
梱包物を確認する
次の手順で、 品物が揃っていることを確認してください。 なお、 移転など、 本製品を今後運搬する可能性がある場合は、 梱包

箱を保管しておくと便利です。

プリンターを設置する
次の手順で、 本製品の設置、 動作確認を行ってください （ネットワークやコンピューターへの接続はまだ行わないでください）。

なお、 設置時の注意事項を 「ハードウェアガイド」 － 「セットアップする」 に記載していますので、 あわせて参照してください。

プリンターを設置し、 動作を確認する
梱包物を確認し、 プリンターを設置します。

設置後、 プリンターが正しく動作することを確認します。

プリンターの設置スペースを確認する
本製品の操作や安全対策などのために、 充分な設置スペースが必要です。 下図の設置スペースを確保してください （本体サイ

ズの詳細は、 「ハードウェアガイド」 － 「付録」 を参照してください）。

また、 設置場所は、 本製品の重さに耐えられる、 丈夫で水平な場所を選んでください。
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70cm 次の場所には設置しないでください。火災や感電、けが、または故障の原因になります。

・	火気のある場所

・	ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、 高温になる場所

・	アルコール、 シンナー、 ガソリンなどの揮発性可燃物や、 カーテンなどの燃えやすい物に近い場所

・	風呂場、 シャワー室などの水場、 水気のある場所

・	湿気 ・ほこり ・ 油煙の多い場所

・	通気性の悪い場所

・	直射日光の当たる場所

・	振動の激しい場所や傾いた場所など、 不安定な場所

・	温泉地など、 硫黄の影響を受ける場所

 続けて裏面へお進みください。

設置ガイド
このたびは、弊社のカラープリンター（以降、プリンター）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本紙では、プリンターを設置して動作確認を行う方法について説明しています。本紙をご覧になり、プリンター
を使用するための準備を行ってください。本紙は、プリンターの使用中にいつでもご覧になれるよう、他のマ
ニュアルや添付品と共に大切に保管してください。

不明な点がある場合や、 故障かなと思った場合は、 まず、 本紙および添付マニュアルをご

覧ください。 それでも解決しない場合は、 下記へお問い合わせください。

技術的なご相談などの連絡先
製品のご購入元、 または弊社の担当営業／ SE にお問い合わせください。

プリンター故障時の連絡先
保守運用支援サービス 「SupportDesk」 をご契約のお客様は専用の窓口に、 未契約の
お客様は 「富士通ハードウェア修理相談センター」 にご連絡ください。

「富士通ハードウェア修理相談センター」
通話料無料 ： 0120-422-297
受付時間 ： 9:00 ～ 17:00 （土曜 ・日曜 ・祝日および年末年始を除く）

各製品名は、 各社の商標、 または登録商標です。

各製品は、 各社の著作物です。

その他のすべての商標は、 それぞれの所有者に帰属します。
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このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。

不要になった際は、 回収 ・ リサイクルにお出しください。
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3 次の品物が揃っていることを確認します。
用紙カセット （トレイ）、両面印刷ユニットは、プリンター本体にあらかじめ取り付けられています。 万一、足りない部品などがあった場合は、

ご購入元にご連絡ください。

□	用紙カセット（トレイ）	

*1：アースの接続をしないで使用すると、動作不良の原因となったり、万一漏電した場合
に火災や感電の原因となります。アース接続を必ず行ってください。
電源コードは2本添付しています。お使いのコンセント形状に合わせてご使用ください。

*2：イメージドラム（ドラムカートリッジ）、トナーカートリッジは、安定した画質を維持する
ために、製造から24ヶ月（開封後は1年間）の有効期限を設定しています。
添付されているトナーカートリッジは、使用開始から1年以内で使い切ることをお勧め
します。	

*3：汚れる、破損するなどした場合は、添付の「FUJITSU	Printer	プリンタユーティリティ」
CD‑ROMに収められている、PDFファイルを印刷してご使用ください。

□	電源コード*1（1.9mm）	

□	FUJITSU	Printer	
　　プリンタユーティリティ
　　（CD‑ROM)	

□	プリンター本体	 □	設置ガイド（本紙）	

□	保証書
　　（梱包箱に添付）	

□	ハードウェアガイド	

□	修理窓口ラベル	

□	イメージドラム（ドラムカートリッジ）*2

　　※プリンター本体に取り付けられます。
　　シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各1	

□	トナーカートリッジ*2

　　※スタータートナーカートリッジは、イメージドラム（ドラムカート
								リッジ）に取り付けられています。
　　シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各1	

□	排気ルーバー

＊注意＊
トナーカートリッジ、イメージドラム（ドラムカートリッジ）は、必ず装置添付のものを
最初にお使いください。別売品（交換用サプライ品）や、他のプリンターで使用して
いたものを取り付けてしまうと装置添付のトナーカートリッジ、イメージドラム（ドラ
ムカートリッジ）は使用できなくなります。

□	クイックガイド*3 □	クイックガイド
　　専用袋

はがきABC

2 ビニール袋を取り外し、プリンター下部の左右にある取ってを持ち、水平に保ちながら取
り出します。
プリンター本体は、 約 40kg の重さがあります。
必ず 2 人以上の人数で取っ手を持ち、 背中や腰を痛めないように注意して取り出してください。

1 保護材や添付品を取り出します。 1 プリンター本体を丈夫で水平な場所に置き、保護具を取り外します。
プリンター本体は、 必ず 2 人以上で運搬してください。 固定テープは、 プリンターの各開閉部に貼られています。

2 プリンター本体にオプション品を取り付けます。
オプション品の取り付けは、 プリンターの電源を切り、 電源コードを抜いて実施してください。

詳しくは、 「ハードウェアガイド」 － 「セットアップする」 を参照してください。 オプション品を購入していない場合は、 裏面の手順 3 にお進みください。

➊  2 つ以上の拡張給紙ユニットを取り付ける場合は、

あらかじめ重ねておきます。

➋  プリンターを拡張給紙ユニットに載せます。

➊  プリンター右側のアクセスカバー（1）  
を開きます。

➋  金属プレート（2）を上にずらし、 外

します。

<1> 金属プレート （2） の凹みに指を
入れ、 上にずらします。

<2> 金属プレート （2） の下部をつま
み、 手前に引き抜きます。

➌ 矢印箇所の LED（3）が消灯してい

ることを確認します。

　　 消灯していない場合は、 消灯する
まで待ちます。

➍増設メモリを取り付けます。

<1> プリンター RAM モジュールを袋から取
り出す前に、 袋を金属部に接触させて
静電気を除去します。

<2> 増設メモリー（4） をスロットに差し込
み、 プリンター側に押し固定します。

　　 ・  電子部品やコネクター端子には触らな
いでください。

　　 ・  メモリーの向きにご注意ください。 メモ
リーの端子部には切り欠き部分があ
り、 スロットのコネクターと一致するよ
うになっています。

➎金属プレート（2）を取り付けます。

<1> 最初に、 金属プレート（2）の上部をプ
リンター本体に差し込み、 金属プレー
トを取り付けます。

<2> 金属プレート（2）の下部を押さえな
がら、 金属プレートを下にずらし、
固定します。

➏アクセスカバー（1）を閉じます。

増設トレイを 1 段ずつ、 突起
および後面を合わせるように
しながら静かに重ねます。

プリンター本体と増設トレイ
を、 突起および後面を合わ
せるようにしながら静かに重
ねます。

このプリンターは約 40kg あります。 2 人以上で持ち上げてください。

拡張給紙ユニットの取り付け プリンターRAMモジュールの取り付け
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➊  プリンターの上面の紙の内容を確認後、 紙を取り除き、 乾燥剤をはがします。 ➋ プリンター背面の保護テープ（2枚）をはがします。

紙

（注意事項が書かれています。

必ずお読みください。）

紙の下に乾燥剤 保護テープ

※ 実際の添付位置は、 イラストで示している

位置と異なる場合があります。



ソフトウェアをインストールする
コンピューターやネットワークに接続したら、プリンタードライバーなどのソフトウェアをインストー

ルします。

■ FUJITSU Printer プリンタユーティリティ
ソフトウェアは、添付の 「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ」 に格納されています。 コンピューターにセッ

トすると、［FUJITSU Printerプリンタユーティリティ セットアップ］ダイアログが表示されます（表示されるメニュー

はお使いの OS により異なります）。 このダイアログから、 ソフトウェ

アのインストールやマニュアルの閲覧を行うことができます。

自動的に表示されない場合は、 ［エクスプローラー］ などを使用して

CD-ROMを開き、ルートにある（=一番上の階層にある）「XLSTART.
EXE」 をダブルクリックしてください。 自動再生時や 「XLSTART.
EXE」 をダブルクリックしたときに ［自動再生］ ダイアログが表示さ

れます。 実行されるプログラムが 「XLSTART.EXE」 であることを

確認し、 ［XLSTART.EXE の実行］ をクリックしてください。

■ インストール方法
インストール方法については、 「ハードウェアガイド」 を参照してください。 接続、 運用形態によりインストール

方法が異なりますので、 次の箇所を参照してください。

・ LAN ケーブルで接続する場合    ・ USB ケーブルで接続する場合

「ハードウェアガイド」 － 「ネットワーク接続」   　「ハードウェアガイド」 － 「USB 接続」

名称 説明 「画面で見るマニュアル」 の参照方法

ハードウェアガイド プリンターの設置からオプション品の取り付け方、 プリンタードライバーのインストールまで

の手順、 操作パネルの表示、 基本的な印刷、 消耗品の交換、 各種メッセージが表示され

たときの対処方法など、 主にハードウェアについて説明した印刷物です。 同じ内容の PDF
ファイルが、 添付の 「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ」 に格納されています。

添付の 「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ」 をコンピューターにセットすると表示される ［FUJITSU Printer プリ

ンタユーティリティ セットアップ］ ダイアログで、［画面で見るマニュアル］ をクリックすると次のダイアログが表示されます。

ご覧になりたいマニュアル名をクリックすると、 マニュアルが表示されます。

ソフトウェアガイド プリンタードライバーの便利な使い方やユーティリティの使用方法など、 主にソフトウェアに

ついて説明した PDF 形式のマニュアル （画面で見るマニュアル） です。 添付の 「FUJITSU 
Printer プリンタユーティリティ」 に格納されています。

クイックガイド 用紙がつまったときの確認ポイント、 エラーメッセージと対処方法についてコンパクトにまと

めた印刷物です。 添付の 「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ」 に格納されています。

ヘルプ プリンタードライバーのプロパティ、 および添付ソフトウェアの各機能について調べることが

できるヘルプです。 各ソフトウェアをインストールすることでヘルプもインストールされ、 ソフ

トウェア上から呼び出すことができます。

ヘルプを参照するには、 次の方法があります。

・ 各画面にある ［ヘルプ］ ボタンをクリックする

■ Adobe® Reader® のインストール
添付の 「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ」 に収められている 「ソフトウェアガイド」 を印刷したい場合は、 PDF ファイルを使用すると便利です。
PDF ファイルを閲覧、 印刷するためには、 Adobe Reader のインストールが必要です。 お使いのコンピューターにインストールされていない場合は、 Adobe Systems 社の Web サイト （http://www.adobe.com/
jp/） からインストーラをダウンロードし、 インストールしてください （「画面で見るマニュアル」 からも、 Adobe Systems 社の Web サイトにリンクしています）。

マニュアルやヘルプを参照する
本製品では、 本紙以外に次のマニュアルを用意しています。

目的に応じてご覧ください。

コンピューターやネットワークに接続する
プリンターを設置したら、 コンピューターやネットワークに接続します。

本製品は、 LAN ケーブル、 USB ケーブルで接続できます。 ご利用の環境に合わせて、 接続方法を選択して

ください。 詳しくは、 「ハードウェアガイド」 をご覧ください。

プリンターの設置後に行うこと
プリンターの設置後に行う作業

の概要について説明します。

3 プリンター本体にイメージドラム（ドラムカートリッジ）、トナー

カートリッジを取り付けます。
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8 プリンターの電源を切ります。

6 操作パネルの動作を確認します。

4 用紙をセットします。

5 プリンターに電源コードを接続し、電源を入れます。

➊  用紙カセット（1）
を引き出します。

➋  用紙サイズダイヤル（2）を、 セットする用紙サイズに
合わせます。

A4 サイズの用紙を横にセットする場合は、 ダイヤルを
[A4 ] に合わせます。

➌  用紙ガイド（3） と用紙ス
トッパー（4）をセットする用

紙のサイズに合わせてス

ライドさせます。

➎  印刷面を下にして用紙を
セットし、上から押さえます。

・  用紙ガイドの「▽」マーク（5）
を越えて用紙をセットしない

でください。

➍  用紙をよくさばきます。 用
紙の端を水平にまっすぐに

そろえます。

➏  用紙ガイドで用紙を固定します。

➐  セットした用紙のサイズと用紙サイズダイヤルが合っ
ているか確認します。

➑ 用紙カセットをプリンターに戻します。

・  ダイヤルにないサイズをセットした場合は、ダイヤルを 「そ

の他」 に設定し、操作パネルで用紙サイズをセットします。

1

2

3

4

・  A6 サイズの用紙をセットする

場合は、 用紙ストッパー （4）
を手前まで移動し、 一旦外し、

金属部分にセットします。

4

5

7 操作パネルから設定の一覧を印刷して、プリンターが正し

く動作することを確認します。

9 クイックガイドを収納します。
クイックガイド専用袋をプリンターに貼り付け、 クイックガイドを収納します。

➊  クイックガイド専用袋裏側の、両面テープ（2ヶ所）
をはがします。

➋  クイックガイド専用袋をプリンターに貼り付けます。

・  プリンターの通気口を
ふさがないように貼り
付けてください。

両面テープ

通気口

クイックガイド専用袋

クイックガイド

➊  操作パネルの <Fn> キー（1）を押します。

・  節電モードに入っている場合は、 < 節電 > ボタンを押し、 節電モードから復旧します。

➋  テンキー（2）から [1]、 [0]、 [0] と入力し、 < 設定 > ボタン（3）を押します。

➌  ［印刷実行］ （4）が選択されているので、 < 設定 > ボタン（5）を押します。

印刷が開始されます。

印刷した設定内容で、 オプションの取り付け状態が確認できます。

1

4

2
3

5

➊  プリンターの右側面のくぼみに指を入れてフロントカ
バーオープンレバー（1）を引き、 フロントカバー（2）を
手前に開きます。

➋  トップカバーオープンボタン（3）を押し、トップカバー（4）
を開けます。

➌  イメージドラム （ドラムカートリッジ） （4 本） をプリンター
から取り出します。

➍  4 本の各イメージドラム （ドラムカートリッジ） から保護
シートを取り除きます。

<2> 保護シートを矢印の方向に引
き抜きます。

・  ここではトナーカートリッジ
の青いレバーを回さないで
ください。

➎  イメージドラム （ドラムカー
トリッジ） （4 本） をプリン

ター本体に戻します。

➏  トナーカートリッジの青いレバー（8）を矢印方向にカ
チッと音がするまで回します。

➐  トップカバー（4）を閉じ、 両端を上からしっかり押しま
す。

・  トップカバーを閉める

際に、 フロントカバー

を少し閉めて行うとス

ムーズに行えます。 
フロントカバーが開い

て元に戻ることがあり

ますので注意してくだ

さい。

➑ フロントカバー（2）を閉じます。
・  トップカバーを閉じないと、

フロントカバーを完全に

閉じられません。

4 本のトナーカートリッジすべてのレバーを回してくだ
さい。

・  フロントカバーは静かに
開けてください。 勢い
よく開けるとマルチパー
パストレイが開いてしま
うことがあります。

<1> イメージドラム（ドラムカートリッ
ジ） を新聞紙等を敷いた平ら
な場所に置きます。 保護シー
ト（5）を止めているテープ（6）
をはがし、 シートを拡げます。

＊注意＊
トナーカートリッジ、 イメージドラム （ドラムカートリッジ） は、 必ず
装置添付のものを最初にお使いください。 別売品 （交換用サプラ
イ品） や、他のプリンターで使用していたものを取り付けてしまうと、
添付のトナーカートリッジ、 イメージドラム （ドラムカートリッジ） は
使用できなくなります。
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➊  プリンターの通気口からの風向きが気になる場合は、
排気ルーバー（1）をプリンター本体の側面の通気口に

取り付けます。

・  排気ルーバーを回転させ

ると排気の向きを変えら

れます。

➋  電源コード（2）をプリンターの電源コネクターに差し込
みます。

➌  電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
本製品の定格電源は、 100V、 14A です。
（3 極コンセントの場合） （2 極コンセントの場合）

➍  電源スイッチ（5）を約 1 秒間押して電源を入れます。

電源が入ると電源スイッチ

のLEDランプが点灯します。

印刷できる状態になると、

液晶パネルに 「印刷できま

す」 と表示します。

・  アース接続しないで使用すると、 動作不良の原因となったり、 万一漏電した場合に火災や
感電の原因となったりします。 
アース接続を必ず行ってください。 また、 2 種コンセントの場合は、 アース接続を行ってか
ら（3）、 電源プラグを差し込んでください（4）。

・  室温になじませてから接続を行い、 電源を入れてください。

・  プリンターが冷えていたり、結露しているときに電源を入れると、エラーになることがあります。 
このような場合は、 電源を切り、 しばらくの間待ってから、 もう一度電源を入れてください。

1

2

3

4

5

・  フロントカバーオープン / トップカバーオープンのエラーメッセージが消えない場合は、 フロントカバー、 トップカバーが確

実に閉じているか確認してください。

・  トナーカートリッジをセットした直後や、 LAN ケーブルを接続していると、 印刷可能状態になるまでしばらく時間がかかる

ことがあります。

・  上記の表示にならないときは、 「ハードウェアガイド」 － 「こまったときには」 を参照してください。

印刷できます

電源を入れると、 しばらくすると操作パネルのオンラインランプが点灯し、 液晶パネルに 「印刷できます」
と表示されます。

電源スイッチ（1） を約 1秒間押します。

操作パネルに、 「シャットダウン中です　しばらくお待ちください。 電源

は自動的に切れます」　と表示され、 電源スイッチの LED ランプが約

1 秒周期で点滅します。 しばらくすると、 プリンターの電源は自動的

に切れ、 電源スイッチの LED ランプが消灯します。
1

・  電源が切れるまでに、5分程度の時間がかかる場合がありますが、
そのままお待ちください。

・  電源スイッチを 5 秒以上押し続けると、強制的に電源が切れます。
トラブルが発生した時のみご使用ください。

・  印刷中は電源を切らないでください。 電源を切ってしまったときは、 プリンター内に残っている用紙を取り除いてください。 
詳しくは、 「ハードウェアガイド」 － 「こまったときには」 を参照してください。


