
1All Rights Reserved, Copyright  FUJITSU LIMITED 2002

両面ユニット
このたびは、カラーページプリンタXL-C3200用両面ユニッ
トをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この両面ユニットをXL-C3200に取り付けることによって、
用紙の両面に印刷できるようになります。
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製品を確認する製品を確認する製品を確認する製品を確認する製品を確認する
設置を始める前に、次のものがすべてそろっているかどうか、確認してください。
万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。

両面トレイ 　　 インバータ トランスポート

取扱説明書（本書）

次のものは、インバータの内側にビニール袋に入れられて、テープで貼付されています。

コネクタカバー�専用工具�ネジ（２本）�
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両面ユニットを取り付ける両面ユニットを取り付ける両面ユニットを取り付ける両面ユニットを取り付ける両面ユニットを取り付ける
注意 ケ　ガ 作業を始める前に必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセント

から抜いてください。感電の原因となるおそれがあります。

両面ユニットを取り付けるときに取り外したネジやカバーなどは、
なくさずに保管しておいてください。

プリンタに両面ユニットを取り付けると、用紙の両面に印刷できるようになりま
す。
両面ユニットは、下図の3つの部分から成り立っています。

両面トレイ�
インバータ�

トランスポート�

プリンタ本体に両面ユニットを取り付ける手順について、両面トレイ、インバー
タ、トランスポートの順に説明します。

◆両面トレイを取り付ける

次の手順にしたがって、両面トレイを取り付けます。

① プリンタの電源スイッチの「○」側を押して電源を切り、電源コードをコン
セントから抜く

電源が入っている状態で両面ユニットを取り付けると、故障の原
因になることがあります。

② 次のケーブルが接続されている場合は、取り外す
・プリンタケーブル
・プリンタUSBケーブル
・プリンタLANケーブル
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③ 用紙トレイを止まるまで手前に引き出す

④ 用紙トレイの上にあるカバーを留めているネジ(右下)を外す
取り外したネジは、大切に保管しておいてください。

⑤ カバーを両手で持ち、右に約1cmずらしてから( )、手前に引いて( )外す
取り外したカバーは、大切に保管しておいてください。
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⑥ 両面トレイを両手で持ち、左右のガイドをプリンタ本体のレールに合わせて、
途中まで差し込む

両面トレイが、正しく取り付けられたことを確認したら、両面トレイの取り付け
は終了です。

両面トレイ、用紙トレイを引き出したまま、｢インバータを取り付ける｣に進んでく
ださい。

◆インバータを取り付ける

次の手順にしたがって、インバータを取り付けます。

① サイドトレイを右に押しながら、左側の突起部をプリンタ本体の穴から外す
( )。その後、右側の突起部をプリンタ本体の穴から外す( )

の操作をするときに、サイドトレイを曲げすぎないでください。
破損の原因となります。
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② プリンタ本体の左側面にある左右2か所のネジを外す
取り外したネジは、大切に保管しておいてください。

③ 左側面のカバーをプリンタ前面側に止まるまでずらし( )、手前に倒して
( )外す
取り外したカバーは、大切に保管しておいてください。

④ 両面トレイをプリンタの奥までしっかり押し込む
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⑤ 用紙トレイをプリンタの奥までしっかり押し込む

用紙トレイを、強い力で勢いよく、押し込みすぎないでください。

⑥ 電源コードコネクタの下にあるコネクタカバーを、上部のツメを押しながら、
手前に引いて外す
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⑦ インバータを両手で持ち、インバータ左右の突起をプリンタの穴に合わせて、
水平に差し込む

インバータの下部が浮かないで、水平に取り付けられていること
を確認してください。

インバータについているコネクタケーブルが、左側に出るように取り付けてくだ
さい。

拡張給紙ユニットが設置されている場合、インバータの左奥下の部分
が、拡張給紙ユニットの側面カバーに当たって入りづらいことがあり
ます。この場合、インバータの左奥下の部分を拡張給紙ユニットの側
面カバーの内側に入り込ませてから、インバータ上部の左右突起部を
プリンタ本体の穴に差し込むようにしてください。

⑧ インバータの下部の左右2か所を両面ユニット付属のネジで固定する
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⑨ インバータから出ているコネクタケーブルをプリンタのコネクタに接続する

・コネクタを必要以上に押し込まないでください。指や爪を傷つ
けるおそれがあります。

・コネクタは、突き当たるまで押して、しっかり接続してくださ
い。

⑩ コネクタカバーをカチッと音がするまで押し込む

これで、インバータの取り付けは終了です。
続いて｢トランスポートを取り付ける｣に進んでください。



9

◆トランスポートを取り付ける

次の手順にしたがって、トランスポートを取り付けます。

① 本体左側面の2つのカバーを、専用工具(両面ユニット付属)を上端に差し込
み手前に倒して取り外す
取り外した2つのカバー、専用工具は、大切に保管しておいてください。

② トランスポートを両手で持ち、図の位置にしっかりはめ込む
トランスポートについているコネクタケーブルが、左側に出るように取り付けて
ください。
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③ トランスポートから出ているコネクタケーブルをプリンタ本体側のコネクタ
に接続する

・コネクタを必要以上に押し込まないでください。指や爪を傷つ
けるおそれがあります。

・コネクタは、突き当たるまで押して、しっかり接続してくださ
い。

④ 両面ユニット付属のコネクタカバーをカチッと音がするまで押し込む
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⑤ サイドトレイを立てるように持ち、トレイの右側の突起部をプリンタ側の穴
にはめ込む
このとき、金属部分をトレイの外側に出すようにします。

⑥ サイドトレイの左側の突起部をプリンタ側の穴にはめ込む

サイドトレイの突起部は、破損しやすいので注意してください。

これで、トランスポートの取り付けは終了です。

⑦ 電源コード、およびP.3の手順②で取り外したケーブルを接続する

⑧ プリンタの電源スイッチの〔｜〕側を押して電源を入れる
これで、両面ユニットの取り付けは終了です。
続いて「プリンター設定リストを印刷する」に進んでください。
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プリンター設定リストを印刷するプリンター設定リストを印刷するプリンター設定リストを印刷するプリンター設定リストを印刷するプリンター設定リストを印刷する
次の手順にしたがって、プリンター設定リストを印刷します。

プリンター設定リストは、A4サイズ縦の用紙に印刷されます。用
紙トレイにA4サイズ縦の用紙をセットしてください。

① オペレータパネルが以下の状態であることを確認する

（プリント画面
（プリンタが印刷できる
状態））

② 〔オンライン〕スイッチを押す

(オフライン状態画面)

③ 〔メニュー〕スイッチを押す
メニュー画面が表示されます。

(メニュー画面)

④ 〔▼〕スイッチを3回押す

⑤ 〔セット/排出〕または〔 〕スイッチを1回押す
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⑥ 〔セット/排出〕スイッチを1回押す

⑦ 〔セット/排出〕スイッチを1回押す

プリンター設定リストが印刷されます。

印刷が終了すると、プリント画面に戻ります。

プリンター設定リストが印刷されない場合は、電源を切り、電源
を入れ直してください。オペレータパネルの液晶ディスプレイに
「プリント デキマス」と表示されたら、再度プリンター設定リス
トを印刷します。それでも印刷されない場合は、ご購入元、また
は「ハードウェア修理相談センター  0120-422-297（フリー
ダイヤル）」にご連絡ください。

システム設定の
搭載オプション
に取り付けた製
品が印字されて
いることを確認
してください。
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⑧ 〔メニュー〕スイッチを押す

印刷されたプリンター設定リストで、両面ユニットが正しく取り付けられている
ことを確認します。

続いて「プリンタドライバで設定する」を必ず実施してください。
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プリンタドライバで設定するプリンタドライバで設定するプリンタドライバで設定するプリンタドライバで設定するプリンタドライバで設定する
両面ユニットを取り付けた場合は、プリンタを使用しているパソコンで、プリン
タドライバの設定を変更してください。

・プリンタドライバのインストールが済んでいない場合は、XL-C3200
取扱説明書を参照し、プリンタドライバをインストールしてくださ
い。

・パソコンのOSによって、手順が異なる場合があります。各プリンタ
ドライバでの設定手順は、XL-C3200取扱説明書を参照してくださ
い。

・Windows NT4.0/2000/XPの場合、オプション品の設定をするときに
は、Power Userグループメンバーのユーザ、またはAdministrator
でログインしてください。Power Userグループの詳細については、
Windows NT4.0/2000/XPに付属の説明書を参照してください。

(例)Windows 95用プリンタドライバの場合

① 〔プリンタ〕ウィンドウを開いて、XL-C3200のプリンタアイコンを選択する

② 〔ファイル〕メニューの〔プロパティ〕をクリックし、表示されたダイアログ
ボックスの〔プリンタ構成〕タブをクリックする

③ 〔両面ユニット〕のチェックボックスをオンにする

④ 〔OK〕をクリックする
これで、プリンタドライバで行うオプション品の設定は終了です。
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両面ユニットを取り外す両面ユニットを取り外す両面ユニットを取り外す両面ユニットを取り外す両面ユニットを取り外す
プリンタ本体から両面ユニットを取り外す手順について、トランスポート、イン
バータ、両面トレイの順に説明します。

注意 ケ　ガ 作業を始める前に必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセント
から抜いてください。感電の原因となるおそれがあります。

次の作業で取り外したネジやカバーなどは、なくさずに保管していおいてくださ
い。

◆トランスポートを取り外す

次の手順にしたがって、トランスポートを取り外します。

① プリンタの電源スイッチの「○」側を押して電源を切り、電源コードをコン
セントから抜く

電源が入っている状態で両面ユニットを取り外すと、故障の原因
になることがあります。

② 次のケーブルが接続されている場合は、取り外す
・プリンタケーブル
・プリンタUSBケーブル
・プリンタLANケーブル

③ サイドトレイを右に押しながら、左側の突起部をプリンタ本体の穴から外す
( )。そのあと、右側の突起部をプリンタ本体の穴から外す( )

の操作をするときに、サイドトレイを曲げすぎないようにして
ください。破損の原因になります。



17

④ 本体左側面の図の位置にあるコネクタカバーを上部のツメを押しながら、手
前に引いて取り外す
取り外したコネクタカバーは、大切に保管しておいてください。

⑤ トランスポートから出ているコネクタケーブルをプリンタのコネクタ差し込
み口から外す

コネクタケーブルを抜くときは、必ずコネクタケーブルの根元を
しっかり持って抜いてください。ケーブル部分を無理に引っ張る
と、コネクタケーブルが破損するおそれがあります。

⑥ ユニットBを引き出し、トランスポートユニット後ろのコネクタをはずす
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⑦ トランスポートユニット左側の上下ラッチ を同時に押しはずした後、右側
の上下ラッチ を同時に押してユニットを取りはずす

・下側のラッチ部は、緑色となっています。押す位置がわからない場
合は、下面を確認してください。

⑧ トランスポートを取り付けるときに、プリンタ本体から外して保管しておい
た2つのカバーを、長いほうの突起が下になるようにして、それぞれカチッ
と音がするまで押し込む

2つのカバーは、必ず長いほうの突起が下になるようにして押し込
んでください。

これで、トランスポートの取り外しは終了です。
続いて｢インバータを取り外す｣に進みます。
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◆インバータを取り外す

次の手順にしたがって、インバータを取り外します。

① 電源コードコネクタの下にあるコネクタカバーを上部のツメを押しながら、
手前に引いて外す

② インバータから出ているコネクタケーブルをプリンタのコネクタ差し込み口
から外す

コネクタケーブルを抜くときは、必ずコネクタケーブルの根元を
しっかり持って抜いてください。ケーブル部分を無理に引っ張る
と、コネクタケーブルが破損するおそれがあります。

③ インバータを固定している左右2か所のネジを外す
取り外したネジは、大切に保管しておいてください。
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④ インバータを両手で持ち、手前に水平に引き抜く

拡張給紙ユニットが設置されている場合、インバータの左奥下の部分
が拡張給紙ユニットの側面カバー内側にあたって抜きづらいことがあ
ります。この場合、インバータ上部の左右突起部がプリンタ本体の穴
から抜けた状態で、インバータの下部を手前に少し持ち上げるように
して引き抜いてください。

⑤ 用紙トレイ、および両面トレイを止まるまで引き出す

⑥ インバータを取り付けるときに、プリンタ本体から外して保管しておいたカ
バーをはめ込む
カバーをプリンタの前面側に約1cmずらして本体に当ててから( )、プリンタの
背面側にずらし( )、しっかりはめ込みます。
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⑦ カバーの左右2か所をインバータを取り付けるとき、プリンタ本体から外し
て保管しておいたネジで固定する

⑧ コネクタカバーをカチッと音がするまで押し込む

⑨ サイドトレイを立てるように持ち、トレイの右側の突起部をプリンタ側の穴
にはめ込む
このとき、金属部分をトレイの外側に出すようにします。
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⑩ サイドトレイの左側の突起部をプリンタ側の穴にはめ込む

サイドトレイの突起部は、破損しやすいので注意してください。

輸送時には、サイドトレイは取り付けないでください。

これで、インバータの取り外しは終了です。
続いて｢両面トレイを取り外す｣に進みます。

◆両面トレイを取り外す

次の手順にしたがって、両面トレイを取り外します。

① 両面トレイの左右の奥にある図の緑のラベル部分を押しながら、両面トレイ
を引き抜く

緑のラベル�

緑のラベル�

・ラベル部分は、両面トレイの奥にあります。位置を確認して、け
がをしないように気を付けて作業してください。

・ラベル部分が押しづらいときは、両面トレイを少し奥側に戻し
てください。



23

② 両面トレイを取り付けるときに、プリンタ本体から外して保管しておいたカ
バーを取り付ける

③ 両面トレイを取り付けるときに、プリンタ本体から外して保管しておいたネ
ジでカバーを固定する

④ 用紙トレイをプリンタの奥までしっかり押し込む

用紙トレイを、強い力で勢いよく、押し込みすぎないでください。

これで、両面トレイの取り外しは終了です。
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このマニュアルは再生紙を使用しています。
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