
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』 の 「プリンタを設置 ・接続する」 に記載していますので、 あわせてご覧ください。

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

設置後、 プリンタが正しく動作することを確認します。

プリンタ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』 の 「プリンタを設置 ・接続する」 をご覧ください）。

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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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、ページプリンタ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、ページプリンタ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、
ページプリンタを使用するための準備を行ってください。本紙は、ページプリンタ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、 または富士通の担当営業／ SE にお問い合わせください。

プリンタ故障時の連絡先
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 次の品物が揃っていることを確認します。
トナーカートリッジやドラムカートリッジ、給紙カセットは、プ

リンタ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。

□	トナーカートリッジ*1*2	

□	ドラムカートリッジ*1*2	

□	給紙カセット*2	

*1：添付されているトナーカートリッジやドラムカートリッジは、
安定した画質を維持するために、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：プリンタ本体に取り付けられています。	

*5：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
にあわせてご使用ください。

*3：開封済みのドラムカートリッジやトナーカートリッジを、
交換時に入れておくための袋です。

最初は、添付のトナーカートリッジからお使いください。別売品の
トナーカートリッジを先に取り付けてしまうと添付トナーカートリッジ
は使えなくなります。

□	電源コード*5	□	FUJITSU	Printer
　　プリンタユーティリティ
　　（CD‑ROM）	

□	コア*4	

□	黒いビニール袋*3	

□	プリンタ本体	

□	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	

*4：コアはLANケーブルに取り付けます。詳しくは、				『ハード
ウェアガイド』をご覧ください。	

2 ビニール袋を取り外し、プリンタ下部

の左右にあるくぼみを持ち、水平に保

ちながら取り出します。
プリンタ本体は、 約 12kg の重さがあります。

腰を痛めないように充分に膝を折り、 プリンタ下部の左

右にあるくぼみを、 両手でしっかりと持って取り出してく

ださい。

1 保護材や添付品を取り出します。 1 プリンタ本体を丈夫で水平な場所に置き、保護

テープと紙をはがします。
・  プリンタ前部の保護テープ（2 ヶ所）およびプリンタ後部の保護テープ

（1 ヶ所）をはがします。

・ 紙はプリンタ前面に貼られています。

※ 実物の貼り付け位置は、 イラストで示し
ている位置と異なる場合があります。

2 消耗品を取り付けます。
➊  トップカバーオープンボタンを

押します。
➋ トップカバーを開きます。

➌  ドラムカートリッジから、 シリカゲル

を取り除きます。
➍  トナーカートリッジが浮き上がらない

ように上の面を手で押さえながら、

右側のノブを、 トナーカートリッジの

の方向へノブが回転しなくなるとこ

ろまで回します。

< 上から見た場合 >

➎ トップカバーを閉じます。

3 拡張給紙ユニットをプリンタに取り付けます。
詳しくは、 『ハードウェアガイド』 の 「オプションを取り付ける」 をご
覧ください。 拡張給紙ユニットを購入していない場合は、 手順 4 にお進

みください。

拡張給紙ユニット （オプション） は、 本製品にセットできる用紙の枚数

や種類を増やしたいときに取り付けます。 坪量 64g/m2 の紙の場合で

550 枚をセットでき、 標準用紙カセットと合わせて 800 枚を連続して使

用できるようになります。 取り付けた後、 プリンタドライバを設定する必

要があります。

電源が入ったまま取り付けると、 プリンタが故障するおそれ
があります。

➊  プリンタを持ち上げ、 拡張給紙ユニット

の 3 本の突起をプリンタの底の穴に合

わせます。

➋  プリンタを拡張給紙ユニットの

上に静かに載せます。

拡張給紙ユニット

4 プリンタに電源コードを接続し、電源を入れま

す。

➊  電源コードを、 プリンタ背面にある

電源コードコネクタに差し込みます。
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、 7A 以下です。



パソコンやネットワークに接続する
プリンタを設置したら、 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、 プリンタ 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』 の 「プリンタを設置 ・接続する」 をご覧ください。

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、 プリンタドライバ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」 ウィンドウが表示さ

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）。

このウィンドウから、 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」

ウィンドウが表示されます。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、 『ソフトウェアガイド』 をご覧ください。 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、 次の箇所をご覧ください。

※ 本プリンタドライバは XL-4340 と共通のため、すでに XL-4340 のドライバがインストールされている場合は、

そのドライバのバージョンも上がります。

・ LAN ケーブルで接続する場合

『ソフトウェアガイド』 の 「ネットワークを利用したプリンタの接続」

・ プリンタ USB ケーブルで接続する場合

『ソフトウェアガイド』 の 「ネットワークを利用しないプリンタの接続」

・ プリントサーバに接続したプリンタを共有する場合

『ソフトウェアガイド』 の 「プリンタ共有の設定」

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 オプション品の取り付け方やオペレータパネルの操作方法など、 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 形式のマニュアル （画面で見るマニュアル） 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」 ウィンドウで、 「画面で見るマニュアル」 をクリックすると次のウィンドウが表示されます。

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 プリンタドライバのインストール方法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。

ヘルプ プリンタドライバのプロパティ、 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 2 つの方法があります。

・ ウィンドウ右上の  をクリックし、 カーソルが  に変わったら、 参照したい項目をクリックする

・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。 お使いのパソコン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。

プリンタの設置後に行うこと
プリンタの設置後に行う作業

の概要について説明します。
➌  電源スイッチを約 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。

5 オペレータパネルの動作を確認します。
プリンタの電源を入れると、オペレータパネルのオンラインランプが点灯し、約20秒後に、

液晶ディスプレイに 「オンライン」 と表示されます。

LAN ケーブルを接続していると、 電源を入れたときの 「INITIALIZING」 で 
1 分以上停止する場合があります。

上記の表示にならないときは、 『ハードウェアガイド』 の 「こんなときには」 をご覧ください。

6 用紙をセットします。
ここでは給紙カセットにセットする方法を説明します。 用紙サイズごとのセット方法や、

給紙トレイにセットしたい場合は、 『ハードウェアガイド』 の 「日常の操作」 をご覧く

ださい。

用紙カセットの金属板に付いている

コルクは、 はがさないでください。

用紙カセット
の用紙の下

の金属板が上がっている
場合、 カチッとロックする
まで押し下げてからプリン
タに取り付けてください。
金属板が上がったまま取
り付けると故障の原因に
なります。

金属板

➊  給紙カセットをプリンタから引き抜き、 平らな

場所に置きます。
➋  縦ガイドと横ガイドを、 セットする用紙のサイズ

に合わせます。

➌  用紙の四隅を揃え、印刷面（包装された用紙の開封面）を下に向けてセットします。

➍  給紙カセットをプリンタに取り付けます。

・		セットできる用紙は、 250 枚までです。 横ガイドにある 「▼▼▼」 マークのラインを越えないようにし、

収容枚数を超える用紙はセットしないでください。

・		用紙は用紙カセットの手前に寄せて置き、 横ガイドを用紙が曲が

るほど強く押し付けないようにしてください。

・		A4、 リーガルを使用するときは横ガイドを用紙カセットの後ろ側に

引き出します。 縮めるときは、 横ガイドを用紙カセットの手前に押

して収納します。

コルク

[ ▼ ▼ ▼ ]

8 プリンタの電源を切ります。

7 オペレータパネルから設定の一覧を印刷して、プリンタが

正しく動作することを確認します。

・	正常に印刷されないときは、 『ハードウェアガイド』 の 「こんなときには」 をご覧ください。

・	 	オプションの拡張給紙ユニットを取り付けた場合は、 印刷した設定の一覧の 「用紙メニュー欄」 に、 「カセット２」 と表示

されていることを確認してください。 「カセット２」 と表示されていない場合は、 拡張給紙ユニットが認識されていません。

拡張給紙ユニットが正しく取り付けられているか、 確認してください。

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ときのみご使用ください。

➊  電源スイッチを約１秒間押します。   しばらくすると、プリンタ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。

電源をオフ、 オンにするときは、
オフにして 3 秒以上経過してか
ら電源をオンにしてください。

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』 の 「こんなときには」 をご覧ください。


