ：トレイ 2から両面印刷

Windows PCL/PSドライバー：「カバーシート /挿入紙」タブ
Mac OS X ドライバー：「ページ単位設定」

違う用紙を組合わせたい



便利な機能
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便利な機能編

ウォーターマーク ユーザーズガイド
第 5章

ウォーターマーク（文字スタンプ）を重ね合わせて印刷します。

Windows PCL/PSドライバー：「スタンプ /ページ印字」タブ

オーバーレイ ユーザーズガイド
第 5章

別途作成したオーバーレイデータを重ね合わせて印刷します。

オーバーレイ
データ

使用データ

Windows PCL/PSドライバー：「スタンプ /ページ印字」タブ

文字やイメージを付加して印刷したい
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便利な機能編

コピープロテクト ユーザーズガイド
第 5、6章

用紙全体に特殊なパターンを印刷します。パターンが印刷された出力紙をコピーすると、パターン内の隠し
文字が浮かび上がり、不正にコピーされることを防止します。

印刷した状態　　　　コピーをすると…

Windows PCL/PSドライバー：「スタンプ／ページ印字」タブ
Mac OS X ドライバー：「スタンプ／ページ印字」

日付／時刻やページ番号 ユーザーズガイド
第 5、6章

日付や時刻、ページ番号を付加して印刷します。

Windows PCL/PSドライバー：「スタンプ／ページ印字」タブ
Mac OS X ドライバー：「スタンプ／ページ印字」

ヘッダー／フッター ユーザーズガイド
第 5、6章

本機でヘッダー／フッターとして登録されている情報を付加して印刷します。

●  ヘッダー／フッターを使用するには、あらかじめ本機にヘッダー／フッターを登録しておく必要があり
ます。

Windows PCL/PSドライバー：「スタンプ／ページ印字」タブ
Mac OS X ドライバー：「スタンプ／ページ印字」



便利な機能
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画像品質を調整したい

カラー選択と画質調整 ユーザーズガイド
第 5、6章

グレースケールで印刷したり、色合いなどの画質を調整できます。
本機にあらかじめ登録されている ICCプロファイルを指定することもできます。

プロファイルグレー
スケール

●  ICCプロファイルは、Windows PSドライバー、Mac OS X ドライバーのみ指定できます。
● カラー選択が「グレースケール」の場合には、文字、グラフィック、イメージのエッジを強調して小さ
い文字を見やすくする「エッジ強調」機能もあります。

● 印字濃度を調整し、トナー消費量を節約する場合には、「トナー節約」機能もあります。

Windows PCL/PSドライバー：「画像品質」タブ
Mac OS X ドライバー：「画像品質」

カラー設定 ユーザーズガイド
第 5、6章

原稿の内容に適した画質で印刷できます。

文書 写真 DTP Web CAD

Windows PCL/PSドライバー：「画像品質」タブ
Mac OS X ドライバー：「画像品質」

光沢モード ユーザーズガイド
第 5、6章

光沢効果を加えて印刷します。

Windows PCL/PSドライバー：「画像品質」タブ
Mac OS X ドライバー：「画像品質」
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便利な機能編

フォント設定 ユーザーズガイド
第 5章

TrueType フォントをプリンターフォントに置き換えて印刷します。

TrueType
フォント
「フォント 1」

プリンター
フォント
「フォント 2」

●  プリンターフォントを使うと印刷時間は少なくてすみますが、画面の表示と印刷結果に差が出ることが
あります。

Windows PCL/PSドライバー：「画像品質」タブ

プリンターフォントを使いたい



困ったときは

電源が入らない

電源スイッチを入れても機械が始動しない場合があります。

Answer
次の点を確認してください。

● 本体の電源プラグがコンセントにしっかり入っているか確認してください。またブレーカーが落ちてい
ないか確認してください。

● 電源スイッチがONになっているか確認してください。

 確認後も電源が入らない場合は、販売店または弊社にご連絡ください。

Q
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ご使用の際に、よくあるトラブルの対処法をQ&Aの形式で紹
介していきます。
記載されている対処方法を行っても状況が改善しないときは販
売店または弊社にご連絡ください。

困ったときは



画面が表示されない

本機を操作せずに一定時間経過している場合は、本機が節電状態になり、画面が消えていることがあります。

Answer
次の点を確認してください。

● 「システム設定」－「環境設定」
－「LCD輝度調整」で画面の
コントラスト（明るさ）を調整
してください。

● 操作パネルのキーに触れてみて
ください。

 暗くなっていた画面が表示され
れば問題ありません。

 本機がパワーセーブモードに
なっている場合は、操作パネル
上のキーを押すことで、パワー
セーブモードから復帰します。

● 電源スイッチがONになっているか確認してください。

確認後も画面が表示されない場合は、販売店または弊社にご連絡ください。

Q
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困ったときは



困ったときは
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消耗品交換表示が出た

本機に使用されている消耗品が残り少なくなると交換時期をお知らせします。

Answer
表示された消耗品を交換してください。
交換を促すメッセージが表示されたら、消耗品がなくなってき
た合図です。メッセージが表示されてもしばらくは印刷できま
すが、早めに消耗品を用意しましょう。

＜トナーカートリッジの場合＞
「まもなくトナーの交換時期です」の後に「トナーカートリッ
ジを交換し帯電ワイヤー清掃」が表示されますので交換を行っ
てください。

＜イメージングユニットの場合＞
「IUの交換時期です」が表示されたら、交換の準備を行ってください。

交換後もメッセージが消えない場合は、販売店または弊社にご連絡ください。

紙づまりメッセージが消えない

画面に表示された紙づまり部分以外のところで、紙がつまっ
ている場合があります。画面に表示されていない部分も、再
度確認してください。

Answer
次の点を確認してください。

● 画面に表示された紙づまり部分の奥に紙片などが残っていないか確認してください。
 うまく紙が取除けない場合は無理に取除かないで販売店または弊社までご連絡ください。

● 画面に表示された紙づまり部分のドアを再度開け閉めしてください。
 この動作でメッセージが消えることがあります。

確認後も紙づまりの表示が消えない場合は、販売店または弊社にご連絡ください。

Q

Q
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困ったときは

トラブルの種類には、前ドアを開閉して処理するトラブル、電源をOFF/ON して処理するトラブル、処理
できないトラブルがあります。画面のメッセージにしたがって、トラブル処理をしてください。処理また
は解除できない場合は、トラブルコードを販売店または弊社に連絡してください。

Answer
画面のメッセージにしたがって、トラブル処理をしてく
ださい。

それでも表示が消えない場合は、画面に表示されたトラ
ブルコードを確認した上、本体の電源プラグをコンセン
トから抜いた状態で販売店または弊社にご連絡ください。

本機は色の再現を一定の状態に保つために、印刷画質を自動調整する機能をもっています。
この「印刷画質の調整」のことを「画像安定化」と呼びます。

Answer
画像安定化は、たくさんの枚数を印刷しているときや機
内の温度、湿度が変わった場合に行われます。
画像安定化が終了すると自動的に印刷が再開されますの
でそのまましばらくお待ちください。

しばらく待っても画像安定化が終了しない場合は、販売
店または弊社にご連絡ください。

Q

Q トラブルメッセージが出た

「画像安定化中」とは
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ユーザー設定について

ユーザー設定について
ユーザー設定では、お使いの条件や環境に合わせて、本機の共通設定や、機能ごとの設定を変更できます。

ユーザー設定画面の開き方 ユーザーズガイド
第 8章

各設定は、ユーザー設定画面から設定します。

設定できる内容 ユーザーズガイド
第 8章

ユーザー設定画面で設定できる項目は次の 4つに分類されます。

参照

● プリンター設定は、ユーザーズガイド 第 8章「操作パネルの使用方法」をごらんください。
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1  レポート出力
設定情報リスト、GDI デモページ、統計ページのリ
ストを出力することができます。

2  消耗品情報
イメージングユニットの各色、定着ユニット、転写
ベルトユニットの使用状況を確認することができま
す。

3  環境設定
画面の表示言語や単位、パワーセーブ機能の設定な
どを変更できます。

4  プリンター設定
プリンター機能に関する設定を使いやすいように変
更できます。
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● グループ
 2 枚以上の原稿を 2 部以上プリントする場合に、原稿のページごとにまとめて用紙が排出される仕
上り機能です。

● ジョブ
 設定を実行したあとにプリンターに登録される動作情報のことです。PCから送信した印刷指示は、
すべてプリンターに登録され、ジョブと呼ばれます。

● ステープル
 2 枚以上の原稿をプリントする場合に、針でとじた用紙が排出される仕上り機能です。

● スリープ
 プリンターを操作せずに一定時間が経過すると、自動的に節電状態に切換わる機能です。節電状態に
切換わる機能としては他に低電力モードもあります。スリープの方が低電力モードよりも高い節電効
果が得られます。

● セキュリティ機能
 プリンターに保存された機密データが第 3 者に流出することを防いだり、パスワードを持った人の
みが諸設定を変更できるといったように、情報の漏洩を防ぐため、また情報の安全性を高めるための
さまざまな機能の総称です。

● ソート
 2 枚以上の原稿を 2 部以上プリントする場合に、原稿の部数ごとにまとめて用紙が排出される仕上
り機能です。

● 中折り
 仕上り機能のひとつで、印刷後の用紙を二つ折りにする機能です。

● 中とじ
 用紙に二つ折りの折目をつけ、折目の 2 箇所にステープルされて排出される仕上り機能です。

● パワーセーブ
 ローパワーまたはスリープの節電状態に切換わる機能です。

● パンチ
 ファイリング用の穴をあけることです。

● ボックス保存
 読取ったデータを、プリンターに設定したボックスに保存する機能です。

● 低電力モード
 プリンターを操作せずに一定時間が経過すると、自動的に節電状態に切換わる機能です。節電状態に
切換わる機能としては他にスリープもあります。スリープの方が低電力モードよりも高い節電効果が
得られます。

用語集
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