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はじめにお読みください

 マークについて

本書で使われているマークには次のような意味があります。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的
損害のみの発生が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読み
ください。

※以上は、安全上のご注意についての説明です。

誤って操作をすると、紙づまり、データ消失などの原因になることがあります。必ず、お読みください。

操作をする前に知っておいていただきたいこと、あらかじめ準備していただきたいことなどを説明し
ています。

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときの対処方法などを説明しています。

数値の制限や組み合わせできない機能、機能が使用できない状態を説明しています。

参照先を示します。

［ ］

画面のキーの名称を示します。

【 】

操作部（画面を除く）のキーの名称を示します。



用紙のセット
使用できる用紙の種類とサイズ

各給紙トレイにセットできる用紙の種類、サイズと方向、最大セット枚数について説明します。

❒ 海外向けサイズの用紙は以下のとおりに表示されます。

❒ Kは縦方向に用紙をセットすることを表し、操作部では［タテ］と表示されます。

❖ 本体給紙トレイ［トレイ1］／500枚増設トレイユニット［トレイ2］、［トレイ3］

❖ 手差しトレイ（マルチ）

❒ 手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットしたときは、操作部で用紙サイズの設定が必要です。詳し
くは、P.17 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」を参照してください。

❒ 往復はがき、封筒、または不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作部やプリンタードライ
バーで用紙サイズを入力する必要があります。詳しくは、P.20 「不定形サイズの用紙をセットす
る」を参照してください。

本書の表記 Legal Letter 51/2×81/2

操作部の表示 LG LT HL

RPCSプリンタードライバーの表示 Legal（81/2×14） Letter （81/2×
11）

51/2×81/2

用紙の種類 自動的に選択される用紙サイズ 最大セット枚数

普通紙
再生紙
特殊紙
色紙
レターヘッド付き用紙

定型サイズ：A4K、B5K

海外向けサイズ：LegalK、LetterK

普通紙、再生紙：530枚

用紙の種類 セットできる用紙サイズ 最大セット枚数

普通紙
再生紙
特殊紙
色紙
厚紙
薄紙
OHPフィルム

ラベル紙
レターヘッド付き用紙
はがき
はがき裏面
光沢紙

定型サイズ：A4K、B5K、A5K、
B6K、A6K、郵便はがきK、往復はが
きK

海外向けサイズ：LegalK、LetterK、
51/2×81/2K

不定形サイズ：幅90～216mm、長さ148
～356mm

普通紙：100枚
G1397504_1.00 Copyright © 2005 Ricoh Co., Ltd. All right reserved. 4



用紙のセット
❒ 装着しているメモリー容量によって印刷できる用紙サイズは異なります。詳しくは、＜ソフトウェ
アガイド＞「メモリー容量と用紙サイズ」を参照してください。

❒ 手差しトレイ（マルチ）にセットできる用紙厚は60～216g/m2（51.9～185.7kg）です。

❒ 45kg紙（52g/m2）、またはA4K以上の長さの用紙は、直角に裁断されていないと正しく給紙され
ないことがあります。

❒ セットできる厚紙は、紙厚に応じて「厚紙1」と「厚紙2」を選択できます。詳しくは、P.7 「厚紙」
を参照してください。
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用紙のセット
用紙に関する注意

ここでは、用紙に関する注意事項を記載しています。本機で使える用紙については、P.4 「使用でき
る用紙の種類とサイズ」を参照してください。

用紙をセットするとき

❒ リコー推奨の用紙をご利用ください。それ以外を使用した印刷についてはその印刷結果は保証い
たしかねますので、あらかじめご了承ください。リコー推奨の用紙については、P.88 「消耗品一
覧」を参照してください。

❒ インクジェット専用紙はセットしないでください。定着ユニットへの用紙の巻き付きが発生し、故
障の原因になります。

❒ 用紙は以下の向きにセットしてください。

• 本体給紙トレイ1：印刷面を上

• 手差しトレイ（マルチ）：印刷面を下

• 500枚増設トレイ：印刷面を上

❒ 手差しトレイ（マルチ）にセットするときは、用紙がサイドガイドのつめの下に収まるようにして
ください。

❒ 用紙をセットした給紙トレイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてください。トレ
イを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。

❒ セットした用紙のサイズが自動検知されない場合は、操作部で用紙サイズを設定する必要があり
ます。

用紙を保管するとき
• 用紙は以下の点に注意して保管してください。

• 湿気の多い所には置かない。

• 直射日光の当たる所には置かない。

• 立て掛けない。

• 残った用紙は、購入時に入っていた袋や箱の中に入れて保管してください。

用紙の種類ごとの注意

普通紙

紙の厚さ 60.2～104.7g/m2 （52～90kg）

•［普通紙］：60.2～90.2g/m2 （52～77.6kg）

•［厚口カラー用紙］：90.2～104.7g/m2 （77.6～90kg）
6



用紙のセット
厚紙

OHPフィルム

本機の設定 操作部で、［ヨウシセッテイ］メニューの［ヨウシシュルイ］で［フ
ツウシ］を選択。または、［チョウセイ/カンリ］メニューの［フウ
ツウシセッテイ］で、［フツウシ］か［アツクチカラーヨウシ］を選
択。

プリンタードライバーの設
定

［用紙種類］で［普通紙］を選択

給紙可能トレイ すべてのトレイで給紙可

用紙セット可能枚数 • トレイ1：530枚

• トレイ2、トレイ3（500枚増設トレイ）：530枚

• 手差しトレイ（マルチ）：100枚

❒ セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示(▼)を超えないよう
にしてください。手差しトレイの場合は、用紙ガイド（サイドガ
イド）に収まる枚数をセットしてください。

両面印刷 可

紙の厚さ 105～199g/m2 （90～170kg）

•［厚紙1］：105～165g/m2 （90～140kg）

•［厚紙2］：165～199g/m2 （140～170kg）

本機の設定 操作部で、［ヨウシセッテイ］メニューの［ヨウシシュルイ］で［ア
ツガミ1］か［アツガミ2］を選択

プリンタードライバーの設
定

［用紙種類］で［厚紙1］か［厚紙2］を選択

給紙可能トレイ 手差しトレイ（マルチ）

用紙セット可能枚数 •［アツガミ1］：30枚

•［ アツガミ2］：10枚

❒ 上記は目安です。用紙ガイド（サイドガイド）に収まる枚数を
セットしてください。

両面印刷 不可

その他の注意 印刷速度が普通紙よりも遅くなります。

本機の設定 操作部で、［ヨウシセッテイ］メニューの［ヨウシシュルイ］で
［OHPフィルム］を選択

プリンタードライバーの設
定

［用紙種類］で［OHPフィルム］を選択

給紙可能トレイ 手差しトレイ（マルチ）
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用紙のセット
ラベル紙

レターヘッド紙

用紙セット可能枚数 50枚

❒ 上記は目安です。用紙ガイド（サイドガイド）に収まる枚数を
セットしてください。

両面印刷 不可

その他の注意 • 印刷速度が普通紙より遅くなります。

• モード切替をするため、印刷データを受け始めたタイミングから
数十秒間の待機状態になります。

• リコー指定のOHPフィルムを使用してください。推奨以外の用
紙を使用すると、定着ユニットに用紙が巻き付くことがあり、故
障の原因になります。
リコー推奨の用紙については、P.88 「消耗品一覧」を参照して
ください。

• OHPフィルムをセットするときは、裏表を誤らないように注意
してください。故障の原因となります。

• OHPフィルムは印刷のたびに、さばいてからセットしてくださ
い。トレイにセットしたまま放置していると密着して用紙送りを
妨げる原因になります。

• OHPフィルムを投影するときは、4000ANSIルーメン以上の透過
型オーバーヘッドプロジェクターのご使用を推奨します。

• OHPフィルムが重なって送られる場合は、1枚ずつセットしてく
ださい。

本機の設定 操作部で、［ヨウシセッテイ］メニューの［ヨウシシュルイ］で［ラ
ベルシ］を選択

プリンタードライバーの設
定

［用紙種類］で［ラベル紙］を選択

給紙可能トレイ 手差しトレイ（マルチ）

用紙セット可能枚数 100枚

❒ 上記は目安です。用紙ガイド（サイドガイド）に収まる枚数を
セットしてください。

両面印刷 不可

その他の注意 • 印刷速度が普通紙よりも遅くなります。

• リコー推奨の用紙を使用してください。リコー推奨の用紙につい
ては、P.88 「消耗品一覧」を参照してください。

本機の設定 操作部で、［ヨウシセッテイ］メニューの［ヨウシシュルイ］で［レ
ターヘッドツキヨウシ］を選択
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用紙のセット
封筒

プリンタードライバーの設
定

［用紙種類］で［レターヘッド付き用紙］を選択

給紙可能トレイ すべてのトレイで給紙可

用紙セット可能枚数 • トレイ1：530枚

• トレイ2、トレイ3（500枚増設トレイ）：530枚

• 手差しトレイ（マルチ）：100枚

❒ セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示(▼)を超えないよう
にしてください。手差しトレイの場合は、用紙ガイド（サイドガ
イド）に収まる枚数をセットしてください。

両面印刷 可

その他の注意 レターヘッド紙やビジネス用便箋など、天地の向きがや表裏がある
用紙は、用紙の組み合わせなどによって、正しく印刷されないこと
があります。

本機の設定 操作部で、［ヨウシセッテイ］メニューの［ヨウシシュルイ］で［ア
ツガミ1］を選択

プリンタードライバーの設
定

［用紙種類］で［厚紙1］を選択

給紙可能トレイ 手差しトレイ（マルチ）

用紙セット可能枚数 10枚

❒ 上記は目安です。用紙ガイド（サイドガイド）に収まる枚数を
セットしてください。

両面印刷 不可
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用紙のセット
郵便はがき

その他の注意 • 封筒は印刷面を下にしてセットしてください。開いた状態のフ
ラップ（ふた）は、セット方向の反対側になります。

• 印刷するときは、プリンタードライバーまたは操作部で、封筒の
サイズを設定してください。詳しくは、P.20 「不定形サイズの
用紙をセットする」を参照してください。

• ご使用になる封筒は、以下の商品を推奨します。推奨品以外の封
筒では、正しく印刷されないことがあります。
• PEACE R40クラフト封筒 角形8号（119mm×197mm） 

85g/m2

• エンゼルピック　レーザープリンタ対応 マッペ長3（235mm
×120mm） 100g/m2

• 封筒を押さえて中の空気を抜き、四辺の折り目をしっかりと押さ
えてからセットしてください。また封筒が反っているときは、
まっすぐに直してからセットしてください。

• 印刷後、封筒が大きくカールしたときは、しごいて直してくださ
い。

• 場合によっては、封筒の長辺の端に細かいしわができて排紙され
たり、裏面が汚れて排紙されたり、ぼやけて印刷されることがあ
ります。また黒くベタ刷りする場合に、封筒の用紙が重なりあっ
ている部分にすじが入ることがあります。

本機の設定 操作部で、［ヨウシセッテイ］メニューの［ヨウシシュルイ］で［ハ
ガキ］、［ハガキウラメン］を選択

プリンタードライバーの設
定

プリンタードライバーで、次の2つを設定します。

•［原稿サイズ］で［官製ハガキ］を選択

•［用紙種類］で［ハガキ］、または［ハガキ（裏面印刷）］を選択

給紙可能トレイ 手差しトレイ（マルチ）

用紙セット可能枚数 50枚

❒ 上記は目安です。用紙ガイド（サイドガイド）に収まる枚数を
セットしてください。

両面印刷 不可
10



用紙のセット
❒ はがきをセットするときは図のように、はがきをさばいて端をそろえます。

❒ はがきが反っていると、正しく送られなかったり、印刷品質に影響が出る場合があります。セット
する前に反りが下図の範囲になるように直してください。

使用できないはがき • 私製はがき

• 絵はがきなどの厚いはがき 

• 絵入りはがきなど裏映り防止用の粉のついているはがき 

• インクジェットプリンター専用はがき

• 他のプリンターで一度印刷したはがき

• 表面加工されているはがき

• 表面に凸凹のあるはがき

その他の注意 印刷速度が普通紙よりも遅くなります。
11



用紙のセット
❒ はがきの先端部が曲がっていると、正しく送られなかったり、印刷品質に影響が出る場合がありま
す。セットする前に先端部を図のように指でのして曲がりを直してください。

❒ はがきの裏面にバリ（裁断したときにできた返し）があるときは、はがきを平らなところに置き、
定規などを水平に1～2回動かしてはがきの4辺のバリを取り除き、バリを取り除いたときに出た
紙粉を払います。

❒ はがきの両面に印刷する場合は、裏面→表面の順で印刷すると、より良い印刷品質が得られます。

使用できない用紙
以下のような用紙は使用しないでください。

• インクジェット専用紙

• ジェルジェット専用紙

• しわ、折れ、破れ、端が波打っている用紙

• カール（反り）のある用紙

• 湿気を吸っている用紙

• 乾燥して静電気が発生している用紙

• 一度印刷した用紙
他の機種（モノクロ・カラー複写機、インクジェットプリンターなど）で印刷されたものは、定着
温度の違いにより定着ユニットに影響を与えることがあります。

• 表面が加工された用紙（指定用紙を除く）

• 感熱紙やノンカーボン紙など特殊な用紙

• 厚さが規定以外の用紙（極端に厚い・薄い用紙）

• ミシン目などの加工がされている用紙

• 糊がはみ出したり、台紙の見えるラベル紙

• ステープラー・クリップなどを付けたままの用紙

❒ プリンターに適切な用紙でも、保存状態が悪い場合は、紙づまりや印刷品質の低下、故障の原因に
なることがあります。

印刷範囲
本機の印刷範囲は以下の図のとおりです。
12



用紙のセット
❖ 用紙

❒ プリンタードライバーや印刷条件の設定によっては用紙の全面に印刷することができますが、
上下左右4.2mmずつは品質保証対象外となります。

❖ 封筒

❒ 封筒の表面（宛名の面）には、上の図の範囲（印刷推奨範囲）に印刷できます。裏面には印刷
しないでください。
13



用紙のセット
用紙をセットする

給紙トレイ（標準）、増設給紙トレイ（オプション）に用
紙をセットする
ここでは給紙トレイに用紙を補給する方法と、用紙サイズを変更して用紙をセットする方法を説明し
ます。標準の本体給紙トレイ［トレイ1］、オプションの500枚増設トレイユニット［トレイ2］/［ト
レイ3］もセット方法は同じです。ここでは本体給紙トレイ［トレイ1］を例に説明します。

❒ セットする用紙の量は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようにしてください。紙づま
りの原因になることがあります。

❒ 一つのトレイに、異なる種類の用紙を混在させないでください。

本体給紙トレイ、500枚増設トレイユニットにセットできる用紙については、P.4 「使用できる用
紙の種類とサイズ」を参照してください。

A 給紙トレイを止まる位置までゆっくりと引き出し、前面を持ち上げて給紙トレイを引き抜き
ます。

引き抜いたトレイは水平な場所に置いてください

❒ 手差しトレイが開いているときは、トレイ1を引き出さないでください。
14



用紙のセット
B  「PUSH」を押しリアガイドを調節し、用紙のサイズを設定します。

リアガイドを調節する時には、必ず「PUSH」と刻印された部分を押してください。

C サイドガイドを調節し、用紙のサイズを設定します。

D 新しい用紙をそろえ、印刷する面を上にしてセットします。

❒ セットする用紙の量は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようにしてください。

❒ 用紙と用紙ガイドの間にすき間がないことを確認してください。すき間がある場合は、用紙ガ
イドを操作して調整してください。
15



用紙のセット
E 前面を持ち上げようにして給紙トレイを差し込み、奥までゆっくりと押し込みます。紙づま
りを防ぐため、きちんとトレイを閉めてください。

用紙の種類を設定する

用紙の種類の設定方法に関する説明です。セットした用紙の種類を設定することで、より適切な印刷
を行うことができます。給紙トレイにセットした用紙に設定できる用紙種類は以下のとおりです。

• 普通紙、再生紙、特殊紙、色紙、レターヘッド付き用紙

A【メニュー】キーを押します。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

用紙設定メニューが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシシュルイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

給紙トレイの選択画面が表示されます。

  <OxM->

   Desf?lw

  <Desf?lw>

  2.DessMHw
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用紙のセット
D【▲】または【▼】キーを押して、目的の給紙トレイを表示させ、【OK】キーを押します。

用紙種類の選択画面が表示されます。

E【▲】または【▼】キーを押して、セットした用紙の種類を表示させ、【OK】キーを押します。

約2秒後にDの画面に戻ります。

F【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

❒ 普通紙を選択する場合、［調整／管理］メニューの［普通紙設定］で、［普通紙］、［厚口カラー
用紙］から普通紙の種類を選択してください。

手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする

定形サイズの用紙をセットする

手差しトレイに定型サイズの用紙をセットする方法の説明です。

❒ 複数の用紙が重なって送られないように、用紙をパラパラとさばいてからセットしてください。

❒ セットした用紙の、用紙サイズとセット方向を操作部およびプリンタードライバーで正しく設定
してください。それぞれの設定が異なる場合は紙づまりが発生したり、印刷品質に影響が出たりす
ることがあります。

❒ 用紙は印刷する面を下にしてタテ方向にセットしてください。

  <DessMHw>

  2.;Jw2

  <;Jw2>

   awfws

  w*akl^uYd

  RPCS
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用紙のセット
A 手差しトレイ（マルチ）を開きます。

B 手差しトレイ（マルチ）を引き出します。

C サイドガイドを広げ、印刷する面を下にして、用紙を先端が突き当たるまで差し込みます。
18



用紙のセット
D サイドガイドを用紙に押し当てます。

E【メニュー】キーを押します。

メニュー画面が表示されます。

F【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

用紙設定メニューが表示されます。

G「テサシ　ヨウシサイズ」が表示されているのを確認して、【OK】キーを押します。

手差しトレイ（マルチ）の用紙サイズの選択画面が表示されます。

H【▲】または【▼】キーを押して、セットした用紙サイズとセット方向の組み合わせを表示さ
せ、【OK】キーを押します。

約2秒後にGの画面に戻ります。

  <OxM->

   Desf?lw

  <Desf?lw>

  1.las Desawd^

  <las Desawd^>

   B6hl
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用紙のセット
I【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

❒ セットした用紙がサイドガイドのつめの下に収められていることを確認してください。

❒ 厚紙、OHP フィルム、はがきなどをセットするときは、必ず操作部またはプリンタードライ
バーで厚紙またはOHPフィルムの設定をしてください。

不定形サイズの用紙をセットする

手差しトレイ（マルチ）に不定形サイズの用紙をセットする方法の説明です。

❒ 不定形サイズの用紙を印刷するときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで用紙サイズを
設定してください。

❒ 不定形サイズの設定は、操作部で行った設定よりもプリンタードライバーの設定が優先します。プ
リンタードライバーで設定する場合は、操作部での設定は不要です。ただし、RPCS/RPDL以外の
プリンタードライバーを使用して印刷するときは、操作部で設定する必要があります（RPDLは、
プリンタードライバーで別途設定が必要になります。詳しくはプリンタードライバーのヘルプを
参照してください）。

❒ 手差しトレイ（マルチ）にセットできる用紙サイズの範囲は、長さ148～356mm、幅90～216mm
です。

❒ 不定形サイズの設定ができないアプリケーションでは、印刷できません。

A【メニュー】キーを押します。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

用紙設定メニューが表示されます。

  w*akl^uYd

  RPCS

  <OxM->

   Desf?lw
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用紙のセット
C「テサシ ヨウシサイズ」が表示されているのを確認して、【OK】キーを押します。

手差しトレイ（マルチ）の用紙サイズの選択画面が表示されます。

D【▲】または【▼】キーを押して「フテイケイサイズ（カスタム）」を表示させ、【OK】キー
を押します。

不定形サイズの入力画面が表示されます。

E【▲】または【▼】キーを押して給紙方向に対して横のサイズを表示させ、【OK】キーを押し
ます。

❒ 押し続けると1mm、10mm単位でスクロールします。

縦の入力画面が表示されます。

F【▲】または【▼】キーを押して給紙方向に対して縦のサイズを表示させ、【OK】キーを押し
ます。

❒ 押し続けると1mm、10mm単位でスクロールします。

設定内容が表示され、約2秒後にDの画面に戻ります。

G【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

用紙種類を設定する

セットした用紙の種類を設定することで、より適切な印刷を行うことができます。手差しトレイ（マ
ルチ）にセットした用紙に設定できる用紙種類は以下のとおりです。

  <Desf?lw>

  1.las Desawd^

  <las Desawd^>

   Elwowawd^(ydhI)

  <Elwowawd^>

  Dp      148.0 mm

  <Elwowawd^>

  hl      210.0 mm

  w*akl^uYd

  RPCS
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用紙のセット
• 普通紙、再生紙、特殊紙、色紙、レターヘッド付き用紙、ラベル紙、OHPフィルム、厚紙1、厚紙
2、光沢紙、はがき、はがき裏面

❒ 厚紙、ラベル紙、OHPフィルム、封筒を手差しトレイ（マルチ）にセットしたときは、必ず用紙
種類を設定してください。

❒ 用紙の種類の設定では、操作部での設定よりも、プリンタードライバーでの設定が優先されます。

A【メニュー】キーを押します。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

用紙設定メニューが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシシュルイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

給紙トレイの選択画面が表示されます。

D【▲】または【▼】キーを押して「テサシトレイ（マルチ）」を表示させ、【OK】キーを押します。

用紙種類の選択画面が表示されます。

E【▲】または【▼】キーを押してセットした用紙の種類を表示させ、【OK】キーを押します。

約2秒後にDの画面に戻ります。

  <OxM->

   Desf?lw

  <Desf?lw>

  3.DessMHw

  <DessMHw>

  4.las;Jw(YHj)

  <las;Jw>

   qky^U1
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用紙のセット
F【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

❒ 普通紙を選択する場合、［調整／管理］メニューの［普通紙設定］で、［普通紙］、［厚口カラー
用紙］から普通紙の種類を選択してください。

  w*akl^uYd

  RPCS
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消耗品の交換
トナーカートリッジを交換する

• トナー（使用済みトナーを含む）、トナーの入った容器を火中に投入しないでくだ
さい。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。使用済みのトナーは、トナー
粉が飛び散らないように袋に入れて保管してください。保管したトナーは、販売店
またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力く
ださい。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物あるいは回
収システムにより処理してください。

• トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、火気のある場所
に保管しないでください。引火して、やけどや火災の原因になります。

• トナー（使用済みトナーを含む）を吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空
気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。

• トナー（使用済みトナーを含む）が手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗
い流してください。

• トナー（使用済みトナーを含む）が目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄して
ください。必要に応じて医師の診断を受けてください。

• トナー（使用済みトナーを含む）を飲み込んだ場合は、胃の内容物を大量の水で希
釈してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。

• 紙づまりの処置やトナー（使用済みトナーを含む）を補給または交換するときは、
トナーで衣服や手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮
膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。 

• 衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱するとト
ナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。
G1397504_1.00 Copyright © 2005 Ricoh Co., Ltd. All right reserved. 24



消耗品の交換
❒ トナーカートリッジを取り外すときは、トナーを落とさないように静かに行ってください。

❒ トナーカートリッジは無理に押し込まないでください。

❒ トナーカートリッジを斜めに立てかけたり逆さまにしないでください。

❒ トナーカートリッジは冷暗所に保管してください。

❒ トナー（消耗品）は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合は購入さ
れた販売店までご連絡してください。

操作部のトナーエンドLEDが赤く点灯したときや、ディスプレイに次のメッセージが表示されたとき
は、トナーカートリッジを交換してください。

❒「XXX」には残り少なくなったトナーの色として、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの1～4
色の組み合わせが表示されます。

A プリンター本体の左上カバーを開けます。

• トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、子供の手に触れ
ないようにしてください。

  ;z-+TuMe slih^aw

  XXX/XXX
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消耗品の交換
B 交換するトナーカートリッジを手前にまっすぐゆっくりと引き出します。

トナーカートリッジの取り外し方法は、4個とも同じです。

イラストでは例として、イエローのカートリッジを示しています。

❒ 取り外したトナーカートリッジは振らないでください。残ったトナーが飛び散ることがありま
す。

C 新しいトナーカートリッジを箱から取り出します。

トナーカートリッジは袋に入れたままにしてください。

D 取り出したトナーカートリッジをビニール袋に入れたまま、前後に10回ほど振ります。

イラストでは例として、ブラックのカートリッジを示しています。
26



消耗品の交換
❒ トナーカートリッジの底のシャッターは開かないでください。トナーが飛び散ることがありま
す。

E トナーの色と取り付け位置を確認し、新しいトナーカートリッジをゆっくりと垂直に差し込
みます。

イラストでは例として、イエローのカートリッジを示しています。

F 新しいトナーカートリッジを矢印の方向に差し込みます。

トナーカートリッジの取り付け方法は、4個とも同じです。

❒ トナーカートリッジを何度も抜き差ししないでください。トナーが漏れる場合があります。
27



消耗品の交換
G プリンター本体の左上カバーを閉めます。

操作部に「トナーホキュウチュウ」のメッセージが表示されますので、しばくお待ちください。

❒ トナーカートリッジが正しく取り付けられていないと、左上カバーを閉めることができませ
ん。

ご使用後のトナーカートリッジは、販売
店またはサービス実施店にお渡しいただ
き、当社の回収・リサイクル活動にご協
力ください。なお、お客様で処理される
場合は、一般のプラスチック廃棄物ある
いは回収システムにより処理してくださ
い。
28



消耗品の交換
感光体ユニットを交換する

操作部に次のメッセージが表示されたときは、感光体ユニットを交換してください。

❒ 感光体ユニットは長時間光に当てると性能が低下します。交換は速やかに行ってください。

❒ 感光体ユニットを外すときは、一気に引き抜くと落下しますので注意してください。

❒ 感光体ユニットの表面に傷を付けないようにしてください。

A プリンターの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

B 同梱品を確認します。

❖ 感光体ユニット ブラック

❖ 感光体ユニット カラー

  Ky*pehwpey*

  

  3Cy*pehwpey*
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消耗品の交換
C プリンター本体の右カバーを開けます。

D 内部カバーを固定している左右のグリーンレバーをそれぞれ矢印の方向に外し、レバーの
ロックを解除します。

E 内部カバーをしっかりと止まる所まで持ち上げます。

F 感光体ユニットブラックを取り出します。
30



消耗品の交換
G グリーンのレバーをつまみ、ユニットのロックを解除します。

H 感光体ユニットをゆっくりと引き抜きます。

I 感光体ユニットカラーを取り出します。

J グリーンのレバーをつまみ、ユニットのロックを解除します。
31



消耗品の交換
K 感光体ユニットを止まるまでゆっくりと引き出します。

L 緑の部分をつまみロックを解除します。

M 感光体ユニットをゆっくりと引き抜きます。

❒ 必ずユニットを両手で持ち、ゆっくりと引き抜いてください。

❒ 新しい感光体ユニットを袋から取り出したら、はやめに取り付けてください。

N 新しい感光体ユニットを袋から取り出します。

O 感光体ユニットからキャップを取り外します。

❒ 取り外したキャップは使用しません。
32



消耗品の交換
P 感光体ユニットに巻いてあるテープを下方向に引き抜き、上のカバーを取り外します。

❒ 感光体ユニットの底のカバーはまだ取り外さないでください。

❒ 新しい感光体ユニットを袋から取り出したら、はやめに取り付けてください。

Q 感光体ユニット先端の緑の矢印とプリンター内のレールを合わせます。

❒ 次の手順に進む前に、緑の矢印がしっかりとレールと合っているか必ず確認してください。

❖ 感光体ユニット ブラック
33



消耗品の交換
❖ 感光体ユニット カラー

R 感光体ユニットの前をゆっくりと押してカバーの上を滑らせながら、止まるまで差し込みま
す。

❖ 感光体ユニット ブラック

❖ 感光体ユニット カラー

❒ 感光体ユニットの破損を防ぐため、感光体ユニット先端の緑の矢印とプリンター内のレールを
しっかりと合わせてください。
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消耗品の交換
S 内部カバーをゆっくりと下ろします。

T 内部カバーの両端付近を押し、内部カバーを固定します。

U プリンター本体の右カバーをゆっくりと閉めます。

V 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。

「チョウセイチュウ」というメッセージが表示され、カラー調整が行われます。調整作業が終わる
までしばらくお待ちください。調整には4～5分かかります。調整中に電源を切らないでください。
故障の原因になります。
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消耗品の交換
取り外した部品は、販売店またはサービ
ス実施店にお渡しいただき、当社の回
収・リサイクル活動にご協力ください。
なお、お客様で処理される場合は、一般
のプラスチック廃棄物あるいは回収シス
テムにより処理してください。
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消耗品の交換
廃トナーボトルを交換する

操作部に次のメッセージが表示されたときは、廃トナーボトルを交換してください。

❒ 廃トナーの再利用はできません。

❒ 廃トナーボトルは消耗品ですので、常に予備のボトルを購入しておかれることをお勧めします。

❒ 取り出した廃トナーボトルで床等を汚さないように紙等を敷いて作業してください。

A プリンターの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

B プリンター本体の右カバーを開けます。

C 新しい廃トナーボトルを袋から取り出します。

• トナー（使用済みトナーを含む）、トナーの入った容器を火中に投入しないでくだ
さい。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。

• 使用済みのトナーは、トナー粉が飛び散らないように袋に入れて保管してくださ
い。

• 保管したトナーは、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・
リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラ
スチック廃棄物あるいは回収システムにより処理してください。

• トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、子供の手に触れ
ないようにしてください。

  Qw;z-T^;H+

  pey*slih^aw 
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消耗品の交換
D 廃トナーボトルのロックを解除します。

E 廃トナーボトルをゆっくりと引き抜きます。

❒ 取り出した廃トナーボトルをロックしないでください。トナーがこぼれる恐れがあります。
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消耗品の交換
F 新しい廃トナーボトルを図の位置に取り付けます。

G 廃トナーボトルをロックします。

❒ プリンター内でのトナーの漏れを防ぐため、必ず廃トナーボトルをロックしてください。

H プリンター本体の右カバーをゆっくりと閉めます。

取り外した部品は、販売店またはサービ
ス実施店にお渡しいただき、当社の回
収・リサイクル活動にご協力ください。
なお、お客様で処理される場合は、一般
のプラスチック廃棄物あるいは回収シス
テムにより処理してください。
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清掃・調整
清掃するときの注意

プリンターを良好な状態に保ち、きれいに印刷するために、定期的に清掃してください。

まず、やわらかい布で空拭きします。空拭きで汚れが取れないときは、やわらかい布を水でぬらし、固
く絞ってから拭いてください。水でも取れない汚れは、中性洗剤を使って拭き、水拭きして、そのあ
と空拭きし、水気を十分に取ります。

❒ ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品を使用したり、殺虫剤をかけたりしないでください。変
形、変色、ひび割れの原因となります。

❒ プリンターの内部にほこりや汚れがあるときは、乾いた清潔な布で拭いてください。

• 本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部に
は電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部
の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。

• この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レーザー
放射により失明の恐れがあります。

• 機械内部には高温の部分があります。本機内部、特に「高温注意」のラベルvの貼っ
てある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。

• 電源プラグは年に1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分を清
掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になります。
G1397504_1.00 Copyright © 2005 Ricoh Co., Ltd. All right reserved. 40



清掃・調整
色ずれを補正する

色ずれ自動補正に関する説明です。色ずれ自動補正を行うことにより適正な印刷結果を得ることがで
きます。

A【メニュー】キーを押します。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。

調整/管理メニューが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して「イロズレホセイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

確認メッセージが表示されます。

D【OK】キーを押します。

色ずれ自動補正が始まり、「イロズレ　ホセイ　ジッコウチュウ」のメッセージが表示されます。

❒ 色ずれ補正実行中に電源を切らないでください。故障の原因になります。

  <OxM->

   j<efw/y*G

  <j<efw/y*G>

  1.wKd^J Tfw

  Tfw+ s^?pesYd

  OKu-+ tslih^aw

  wKd^J Tfw

  s^?pejMe
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清掃・調整
色ずれ自動補正の実行時間は約30秒です。終了すると確認のメッセージが表示されます。

E【戻る】キーを押します。

調整/管理メニューに戻ります。

F【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

  s^;^e Tfwy^

  sMeG<esYsh

  w*akl^uYd

  RPCS
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清掃・調整
カラー階調を補正する

カラー階調の補正に関する説明です。

印刷を繰り返しているうちに色味が変化したり、トナーを交換したときに色味が変わるなど、カラー
印刷の階調は、いろいろな要素で変化します。その場合、カラー階調を補正することにより、適切な
階調の印刷結果を得ることができます。

❒ 通常は特に設定する必要はありません。

❒ 1回の操作で補正しきれないときは、必要に応じて数回補正を繰り返してください。

❒ 階調補正を行うと、印刷するすべてのユーザーの印刷結果に反映されます。

❒ 一連の操作で使用する階調補正シートの用紙は、同じ種類の用紙を使用してください。違う種類の
用紙を使用すると正確に補正されません。

❒ 本体に同梱のカラー階調補正値設定シートが必要になります。

カラー階調の補正は次の流れで行います。

階調の補正値を設定する
補正値の調整方法に関する説明です。

印刷されたときに明るい部分（ハイライト部）と、中間の部分（ミドル部）の2つの部分の階調を補正
します。
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清掃・調整
A【メニュー】キーを押します。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。

調整/管理メニューが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して「カイチョウホセイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

補正2だけを実行する場合は、手順Lに進んでください。

D 補正1を実行します。「ホセイ1 ジッコウ」が表示されていることを確認し、【OK】キーを押
します。

E「スル」が表示されていることを確認し、【OK】キーを押して階調補正シート1を印刷します。

F 補正1でハイライト部の階調の補正値を設定します。K（ブラック）の場合は、カラー階調補
正値設定シートの階調補正1の色見本（K）に補正値設定シート1の「Kの調整」の補正値（0
～6）を重ね、もっとも近い色の数値を【▲】または【▼】キーで設定します。 補正値は本体
に同梱されているカラー階調補正値設定シートと前の手順で印刷された階調補正シート1を
使用して設定します。

  <OxM->

   j<efw/y*G

  <j<efw/y*G>

  2.ywj<e Tfw

  <ywj<e Tfw>

  1.Tfw1 s^?pe

  <Tfws-;1 w*ak>

  1.dH
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清掃・調整
M（マゼンタ）、C（シアン）、Y（イエロー）も同様の操作で設定します。

【▲】または【▼】キーを押すごとに、1ずつ増減します。

補正値は0～6まで設定できます。

G K（ブラック）の階調が決定したら【OK】キーを押します。カーソルがM（マゼンタ）に移
動します。

H K（ブラック）と同じ手順で、M（マゼンタ）、C（シアン）、Y（イエロー）の補正値を設定します。

I すべての設定が終わったら、カーソルが Y（イエロー）の補正値の上にあることを確認して
【OK】キーを押します。

各色の補正値を2に変更したときの操作部の例です。

J 補正結果を印刷します。「スル」が表示されていることを確認し、【OK】キーを押します。

階調補正シート1が印刷されます。

K 印刷された階調補正シート1を確認します。補正値を保存して終了する場合は、「ホゾンシテ
シュウリョウ」が表示されていることを確認し、【OK】キーを押します。補正値を保存しな
いで終了する場合は、【▲】または【▼】キーを押して「ホゾンセズニシュウリョウ」を表示
させ、【OK】キーを押します。 保存しないで終了した場合は、補正値が反映されません。

これで補正1の設定は終了です。補正2に進みます。

L【▼】キーを押して「ホセイ2 ジッコウ」を表示させ、【OK】キーを押します。

  <Tfw1>

  K:3 M:3 C/Y:3/3

  <Tfw1>

  K:2 M:2 C/Y:2/2

  <Tfwo?y w*ak

  1.dH

  <ywj<eTfw1>

  1.Tg^*sl sMeG<e

  <ywj<eTfw1>

  2.Tg^*fd^xsMeG<e

  <ywj<eTfw>

  2.Tfw2 s^?pe
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清掃・調整
M「スル」が表示されていることを確認し、【OK】キーを押して階調補正シート2を印刷します。

N 補正1の階調の補正値設定と同様の操作を行い、補正2でミドル部の階調の補正値を設定しま
す。

O すべての設定が終わったら【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

❒ 画面の表示は一例です。

カラー階調補正値設定シートと階調補正シートの見かた
カラー階調補正値設定シートにはハイライト部設定用の色見本「階調補正1」欄とミドル部設定用の色
見本「階調補正2」欄があります。

階調補正シートには、ハイライト部設定用の「階調補正シート1」とミドル部設定用の「階調補正シー
ト2」の2種類があります。「階調補正シート1」は補正1で、「階調補正シート2」は補正2で使用します。

❖ 色見本と補正値
ここでは、カラー階調補正値設定シートの色見本と階調補正シートの補正値の見方について説明
します。
K（ブラック）の設定方法を例に説明しています。設定方法はM（マゼンタ）の場合も同様です。C/Y
（シアン/イエロー）は、2色を組み合わせた状態で補正値を決めますが、パネル上では1 色ずつ設
定します。

  <Tfws-;2 w*ak>

  1.dH

  w*akl^uYd

  RPCS
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清掃・調整
❒ カラー階調補正値設定シートの階調補正1の色見本（K）に補正値設定シート1の「Kの調整」の
補正値（0～6）を重ね、色見本ともっとも近い補正色を見つけ、その補正値を操作パネルで設
定します。現在設定されている補正値は赤色で印刷されます。

❖ 階調補正シートとパネル表示の関係
印刷した階調補正シートとパネル表示は次の図のように対応しています。
階調補正は、K（ブラック）、M（マゼンタ）、C（シアン）/Y（イエロー）の各色の補正値を階調
補正シートを見て決め、操作パネルで設定します。
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清掃・調整
1. K（ブラック）の調整

ブラックのトナー 1色のみを使用したときに印刷される色を調整します。現在設定されている
補正値は、赤色で印刷されます。

2. M（マゼンタ）の調整

マゼンタのトナー 1色のみを使用したときに印刷される色を調整します。現在設定されている
補正値は、赤色で印刷されます。

3. C（シアン）／Y（イエロー）の調整

シアンとイエローを使用したときに印刷される色を補正します。シアンとイエローは、2色を組
み合わせた状態で補正値を決めますが、パネル上では1色ずつ設定します。

4. 設定値

階調補正シート印刷時に設定されている数値が表示されます。操作パネルで設定した数値と対
応します。

階調の補正値を初期値に戻すには
階調設定した補正値を初期値に戻す方法の説明です。
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清掃・調整
A【メニュー】キーを押します。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。

調整/管理メニューが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して「カイチョウホセイ」を表示させます。

D【▲】または【▼】キーを押して「ホセイチクリア」を表示させ、【OK】キーを押します。

確認のメッセージが表示されます。

E【OK】キーを押します。

階調補正値が初期値に戻ったことを示すメッセージが表示されます。

約2秒後に「ホセイチクリア」メニューに戻ります。

F【オンライン】キーを押します。

  <OxM->

   j<efw/y*G

  <j<efw/y*G>

  2.ywj<e Tfw

  <ywj<e Tfw>

  3.Tfwj iGq

  Tfwj iGq

  OKu-l^ s^?pesYd

  ywj<e Tfwj+

  iGqsYsh
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清掃・調整
通常の画面に戻ります。

  w*akl^uYd

  RPCS
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清掃・調整
印刷濃度を調整する

プリンターをより良好な状態で使用するために、印刷濃度を調整します。

❒ 極端に淡側、濃側に設定すると、地汚れの原因になります。

❒ 濃度の調整は、できるだけアプリケーションやプリンタードライバーで行ってください。

❒ 濃度調整はカラーバランスを崩す原因になりますので、できるだけ工場出荷時の設定でお使いく
ださい。

A【メニュー】キーを押します。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。

C【▲】または【▼】キーを押して「ノウドチョウセイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

次の画面が表示されます。

D【OK】キーを押します。

  <OxM->

   j<efw/y*G

  <j<efw/y*G>

  3.be;^j<efw

  <be;^j<efw>

  1.j<efws-;w*ak
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清掃・調整
以下のメッセージが表示されたら、【OK】キーを押します。

E 印刷された印刷濃度テストシートの色と、同梱のカラー濃度調整カードの色を比べます。

❒ カラー濃度調整カードとテストシート枠内の印刷濃度が同じときは、印刷濃度を調整する必要
はありません。

❒ カラー濃度調整カードの印刷濃度が、テストシート枠より上の濃度と同じ場合は、「－」で、下
の場合は「＋」で印刷濃度を調整します。

F【▲】または【▼】キーを押して調整したい色を選択し、【OK】キーを押します。

G【▲】または【▼】キーを押して濃度調整をし、【OK】キーを押します。

❒ 印刷濃度は、－10～＋10の21段階で調整できます。数値をプラス方向に増やすと濃く、マイナ
ス方向に増やすと薄くなります。

❒【▲】または【▼】キーを押すごとに1つずつ数値が増減します。

他の色の濃度調整をする場合は、手順F、Gを繰り返します。

H すべての設定が終わったら【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

  j<efws-;w*ak

  OKu-l^ s^?pesYd

  w*akjMel^d

  

  <be;^j<efw>

  2.E^F?i

  <E^F?i>

  (-10 +10)      0

  w*akl^uYd

  RPCS
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清掃・調整
印刷位置を調整する

トレイごとの印刷位置を合わせるために印刷位置を調整することができます。縦横の方向は各トレイ
共通です。通常は特に設定する必要はありませんが、オプションの500枚増設トレイユニットを取り付
けたときに調整します。

A【メニュー】キーを押します。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。

調整/管理メニューが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを押して「インサツイチ　チョウセイ」を表示させ、【OK】キーを押
します。

印刷位置調整のメニューが表示されます。

D 印刷位置を調整するための目安とする調整シートを印刷します。

「チョウセイシート　インサツ」が表示させれているの確認して、【OK】キーを押します。

調整シート印刷の選択画面が表示されます。

E【▲】または【▼】キーを押して調整するトレイを表示させ、【OK】キーを押します。

  <OxM->

   j<efw/y*G

  <j<efw/y*G>

  4.w*akwj j<efw

  <w*akwj j<efw>

  1.j<efws-; w*ak

  <j<efws-; w*ak>

  1.;Jw2
53



清掃・調整
調整シートが印刷されます。

F 印刷した調整シートを確認して、実際に印刷位置を調整します。

ここでの設定は調整シートの余白部分が等しくなるように調整します。

G【戻る】キーを押して、印刷位置調整のメニューに戻ります。

H【▲】または【▼】キーを押して「チョウセイ　ジッコウ」を表示させ、【OK】キーを押します。

印刷位置調整の選択画面が表示されます。

I【▲】または【▼】キーを押して調整するトレイを表示させ、【OK】キーを押します。

印刷位置の調整画面が表示されます。

J【▲】または【▼】キーを押して、数値（単位mm）を現在の設定から変更します。

  <w*akwj j<efw>

  2.j<efw s^?pe

  <j<efw s^?pe>

  1.Dp:;Jw2

  <Dp:;Jw2>

  (-5.0 +5.0)-2.0
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清掃・調整
❒ 数値を大きくすると、印刷範囲を＋方向にずらして印刷します。数値を小さくすると、印刷範
囲を－方向にずらして印刷します。

❒【▲】または【▼】キーを押し続けると、1mm、10mm単位で設定できます。

K【OK】キーを押して、印刷位置調整のメニューに戻ります。

L 調整シートを印刷して、調整した結果を確認します。

M【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

  w*akl^uYd

  RPCS
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困ったときには
操作部にメッセージが表示されたとき

操作部のディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、以下の表を参考にして対処してくだ
さい。

❒「エラーコードが表示されるメッセージ」は、システム設定メニューの［エラー表示設定］を「す
べて表示」に設定すると表示されます。

❒ 省エネモード中に発生したエラーメッセージは表示されません。

❒ エラーメッセージが表示されたまま省エネモードに移行すると、エラーの対処を行ってもメッ
セージは消えません。その場合は省エネモードを解除してください。

❖ エラーコードが表示されないメッセージ

メッセージ
/ 交互表示されるメッセージ

原因 対処方法・参照先

3C PCUニアエンド カラー感光体ユニットの交
換時期が間近です。

交換時期に備えて、新しいカラー感
光体ユニットを用意してください。

3Cカンコウタイ エラー カラー感光体ユニットのエ
ラーです。

プリンターの電源を切ってから、も
う一度電源スイッチを入れてくださ
い。それでもメッセージが消えない
ときは、サービス実施店に連絡して
ください。

3Cカンコウタイコウカン カラー感光体ユニットの交
換時期です。

カラー感光体ユニットを交換してく
ださい。
P.29 「感光体ユニットを交換する」
を参照してください。

DHCPガセッテイサレテイマ
ス
アドレスヘンコウハデキマセ
ン

インターフェース設定メ
ニューで［DHCP］が
［On］に設定されているた
め、IPアドレス、サブネッ
トマスク、ゲートウエイア
ドレスを変更することがで
きません。

操作部からインターフェース設定メ
ニューを呼び出し、DHCPをOffに設
定してください。詳しくは、＜ソフ
トウェアガイド＞「インターフェー
ス設定メニュー」を参照してくださ
い。

Gateセツゾクエラー RC Gateとの接続に失敗し
ました。

プリンターとRC Gateのネットワー
ク接続を確認してください。

HDDエラー 拡張HDDに異常が発生し
ました。

拡張HDDをセットし直してくださ
い。それでもメッセージが消えない
ときは、サービス実施店に連絡して
ください。

IEEE 1394エラー 拡張1394ボードに異常が
発生しました。

電源を切ってからもう一度電源を入
れても同じメッセージが表示される
ときは、拡張1394ボードをセットし
直してください。それでも同じメッ
セージが表示されるときは、サービ
ス実施店に連絡してください。

K PCUニアエンド ブラック感光体ユニットの
交換時期が間近です。

新しいブラック感光体ユニットを用
意してください。
G1397504_1.00 Copyright © 2005 Ricoh Co., Ltd. All right reserved. 56



困ったときには
Kカンコウタイ エラー ブラック感光体ユニットの
エラーです。

プリンターの電源を切ってから、も
う一度電源スイッチを入れてくださ
い。それでもメッセージが消えない
ときは、サービス実施店に連絡して
ください。

Kカンコウタイコウカン ブラック感光体ユニットの
交換時期です。

ブラック感光体ユニットを交換して
ください。
P.29 「感光体ユニットを交換する」
を参照してください。

P=XX I=XXXXXXXX

デンゲンサイトウニュウ
/ ナオラナイバアイハ

レンラク シテクダサイ

コントローラー部に異常が
発生しました。

電源を入れ直してください。それで
もメッセージが消えないときは、
サービス実施店に連絡してくださ
い。その際、エラーコード（左記の
「XXX」部分）も連絡してください。

PDFファイルエラー 構文エラーなどが発生しま
した。

印刷しようとしているPDFファイル
が正しいかどうか確認してくださ
い。

SDニンショウシッパイ 拡張エミュレーションカー
ドもしくは暗号化カードの
認証に失敗しました。

電源を入れ直してください。それで
もメッセージが消えないときはサー
ビス実施店に連絡してください。

SSIDハ

ニュウリョク サレテイマセン

インターフェース設定メ
ニューでSSIDが入力され
ていません。

操作部からインターフェース設定メ
ニューを呼び出し、SSIDを入力し
てください。詳しくは、＜ソフト
ウェアガイド＞「インターフェース
設定メニュー」を参照してくださ
い。

USBエラー USBインターフェースに異
常が発生しました。

プリンターの電源を切ってから、も
う一度電源スイッチを入れてくださ
い。それでもメッセージが消えない
ときは、サービス実施店に連絡して
ください。

アドホックモード デハ

デンパソクテイ デキマセン

インターフェース設定の通
信モードにアドホックまた
は802.11アドホックが設定
されている状態で、電波状
態を確認しました。

802.11bアドホックまたはアドホッ
クでは電波状態を測定できません。
電波状態を測定するには、通信モー
ドがインフラストラクチャーに設定
されている必要があります。

イエロートナーホキュウ イエロートナーがなくなり
ました。

イエロートナーカートリッジを交換
してください。
P.24 「トナーカートリッジを交換す
る」を参照してください。

イエロートナーワズカ イエロートナーが残りわず
かです。

新しいイエロートナーカートリッジ
を用意してください。

イーサネットエラー イーサネットボードに異常
が発生しました。

拡張イーサネットボードをセットし
直してください。それでもメッセー
ジが消えないときは、サービス実施
店に連絡してください。

メッセージ
/ 交互表示されるメッセージ

原因 対処方法・参照先
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困ったときには
イロズレホセイ エラー 自動色ズレ補正に失敗しま
した。

プリンターの電源を切ってから、も
う一度電源スイッチを入れてくださ
い。それでもメッセージが消えない
ときは、サービス実施店に連絡して
ください。

インサツチュウデス 印刷実行中です。

インサツデキマス 印刷可能な状態です。

インサツデキマセン 印刷許可がされていない
PDFファイルを印刷しよう
としました。

PDFファイルに「印刷不許可」が設
定されているため、印刷できませ
ん。

ウエイティング データ待ちの状態です。 しばらくお待ちください。

オフライン オフライン状態です。 印刷を実行するときは、【オンライ
ン】キーを押して、オンライン状態
にしてください。

オプションRAMエラー SDRAMモジュールに異常
が発生しました。

SDRAMモジュールを交換してくだ
さい。

オマチクダサイ 準備中または トナー補給
中です。

「インサツデキマス」と表示される
までお待ちください。

カイテンショリジッコウ RPCSプリンタードライ
バーで回転処理の設定に問
題があります。

プリンタードライバーの設定が正し
いかどうか確認してください。

カンコウタイユニットヲ
タダシクセットシテクダサイ
XXX/XXX

感光体ユニットが正しく
セットされていません。
XXX：イエロー、マゼン
タ、シアン、ブラック

感光体ユニットが正しくセットされ
ているか確認してください。

クールダウンチュウ 定着ユニットのクールダウ
ン中です。

しばらくお待ちください。

ケタスウガタダシクアリマセ
ン
（10マタハ26ケタ）

インターフェース設定メ
ニューで入力されたWEP
キーが正しくありません。

操作部からインターフェース設定メ
ニューを呼び出し、正しいWEPキー
を入力してください。詳しくは、＜
ソフトウェアガイド＞「インター
フェース設定メニュー」を参照して
ください。

サービスコール EC

デンゲン サイトウニュウ

/ ナオラナイバアイハ

レンラク シテクダサイ

本機内部で通信エラーが起
こっています。

プリンターの電源を切ってから、も
う一度電源スイッチを入れてくださ
い。それでもメッセージが消えない
ときは、サービス実施店に連絡して
ください。

サービスコール XXX-X

デンゲン サイトウニュウ

/ ナオラナイバアイハ

レンラク シテクダサイ

故障しています。 プリンターの電源を切ってから、も
う一度電源スイッチを入れてくださ
い。それでもメッセージが消えない
ときは、サービス実施店に連絡して
ください。その際、エラーコード
（左記の「XXX-X」部分）も連絡し
てください。

メッセージ
/ 交互表示されるメッセージ

原因 対処方法・参照先
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困ったときには
シアントナーホキュウ シアントナーがなくなりま
した。

シアントナーカートリッジを交換し
てください。
P.24 「トナーカートリッジを交換す
る」を参照してください。

シアントナーワズカ シアントナーが残りわずか
です。

新しいシアントナーカートリッジを
用意してください。

ショウエネモード 省エネモード状態になって
います。

そのままご使用になれます。

ジョブリセットチュウ 印刷ジョブをリセット中で
す。

「インサツデキマス」と表示される
までお待ちください。

セッテイヘンコウチュウ 設定変更中です。 しばらくお待ちください。

チョウセイチュウ カラー調整中もしくは色ず
れの補正中です。

しばらくお待ちください。

テイチャクニアエンド 定着ユニットの交換時期が
間近です。

交換時期に備えて、新しい定着ユ
ニットを用意してください。サービ
ス実施店に連絡してください。

テイチャクユニットガアリマ
セン
タダシク セットシテクダサイ

定着ユニットがセットされ
ていないか、正しくセット
されてません。または他モ
デルの定着ユニットがセッ
トされています。 

定着ユニットを正しくセットしてく
ださい。または本機専用の定着ユ
ニットをセットしてください。

テイチャクユニットヲ
コウカンシテクダサイ

定着ユニットの交換時期に
なりました。

サービス実施店にご連絡ください。

テサシトレイ エラー 手差しトレイ（マルチ）、
または両面印刷ユニットの
エラーです。

本体トレイの抜き差しを行ってくだ
さい。それでも直らないときはプリ
ンターの電源を切ってから、もう一
度電源スイッチを入れてください。

テサシトレイノヨウシヲ
セットシナオシテクダサイ

手差しトレイ（マルチ）に
用紙が残っています。

手差しトレイ（マルチ）の用紙を取
り除いて、再度セットしてくださ
い。

テンシャコウカンマヂカ 転写ベルトの交換時期が間
近です。

交換時期に備えて、新しい転写ベル
トを用意してください。サービス実
施店に連絡してください。

テンシャベルトヲ
コウカンシテクダサイ

転写ベルトの交換時期にな
りました。

新しい転写ベルトを用意してくださ
い。
このメッセージが表示されても印刷
はできますが、安定した品質を確保
するため早めにサービス実施店にご
連絡ください。

ドウサチュウハ
センタクデキマセン

印刷実行中に色ずれ補正メ
ニューを選択した。

待機状態のときに色ずれ補正を実行
してください。

メッセージ
/ 交互表示されるメッセージ

原因 対処方法・参照先
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困ったときには
トナーセットフリョウ
XXX/XXX

操作パネルに表示されてい
る色のトナーカートリッジ
がセットされていない、ま
たは正しくセットされてい
ません。
XXX：イエロー、マゼン
タ、シアン、ブラック

操作パネルに表示されている色のト
ナーカートリッジを正しくセットし
てください。
P.24 「トナーカートリッジを交換す
る」を参照してください。

トナーホキュウチュウ トナーの補給中です。 しばらくお待ちください。

トナーヲホキュウ シテクダサ
イ
XXX/XXX

トナーがなくなりました。
XXX：イエロー、マゼン
タ、シアン、ブラック

トナーカートリッジを交換してくだ
さい。
P.24 「トナーカートリッジを交換す
る」を参照してください。

トレイノ セッテイヲ ヘンコウ

（マタハ キョウセイインサツ）

/（用紙サイズ）

（用紙種類）

自動選択の対象となるトレ
イに、プリンタードライ
バーや操作部で指定した用
紙サイズ、用紙種類と一致
するトレイがありません。

任意のトレイを選び、指定したサイ
ズの用紙をセットします。操作部の
用紙サイズ設定で、用紙サイズを合
わせます。この給紙トレイの紙種を
操作部で合わせてください。
その後、印刷が始まります。
または、【リセット】キーを押して
データを取り消してください。

トレイヲ
タダシクセットシテクダサイ

自動トレイ選択の対象に
なっているトレイが正しく
セットされていません。

自動トレイ選択の対象になっている
トレイを正しくセットしてくださ
い。
その後、印刷が始まります。

トレイ#ニ ヨウシヲホキュウ

（マタハ キョウセイインサツ）

/（用紙サイズ）

（用紙種類）

指定したトレイ#（1～3、
テサシ）に用紙がセットさ
れていません。

指定したトレイに用紙をセットして
ください。
または、【強制排紙】キーを押して、
他の用紙がセットされているトレイ
を新たに指定して印刷してくださ
い。データを取り消すときは【リ
セット】キーを押してください。

トレイ#ニ ヨウシヲ

ホキュウシテクダサイ
/（用紙サイズ）

（用紙種類）

表示されたトレイ#（1～
3、テサシ）の用紙がなく
なりました。

表示されたトレイ#（1～3、手差し）
に用紙をセットしてください。その
後、印刷が始まります。
または、【強制排紙】キーを押して、
他の用紙がセットされているトレイ
を新たに指定して印刷してくださ
い。データを取り消すときは【リ
セット】キーを押してください。

メッセージ
/ 交互表示されるメッセージ

原因 対処方法・参照先
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困ったときには
トレイ#ノ サイズヲヘンコウ

（マタハ キョウセイインサツ）

/（用紙サイズ）

（用紙種類）

表示されたトレイ#（1～
3、テサシ）の用紙サイズ
が、プリンタードライバー
や操作部で指定した用紙サ
イズと違っています。

表示されたトレイ#（1～3、手差し）
に、必要なサイズの用紙をセットし
た上で、操作部で用紙サイズを変更
してください。
その後、印刷が始まります。また
は、【強制排紙】キーを押して、ト
レイを新たに選択して印刷してくだ
さい。データを取り消すときは【リ
セット】キーを押してください。

トレイ#ノ セッテイヲヘンコ
ウ
（マタハ キョウセイインサツ）

/（用紙サイズ）

（用紙種類）

表示されたトレイ#（1～
3、テサシ）の用紙サイズ
が、プリンタードライバー
や操作部で指定した用紙サ
イズと違っています。

表示されたトレイ#（1～3、手差し）
に、必要なサイズの用紙をセットし
た上で、操作部で用紙サイズを変更
してください。
その後、印刷が始まります。また
は、【強制排紙】キーを押して、ト
レイを新たに選択して印刷してくだ
さい。データを取り消すときは【リ
セット】キーを押してください。

表示されたトレイ#（1～
3、テサシ）の用紙サイズ
と用紙種類が 、プリン
タードライバーや操作部で
指定した用紙サイズ、用紙
種類と違っています。

表示されたトレイ#（1～3、手差し）
に、必要なサイズの用紙をセットし
た上で、操作部で用紙サイズを変更
してください。さらに、トレイ#（1
～3、手差しトレイ）の用紙種類を
指定し直してください。
その後、印刷が始まります。
または、【強制排紙】キーを押して、
トレイを新たに選択して印刷してく
ださい。データを取り消すときは
【リセット】キーを押してください。

表示されたトレイ#（1～
3 、テサシ）の用紙種類
が、プリンタードライバー
や操作部で指定した用紙種
類と違っています。

表示されたトレイ#（1～3 、手差
し）に必要な用紙種類の用紙をセッ
トした上で、用紙種類を指定し直し
てください。
その後、印刷が始まります。
または、【強制排紙】キーを押して、
トレイを新たに選択して印刷してく
ださい。データを取り消すときは
【リセット】キーを押してください。

トレイ#ヲ タダシクセット

（マタハ キョウセイインサツ）

表示されたトレイ#（1～
3、テサシ）が正しくセッ
トされていない。または、
用紙の搬送路となっている
トレイがセットされていま
せん。

表示されたトレイ#（1～3、手差し）
を正しくセットしてください。
その後、印刷が始まります。

ハイトナーフル マヂカ 廃トナーボトルがもうすぐ
満杯です。

新しい廃トナーボトルを用意してく
ださい。

メッセージ
/ 交互表示されるメッセージ

原因 対処方法・参照先
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困ったときには
ハイトナーボトル／ テンシャ

ベルトヲ セットシテクダサイ

廃トナーボトルまたは転写
ベルトがセットされていな
いか、正しくセットされて
いません。

廃トナーボトルまたは転写ベルトを
正しくセットしてください。

ハイトナーボトルヲ
コウカンシテクダサイ

廃トナーボトルが満杯にな
りました。

廃トナーボトルを交換してくださ
い。
P.37 「廃トナーボトルを交換する」
を参照してください。

パスワードガ
タダシクアリマセン

パスワードが違っていま
す。

正しいパスワードを入力してくださ
い。

パスワードフイッチ パスワードが設定された
PDFファイルの印刷時に、
パスワードが正しくありま
せんでした。

正しいパスワードを設定してくださ
い。詳しくは、＜ソフトウェアガイ
ド＞「プリンター本体の設置」を参
照してください。

ハッチュウシッパイ サプライ発注コールに失敗
しました。

サービス実施店に連絡してくださ
い。

パラレルエラー パラレルインターフェース
に異常が発生しました。

電源を入れ直してください。また、
適切なインターフェースケーブルを
使用していることを確認してくださ
い。それでもメッセージが消えない
ときはサービス実施店に連絡してく
ださい。

ヒダリウエカバーヲ
シメテクダサイ

本体左上カバーが開いてい
ます。

本体左上カバーを閉めてください。

ファイルシステムエラー PDFダイレクト印刷用の領
域を確保できません。

システム設定メニューの[RAMディ
スク]の設定値を増やすか、不要な
ファイルを削除してください。もし
くは拡張HDDを増設してください。

ファイルシステムフル PDFダイレクト印刷用の領
域が不足しているため、
PDFダイレクト印刷を実行
できません。

システム設定メニューの［RAMディ
スク］の設定値を増やすか、また
は、不要なファイルを削除してくだ
さい。

フクゴウカ エラー 暗号化カードが装着されて
いません。

暗号化カードを装着してください。

ブラックトナーワズカ ブラックトナーが残りわず
かです。

新しいブラックトナーカートリッジ
を用意してください。

プリンタフォントエラー プリンターのフォントファ
イルに異常が発生しまし
た。

電源を入れ直してください。それで
もメッセージが消えないときはサー
ビス実施店に連絡してください。

プログラムハ
トウロクサレテイマセン

プログラムが登録されてな
い状態で、内容印刷が選択
されました。

内容印刷は実行されません。

メッセージ
/ 交互表示されるメッセージ

原因 対処方法・参照先
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ブンショガアリマセン 試し印刷または機密印刷で
きるファイルがありませ
ん。

エラー履歴を確認してください。

ヘキサダンプ 16進数でデータを印刷でき
るモードです。

印刷終了後に電源を切り、再度電源
を入れてください。

ホンタイハイシトレイノ ヨウ
シヲ
トリノゾイテクダサイ

本機の排紙トレイが満杯に
なりました。

本機の排紙トレイの用紙を取り除い
てください。 

マエマタハミギカバーヲ
シメテクダサイ

本体前カバーまたは右カ
バーが開いています。

本体前カバーまたは右カバーを閉め
てください。

マゼンタトナーホキュウ マゼンタトナーがなくなり
ました。

マゼンタトナーカートリッジを交換
してください。
P.24 「トナーカートリッジを交換す
る」を参照してください。

マゼンタトナーワズカ マゼンタトナーが残りわず
かです。

新しいマゼンタトナーカートリッジ
を用意してください。

ムセンカードエラー 拡張無線LANカードまたは
ワイヤレスインターフェー
スカードに異常が発生しま
した。

電源を切ってからもう一度電源を入
れても同じメッセージが表示される
ときは、拡張無線LANカードまたは
ワイヤレスインターフェースカード
をセットし直してください。それで
も同じメッセージが表示されるとき
は、サービス実施店に連絡してくだ
さい。

ムセンボードエラー 拡張無線LANボードまたは
ワイヤレスインターフェー
スボードに異常が発生しま
した。

電源を切ってからもう一度電源を入
れても同じメッセージが表示される
ときは、拡張無線LANボードまたは
ワイヤレスインターフェースボード
をセットし直してください。それで
も同じメッセージが表示されるとき
は、サービス実施店に連絡してくだ
さい。

メニュープロテクトサレテイ
マス
セッテイヘンコウハ デキマセ
ン

メニュープロテクトされて
いるメニューです。

このメニューを実行することはでき
ません。

ヨウシガアリマセン 選択したトレイに用紙があ
りません。

選択したトレイに用紙を補給してく
ださい。P.14 「用紙をセットする」
を参照してください。

ヨウシミスフィード
A：ホンタイナイブ

/マエカバーヲアケセツメイヲ
ミテ
ヨウシヲトリノゾイテクダサ
イ

本体の給紙部で紙づまり、
または用紙の不送りが発生
しました。

本体前カバーを開けて用紙を取り除
いてください。
P.75 「「ヨウシミスフィード A：ホ
ンタイナイブ」の場合」を参照して
ください。

メッセージ
/ 交互表示されるメッセージ

原因 対処方法・参照先
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❖ エラーコードが表示されるメッセージ

ヨウシミスフィード
A：ホンタイナイブ

/セッテイサレテイルサイズト

ヨウシサイズガチガイマス

設定した用紙サイズとセッ
トされている用紙サイズが
違っています

設定したサイズの用紙をセットして
ください。

ヨウシミスフィード
B：テイチャクユニット

/マエカバーヲアケセツメイヲ
ミテ
ヨウシヲトリノゾイテクダサ
イ

本体排紙部で紙づまりが発
生しました。

本体前カバーを開けて用紙を取り除
いてください。
P.78 「「ヨウシミスフィード B：テ
イチャクユニット」の場合」を参照
してください。

ヨウシミスフィード
Y：キュウシトレイ

/マエカバーヲアケセツメイヲ
ミテ
ヨウシヲトリノゾイテクダサ
イ

給紙トレイで紙づまりが発
生しました。

給紙トレイを引き出して用紙を取り
除いてください。
P.81 「「ヨウシミスフィード Y：
キュウシトレイ」の場合」を参照し
てください。

ヨウシミスフィード
Z：リョウメンユニット

/マエカバーヲアケセツメイヲ
ミテ
ヨウシヲトリノゾイテクダサ
イ

オプションの両面印刷ユ
ニットで紙づまりが発生し
ました。

前カバー（Ｚ）を開けて用紙を取り
除いてください。
P.83 「「ヨウシミスフィード Z：
リョウメンユニット」の場合」を参
照してください。

リョウメンユニットヲ
セットシテクダサイ

両面印刷時に、両面印刷ユ
ニットがセットされてない
か、両面印刷ユニットが正
しくセットされていませ
ん。

両面印刷ユニットをセットしてくだ
さい。

リョウメンユニットヲ
セットシナオシテクダサイ

両面印刷時に、両面印刷ユ
ニットに異常が発生しまし
た。

電源を切ってからもう一度電源を入
れても同じメッセージが表示される
ときは、両面ユニットをセットし直
してください。それでも同じメッ
セージが表示されるときは、サービ
ス実施店に連絡してください。

エラーメッセージ 原因 対処方法

84：ワークエラー イメージを処理するための
メモリー領域がありませ
ん。

SDRAMモジュールを増設するか、
送信データを小さくしてください。

85：グラフィック グラフィックの環境が不適
当です。

データが正しいか確認してくださ
い。

メッセージ
/ 交互表示されるメッセージ

原因 対処方法・参照先
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86：パラメーター モノクロエミュレーション
をご使用で、自作プログラ
ムソフトでご利用の場合。
制御コードのパラメーター
が不適当です。

正しいパラメーターを設定してくだ
さい。

セントロニクス接続されて
るパソコン環境によって発
生する可能性があります。

PCのパラレルインターフェースの
モードをECPから他のモードに変更
してみてください。

RPCSモードを使用してい
る場合において、ドライ
バーのオプション構成とプ
リンター本体のオプション
構成が一致していないとき
に発生する可能性がありま
す。

モードでプリンタードライバーの設
定を確認してください。
プリンタードライバーのオプション
構成を本体のオプション構成と一致
させてください。

87：メモリーオーバー 印刷する用紙サイズのため
のメモリー領域がありませ
ん。

SDRAMモジュールを増設するか、
小さいサイズの用紙サイズを指定し
てください。

89：メモリースイッチ 印刷条件の設定値が不適当
です。

印刷条件を正しく設定してくださ
い。

90：メディアフル 拡張HDDの容量が不足し
ています。

拡張HDDに登録されている不要な
データを削除してください。

92/93：メモリーオーバー メモリー領域が不足してい
ます。

SDRAMモジュールを増設するか、
送信データを小さくしてください。

94：ダウンロード フォントのダウンロード
データに誤りがありまし
た。

フォントセットダウンロードのパラ
メーターを修正してください。

95：フォントエラー 指定されたフォントがフォ
ントテーブルにありませ
ん。

文字コードを正しく設定してくださ
い。

96：セレクトエラー /モジッ
トエラー

存在しないフォントセット
が選択されました。

送信データを確認し、修正してくだ
さい。

97：アロケーション フォントを登録する領域が
ありません。

SDRAMモジュールを増設してくだ
さい。

98：アクセスエラー 拡張HDDに正常にアクセ
スできません。

拡張HDDを正しく取り付けてくださ
い。

9A：ジュシンエラー 3バイトエラーチェックで
受信エラーが発生しまし
た。

リセットしてください。

9B：ケンゲンナシ  認証が不適合です。  ユーザーの権限を確認してくださ
い。

A3：オーバーフロー 受信バッファがオーバーフ
ローしました。

プリンターの受信バッファを多く設
定してください。

A4：ソートオーバー ソートできる枚数をオー
バーしています。

ソート枚数を適切な数値にしてくだ
さい。

エラーメッセージ 原因 対処方法
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A6：ページフル 印刷中に画像メモリーが不
足しました。

SDRAMモジュールを増設するか、
送信データを小さくしてください。

A7：ドローエラー イメージ描画中にワークエ
リアがオーバーフローした
ために、描画することがで
きません。

SDRAMモジュールを増設してくだ
さい。

A8：ライブラリー ライブラリー描画中にエ
ラーが発生しました。

SDRAMモジュールを増設してくだ
さい。

A9：ページエラー 試し印刷、機密印刷でペー
ジオーバーが起こりまし
た。

印刷するページ数を減らしてくださ
い。

AA：ブンショスウ 試し印刷、機密印刷で文書
数がオーバーしました。

登録されている文書を削除するか、
文書のデータのサイズを小さくして
ください。

AB：HDDフル 試し印刷、機密印刷で拡張
HDDがオーバーフローし
ました。

登録されている文書を削除するか、
文書のデータのサイズを小さくして
ください。

AC：HDDフル 拡張HDDのフォーム、
フォント用領域でオーバー
フローしました。

不要なフォームまたはフォントを削
除してください。

AD：チクセキエラー 拡張HDDが装着されてい
ない状態で、機密印刷の指
示が出されました。

機密印刷を実行するときは、本機に
拡張HDDを装着してください。

BA：リヨウセイゲン 利用者制限により印刷ジョ
ブがキャンセルされまし
た。

ユーザーコードの許可条件を確認し
てください。

BC：ソートエラー ソート機能が解除されまし
た。

SDRAMモジュール、または拡張
HDDを装着してください。

BF：リョウメンエラー メモリー不足のため、また
は両面印刷できない用紙サ
イズが指定されたため、両
面印刷の指定が解除されま
した。

SDRAMモジュールを増設するか、
送信データを減らしてください。

P1：コマンドエラー RPCSのコマンドエラーが
発生しました。

電源を入れ直してしてください。そ
れでも同じメッセージが表示される
ときは、次のいずれかを確認してく
ださい。
• ホストとプリンターの間で正常
に通信ができるか。

• 機種に合ったプリンタードライ
バーを使用しているか。

• プリンタードライバーのメモ
リーを正しく設定しているか。

P2：メモリーエラー メモリー取得エラーが発生
しました。

SDRAMモジュールを増設してくだ
さい。

エラーメッセージ 原因 対処方法
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❒ エラーの内容はエラー履歴に印刷されます。あわせてご確認ください。詳しくは、＜ソフトウェア
ガイド＞「テスト印刷メニュー」を参照してください。

P3：メモリーエラー メモリー取得エラーが発生
しました。

電源を入れ直してしてください。そ
れでも同じメッセージが表示される
ときは、SDRAMモジュールを交換
してください。

P4：ソウシンチュウシ プリンタードライバーか
ら、データ送信中断コマン
ドを受信しました。

ホストが正しく動作しているか確認
してください。

P5：ジュシンチュウシ データの受信が中断しまし
た。

データを再送してください。

エラーメッセージ 原因 対処方法
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印刷がはじまらないとき

パソコンから印刷を実行しても印刷がはじまらないときは、以下のことを確認してください。

確認すること 原因・対処方法・参照先

電源が入っていますか？ 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていること
を確認した後、電源スイッチを「aOn」側にしてくださ
い。

オンラインランプが点灯しています
か？

【オンライン】キーを押して、オンラインランプを点灯さ
せてください。

アラームランプは点灯していません
か？

点灯しているときは、ディスプレイのメッセージを確認
して、エラーの対処をしてください。
P.56 「操作部にメッセージが表示されたとき」を参照し
てください。

用紙はセットされていますか？ 給紙トレイや手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットし
てください。
P.14 「給紙トレイ（標準）、増設給紙トレイ（オプショ
ン）に用紙をセットする」、P.17 「手差しトレイ（マル
チ）に用紙をセットする」を参照してください。

テスト印刷ができますか？ テスト印刷ができない場合は、本機が故障している可能
性があります。サービス実施店に相談してください。
テスト印刷の方法については、＜セットアップガイド＞
「テスト印刷をする」を参照してください。

インターフェースケーブルがきちん
と接続されていますか？

インターフェースケーブルがパソコン、プリンターに
しっかりと接続されていることを確認します。コネク
ターに金具が付いているときは、金具を使用して固定し
ます。
P.91 「関連商品一覧」を参照してください。

インターフェースケーブルは適切な
ものを使用していますか？

使用するインターフェースケーブルは使用するパソコン
の機種によって異なります。適切なインターフェース
ケーブルを使用してください。断線が考えられるときは、
ほかのケーブルを接続して確認してください。
P.91 「関連商品一覧」を参照してください。

印刷実行後、データインランプが点
滅・点灯しますか？

印刷を実行してもデータインランプが点滅・点灯しない
ときは、プリンターにデータが届いていません。
• パソコンとケーブルで接続しているとき
印刷ポートの設定が適切かどうかを確認してくださ
い。印刷ポートの確認方法は次ページの補足を参照し
てください。

• パソコンとネットワークで接続しているとき
ネットワークの管理者に相談してください。
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それでも印刷がはじまらないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所在に
ついてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。

❒ データインランプが点滅・点灯しないときの、印刷ポートの確認方法は以下のとおりです。

❖ パソコンとケーブルで直接接続しているとき
印刷ポートの設定が適切かどうか確認してください。

• パラレルインターフェースで接続しているときは、LPT1またはLPT2に設定します。

拡張無線LANボードを使用している場
合、電波状態は良好ですか？

❖ アドホックモードまたは802.11アドホックモー
ド
電波の通る場所へ移動するか、障害物を取り除いてく
ださい。

❖ インフラストラクチャーモード
操作部の調整/管理メニューから、電波状態を確認して
ください。電波状態が悪い場合は、電波の通る場所へ
移動するか、障害物を取り除いてください。

拡張1394ボードは正しく取り付けら
れていますか？

A 拡張1394ボードが正しく取り付けられているか確認し
ます。

B IEEE 1394インターフェースケーブルが正しく接続さ
れているか確認します。

C パソコンを再起動します
Windows 2000、Windows XP（SCSI print）をご使用
の場合に手順1～3を行っても解決しないときは、手順
4に進んでください

D パソコンに接続されているIEEE 1394インターフェー
スケーブルをすべて抜きます。

E プリンターとパソコンをSCSI print接続して使用して
いるときに、プリンタードライバーを削除すると、
Windowsのレジストリに不整合が残ることがありま
す。プリンター付属のCD-ROMに格納されている
IEEE1394プリンタ削除ユーティリティプログラムを
使用してください。
格納先：CD-ROMの¥UTILITY¥1394¥

F パソコンを再起動します。

❒ IEEE 1394プリンタ削除ユーティリティプログラムの
詳しい使用方法については、格納先のREADMEファイ
ルを参照してください。

ワイヤレスインターフェース使用の
とき、接続状態は良好ですか？

次のいずれかを実行してください。
• ワイヤレスインターフェースボード、Bluetoothモ
ジュールが正しく取り付けられているか確認します。

• パソコンと本機の間に障害物がある場合は取り除きま
す。

• パソコンを移動します。

• 本機を移動します。

確認すること 原因・対処方法・参照先
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• USBインターフェースで接続しているときは、USB00（n）に設定します。

• IEEE 1394（SCSI print）で接続しているときは、1394_00（n）に設定します。
※（n）はプリンターの接続台数によって異なります。

• Windows 95/98/Meの場合

A［スタート］ボタンをクリックし、［設定］をポイントし、［プリンタ］をクリックします。

B 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、［ファイル］メニューの［プロパティ］を
クリックします。

C［詳細］タブをクリックします。

D［印刷先のポート］ボックスで正しいポートを選択します。

• Windows 2000の場合

A［スタート］ボタンをクリックし、［設定］をポイントし、［プリンタ］をクリックします。

B 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、［ファイル］メニューの［プロパティ］を
クリックします。

C［ポート］タブをクリックします。

D［印刷するポート］ボックスで正しいポートを選択します。

• Windows XP、Windows Server 2003の場合

A［スタート］ボタンから［プリンタとFAX］フォルダを表示させます。

B 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、［ファイル］メニューの［プロパティ］を
クリックします。

C［ポート］タブをクリックします。

D［印刷するポート］ボックスで正しいポートを選択します。

• Windows NT 4.0の場合

A［スタート］ボタンをクリックし、［設定］をポイントし、［プリンタ］をクリックします。

B 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、［ファイル］メニューの［プロパティ］を
クリックします。

C［ポート］タブをクリックします。

D［印刷するポート］ボックスで正しいポートを選択します。
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困ったときには
思いどおりに印刷できないとき

パソコンから印刷を実行しても思いどおりに印刷できないときは、以下のことを確認してください。

❖ きれいに印刷できないとき

状態 原因・対処方法・参照先

用紙の印刷面に汚れが出る 階調補正を実行して印刷してみてください。階調補正を行なうに
は、操作部の 【メニュー】 キーを押し、調整/管理メニューの階調補
正 を選択します。

P.43 「カラー階調を補正する」を参照してください。

用紙が反ったり、曲がったりしていませんか？
用紙が反っていたり、曲がっていたりすると、汚れの原因になりま
す。特にはがきに印刷する場合は反りが発生しやすいので、セット
する前に必ず直してください。
P.6 「用紙に関する注意」を参照してください。

トナーシールを引き抜いた後でトナーカートリッジに振動を与える
と、印刷面に汚れが出たり、トナーこぼれや故障の原因になりま
す。誤ってトナーカートリッジを振ってしまったときは、印刷面に
汚れが出なくなるまで（50枚程度）印刷を繰り返してください。

用紙の裏面が汚れる 本体給紙トレイ、500枚増設トレイユニットにセットした用紙と操
作部の設定が合っていない可能性があります。セットした用紙サイ
ズと方向の組み合わせに操作部の設定を合わせてください。詳しく
は、P.14 「給紙トレイ（標準）、増設給紙トレイ（オプション）に
用紙をセットする」を参照してください。
手差しトレイ（マルチ）にセットしている用紙サイズ、方向と、操
作部の設定が合っていない可能性があります。操作部で設定を確認
し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。詳しくは、
P.17 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」を参照してく
ださい。

A4のデータをB5に印刷した場合など、印刷した用紙サイズよりも
大きいサイズのデータを印刷すると、次に印刷した用紙の裏面が汚
れることがあります。

全体がかすれる 階調補正を行なってから印刷してみてください。階調補正を行なう
には、操作部の【メニュー】キーを押し、調整/管理メニューの階調
補正を選択します。
P.43 「カラー階調を補正する」を参照してください。

プリンタードライバーの［印刷品質］タブで「トナーセーブ」を
チェックしていると、全体的に薄く印刷されます。
プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

画像がぼやける 結露が発生すると画像がぼやける原因になります。寒い部屋から暖
かい部屋に急に移動した場合など、結露が発生したときは、本機を
室温に十分なじませてから印刷してください。
71



困ったときには
❖ 給紙がうまくいかないとき

何も印刷されない トナーカートリッジの固定テープをはがしていますか？
固定テープをはがさずにセットすると故障の原因になります。ト
ナーカートリッジを交換するときは、必ず固定テープをはがしてく
ださい。
P.24 「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。

画面どおりに印刷されない 変倍や集約を行うと、行の最後の文字が次の行に送られるなど、画
面上とレイアウトが異なることがあります。

TrueTypeフォントをプリンターフォントに置き換える設定で印刷し
ていませんか？
画面と同じ文字で印刷するには、TrueTypeフォントをイメージで印
刷する設定を選択してください。
プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

グラフィックスコマンドを使用する設定で印刷すると、表やグラフ
のレイアウトが変わることがあります。
プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

色付き文字をグレーで印刷するには、プリンタードライバーの設定
画面の［印刷品質-ユーザ設定］ダイアログの［画質調整］タブの
「文字を黒で印刷する」のチェックを外してください。
プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

意味不明の文字が印刷され
る

エミュレーションが正しく選択されていない可能性があります。エ
ミュレーションを呼び出すには、操作部の【メニュー】キーを押
し、［エミュレーションヨビダシ］を選択します。

画像が途中で切れたり、余
分なページが印刷される

アプリケーションで設定した用紙サイズより小さい用紙に印刷して
いる可能性があります。アプリケーションで設定したサイズと同じ
サイズの用紙をセットしてください。同じサイズの用紙をセットで
きないときは、変倍の機能を使って縮小して印刷することができま
す。
プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

縦と横が逆に印刷される 印刷条件の［印刷方向］の設定が合っていない可能性があります。
正しく設定してください。
Windowsからの印刷時は操作部で給紙トレイを選択しても、プリン
タードライバーの設定が優先します。オプション設定を確認のう
え、プリンタードライバーで給紙するトレイを選択してください。
プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

R98モードで印刷したとき、
正しい位置に印刷されない。

印刷条件の［印刷位置］の設定が、ソフトウェアの設定と合ってい
ない可能性があります。正しく設定してください。

状態 原因・対処方法・参照先
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困ったときには
それでも思いどおりに印刷できないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の
所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。

状態 原因・対処方法・参照先

何度も用紙がつまる プリンター内部に紙片などが残っていませんか？
P.75 「「ヨウシミスフィード A：ホンタイナイブ」の場合」を参照
してください。

本体給紙トレイ、500枚増設トレイユニットにセットした用紙と操
作部の設定が合っていない可能性があります。セットした用紙サイ
ズと方向の組み合わせに操作部の設定を合わせてください。詳しく
は、P.14 「給紙トレイ（標準）、増設給紙トレイ（オプション）に
用紙をセットする」を参照してください。
手差しトレイ（マルチ）にセットしている用紙サイズ、方向と、操
作部の設定が合っていない可能性があります。操作部で設定を確認
し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。詳しくは、
P.17 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」を参照してく
ださい。

本体給紙トレイの用紙ガイドがきちんとセットされているかどうか
を確認してください。
500枚増設トレイユニットの用紙ガイドの位置がずれていないか確
認してください。

給紙トレイにつまった用紙
を取り除いたが、ディスプ
レイのエラーメッセージが
消えない

紙づまりのメッセージが表示されたときは、前カバーの開け閉めを
行わないとエラーメッセージが消えません。つまった用紙を取り除
いたあとは、前カバーの開け閉めを行ってください。
P.75 「「ヨウシミスフィード A：ホンタイナイブ」の場合」を参照
してください。

思ったトレイとは違うトレ
イから給紙される

「用紙設定」メニューの「自動トレイ選択」で「対象にしない」を
設定していませんか？

本体給紙トレイ、500枚増設トレイユニットにセットした用紙と操
作部の設定が合っていない可能性があります。セットした用紙サイ
ズと方向の組み合わせに操作部の設定を合わせてください。詳しく
は、P.14 「給紙トレイ（標準）、増設給紙トレイ（オプション）に
用紙をセットする」を参照してください。
手差しトレイ（マルチ）にセットしている用紙サイズ、方向と、操
作部の設定が合っていない可能性があります。操作部で設定を確認
し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。詳しくは、
P.17 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」を参照してく
ださい。
Windowsからの印刷時は操作部で給紙トレイを選択しても、プリン
タードライバーの設定が優先します。オプション設定を確認のう
え、プリンタードライバーで給紙するトレイを選択してください。
詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

印刷の指示をしてから1枚
目の印刷が始まるまで時間
がかかる

データの量が多いため、処理に時間がかかっている場合がありま
す。データインランプが点滅していれば、プリンターにデータは届
いています。そのまましばらくお待ちください。
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紙づまりの対処
用紙がつまったとき

プリンターに用紙がつまったときは、ディスプレイにエラーメッセージとつまっている場所が表示さ
れます。紙づまりの位置を確認し、用紙を取り除いてください。

❒ つまった用紙を勢いよく引っぱると用紙が破れ、機器の内部に紙片が残る可能性があります。

❒ 何度も用紙がつまるときは、以下の原因が考えられます。

• 操作部の設定と、セットした用紙のサイズ・方向が合っていない。

❒ つまった用紙にはトナーが付着しています。手や衣服などに触れると汚れますのでご注意下さい。

❒ 上記の内容を確認した上でも用紙がつまるときはサービス実施店に連絡してください。

• 機械内部には高温の部分があります。本機内部、特に「高温注意」のラベルvの貼っ
てある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。
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紙づまりの対処

「
ヨウシミスフィード A：ホンタイナイブ」の場
合

「ヨウシミスフィード A：ホンタイナイブ」は、本体内部の用紙搬送部で紙づまりが発生したときに表
示されるエラーメッセージです。前カバーを開いて用紙を取り除いてください。

❒ つまった用紙を勢いよく引っぱると用紙が破れ、機器の内部に紙片が残る可能性があります。

A 前カバーオープンボタンを押して、前カバーを開けます。

❒ 手差しトレイ（マルチ）が引き出されている場合はトレイを閉じてください。トレイが引き出
されていると、前カバーは開きません。

B つまった用紙をゆっくりと引き抜きます。

引き抜けないときは、無理に引っ張らずに次の手順に進んでください。

• 機械内部には高温の部分があります。本機内部、特に「高温注意」のラベルvの貼っ
てある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。
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紙づまりの対処
C「A」の部分を矢印の方向に引き、カバーを開けます。

D つまった用紙を引き抜きます。

E カバーを閉めます。
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紙づまりの対処
F 前カバーをゆっくりと閉めます。
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紙づまりの対処

「
ヨウシミスフィード B：テイチャクユニット」
の場合

「ヨウシミスフィード B：テイチャクユニット」は、本体内部の定着ユニット部、または排紙部で紙づ
まりが発生したときに表示されるエラーメッセージです。前カバーを開き、定着ユニットレバーを緩
めて用紙を取り除いてください。

❒ つまった用紙を勢いよく引っぱると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性があります。

A 前カバーオープンボタンを押して、前カバーを開けます。

❒ 手差しトレイが引き出されている場合はトレイを閉じてください。トレイが引き出されている
と、前カバーは開きません。

B 左右の「B1」レバーを上げます。

• 機械内部には高温の部分があります。本機内部、特に「高温注意」のラベルvの貼っ
てある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。
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紙づまりの対処
C つまった用紙を引き抜きます。

引き抜けないときは、無理に引っ張らずに次の手順に進んでください。

D「B2」を前方向へ引き、ガイドボードを開きます。

E つまった用紙を引き抜きます。
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紙づまりの対処
F ガイドボードを戻します。

G 左右の「B1」レバーを戻します。

H 前カバーをゆっくりと閉めます。
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紙づまりの対処

「
ヨウシミスフィード Y：キュウシトレイ」の場
合

「ヨウシミスフィード Y：キュウシトレイ」は、給紙トレイで紙づまりが発生したときに表示されるエ
ラーメッセージです。給紙トレイを引き出して用紙を取り除いてください。

❒ つまった用紙を勢いよく引っぱると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性があります。

A 給紙トレイを引き出します。

B つまった用紙を引き抜きます。

❖ トレイ1

• 給紙トレイを引き出すときは、強く引き出さないでください。トレイが落下し、けがの原因に
なります。
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紙づまりの対処
❖ トレイ2/3

C 給紙トレイを閉めます。きちんとセットされるまで押し込んでください。

❒ 紙づまりを防ぐため、きちんとトレイを閉めてください。きちんと閉めないと紙づまりが起こ
る恐れがあります。

D 本機前カバーにある解除ボタンを押し、前カバーを開閉し、紙づまりエラーを解除します。

❒ 給紙トレイ、トレイ2／3とも紙づまりエラーの解除方法は同じです。
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紙づまりの対処

「
ヨウシミスフィード Z：リョウメンユニット」
の場合

「ヨウシミスフィード Z：リョウメンユニット」は、本体内部の両面印刷ユニットで紙づまりが発生し
たときに表示されるエラーメッセージです。前カバーを開き、両面印刷ユニットを引き上げて用紙を
取り除いてください。

❒ つまった用紙を勢いよく引っぱると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性があります。

A 前カバーオープンボタンを押して、前カバーを開けます。

❒ 手差しトレイ（マルチ）が引き出されている場合はトレイを閉じてください。トレイが引き出
されていると、前カバーは開きません。

B 両面印刷ユニットの「PULL」レバーを引き（ ）、両面印刷ユニットを止まるまで引き上げ
ます（ ）。

• 機械内部には高温の部分があります。本機内部、特に「高温注意」のラベルvの貼っ
てある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。
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紙づまりの対処
C つまった用紙を取り除き、両面印刷ユニットを閉じます。

D 前カバーをゆっくりと閉めます。
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付録
保守・運用について

使用上のお願い
• 温度や湿度が以下の図で示す範囲に収まる場所に設置してご使用ください。

• 寒い所から暖かい所に移動させたり、温度変化の激しい場所に設置すると、機械内部に結露が生じ
ることがあります。結露が生じた場合は、1時間以上放置して環境になじませてからご使用くださ
い。

• プリンター内部の温度が上昇すると、故障の原因になります。物を置いたり、立て掛けたりして排
気口や給気口をふさがないようにしてください。

• 前カバーを開けたままにしないでください。

• 印刷中に前カバーや手差しトレイ（マルチ）を開けたり、プリンターを移動したりしないでくださ
い。

• 印刷中は給紙トレイを引き出さないでください。印刷が停止し、用紙がつまります。

• クリップなどの異物がプリンターの中に入らないようにしてください。

• 印刷中に電源を切ったり、電源ケーブルを抜かないでください。

• 印刷中にプリンターの上で紙を揃えるなど外的ショックを与えないでください。

• 電源を入れたままで 500枚増設トレイユニットを取り外さないでください。故障の原因になりま
す。

• 日本国外へ移動する場合は、保守サービスの責任を負いかねますのでご了承ください。

• トナーカートリッジ等の消耗品や部品は、リコー指定の製品により、プリント品質を評価していま
す。品質維持のため、リコー指定のトナーカートリッジ、消耗品または交換部品をご使用ください。
部品の交換はサービス実施店に相談してください。

• 本機は、月間印刷ページ数が3,000ページ以下（A4Kの場合）、1日の通電時間の合計が8時間程度
の条件で、使用年数を5年と想定して設計・製造されています。月間印刷ページ数が20,000ページ
を超えていたり、1日に合計8時間以上電源が入っていたり、総印刷ページ数が1,200,000ページを
超えたりすると、想定された年数より使用年数が短くなる場合があります。

保守契約
• 保守契約とは、お客様本位に考えられた無償保証期間後のサービスシステムです。一定のご予算で
プリンターを良好な状態に保ちます。
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付録
• 保守契約されると次のようなメリットがあります。

• 定期点検を行い、品質の維持を図ります。

• 計画的に経費の運用ができます。

• 万一故障したときは、迅速で的確なサービスが受けられます。

• カルテ管理により、適切なサービスが受けられます。

• 保守サービスのために必要な補修用性能部品、および消耗品の最低保有期間は、本機の製造中止
後、7年間です。したがって、本期間以後は、修理をお引き受けできない場合があります。

• 保守契約を希望される場合は、購入された販売店にご連絡ください。

移動

• 本機は日本国内向けに製造されており、電源仕様の異なる諸外国では使用できません。本機を日本
国外に移動させた場合は、保守サービスの責任は負いかねます。また、安全法規制（電波規制や材
料規制など）は各国異なります。これらの規則に違反して、本機および消耗品等を諸外国に持ち込
むと罰せられることがあります。

• サービス実施店にご連絡いただくと、安全に輸送できるようにプリンターの措置をします。ただ
し、梱包と輸送についてはお客様で行ってください。

近くに移動する

A 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

B インターフェースケーブルを取り外します。

C オプションの500枚増設トレイユニットを取り付けている場合は取り外します。

D プリンター本体の各カバー、手差しトレイがきちんとしまっていることを確認します。

• プリンター本体は約32kgあります。

• 機械を移動するときは、両側面の中央下部にある取っ手を2人以上で持ち、ゆっく
りと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、
乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。

• 長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。

• 機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

• 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを
引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。
86



付録
E 取っ手を2人以上で持ち、本機を水平を保ち、静かに移動します。

❒ 移動の際は、トナーがこぼれないようにできるだけ水平を保ってください。

プリンターを輸送する

プリンター購入時の箱に入れて輸送してください。

❒ ケーブル類はすべて取り外します。

❒ トナーカットリッジ、感光体ユニット、廃トナーボトル等の消耗品類を装着した状態で輸送してく
ださい。

❒ 精密機器ですので、輸送時に破損しないようご注意ください。

廃棄
本機を廃棄したいときは、販売店またはサービス実施店に相談してください。
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消耗品一覧

トナーカートリッジ

❒「印刷可能ページ数」は、A4K 3%チャート連続印刷をした場合の目安です。実際の印刷可能ペー
ジ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。トナーカートリッ
ジは使用期間によっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になる場合があります。

❒ 本機に同梱されているトナーカートリッジの印刷可能ページ数は約 2,500 ページです。早めにト
ナーカートリッジをお求めくださることをお勧めします。

❒ トナーカートリッジ（消耗品）は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった
場合は購入された販売店までご連絡ください。

感光体ユニット

❒「印刷可能ページ数」は、A4K 3%チャート連続印刷をした場合の目安です。実際の印刷可能ペー
ジ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。感光体ユニット
は使用期間によっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になる場合があります。

❒ 交換時期を過ぎると、印刷品質を保証できません。早めにご購入いただくか、買い置きすることを
おすすめします。

❒ 感光体ユニット（消耗品）は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合
は購入された販売店までご連絡ください。

廃トナーボトル

商品名 商品コード 販売単位 印刷可能ページ数

IPSiOトナー　ブラック　タイプ3500 509526 1個 約7,000ページ

IPSiOトナー　シアン　タイプ3500 509527 1個 約6,000ページ

IPSiOトナー　マゼンタ　タイプ3500 509528 1個 約6,000ページ

IPSiOトナー　イエロー　タイプ3500 509529 1個 約6,000ページ

商品名 商品コード 販売単位 印刷可能ページ数

感光体ユニット　ブラック　タイプ3500 509530 1個 約15,000ページ

感光体ユニット　カラー　タイプ3500 509531 1個 約15,000ページ

商品名 商品コード 販売単位 印刷可能ページ数

廃トナーボトル　タイプ3500 509532 1個 約14,000ページ
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❒「印刷可能ページ数」は、A4K 3%チャート連続印刷をした場合の目安です。実際の印刷可能ペー
ジ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。転写ユニットは
使用期間によっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になる場合があります。

❒ 廃トナーボトル（消耗品）は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合
は購入された販売店までご連絡ください。

用紙

種類 商品名 サイズ 販売単位

普通紙 リコピー PPC用紙 タイプ6200 A4、A5、
A6、B5、レ
ター、リー
ガル

1ケース（250枚×10パック）

リコー PPC用紙 タイプ
6000<58W>

A4、B5 1ケース（500枚×5パック）

リコピー PPC用紙 タイプ
6200<70W>

A4、B5 1ケース（500枚×5パック）

リコー PPC用紙 タイプ
6000<90W>

A4、B5 1ケース（200枚×10パッ
ク）

再生紙 マイリサイクルペーパー 100 A4、A5、
B5、レ
ター、リー
ガル

1ケース（500枚×5パック）

マイリサイクルペーパー 100W A4、B5 1ケース（500枚×5パック）

A4 1ケース（1000枚×3パッ
ク）

マイリサイクルペーパー FC A4、B5 1ケース（500枚×5パック）

カラー紙 リコピー PPC用紙

タイプCP（ピンク）

タイプCB（ブルー）

タイプCY（イエロー）

タイプCG（グリーン）

A4、B5 1ケース（250枚×10パック）

ハクリ紙 リコピー PPC用紙 タイプSA A4 1パック（100枚入り）

OHPフィルム 3M CG3300
3M PP2500

A4 1パック（50枚入り）
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封筒 PEACE R40クラフト封筒 角形8号
（119×
197mm）

1パック（100枚入り）

エンゼルピック レーザープリン
タ対応

マッペ長3
（235×
120mm）

1パック（100枚入り）

種類 商品名 サイズ 販売単位
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関連商品一覧

外部オプション

❖ 500枚増設トレイユニット　タイプ3000（商品コード：509234）
530 枚の用紙をセットできるオプションの増設トレイです。最大で 2 段取り付けることができま
す。2段取り付けた場合、給紙トレイ（標準）（530枚）、手差しトレイ（IPSiO CX3500に標準装
備）（100枚）とあわせて最大1690枚の用紙を同時にセットしておくことができます。

❖ 両面印刷ユニット　タイプ3000（商品コード：509235）
両面印刷が可能になります。

SDRAMモジュール
SDRAMモジュールを増設することによって、大きなサイズの用紙に高解像度で印刷できるようにな
ります。詳しくは、＜ソフトウェアガイド＞「メモリー容量と用紙サイズ」を参照してください。

❖ SDRAMモジュールV　128MB（商品コード：509452）
メモリー容量は128Mバイトです。

❖ SDRAMモジュールV　256MB（商品コード：509476）
メモリー容量は256Mバイトです。

拡張エミュレーションカード

❖ IPSiO　マルチエミュレーションカード　タイプ3500（商品コード：509533）
R98、R16、R55が含まれたマルチエミュレーションカードです。

❖ IPSiO　PS3カード　タイプ3500（商品コード：509534）
本機を日本語ポストスクリプトレベル3プリンターとして使用できるようにします。Windows環境
以外にもMac OS、UNIXから印刷できるようにします。
PDFダイレクトプリントカード タイプ3500の機能が含まれています。

❖ IPSiO　PDFダイレクトプリントカード　タイプ3500（商品コード：509535）
PDFダイレクトプリントを実現するカードです。

❖ BMLinkSカード　タイプD（商品コード：509471）
本機をBMLinkS対応プリンターにできます。

暗号化カード

❖ 暗号化カード　タイプC（商品コード：509547）
本機とパソコンの通信を暗号化します。
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拡張ボード

❖ 拡張無線LANカード　タイプG（商品コード：509457）
IEEE 802.11bインターフェース搭載のパソコンあるいはアクセスポイントと接続して、印刷する
ことができます。

❖ 拡張1394ボード　タイプE（商品コード：509412）
IEEE 1394インターフェースを拡張するボードです。Windows Me、Windows 2000、Windows XP
で使用できます。

❖ ワイヤレスインターフェースボード　タイプBT6（商品コード：509492）
Bluetoothインターフェースを拡張するボードです。Bluetooth V1.1規格のSPP、HCRP、BIPに対
応しています。BIPで接続するには、本機にPostScript 3を含む拡張エミュレーションカードが装着
されている 必要があります。

❖ 拡張1284ボード　タイプA（商品コード：509397）
パラレル接続を拡張するボードです。

❖ アカウント拡張モジュール　タイプＦ（商品コード：509451）
統計情報として、ユーザーコード、印刷枚数合計、カラー印刷枚数合計、白黒印刷枚数合計などの
データを蓄積するモジュールです。

拡張HDD

❖ 拡張HDD　タイプ3000（商品コード：509236）
フォントやフォームの登録、ソート出力、試し印刷、機密印刷などの応用的な機能を利用できます。

インターフェースケーブル

❖ LPインターフェースケーブル　タイプ1B（商品コード：307273）
NEC PC-9800シリーズ　双方向通信対応　2.5m

❖ LPインターフェースケーブル　タイプ4B（商品コード：307274）
IBM PS/Vシリーズ、各社DOS/V機 、PC98-NXシリーズ　双方向通信対応　2.5m

❖ LPインターフェースケーブル　タイプ4S（商品コード：307470）
IBM PS/Vシリーズ、各社DOS/V機、PC-98NXシリーズ　双方向通信対応　1.5m

❖ USB2.0プリンターケーブル　（商品コード：509600）
USBプリンターケーブル　2.5m
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仕様

本体

IPSiO CX3500

現像方式 レーザービーム走査＋乾式1成分電子写真方式（クラス1レーザ機器）

レーザー規格 レーザークラス1

ファーストプリント モノクロ：13.5秒（A4K：本体給紙トレイから給紙した場合）

カラー：14.5秒（A4K：本体給紙トレイから給紙した場合）

連続プリント速度 モノクロ/カラー：21ページ/分（A4K）

解像度 1,200×1,200dpi、1,200×600dpi、600×600dpi

用紙サイズ 本体給紙トレイ：
• 定型サイズ：A4K、B5K、LegalK、LetterK

手差しトレイ（マルチ）：
• 定型サイズ：A4K、B5K、A5K、B6K、A6K、LegalK、

LetterK、郵便はがきK、往復はがきK

• 不定形サイズ：幅90～216mm、長さ148～356mm

用紙種類 普通紙（リコピー PPC用紙 タイプ6200、リコピー PPC用紙 タイプ　
6000<58W/70W/90W>）

再生紙（マイリサイクルペーパー 100、100W、FC）

カラー紙（リコピー PPC用紙 タイプCP、CB、CY、CG）

ラベル紙（リコピー PPC用紙 タイプSA）

OHPフィルム（3M CG3700、3M PP2500）

封筒（PEACE R40クラフト封筒 角形8号、エンゼルピック レーザープリ
ンタ対応 マッペ長3推奨）

郵便はがき
厚紙

給紙量 本体給紙トレイ：530枚（リコピー PPC用紙 タイプ6200）

手差しトレイ（マルチ）：100枚（リコピー PPC用紙 タイプ6200）

最大給紙量 1,690枚（500枚増設トレイユニット2段装着時）

排紙量 250枚 （リコピー PPC用紙 タイプ6200）

排紙方法 裏面排紙

電源 100V、13A以上、50/60Hz、

消費電力 動作時：1200W以下

省エネモード時：9W以下

予熱モード時：72.5W以下

電源オフ時には、電力は消費されません。
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❒ 本製品はJIS C6802 （IEC 60825-1）「レーザー製品の安全基準」に基づき、“クラス1レーザー製品
”に該当します。

❒ USB 2.0インターフェースを使って本機を接続する場合、USB 2.0に対応したパソコンとケーブル
が必要です。

ウォーミングアップ時
間

電源投入時：30秒以下

省エネモード時：3秒以下 *1 

予熱モード時：0秒
*1 使用条件によっては1、2分かかる場合があります。

形式 デスクトップタイプ

外形寸法（幅×奥×高） 419 × 536 × 398mm

質量 約32kｇ

騒音 *1 待機時：音響パワーレベル：49dB（A）、音圧レベル：36dB（A）

稼動時：音響パワーレベル：63dB（A）、音圧レベル：50dB（A）
*1 ISO7779に基づく実測値です。

CPU RM7035 533MHｚ

メモリー 標準：128Mバイト

最大：512Mバイト

HDD 20GB（オプション）

インターフェース イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX

USB 2.0（480Mbps/12Mbps）

IEEE 1284準拠 双方向パラレル（オプション）

IEEE 1394準拠（オプション）

IEEE 802.11b（オプション）

Bluetooth（オプション）

ページ記述言語 RPCS、PJL、PostScript 3（オプション）、RPDL（オプション）

エミュレーション R55（IBM5577）、R98（NEC PC-PR201H）、R16（EPSONESC/P）、
PDF、BMLinks

搭載フォント アウトライン：明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックB
プロポーショナル、Courier10、PrestigeElite、Letter Gothic15、
BoldFace PS、Courier 4書体、Arial 4書体、TimesNewRoman 4書体、
Wingdings、Century

ポストスクリプト：平成2書体（平成明朝W3、平成角ゴシックW5）、欧
文136書体

ビットマップ：Courier10、Prestige Elite、Letter Gothic15、
BoldFacePS、バーコード

その他：OCR-B、漢字ストローク

バーコード JAN（標準）、JAN（短縮）、2of5（Matrix）、2of5（ITF）、CODE39、
CODE128、NW-7、UPC（標準）、UPC（短縮）、カスタマバーコード

IPSiO CX3500
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❒ USBインターフェースはWindows 98 SE/Me、Windows 2000/XP、Windows Server 2003、Mac OS
9.x、Mac OS Xに対応しています。Windows 98 SE/Meの場合、「USB印刷サポートドライバー」を
インストールしてください。Windows 98 SE/Meのサポート速度はUSB1.1相当です。Macintosh で
は本機標準のUSBポートのみ対応しています。Macintoshのサポート速度はUSB1.1相当です。

電波障害について

他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、
近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、次のようにしてく
ださい。

• テレビやラジオなどからできるだけ離す。

• テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える。

• コンセントを別にする。

家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠

※無線LANご使用の場合

本無線製品は2.4GHz帯を使用しております。電子レンジ等同じ周波数帯域を使用する産業、科学、医
療用機器が近くで運用されていないことをご確認ください。万一干渉した場合、通信状態が不安定に
なる可能性があります。

ご使用の際は周囲に干渉の起こる機器が存在しないことをご確認ください。

500枚増設トレイユニット タイプ3000

両面印刷ユニット タイプ3000

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術
装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテ
レビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書
に従って正しい取り扱いをしてください。

 高調波ガイドライン適合品

項目 内容

収容できる用紙のサイズ A4K、B5K、Legal（81/2×14）K、Letter（81/2×11）K

給紙量 530枚（80g/㎡紙使用時）

外形寸法（幅×奥×高さ） 410×536×147mm

質量 7.5kg以下

項目 内容

両面印刷できる用紙のサイズ A4K、B5K、Legal（81/2×14）K、Letter（81/2×11）K

外形寸法 325×237×69mm
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拡張1394ボード タイプE

拡張1284ボード タイプA

拡張無線LANカード タイプG

質量 0.8kg以下

項目 内容

対応OS SCSI print使用時：Windows 2000、Windows XP、Windows 
Server 2003

IP over 1394使用時：Windows Me、Windows XP、Windows 
Server 2003

インターフェース IEEE Std 1394-1995準拠、IEEE Std 1394a-2000準拠

ポート IEEE 1394ポート　（6ピン×2）

データ転送速度 最大400Mbps

同一バス内の接続可能な機器の
数

最大63

同一バス内のケーブルホップ数 最大16

ケーブルの長さ 最大4.5m （1ホップあたり）

項目 内容

対応OS Windows 95/98/Me、Windows 2000/XP、Windows Server 
2003、Windows NT 4.0

通信方式 IEEE 1284規格に対応

接続方式 IEEE 1284規格に対応したデバイス

項目 内容

適合規格 IEEE 802.11ｂ準拠

対応プロトコル TCP/IP、NetBEUI、IPX/SPX、AppleTalk、IPP

伝送方式 直接拡散型スペクトラム拡散（DS-SS）方式単信（半二重）

データ転送速度 1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、11Mbps

周波数範囲 2400～2497 MHz （14 ch）

セキュリティ 64-bit WEP、128-bit WEP （16進数入力）

項目 内容
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拡張無線LANボード（オプション）は、付属の無線LANカード以外での動作は保証しません。

ワイヤレスインターフェースボード タイプBT6

「データ転送速度」は、通信機器の距離や障害物、電波状況、ご使用のBluetoothアダプターなどにより、
調整されます。

アカウント拡張モジュール　タイプＦ

動作モード アドホック（802.11アドホック、アドホック）、インフラスト
ラクチャー

項目 内容

対応プロファイル SPP（Serial Port Profile）

HCRP（Hardcopy Cable Replacement Profile）

BIP（Basic Imaging Profile）

周波数範囲 2GHz ISM無線周波数帯

データ転送速度 732kbps

最大電送距離 10m

項目 内容

容量 128 KB

最大登録可能ユーザー数 500

項目 内容
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