
このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、まこと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ともに大切に保管してください。

XL-9310/9280
B5WY-A029-01-00

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。

1 プロセスカートリッジを取り出します。

プロセスカートリッジは一番上に梱包されています。

2 ビニール袋を取り外し、プリンタ本体下部の

取っ手を持ち、水平に保ちながら取り出します。

本体は約 22kg （XL-9310） ／ 20kg （XL-9280） の重さがあります。
必ず 2人以上の人数で右図のように取っ手を持ち、 背中や腰を傷め
ないように注意して取り出してください。

また、 本製品は前面側よりも背面側のほうが重くなっています。 取り

出す際は、 重さの違いに注意してください。

前面側

取っ手

3 次の品物が揃っていることを確認します。

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。

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 「第 2章　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。

1 プリンタ本体を、丈夫で水平な場所に置きます。

必ず 2人以上で運搬してください。

2 固定テープや保護シートを取り外します。

プリンタ各部に貼られている固定テープおよび保護シートを取り外して、 プリンタ内部

の緩衝材を取り除きます。

3 プリンタ本体にオプション品を取り付けます。

オプション品を購入している場合は、 『ハードウェアガイド』 の 「第 3章　オプショ
ンを取り付ける」 をご覧になり、 次の位置にオプション品を取り付けてください。

拡張給紙ユニット

プリンタRAMモジュール

両面ユニット

4 プリンタ本体にプロセスカートリッジを取り付けます。

プリンタの上部カバーを開き

ます。

プロセスカートリッジを袋

から取り出し、図のように

�～�回振ります。

プロセスカートリッジを平らな場所

に置き、トナーシール（約����）

を水平にまっすぐ引き抜きます。

プロセスカートリッジの取っ手を持ち、

プリンタ内部の溝に静かに挿入します。

プリンタの上部カバーを閉じます。

・感光体(ドラム)の表面には、絶対に手を触れないでください。

・トナーシールを斜めに引き抜くと切れることがあります。

5 プリンタ本体に電源コードを接続し、電源を入れます。

電源スイッチがオフ（「○」側）であること

を確認します。

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、

もう一方を電源コンセントに差し込みます。

プリンタ背面の漏電ブレーカースイッチが

「��」の状態であることを確認します。

電源スイッチを「｜」側に倒して、電源を入れます。

漏電ブレーカー
スイッチ

6 オペレータパネルの動作を確認します。

電源を入れると、 オペレータパネルの 「オンライン」 「リンク」 「データ」 「エラー」 の

各ランプが点灯し、 液晶ディスプレイの表示が次のように切り替わります。

【オペレータパネル拡大図】
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ファームウェアのバージョン、メモリの総容量が表示

されます。

ファームロード中であることが表示されます。

��秒ほど待つと、「オンライン」と表示されます。

カセットが取り付けられていない場合は、下段に

「カセットカクニン」と表示されます。

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。

Microsoft、 Windows、 Windows Vistaは、 米国 Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他の各製品名は、 各社の商標、 または登録商標です。

その他の各製品は、 各社の著作物です。
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不明点がある場合や、 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。

お買い求めの販売店
お買い求めになった販売店にお問い合わせください。

プリンタ故障の際の連絡先
「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 ：平日 9:00～ 17:00
（土曜 ・日曜 ・祝日および当社指定の休日を除く）

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、 十分な

設置スペースが必要です。 右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 「第 2章　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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このマニュアルは再生紙を使用しています。

 続けて裏面へお進みください。



7 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 「第 4章　日常の操作」 をご覧ください。

給紙カセットをプリンタから

引き抜いて平らな場所に置き、

フタを取ります。

縦ガイドクリップを指でつま

み、用紙サイズに合わせます。
右側の横ガイドクリップを指で

つまみ、用紙サイズに合わせま

す。

紙の四隅をそろえ、印刷した

い面を上にしてセットします。

セットした用紙に合わせて、用紙

サイズラベルを差し替えます。

給紙カセットのフタを閉めて、

プリンタの奥に突き当たるまで

しっかりと押し込みます。

8 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。

【オペレータパネル拡大図】

オンライン

オンライン

印刷可能状態であることを確認します。

「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにします。

メニュー       

 システム  インサツ

「▼」スイッチを１回押します。

 システム  インサツ       

 セッテイ ノ インサツ

 システム  インサツ       

 セッテイ ノ インサツ

「設定」スイッチを押します。設定の一覧の印刷が

開始されます。

印刷が終了したら、印刷状態を確認します。

「メニュー」スイッチを押して、印刷可能状態に戻し

ます。

9 プリンタの電源を切ります。

電源を切るときは、 電源スイッチをオフ （「○」 側） に倒します。

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、 パラレルケーブル、 USBケーブルで接続できます。 ご利用環境に合わせて、
接続方法を選択してください。 接続方法の詳細は、 『ハードウェアガイド』 の 「第

2章　プリンタを設置 ・接続する」 をご覧ください。

■ LANケーブルでの接続
LAN環境が整備されていて、複数台のパソコンから印刷を行いたい場合は、LANケーブルで本製品をネッ
トワークに接続します。 ネットワークに接続することで、 LAN接続、 LPR/RAW、 IPPなど複数の印刷方
法を選択できます。

管理者/サーバ プリンタ

ネットワークネットワーク

インターネット

クライアントクライアント クライアント

���で印刷���に接続して
印刷

��������
印刷

■ パラレルケーブル／ USBケーブルでの接続
次の場合は、 パラレルケーブル／ USBケーブルで、 本製品とパソコンを接続します。 パソコンにパラレ
ルコネクタが用意されていない場合や、 より速く印刷したい場合は、 USBケーブルによる接続をお勧めし
ます。

・ LAN環境が整備されていない場合

・プリンタ用に IPアドレスを使いたくない場合

・ 1台のパソコンからのみ印刷する場合

パソコン プリンタ

パラレル、または���ケーブル

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。

■ 「Printia LASERプリンタユーティリティ」
ソフトウェアは、 添付の 「Printia LASERプリンタユーティリティ」 に格納されています。
この CD-ROMには、プリンタドライバの他に、ネットワークで使用するために必要なソフトウェアや、
プリンタをより快適に使用するための各種ソフトウェアが格納されています。

■ 「Printia LASERプリンタユーティリティ セットアップ」
添付の 「Printia LASERプリンタユーティリティ」 を
パソコンにセットすると、「Printia LASERプリンタユーティ
リティ セットアップ」画面が表示されます。 この画面から、
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」 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。 Windows Vista®をお使いの場合、

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。

「第�章 ネットワークを利用したプリンタの接続」

「ソフトウェアガイド」の

「ソフトウェアガイド」の

「第�章 ネットワークを利用しないプリンタの接続」

「第�章 プリンタ共有の設定」

「ソフトウェアガイド」の

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

解説した印刷物です。 同じ内容の HTML/PDF ファイルが、 添付の 「Printia LASER
プリンタユーティリティ」 に収められています。

添付の 「Printia LASER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 「Printia LASERプリンタユー
ティリティ セットアップ」 画面で、 「画面で見るマニュアル」 をクリックすると次の画面が表示されます。

「ＸＬ -9310/9280」 を選択後、 ご覧になりたいマニュアル名をクリックすると、 マニュアルが開きます。

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

ついて解説した HTML/PDF形式のマニュアル （画面で見るマニュアル） です。 添付の

「Printia LASERプリンタユーティリティ」 に収められています。

エミュレーション編 エミュレーションモード （ESC/Pモード） で印刷する場合の設定方法について解説した

PDF形式のマニュアル （画面で見るマニュアル） です。 添付の 「Printia LASERプ
リンタユーティリティ」 に収められています。

オンラインヘルプ 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 「Printia LASER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」 「エミュレーション編」 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、 アドビ システムズ社の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、 アドビ システムズ社のWebサイトにリンクしています）。

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を説明します。

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。

http://www.adobe.com/jp/

