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●設置の注意点

設置ガイド(本書) 給紙トレイ

ドラムカートリッジ

両面ユニット反転部
用紙サイズラベル

プリンタを持ち運ぶときは、
必ず3人以上で持ってください。

作業するのに十分なスペースを
確保してください。

プリンタの上に重いものを
載せないでください。

不安定な場所に設置
しないでください。

電源コード

保証書

梱包箱に添付されています。

プリンタ本体 トナーカートリッジ

プリンタソフトウェア
CD-ROM

取扱説明書 用紙について

ドキュメントパック

電源コード抜け
防止用固定金具

用紙について

保証書

お買い上げ日� 保証期間

★
お
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富士通株式会社

  ページプリンタ  XL-XXXX

XXXX-XXXX-XX

Printia LASER XLシリーズ



XL-9500

設置の手順
固定テープや保護シートを取り外す

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、給紙カセット内部の緩衝材を取り除きます。

オプション品を取り付ける

『取扱説明書』「第３章　オプションの装着」を参照

以下のオプション品を購入している場合は、カートリッジの取り付けや用紙をセットする前に、プリンタ本体に取り付けてく
ださい。ご購入時のフィニッシャーの設置はサービスエンジニアが行います。
●拡張給紙ユニット-A　 ●拡張給紙ユニット-B　 ● フィニッシャー  ●プリンタRAMモジュール256MB

①�両面ユニット反転部
を梱包箱から取り出
す

④�カバーAを開く

⑪�両面ユニット反転部
左側に巻かれている
テープを、図のよう

⑫�カバーA を閉じる

⑧�両面ユニット反転部
の両側を図のように
持つ

⑤�プリンタの上部カバーの左側の裏にあるツメを
手前に引き(A)、上部カバーを上げ(B)、左側に
ずらしながら外す(C)

③�カバーAの右側上部
にあるレバーを押し
上げて、ロックを解
除する

⑦�手順⑥でテープを外
した箇所の内部にあ
る緩衝材を取り外す

⑩�両面ユニット反転部
をカチッと音がする
までしっかり押し込
む

②�給紙トレイを開く

⑥�両面ユニット反転部
底面の、図の位置に
あるテープを外す

⑨�両面ユニット反転部右側の下部にある挿入部を、
プリンタ側の図の位置に、すべらせるように挿
入しながら、両面ユニット反転部をセットする

両面ユニット反転部を取り付ける

(A)(A)

(B)(B) (C)(C)

電源を入れる ②�電源コードをプリンタ
背面にある電源コード
コネクタに差し込む

③�固定金具を取り付ける

④�電源コードのもう一方を電
源コンセントに差し込む

⑤�電源スイッチを「｜」側に
倒して電源を入れる

①�スイッチがオフ（「  」側）
であることを確認する

※：アース接続を必ず行ってください。
また、アース接続を行ってから、
電源プラグを電源コンセントに差
し込んでください。



XL-9500

設置の手順
トナーカートリッジとドラムカートリッジを取り付ける

①�給紙トレイを開く ②�カバーA の右側上部にあ
るレバーを押し上げて、
ロックを解除し、カバー
A を開く 

⑦�ドラムカートリッジを平
らな場所に置き、保護紙
に付いているテープを
持って、図のように保護
紙を静かに引き抜く

⑥�ドラムカートリッジを梱
包箱から取り出す

③�フロントカバーの左右に
手を掛け、フロントカ
バーを開く

⑤�トナーカートリッジの
取っ手を持ち、プリンタ
内部の溝に挿入する

電源を入れる

⑩�ドラムカートリッジを再
度押し込む

⑧�ドラムカートリッジの取っ
手を持って、プリンタ内部
の溝に沿って、奥に突き当
たるまで差し込む

④�トナーカートリッジを梱
包箱から取り出し、図の
ように7 ～ 8 回振る

⑨�ドラムのテープを水平に
静かに引き抜く

⑪�カバーA をしっかり閉じ
る  

⑫ フロントカバーをしっか
り閉じる

②�電源コードをプリンタ
背面にある電源コード
コネクタに差し込む

③�固定金具を取り付ける

④�電源コードのもう一方を電
源コンセントに差し込む

⑤�電源スイッチを「｜」側に
倒して電源を入れる

①�スイッチがオフ（「  」側）
であることを確認する

※：アース接続を必ず行ってください。
また、アース接続を行ってから、
電源プラグを電源コンセントに差
し込んでください。

電源を入れる
②�電源コードをプリンタ背

面にある電源コードコネ
クタに差し込む

③�固定金具を電源コードコネクタにかぶせるようにセットし
（A）、コネクタ下の切れ込み部分に差し込むように押し下
げる（B）。固定金具の上部を付属のネジで固定する（C）

④�電源コードのもう一方を電
源コンセントに差し込む

⑤�電源スイッチを「｜」側に
倒して電源を入れる

①�スイッチがオフ（「  」
側）であることを確認す
る

※：アース接続を必ず行ってく
ださい。
また、アース接続を行って
から、電源プラグを電源コ
ンセントに差し込んでくだ
さい。

動作を確認する

①�ファームウェアのバージョン
メモリの総容量が示される 

ＸＬ－ＸＸＸＸ
Ｖｅｒ　ＸＸ．ＸＸ　　ＹＹＹＭＢ

ファーム ロートﾞチュウ       
　ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

③�初期化動作およびファームロード動作
に45秒程度かかるので、そのまま待つ

②�ファームロード中が表示される

オンライン      　　　　　    　　

電源を入れると、オペレータパネルの
「オンライン」「エラー」「節電」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。 



設置の手順

XL-9500

①�給紙カセットを引き出す

②�縦ガイドクリップを指で
つまみ、用紙サイズに合
わせる(A)

� 右側の横ガイドクリップ
を指でつまみ、用紙サイ
ズに合わせる(B)

③�紙の四隅をそろえ、
印刷したい面を上に
してセットする

④�セットした用紙に合わせ
て、ラベルを貼る

⑤�プリンタの奥に突き当た
るまで、給紙カセットを
しっかりと押し込む

①�給紙トレイを開く(A)
� 長い用紙をセットすると

きは、延長トレイを引き
出す(B)

②�用紙の四隅をそろえ、
印刷する面を下にし、
差し込み口に軽く突き
当たるまで入れる

③�ガイドを用紙サイズ
に合わせる

用紙をセットする
■給紙カセット

■給紙トレイ

(B)

(A)

(C)
(A)

(B)

④�「設定」スイッチを押す 
� 設定の一覧の印刷が開始される
⑤�印刷が終了したら、印刷状態を

確認する 

⑥�「メニュー」スイッチを押して、
印刷可能状態に戻す

　システム　　インサツ
  セッテイ ノ インサツ        ▲

オンライン

①�印刷可能状態であることを確認する

②�「メニュー」スイッチを押し、メ
ニューモードにする 

③�「▼」スイッチを押す 

オンライン               　　
      　　　　　    　　

メニュー
  システム    インサツ        ▼

　システム　　インサツ
  セッテイ ノ インサツ        ▲

④�「設定」スイッチを押す 
� 設定の一覧の印刷が開始される
⑤�印刷が終了したら、印刷状態を

確認する 

⑥�「メニュー」スイッチを押して、
印刷可能状態に戻す

　システム　　インサツ
  セッテイ ノ インサツ        ▲

オンライン

設定の一覧を印刷し、プリンタが正しく動作することを確認します。

設定の一覧を印刷する

パソコンとの接続とプリンタ
ドライバのインストール

パソコンとの接続
　　　　　『取扱説明書』｢第2章  プリンタ

本体の設置｣「ケーブルの接続」
を参照

プリンタドライバのインストール

　　　　　『オンラインマニュアル』「ソフ
トウェア編」を参照

本書および取扱説明書を読んでもわからない場合は、下記へお問い合わせください。

お買い求めになった販売店、ディーラにお問い合わせください。
ディーラへの問い合わせ

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」
フリーダイヤル：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）

このマニュアルは再生紙を使用しています。
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