
梱包物を確認する
次の手順で、 品物がそろ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 （ネットワークやパソコン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」 － 「装置のセットアップ」 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。

 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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3 次の品物がそろっていることを確認します。
用紙カセット （トレイ）、 イメージドラム＊ 1、 スタータートナーカートリッジ＊ 1、 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。

*1：イメージドラム、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。

*2： 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。
本製品に添付されている電源コード以外は使用しないでください。また、添付の電源コ
ードは、他の製品に使用しないでください。

□ 電源コード*2（1.83m） 

□ 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 

＊注意＊
・トナーカートリッジ、イメージドラムは、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
ジドラムは使用できなくなります。

・スタータートナーカートリッジは、イメージドラムに取り付けられていま
す。イメージドラムは、出荷時にプリンター内に取り付けられています。

・スタータートナーカートリッジはイメージドラムから取り外さないでくださ
い。

・スタータートナーカートリッジの印刷可能枚数は、約2,500枚です（A4片
面、ISO/IEC 19798で規定された標準印刷データの印刷時）。印刷枚
数は、ご使用状況によって変わります。

□ 抗ウィルスフィルム （タッチパネル用） 

□ 使用済カートリッジ回収
　  のご案内 

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手を持ち、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」 － 「オプション品」 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 つ以上の増設トレイ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  増設トレイ間を連結します。 抗ウィルスフィルムの表面に青色のシールが、 裏面に

赤色のシールが付いています。

➊  水または中性洗剤を含
ませてかたく絞った布で、

タッチパネルを拭きます。

・  装置購入時にパネル

部に貼ってある保護

フィルムをはがしてい

ない場合は、 はがし

てから抗ウィルスフィ

ルムを貼り付けてくだ

さい。

➋  乾燥した柔らかい布でタッチパネルを拭きます。

➌ 抗ウィルスフィルムの剥

離紙 （赤色のシールが

貼ってある面） をはがし

ます。

➍ 抗ウィルスフィルムの剥離紙をはがした面を下にして

タッチパネルの左上の角に合わせて気泡などが入ら

ないように端から徐々にタッチパネルに貼り付けます。

・  気泡などが入るとタッチパネルが正しく動作しない

場合があります。 気泡が入った場合は柔らかい布

で気泡を押し出してください。

➎ 抗ウィルスフィルムの表面の保護フィルム （青色の

シールが貼ってある面） をはがします。

増設トレイユニット（拡張給紙ユニット）の取り付け 抗ウィルスフィルムの貼り付け

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。

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。

プリンターに貼り付けている紙には、 消耗品の取り付け手順

が記載されていますので、 必ずお読みください。

「消耗品取り付け手順」 の紙を取り除くときには、 プリンター

右側面のくぼみのフロントカバーオープンレバーを引き、 フロ

ントカバーを手前に開いてから取り外してください。

➋ プリンター背面の保護テープ（2 枚）をはがします。

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。

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、 十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。

100cm

60cm

20cm

20cm

70cm 次の場所には設置しないでください。火災や感電、ケガ、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

・ 屋外および、 屋外に近い場所

➌  プリンター本体の背面と増設トレイの後

面が合うように、 プリンター本体を静か

に重ねます。

➍  プリンター本体と増設トレイを

連結します。
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90°
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ソフトウェアをインストールする
パソコン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。 パソコンにセットす

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

「ハードウェアガイド」 － 「LAN ケーブルで接続する」

・ USB ケーブルで接続する場合

「ハードウェアガイド」 － 「USB ケーブルで接続する」

本製品のプリンタードライバーの初期設定は、 両面印刷 ［長辺とじ］ になっています。
主に片面印刷でお使いになる場合は、 プリンタードライバーの ［基本設定］ タブにある ［両面印刷］ の
設定を ［なし］ に変更してお使いください。

名 称 説 明 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。 印刷物 （冊子）

と同じ内容の 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」 をパソ

コン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、 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またはマニュアル

が格納されたフォルダーが表示されます。

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® Acrobat® 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 PDF ファイルのマニュアルを格納しています。
PDF ファイルを閲覧、 印刷するためには 「Adobe Acrobat Reader」 のインストールが必要です。 お使いのパソコンにインストールされていない場合は、 アドビ社の Web サイト （https://www.adobe.com/jp） か
らインストーラーをダウンロードし、 インストールしてください。

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。

パソコンやネットワークに接続する
プリンターを設置したら、 パソコン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。

＊注意＊

プリンタ USB ケーブルで接続する場合は、 接続を行う前に、 プリンタードライバーをインストールしておく

必要があります。

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、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。

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）の青色の部

分をつまんで、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、 用紙ストッパー
で用紙を固定します。

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。

7 操作パネルからメニューマップを印刷して、プリンターが

正しく動作することを確認します。
・  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。

➊  電源コードをプリンターの電源コネクターに差し
込みます。

➋  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）

➌  電源スイッチを約 1 秒間押します。

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 極コンセントの場
合は、 （1）アース接続を行ってから、 （2）電源プラグを差し込
んでください。

・  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。

・ テーブルタップなどによる、 タコ足配線はしないてください。

・  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。

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。

・  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。

1

2

3 4

5

➐  セットした用紙のサイズ / 向きと、 用紙サイズダイヤルの設定
が合っているか確認します。

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。

➌  プリンターにセットされている各色のイメージドラムから
保護シートを取り外すため、 新聞紙などを敷いた平ら

な場所を用意します。

➍  手前にある 「K: ブラック （黒色）」 のイメージドラムを、
トナーカートリッジを付けたままプリンターから取り出し

て、 手順 3 で用意した場所に置きます。

<2> トナーカートリッジ
ロックレバー（7）
（青色） を回さな
いようにしながら、
保護シートを矢印
の方向にゆっくり
引き抜きます。

➎  イメージドラムから保護シート（5）を取り除きます。

➏  保護シートを取り外したイメージドラムをプリンター本
体に戻し、トナーカートリッジロックレバー （7） （青色）

を矢印の方向に▶に合うまで回します。

➐  手順4から6を繰り返し、「Y:イエ
ロー（黄色）」、「M:マゼンタ（赤

色）」、「C:シアン（青色）」の順に、す

べてのイメージドラムを取り出して

保護シートを取り外し、プリンター

本体に戻してからトナーカートリッ

ジロックレバーを回します。

➒ フロントカバー （2） を閉じます。

・  本体排紙トレイを閉じないと、

フロントカバーを完全に閉じ

られません。

・  カバーがしっかり閉じてい

るか確認してください。

・  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> 保護シート（5） を止めているテープ（6） をはがします。

＊注意＊
トナーカートリッジ、 イメージドラムは、 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、 イメージドラムは使用できなくなります。

・  イメージドラムはプリン
ターにロックされていませ
ん。 持ち上げるだけで取
り出すことができます。

・  本製品のスタータートナー
カートリッジはイメージドラ
ムに取り付けられた状態
で出荷されています。 イ
メージドラムからスター
タートナーカートリッジを
取り外さないよう、 注意し
てください。

➑  本体排紙トレイ (4) を閉じ、
中央を上からしっかり押し

ます。

2

1

3
4

7

4

2

6

5

・  トナーカートリッジ
ロックレバー （青
色） を回さずにカ
バーを閉めると、
故障の原因にな
ります。 必ず、 ト
ナーカートリッジ
ロックレバーを奥
側の▶に合うまで
回してください。

7

正しくロックできると 「カチッ」
と音がします。

➊  操作パネルの 《Fn》 キーを押します。

➋  テンキーから、 《1》、 《0》、 《0》 と入力し、 操作パネルに ［100］ と表示されたことを確認して、

《設定》 を押します。

➌  ［印刷実行］ が選択されているので、 《設定》 を押します。

・  オプションを取り付けた場合は

オプションを取り付けた後で、 同様の手順でプリンターの設定内

容を印刷し、 取り付けたオプションが印刷結果に正しく表示され

ていることを確認してください。

➊  用紙カセット（1） を
引き出します。

印刷できます

（2）

（1）

➋  オープンボタン（3）を押し、本体排紙トレイ（4）を開けま
す。


