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本書に記載されていない詳しい説明が
CD-ROM内に収録されていますので、
併せてご覧ください。
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プリンターをご使用になる前に必ずお読みください。
また、ご使用中もお手元に置いてご活用ください。

適用モデル：A1J11P
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用紙をセットする

本体カセット／ 増設カセット
P61

お助け

Ａ４の用紙がありません　

カセット２

手差しトレイ P66

お助け

Ｂ４の用紙がありません　

手差し　

困ったとき

エラーメッセージの P172

処置

　定着ユニット交換時期です

新しい定着ユニットに交換　
して下さい　　
　ボタンで印刷を継続します

トラブルの処置 P184

紙づまりの処置 P135

 紙づまり
２枚

ヘルプ

印刷できないとき P185

お問い合わせ先 裏表紙

こんな印刷がしたい

両面印刷 P104

ラベル紙・厚紙の印刷 P118

はがき・封筒の印刷 P120

長尺紙の印刷 P124

不定形サイズ用紙の印刷 P127

消耗品／定期交換部品
を交換する

消耗品の交換方法
トナーカートリッジ P153

ドラムユニット P156

廃トナーボックス P159

定期交換部品の交換
定着ユニット P163

転写ベルトユニット P166

クイックメニュー

オプション品を取り付ける

増設メモリー P55

拡張 SSD P58

ICカードリーダー P56
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セットアップ
について
知りたい

用紙や消耗品
について
知りたい

各部の名称と役割を知りたい  本書の 27 ページ

オプション品の取り付けかたを知りたい  本書の 39 ページ

カセットや手差しトレイに用紙をセットしたい  本書の 61 ページ

はがきや A6サイズ用紙をカセットにセットしたい（小サイズアダプター）  本書の 63 ページ

LANに接続したい  本書の 72 ページ

USBケーブルで接続したい  本書の 76 ページ

IPアドレスを設定したい  本書の 73 ページ

プリンタードライバーをインストールしたい  本書の 77 ページ

ソフトウェアの動作環境を知りたい  本書の 78 ページ

オプション品取り付け後の設定や確認をしたい  本書の 95 ページ

使用できる用紙／使用できない用紙を知りたい  本書の 98 ページ

使用できる消耗品を知りたい  本書の 150 ページ

トナーカートリッジやドラムユニットの残量を知りたい  本書の 32 ページ

トナーカートリッジを交換したい  本書の 153 ページ

ドラムユニットを交換したい  本書の 156 ページ

廃トナーボックスを交換したい  本書の 159 ページ

定期交換部品を知りたい  本書の 162 ページ

定着ユニットを交換したい  本書の 163 ページ

転写ベルトユニットを交換したい  本書の 166 ページ

使用済みカシオ純正消耗品の「無料回収」を依頼したい  本書の 219 ページ

マニュアルガイド
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困ったときには

こんなときには

プリンターの状態を知りたい ユーザーズガイドの 34 ページ

プリンタードライバーが未指定アイコンと作成された場合の処置を知りたい  本書の 89 ページ

表示パネルのメッセージ内容と処置を知りたい  本書の 172 ページ

電源のトラブルの処置をしたい  本書の 184 ページ

印刷できない場合の処置を知りたい  本書の 185 ページ

紙づまりの処置をしたい  本書の 135 ページ

紙づまりの原因を知りたい  本書の 187 ページ

印刷品質（画質など）がおかしい場合の処置を知りたい  本書の 189 ページ

印刷内容がおかしい場合の処置を知りたい  本書の 203 ページ

問い合わせをしたい  本書の裏表紙

修理を依頼したい  本書の裏表紙

印刷を取り消したい［ジョブ取消ボタン］ ユーザーズガイドの 11 ページ

カラーの消耗品がなくなったのでモノクロで印刷したい
［お助けボタン］ ユーザーズガイドの 12 ページ

指定したサイズの用紙がなくなったので別の給紙口から印刷したい 
［お助けボタン］ ユーザーズガイドの 13 ページ

すべての印刷を強制的にモノクロ印字にしたい［立ち上げモード］  ユーザーズガイドの 15 ページ

印刷待ちの文書を先に印刷したい［割り込み印刷］ ユーザーズガイドの 16 ページ

プリンターのトータル印刷枚数を知りたい 
［印刷枚数表示］［カウンター情報印刷］ ユーザーズガイドの 31 ページ

コンピューターからプリンターを監視したい
［CASIO SPEEDIA Web Monitor］ ユーザーズガイドの 34 ページ

mai
ノート注釈
mai : Marked

mai
ノート注釈
mai : Unmarked
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いろいろな
印刷

両面印刷をしたい  本書の 104 ページ

複数部数の印刷を部単位ごとにソートして印刷したい［部単位印刷］  本書の 106 ページ

複数のページを 1枚の用紙にまとめて印刷したい［マルチページ印刷］  本書の 107 ページ

本のように綴じられるレイアウトで印刷したい［製本綴じ／週刊誌綴じ］  本書の 109 ページ

模造紙大の大きさに拡大して印刷したい［分割印刷］  本書の 111 ページ

複数部数の印刷開始前に 1部だけ試し刷りして確認したい［試し刷り印刷］  本書の 113 ページ

印刷方向を 180°回転して印刷したい［リバース印字］  ユーザーズガイドの 27 ページ

ラベル紙／はがき／封筒／長尺紙に印刷したい  本書の 116 ページ

不定形サイズ用紙に印刷したい  本書の 127 ページ

以前に印刷したドキュメントをもう一度印刷したい  簡単エコ印刷ナビマニュアルの 58 ページ

印刷日時を設定してタイマー印刷したい  簡単エコ印刷ナビマニュアルの 32 ページ

Excelで複数シートを両面印刷、マルチページ印刷したい 
  簡単エコ印刷ナビマニュアルの 52 ページ

プリンタードライバーの画面構成を知りたい  ユーザーズガイドの 72 ページ
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エコロジーな
印刷をしたい

プリンターの使用状況に合わせた節電スケジュールを作成したい  管理者ガイドの 95 ページ

指定時間に自動的にプリンターの電源を OFFにしたい［切り忘れ防止機能］ 
  管理者ガイドの 96 ページ

印刷開始前に印刷プレビューで確認したい  簡単エコ印刷ナビマニュアルの 4 ページ

プレビューを見ながらページレイアウトを変更して印刷したい 
  簡単エコ印刷ナビマニュアルの 15 ページ

異なるアプリケーションで作成したドキュメントをまとめて印刷したい 
  簡単エコ印刷ナビマニュアルの 57 ページ

さまざまな用紙サイズのドキュメントを統一したサイズの用紙に印刷したい 
  簡単エコ印刷ナビマニュアルの 54 ページ

自分の印刷枚数や印刷状況を知りたい  ユーザーズガイドの 45 ページ

プリンターのエコ運用状況を知りたい  管理者ガイドの 200 ページ

ユーザーごとに印刷の制限（上限枚数、カラー印刷可など）を設定したい 
  管理者ガイドの 106 ページ
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セキュリティ
に配慮したい

自分の印刷物がわかるように印刷したい［ID印刷］  ユーザーズガイドの 56 ページ

印刷物がコピーされないようにしたい［コピーガード印刷］  ユーザーズガイドの 57 ページ

暗証番号を入力して印刷を開始したい［暗証番号認証印刷］  ユーザーズガイドの 59 ページ

ICカードをかざして印刷を開始したい［ICカード認証印刷］  ユーザーズガイドの 63 ページ

ICカード認証を利用して希望するプリンターから印刷したい［タッチ deプリント］ 
  ユーザーズガイドの 20 ページ

プリンターの設定変更を制限したい  管理者ガイドの 103 ページ

プリンターの印刷ポートを制限したい  管理者ガイドの 120 ページ

印刷できるユーザーを制限したい  管理者ガイドの 106 ページ

プリンターの
設定を
変更したい

プリンターの設定内容を確認したい  本書の 70 ページ

プリンターを操作パネルから操作したい  管理者ガイドの 7 ページ

操作パネルの設定項目を知りたい  管理者ガイドの 9 ページ

ブラウザーからプリンターの設定内容を確認したい  管理者ガイドの 75 ページ

ブラウザーからプリンターの設定内容を操作したい  管理者ガイドの 78 ページ

CASIO SPEEDIA Web Monitorの設定内容を知りたい  管理者ガイドの 84 ページ

ABCDEFG

abc def No.6311000000

2013-06-20　14:16:52

セキュリティ情報を印刷（例）
Windowsログオンユーザー名 日付と時刻

ホスト名（コンピューター名）プリンターシリアル番号
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ネットワーク
の設定を
知りたい

ネットワークを利用するには  管理者ガイドの 128 ページ

Ethernetアドレスについて  管理者ガイドの 132 ページ

通信速度／通信モードについて  管理者ガイドの 132 ページ

ネットワーク設定印刷について  管理者ガイドの 131 ページ

IP（Internet Protocol）環境でのソフトウェア設定  管理者ガイドの 133 ページ

IP（Internet Protocol）環境での印刷設定について  管理者ガイドの 135 ページ

サポートプロトコルについて  管理者ガイドの 137 ページ

TCP/IP印刷機能を利用した設定  管理者ガイドの 139 ページ

DHCPを使用する場合の設定  管理者ガイドの 147 ページ

DHCPv6を使用する場合の設定  管理者ガイドの 154 ページ

WINSを使用する場合の設定  管理者ガイドの 162 ページ

プリンターのネットワーク設定  管理者ガイドの 175 ページ

TELNETによる設定  管理者ガイドの 176 ページ

CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）での設定  管理者ガイドの 75 ページ
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製品を設置・ご使用になる前に必ずお読みください。

このたびは、CASIO SPEEDIA GE6000をお買い上げいただきまして、まことにありがとうござ
います。
この「取扱説明書」は、CASIO SPEEDIA GE6000を安全に正しくご使用いただくために本製品
の正しい使いかた・点検・不具合が起きたときの処置のしかたなどについて説明したものです。
ご使用になる前に必ずお読みください。ご使用中もお手元に置いてご活用ください。

本書の適用機種：CASIO SPEEDIA GE6000

注意表示について
本製品は内部に高温・高電圧部品を使用しています。お客様や他の人々への危害や財産への損害
を未然に防止するため、本書では、製品の取り扱いを誤ったときに生じる危害や損害の大きさと
切迫の程度ごとに、次のような注意表示をしています。

 警 告 この注意表示が付いた注意文を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡
または重傷を負うことがあります。

 注 意 この注意表示が付いた注意文を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害
を負うまたは、財産に損害を与えることがあります。

絵表示について
本書にはさらに次のような絵表示をしています。

 記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。
左の例は、高電圧部分につき注意が必要なことを意味します。

 記号は「してはいけないこと」を意味しています。
左の例は、分解禁止を意味します。

 記号は「しなければならないこと」を意味しています。
左の例は、電源プラグをコンセントから抜かなければならないことを意味します。

安全上のご注意
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＜電源に関する警告＞
AC100V、50/60Hz、15A 以上の専用コンセント以外には接続しないでください。火災・
感電の恐れがあります。
電源プラグやコンセントおよびプリンター側の電源コネクターに付着したホコリは、
必ず取り除いてください。そのまま使用していると、発熱や火災、感電の原因になり
ます。
アース線を接地工事（D 種）を行っているアース端子に必ず接続してください。アー
ス接続がされないで、万一漏電した場合は、火災・感電の恐れがあります。アース接
続ができない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。
• ガス管（引火や爆発の恐れがあります。）
• 電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れ危険です。）
• 水道管（配管の途中がプラスチックなどになっていることが多いため、アースの役
割を果たしません。）

タコ足配線や電源コードの継ぎ足し（容量不足の延長コード）は使用しないでくださ
い。また、コンピューターなどの補助コンセントには接続しないでください。火災・
感電の恐れがあります。
電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、重
たいものをのせたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると、電源コードを傷め、火災・
感電の恐れがあります。電源コードに傷や亀裂が付いたときは、すぐに使用を中止し、
電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店に連絡し、新しい電源コー
ドに交換してください。
電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被膜が溶けて、火災や感電の
原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。

電源スイッチをONにしたままプラグを抜き差ししないでください。プラグが変質し、
火災の原因になります。

電源プラグの刃に金属などが触れると、火災や感電の原因になります。

電源プラグは年 1 回以上、コンセントから抜いて点検してください。以下のような状
態のときはすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの
販売店に連絡し、新しい電源コードに交換してください。そのまま使用すると発熱や
火災、感電の原因になります。
• 電源プラグに焦げ跡がある
• 電源プラグや電源プラグの刃が変形している
電源コードは年 1 回以上、電源プラグをコンセントから抜いて点検してください。以
下のような状態のときはすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、
お買い求めの販売店に連絡し、新しい電源コードに交換してください。そのまま使用
すると発熱や火災、感電の原因になります。
• 電源コードの芯線の露出・断線などが見られる
• 電源コードの被膜に傷や亀裂、へこみなどがある
• 電源コードを曲げると、電源が切れたり入ったりする
• 電源コードの一部が熱くなる
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電源コードは、付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コー
ドを他の製品に使用しないでください。発熱や火災の原因になります。

＜設置場所に関する警告＞
製品の通風口をふさがないでください。通風口をふさいだまま使用すると、製品内部
の温度が上昇して火災の原因になります。
機械の近く、または内部で可燃性のスプレーや引火性溶剤などを使用しないでくださ
い。引火による火災や感電の原因になります。
製品の上や近くに水の入った容器（コップ・花瓶・植木鉢など）や金属物（クリップ・
ホチキスの針など）を置かないでください。こぼれたり、製品の中に入ると火災・感
電の恐れがあります。万一本体の中に異物が入った場合は、すぐに電源スイッチを
OFFにして、電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店にご連絡ください。

＜製品の取り扱いに関する警告＞
製品を落としたり外装ケースが破損したときは、すぐに電源スイッチを OFF にして、
電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま
使用すると発熱や火災、感電の原因になります。
万一製品から煙が出ている、変な臭いや異音がするなどの異常状態のまま使用すると、
火災・感電の恐れがあります。このようなときは、すぐに電源スイッチを OFF にして、
電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店にご連絡ください。お客様に
よる修理や注油は危険ですので絶対にしないでください。
製品を分解・改造しないでください。火災・感電の恐れがあります。製品の調整・点
検の際は、お買い求めの販売店にご連絡ください。
製品から微弱な磁気が出ています。植え込み型医療機器（心臓ペースメーカーおよび
除細動器など）の装着者は、異常を感じたら製品から離れ医師に相談してください。
植え込み型医療機器（心臓ペースメーカーおよび除細動器など）の装着者は、装着部
位を IC カードリーダー（オプション）の 12cm 以内に近づけないでください。電波を
伴う非接触 IC カードリーダーのため、医療機器の動作に影響を与える恐れがあります。
近くで落雷が発生しているときは、本機にさわらないでください。感電の原因になり
ます。
本製品に使用しているポリ袋などを乳幼児の近くに放置しないでください。口や鼻を
ふさぎ、窒息する恐れがあります。
こぼれたトナー（使用済みトナーを含む）を掃除機で吸引しないでください。吸引さ
れたトナーが、掃除機内部の電気接点の火花などによる発火や爆発の原因になります。
トナーをこぼしたときは、トナーを飛散させないよう水で湿らせた布で拭き取るか、
トナー対応の業務用掃除機で吸引してください。
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＜電源に関する注意＞
アース線は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に取り付けてください。また、
アース線を取り外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから取り外して
ください。
電源プラグを抜くときは、電源コードを引っぱらないでください。電源コードが傷つ
き、火災・感電の原因になります。
製品を移動するときやお手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてく
ださい。感電や、電源コードが傷つき火災の原因になります。
連休などで長期間ご使用にならないときは、安全のために必ず電源プラグをコンセン
トから抜いてください。
電源コードは、本体の電源コネクターとコンセントに奥までしっかり差し込んでくだ
さい。ゆるんだ状態で使用すると、発煙や発火の原因になります。
コンピューターと同じコンセントを使用すると、コンピューターの画面がちらついた
り、誤動作によりコンピューターのデータが消えることがあります。プリンターの電
源コードをコンピューターと別の専用コンセントに差し替えてください。
データ受信中（データランプ点滅中）に電源スイッチを OFF にしないでください。
拡張 SSD（オプション）にデータ書き込み中の場合、SSD に異常が発生し、記録さ
れているデータがすべて消える場合があります。
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。

電源プラグの清掃方法
イラストのように乾いた布でほこりを取り除きます。

60_354
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＜設置場所に関する注意＞
湿気やホコリの多い場所に置かないでください。火災・感電・故障の原因になります。
本体は床から 300mm 以上離して設置してください。

本体は凹凸のない平らな面に設置してください。

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落下など
によるけがの恐れがあります。
本体の上に重いものを載せないでください。バランスがくずれて倒れるなどによるけ
がの原因になります。
本体は電源コンセントにできるだけ近い場所に設置し、異常時に電源プラグを容易に
外せるようにしてください。
安全のため温度や湿度が図で示す「使用範囲」の場所で使用してください。
また、最高の性能を発揮するため「推奨範囲」での使用をおすすめします。

33℃
70%

30℃ 80%10℃ 80%

33℃ 20%10℃ 20%

%RH
80

60

40

20

10 20 30 ℃

15℃
70%

15℃
35%

28℃
35%

28℃
70%

推奨範囲使用範囲60-125

ストーブやヒーターなどの発熱器具の近くや、温風・輻射熱が直接当たる場所、揮発
性可燃物（強燃性スプレーなど）やカーテンなどの燃えやすいものに近い場所には設
置しないでください。火災の原因になります。
狭い部屋で長時間使用したり大量の印刷を行うときは、換気や通風を十分に行ってく
ださい。人体に影響はありませんが、微量のオゾンや粉塵や化学物質などにより不快
に感じる場合があります。
製品をキャスター付きの台に設置するときは、必ずキャスターを固定して動かないよ
うにしてから作業してください。作業中に台が動くと落下などによるけがの恐れがあ
ります。
大切な家具などの上に設置しないでください。長時間同じ場所に設置しておくと、本
体のゴム足が設置した場所に付着して汚すことがあります。

テレビやラジオの近くに設置しないでください。受信障害の原因になります。
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＜製品の取り扱いに関する注意＞
定着ユニットは高温になります。手を触れないでください。やけどの原因になります。

用紙の補充、交換、つまった用紙を取り除いたり、消耗品を交換するときなどは製品
の突起部に触れてけがをしないようにご注意ください。
つまった用紙を取り除くときは、内部に紙片が残らないようにすべて取り除いてくだ
さい。紙片が残ったまま使用すると火災の原因になります。
なお、用紙が定着ユニットの内部に残って取り除けないときは無理に取らず、ただち
に電源スイッチを OFF にして、お買い求めの販売店にご連絡ください。
製品内部の電極や金属部品に手を触れないでください。感電の恐れがあります。製品
のお手入れ時は、必ず電源スイッチを OFF にしてください。
インターフェース基板上に取り付けてあるボタン電池は交換しないでください。まち
がったタイプの電池を使用したり電池の向き（＋－）をまちがえると、電池の破裂や
液漏れによる火災、けが、周囲の汚損の原因になります。また、電池を廃棄するとき
は各自治体の廃棄方法に従ってください。
布のカバーなどを掛ける場合は、電源スイッチを OFF にした後本体の内部が十分冷
えてから掛けてください。製品の内部が熱いうちに掛けると、火災の原因になります。
トナー（使用済みトナー含む）の入った容器を無理に開けたり、つぶしたりしないで
ください。
トナー（使用済みトナー含む）が手や皮膚についたときはすぐに洗ってください。
万一トナーが目に入ったときは、すぐに多量の水で目に入ったトナーを洗い流し、医
師の診察を受けてください。
トナー（使用済みトナー含む）を吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多
量の水でよくうがいをしてください。必要に応じて医師の診察を受けてください。
トナー（使用済みトナー含む）を飲み込んだ場合は、水でよく口の中をすすぎ、多量
の水を飲んで薄めてから医師の診察を受けてください。
トナー（使用済みトナー含む）が入った製品は、幼児の手の届かないところに保管し
てください。万一トナーを飲み込んだときは、ただちに医師に相談し指示を受けてく
ださい。
消耗品の交換の際は、トナー（使用済みトナー含む）で周囲が汚れないように紙など
を敷いてから行ってください。トナーをこぼしたときは、トナーを飛散させないよう
水で湿らせた布で拭き取るか、トナー対応の業務用掃除機で吸引してください。
トナーカートリッジ、ドラムユニット、廃トナーボックス、定着ユニット、転写ベル
トユニットなどを着脱する際は、落としてけがをしないようご注意ください。
磁気カードやプリペイドカードなど、磁気に弱いものをドラムユニットに近づけた
り同じ場所で保管しないでください。磁気記録が消去され、機能を損なう恐れがあ
ります。
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＜持ち運び・廃棄に関する注意＞
• 本体を持ち上げる際は、必ず 2 人以上で作業してください。
• 本体の重量は、オプションを含めずに約 64kg あります。無理な姿勢で持ち上げて
腰を痛めないようご注意ください。本体正面右側に重量があります。

• 増設カセット（オプション）を使用の際は、取り外して別々に運んでください。無
理な姿勢で持ち上げて腰を痛めないようご注意ください。

• イラストのように、側面の取っ手と背面の取っ手をしっかりと持って水平に持ち上
げてください。取っ手以外の場所に手をかけたり、傾けて持ち上げると本体および
オプション品の破損および落下によるけがの恐れがあります。

60_126

使用済みの消耗品は焼却しないでください。一部可燃性の部材を使用しているため、
火災・やけど・ガスの発生などで思わぬ事故の原因になります。カシオ計算機では、
お客様でご使用済みとなりましたドラムユニット・トナーカートリッジ・定着ユニッ
ト・転写ベルトユニット・廃トナーボックスを、地球環境保全と資源の有効活用の為
に無料で回収しております。ご自身で廃棄する場合は、必ず地域の条例や自治体の指
示に従ってください。
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製品に貼付のラベルの警告や説明は必ず守ってください。特に「高温注意」のラベル
が貼付された部品に手を触れないでください。やけど、感電の恐れがあります。

60_240

1
2

4 5

6

7

3

警告および注意ラベルの貼付位置
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1. 本体定格銘板／警告ラベル

6091234567

• アース接続せずに万が一漏電した場合は、火
災や感電などの漏電事故の原因となるため、
必ずアース接続を行ってください。

• 弊社指定の教育を受けたサービスマン以外の
方は絶対に分解を行わないでください。内部
には電圧の高い部分があり、感電する恐れが
あります。

2. 定着ユニット高温注意ラベル（大）

• 定着ユニットは非常に高温になります。取り
外しの際は指定の場所（緑色の部分）を持ち、
その他の部分に触れないように注意しながら
行ってください。

3. 定着ユニット高温注意ラベル（小）

• 定着ユニットは非常に高温になります。紙づ
まりの処置の際は触れないように注意しなが
ら行ってください。

4. 廃トナーボックス注意ラベル

• 廃トナーボックスは絶対に火中に投じないで
ください。トナーがはねて火花が飛び散り、
やけどの原因になることがあります。

• トナーの入った容器は子供の手に届かないと
ころに保管してください。

5. 増設カセット警告ラベル

• 弊社指定の教育を受けたサービスマン以外は
絶対に分解を行わないでください。内部には
電圧の高い部分があり、感電する恐れがあり
ます。

6. ドラムユニット注意ラベル

 

• ドラムユニットは絶対に火中に投じないでく
ださい。トナーがはねて火花が飛び散り、や
けどの原因になることがあります。

• トナーの入った容器は子供の手に届かないと
ころに保管してください。

7. トナーカートリッジ注意ラベル

 

• トナーカートリッジは絶対に火中に投じない
でください。トナーがはねて火花が飛び散り、
やけどの原因になることがあります。

• トナーの入った容器は子供の手に届かないと
ころに保管してください。
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保証について
本製品の無償保証期間は６ヶ月となります。 保証期間内の無償保証サービスを受けるには、お
客様登録が必要です。同梱の「お客様登録のご案内」に従ってインターネットからお申し込みく
ださい。

 保証（209 ページ）
＊本装置は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様な
どが異なるため使用できません。
また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によって異なります。本装置および関連消
耗品などをこれらの規制に違反して諸外国に持ち込むと罰則が課されることがあります。

瞬時電圧低下耐力について
本装置は落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。

電波障害自主規制について
この装置は、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。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

高調波規制について
この装置は、「JIS C 61000-3-2適合品」です。

国際エネルギースタープログラムについて
国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネル
ギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑
えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により
参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレ
イ、プリンター、ファクシミリ、複写機、スキャナ、複合機のオフィス機器で、それぞれの基準
ならびにマーク（ロゴ）は参加各国の間で統一されています。

物質エミッションについて
粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよび TVOCの放散については、エコマークNo.122「プリンター
Version2」の物質エミッションの放散速度に関する認定基準を満たしています。
（試験方法は RAL-UZ122:2006の付録 2に基づき、純正トナーカートリッジを使用しました。）

諸注意事項
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印刷に関するご注意
次のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしいものを作成
することは法律により禁じられています。
• 紙幣、貨幣、銀行券（外国のものを含む）
• 国債証券、地方債証券 、郵便為替証書、郵便切手、印紙
• 株券、社債券、手形、小切手、定期券、回数券、乗車券、その他の有価証券

次のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により禁じられています。
• 公務員または役所が作成した免許証、登記簿謄本その他の証明書や文書
• 私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書
• 役所または公務員の印影、署名または記号
• 私人の印影または署名

他人の著作物を権利者に無断で複製、加工することは、個人的または家庭内その他これに準ずる
限られた範囲においての使用を目的とする場合を除き違法となります。
（関係法律について）
• 刑法
• 郵便法
• 著作権法
• 郵便切手類模造等取締法
• 通貨及証券模造取締法
• 印紙犯罪処罰法
• 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
• 印紙等模造取締法
• 紙幣類似証券取締法

ネットワークに接続するプリンターのセキュリティーについて
弊社プリンターをより安全にご利用いただくため、以下の対応を推奨いたします。
• ファイアウォールによる隔離されたネットワークで使用する
ファイアウォールによる内部のコンピュータネットワークの安全を維持して、インターネット
からの不正アクセスを防止できます。

• プライベート IPアドレスで運用する
社内 LANなどのローカルエリアネットワーク環境で運用して、インターネットからの不正な
アクセスを防ぐことができます。

• 機器管理者のパスワードを変更する
機器管理者のパスワードを変更して、インターネットからの悪意のある第三者による不正な設
定変更を防止できます。
＊ファイアウォールやプライベート IPアドレスで運用する際のルーター機器等の設定は、各製
品メーカーにお問合せください。
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SDS（Safety Data Sheet）の提供について
SDS（Safety Data Sheet）とは日本語では「安全データシート」と呼ばれ、化学物質を使用し
た製品の性質を正しく理解し、安全にお取り扱いいただくために、その製品に含まれる化学物資
の情報、取り扱い時の注意、人や環境への影響などを記載した文書です。
下記ホームページにて SDSを提供しております。

http://casio.jp/ppr/sds

注意

（1） 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
（2） 本書の内容は予告なく変更する場合があります。本機の故障による損害、登録した内容

の消失による損害、その他本製品（ハードウェア、ソフトウェア）および取扱説明書（本書・
付属説明書）、提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対
しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いかねますのでご
了承ください。

（3） 本書に記載されていない最新の情報が、プリンタードライバーのヘルプもしくはテキス
トファイル（README.TXT など）に記載されることがあります。その他最新の製品情
報やプリンタードライバーのダウンロードサービスをインターネットでご提供しており
ます。詳しくは http://casio.jp/ppr/ を参照してください。

（4） 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、
当社指定以外の第三者による修理・改造、および当社純正品以外のオプションまたは消
耗品を使用したことなどに起因して生じた障害、およびトラブルなどにつきましては、
当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

（5） 「PC-PR201H」「201H」は日本電気株式会社の登録商標です。
（6） 「ESC/P」「ESC/Page」は、セイコーエプソン株式会社の商標です。
（7） 「Microsoft」「Windows」は米国 Microsoft corporation の米国ならびに他の国における

登録商標です。
（8） 「Adobe」「Acrobat」「Reader」は、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）

の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
（9） 本製品は、GPL/LGPLの適用ソフトウェアを使用しています。同梱のCD-ROMのメニュー

画面より「ライセンス」をクリックしてご確認ください。
（10） 「FeliCa」はソニー株式会社の登録商標です。
（11） 「MIFARE」は NXP Semiconductors の登録商標です。
（12） その他の社名、商品名およびソフトウェア名は各社の商標または登録商標です。
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表示について
本書では、以下の表示によってご注意いただきたい重要事項や取り扱い上の補足説明を記載して
います。表示の付いている記述は必ずお読みください。

• この注意表示が付いた注意文を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を
負う、または財産に損害を与えることがあります。

• この注意表示が付いた注意文を無視して誤った取り扱いをすると、製品や関連
する製品以外の機器が故障することが想定される内容を記載しています。

• 取り扱い上の補足説明や、ご確認いただきたいことを記載しています。

関連した内容の参照先を示しています。

PDF マニュアルでは、この項目をクリックすると該当するページを参照できま
す。（元の画面に戻りたいときは Adobe Reader の「前の画面」ボタンをクリッ
クします。）

表記について
本書では、コンピューターのオペレーティングシステムを以下のように省略して記載する場合が
あります。
＜正式名称＞
Microsoft® Windows Vista® Operating System 日本語版
Microsoft® Windows®7 Operating System 日本語版
Microsoft® Windows®8 Operating System 日本語版
Microsoft® Windows®8.1 Operating System 日本語版
Microsoft® Windows®10 Operating System 日本語版
Microsoft® Windows Server® 2008 日本語版
Microsoft® Windows Server® 2012 日本語版
＜省略記載＞
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Windows Server 2008
Windows Server 2012
総称する場合は「Windows」と記載する場合があります。
併記する場合は「Windows Vista/7/8/8.1/10/Server2008/Server2012」のように「Windows」を省
略する場合があります。

Windows の画面について
本書に掲載のWindows画面表示は、特に指定がない限りWindows 7の画面を例に説明していま
す。OS環境や製品の機種により画面デザインは異なります。あらかじめご了承ください。

本書中の表示と表記
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• カラー印刷もモノクロ印刷も 1分間に 38枚の高速印刷

• 用紙補給や消耗品交換が正面からできて、万一の紙づまりもサイドカバーを開けるだけで取り
除けるかんたん操作

• わかりやすいグラフィック表示パネルの搭載

• 自動レジストレーション調整と自動濃度調節でいつでも写真高画質

• 両面印刷機能やトナーセーブ機能とスリープモード時約 0.4Wの低消費電力で経済的

• 標準でネットワークに接続できWeb設定でプリンターの設定を変更できるネットワーク対応
プリンター

• 印刷データ暗号化、文書管理バーコード印刷、ICカード認証印刷対応などセキュリティー機能
充実

• 両面印刷、マルチページ印刷、トナーセーブなどを簡単に設定できる簡単エコ印刷ナビによる
エコロジー機能充実

取扱説明書の内容

特長

設置の流れ

設置する場所を確認する
 設置に適した場所
 設置に適さない場所
 設置台
 設置スペース

製品を設置する
 持ち運びの注意

同梱品を確認する
 同梱品の確認

輸送用部材を取り外す
 輸送用部材を取り外す

 外装のオレンジ色のテープを剥がします。
 本体からトナーカートリッジを取り出します。
トナーカートリッジ先端のオレンジ色のテープ 
（1本につき 1枚）をそれぞれ剥がします。

 ドラムユニットの輸送用部材を取り外します。
紐でつながっているオレンジ色の部材（計 4個）を、
本体から抜き取ります。

以降の設置手順は、取扱説明書の「セットアップ操作」を
参照してください。

設置に適した場所
次のような場所に設置してください。

• 製品の最大実装重量（約 150kg）に十分耐えられる水平
で安定した場所
標準実装状態で約 64kg、すべてのオプション類や用紙
を実装すると約 150kgになります。

• 本体すべてのゴム足が確実に乗る場所

60_199

• 本体専用のコンセント（AC100V、50/60Hz、15A以上、
アース端子付き）が確保できる場所
本体と同じコンセントから他の機器（コンピューターな
ど）の電源を取らないでください。本体の消費電力は最
大 1250W※です。
本体は電源コンセントにできるだけ近い場所に設置し、
異常時に電源プラグを容易に外せるようにしてくださ
い。

• 密閉されていない風通しの良い場所

• 直射日光が当たらない場所（3,000Lux以下を推奨）

• 用紙のセットや消耗品の交換などが無理なくできるス
ペースが確保できる場所
（次項「設置スペース」参照）

• 温度：10℃～ 33℃（推奨温度：15℃～ 28℃）

• 湿度：20％～ 80％（推奨湿度：35％～ 70％）
 （ただし結露しないこと）

• 水平度： 1.0°以下

※起動時や、定着ヒーター通電時の瞬間的ピークの消費電力ではありません。

設置の前にお読みください
本書では、製品の設置環境、付属品、輸送用のテープとスペーサーを取り外す手順のみを記載しています。製品
の設置手順（ドラムユニット／トナーカートリッジ／用紙のセット、電源コード／インターフェースケーブルの
接続、プリンタードライバーのインストール）、および注意事項や制限事項については、取扱説明書の「セットアッ
プ操作」を参照してください。

設置に適さない場所
次のような場所には設置しないでください。

-
湿気やホコリの多い場所に置かないでください。
火災・感電・故障の原因になることがあります。
本体は床から 300mm以上離して設置してください。

-

ストーブやヒーターなどの発熱器具の近くや、温
風・輻射熱が直接当たる場所、揮発性可燃物（強
燃性スプレーなど）やカーテンなどの燃えやすい
ものに近い場所には設置しないでください。
火災の原因になることがあります。

-
狭い部屋で長時間使用したり大量の印刷を行うと
きは、換気や通風を十分に行ってください。

-
製品の通風口をふさがないでください。
通風口をふさいだまま使用すると、製品内部の温度が上
昇して、火災の原因になる恐れがあります。

-
大切な家具などの上に設置しないでください。
長時間同じ場所に設置しておくと、本体のゴム足が設置
した場所に付着して汚すことがあります。

-
テレビやラジオの近くに設置しないでください。
受信障害の原因になることがあります。

設置台
設置台は、本体の底面より大きく、丈夫で水平な台を使用
してください。本体のゴム足が台から外れている、2つ以
上の台にまたがっている、段差がある場所などに設置する
と、本体内部の機構に無理な力がかかり、画像不良や、紙
詰まりが発生しやすくなります。そのまま使用すると故障
の原因になりますので、絶対に避けてください。

60_163

専用デスク（GE6-DESK） 専用キャスター（GE6-CSTR）

• 標準、または増設カセットを 1台取り付けて設置する場
合は、オプションの専用デスク（GE6-DESK）を使用し
てください。2台以上の増設カセットを取り付けて設置
する場合は、専用キャスター（GE6-CSTR）を使用して
ください。

• 製品をキャスター付きの台に設置するときは、必ずキャ
スターを固定して動かないようにしてください。

設置スペース
プリンターの周辺に、下記イラスト以上のスペースが確保
できる場所に設置してください。

940mm

1180mm

10
98

m
m

10
0m

m
以
上

10
0m

m
以
上

68mm30
0m

m
以
上

（
推
奨
）

100mm以上

60_148

本体は床から 300mm以上離して設置してください。

持ち運びの注意
• 本体を持ち上げる際は、必ず 2人以上で作業してくだ
さい。

• 本体の重量は、オプションを含めずに約 64kgあります。
無理な姿勢で持ち上げて腰を痛めないようご注意くだ
さい。本体正面右側に重量があります。

• イラストのように、側面の取っ手と背面の取っ手をしっ
かりと持って水平に持ち上げてください。取っ手以外
の場所に手をかけたり、傾けて持ち上げると本体およ
びオプション品の破損および落下によるけがの恐れが
あります。

60_200

• プリンター内部の輸送用スペーサーは、移動後に
取り外してください。移動前に取り外すと故障の
原因になります。

以下の環境条件を満足する場所

1.
2.

3.

設置の前にお読みください
プリンターの設置環境、付属品、輸送用のテープとスペーサーを取り
外す手順を記載しています。設置する前にお読みください。

60-201
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取扱説明書
プリンターの基本的な取扱操作方法や

トラブルの解決方法が記載されています。

本書に記載されていない詳しい説明が

CD-ROM内に収録されていますので、

併せてご覧ください。

60_149プリンターをご使用になる前に必ずお読みください。

また、ご使用中もお手元に置いてご活用ください。

品種コード　A1シリーズ

取扱説明書（本書）
プリンター、プリンターオプションの設置方法、基本的な機能・操作
方法や、消耗品の交換方法、トラブルへの対処方法を記載しています。

60_202

PDF マニュアル
PDFマニュアルは、参照先をクリックすると該当ページが開いたり、
調べたい項目を検索機能で探すことができます。ぜひご活用ください。
（本冊も PDFファイルで収録されています。）

ユーザーズガイド
プリンターを使用する方のための、各種機能
を活用する手順を記載しています。

管理者ガイド
プリンター管理者のための、プリンター設定
メニューの詳細・Webでの設定方法・ネット
ワーク設定の説明を記載しています。

簡単エコ印刷ナビマニュアル
両面印刷やトナーセーブなどのエコモードを
簡単に設定する、簡単エコ印刷ナビの操作方
法を記載しています。

SPEEDIA マネージャーマニュアル
SPEEDIAマネージャーの操作方法を記載して
います。
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正面

60_001 

1
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1. 操作パネル
プリンターの状態を表示したり、機能を設定
するときに使用します。

2. フロントカバー
消耗品を交換するときに開けます。

 消耗品の交換（150 ページ）
3. 本体カセット

A3、B4、A4、B5、A5、レター、不定形サイ
ズの用紙がセットできます。

  カセットへの用紙セット（本体カセッ
ト／増設カセット）（61 ページ）

4. 排紙トレイ
印刷された用紙が印刷面を下にして（フェイ
スダウン）出てきます。

5. 手差しトレイ
特殊紙や厚紙などを少量印刷するときに使用
します。

  手差しトレイへの用紙セット（66 ペー
ジ）

6. 給紙圧変更レバー
特殊紙や厚紙などを手差しトレイから給紙す
るときに使用します。

  手差しトレイから特殊紙を給紙すると
きは…（117 ページ）

7. サイドカバー
紙づまりのときに開けます。

 紙づまりのトラブル（187 ページ）
8. 増設カセット（オプション）
カセットを追加装着するための給紙ユニット
です。

 増設カセット（39 ページ）
9. 給紙ガイド
増設カセットから印刷中に紙づまりしたとき
に開けます。

 紙づまりのトラブル（187 ページ）
10. IC カードリーダー（オプション）
「ICカード認証印刷」で本体に印刷データを
登録しておくと、見られたくない印刷物など
を後でまとめて印刷できます。

 IC カードリーダー（40 ページ）

各部の名称と働き
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内部

60_002
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11. トナーカートリッジ
左から順にイエロー、マゼンタ、シアン、ブ
ラックの 4色を差し込みます。

 トナーカートリッジ（150ページ）
12. ドラムユニット
左から順にイエロー、マゼンタ、シアン、ブ
ラックの 4色を差し込みます。

 ドラムユニット（150 ページ）
13. 内部カバー
ドラムユニット、転写ベルトユニットを固定
しているカバーです。

14. 廃トナーボックス
不要となったトナーや紙粉汚れを回収して溜
めておく箱です。

 廃トナーボックス（151 ページ）
15. 定着ユニット
トナーを高温で用紙に定着する装置です。

 定着ユニット（162 ページ）
16. 転写ベルトユニット
感光ドラムで生成したトナー画像を、ベルト
に一括転写して印刷画像を形成する装置です。

 転写ベルトユニット（162 ページ）

17. 転写ロール
印刷画像を用紙に転写する部品です。

 転写ベルトユニット（162 ページ）
18. 拡張 SSD（オプション）
「試し刷り印刷」など、印刷データを保管する
ための装置です。

 拡張 SSD（41 ページ）
19. 両面ユニット
両面印刷時に、用紙の経路を分けるための装
置です。

20. 排紙ローラーガイド
排紙口に用紙がつまったときに操作します。

21. 紙送りレバー／レバーポケット
定着ユニットに用紙がつまったときに、定着
ユニットを回転させるレバーとそのレバーを
収納するポケットです。

22. 待機ロールレバー
紙づまり時に待機ロールを回転させるレバー
です。
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背面

HUB

60_003

26

27

2824

25

23

23. 電源コネクター
電源コードを接続します。

  STEP3　電源ケーブルの接続（69 ペー
ジ）

24. LAN コネクター（1000Base-T/100Base-
TX/10Base-T）
LANケーブルを接続します。

  インターフェースケーブルの接続／
LAN で接続する（72 ページ）

25. USB コネクター（USB2.0）
USBケーブルを接続します。

  インターフェースケーブルの接続／
USB で接続する（76 ページ）

26. インターフェースカバー
内部に電源コード、USBケーブル、LANケー
ブルの差し込み口があります。

27. 電源スイッチ
「｜」側を押すと電源 ON
「０」側を押すと電源 OFF

28. 増設メモリー（オプション）
増設メモリー（オプション）を接続します。

 増設メモリー（39 ページ）
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操作パネル

ランプ
プリンターの状態をランプの点灯／点滅／消灯で表示します。

60_187

印刷可 データ アラーム

節電

メニュー ジョブ取消 決定

印刷可ランプ（青） データランプ（橙）

消灯 電源 OFF／操作パネルの設定操作中
節電中（レベル 1、レベル 2） 消灯 未印字データなし

点滅 クールダウン中、自動調整中、トナー
補給中、Web設定中 早い点滅 未処理データあり

点灯 印刷可 遅い点滅 SSDアクセス中
点灯 未印字データあり

アラームランプ（赤） 節電ボタン／ランプ（緑）

消灯 通常状態 消灯 通常状態

点滅
エラー発生
（警告エラー・オペレーターコール・サー
ビスコール）

点滅 ウォームアップ中

遅い点滅
1回ずつの点滅：節電中（レベル 1状態）
2回ずつの点滅：節電中（レベル 2状態）

節電レベル 2状態で操作パネルを操作する場合は、 節電 ボタンを押して節電状態から
復帰させてください。
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ボタン

60_188

印刷可 データ アラーム

節電

メニュー ジョブ取消 決定

1

2 3

4

5 7
6

8

1. 節電 ボタン
本体を節電状態にします。（印刷中は状態変更
できません。）
節電状態中に 節電 ボタンを押すと、節電状
態を解除します。

2. メニューボタン
未印字データがないときは、メニューボタン
を押すと設定メニューに移行します。
未印字データがあるときは、メニューボタン
を押すとジョブ取消／リセットを選択できま
す。

3. （ジョブ取消）ボタン
印刷中のジョブをキャンセルします。ジョブ
取消モード中に約 4秒以上長押しすると、本
体をリセット（本体を再起動し、すべてのジョ
ブを削除）します。

4. （決定）ボタン
設定メニュー時：
選択した設定を確定または実行します。

5. （左矢印）ボタン
設定メニュー時：
前の階層のメニューに入ります。

6. （上矢印）ボタン
設定メニュー時：
項目内の前のメニューに戻ります。
数値入力時：
数字を 1ずつカウントアップします。

7. （右矢印）ボタン
設定メニュー時：
次の階層のメニューに入ります。
エラー発生時：
お助け画面、またはへルプ画面を表示します。

 エラーのとき（33 ページ）

8. （下矢印）ボタン
設定メニュー時：
項目内の次のメニューに進みます。
数値入力時：
数字を 1ずつカウントダウンします。
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表示パネル

印刷できます　　　　　　　
トナー残りわずか　　　　　

ジョブ選択

1
2

A4
B4

H F B
1

2

3

4

5
6
7

OP_095

8

1. 状態表示部
プリンターの状態を表示します。

2. トナー残量表示
YMCKそれぞれのトナー残量を表示します。
表示パネルイラストの例は、ブラックのト
ナーが残りわずかな状態です。トナーがなく
なると （トナー交換）アイコンに変わり
ます。
トナー残量アイコンは、下記を目安にご確認
ください。

60_207

100~80% 80~70% 70~60% 60~50% 50~40%

40~30% 30~20% 20~10% 10~5% 5~0%

3. ドラム寿命表示
YMCKそれぞれのドラム寿命を表示します。
表示パネルイラストの例は、シアンのドラム
の寿命が近い状態です。ドラムが寿命になる
と （ドラム交換）アイコンに変わります。
ドラム寿命アイコンは、下記を目安にご確認
ください。

60_208

100~12% 12~6% 6~0%

4. IC カード使用可能表示（オプションの
IC カードリーダー装着時のみ表示）
ICカードを使用可能なとき表示します。

5. 廃トナーボックス・定着ユニット・転写
ベルトユニット部品交換表示
トナーカートリッジ交換など、定期交換部品
以外のメッセージが表示されているときに、
廃トナーボックス（H）、定着ユニット（F）、
転写ベルトユニット（B）の交換時期を表示
します。

6. 用紙残量表示（下段はオプションの増設
カセット装着時のみ表示）
カセットにセットされている用紙の残量を表
示します。

7. 用紙サイズ表示（下段はオプションの増
設カセット装着時のみ表示）
カセットにセットされている用紙サイズを表
示します。

8. ジョブ選択表示（オプションの拡張 SSD
装着時のみ表示）
ジョブ選択表示中に ボタンを押すと、認証
印刷の印刷ジョブが表示されます。
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エラーのとき

Ａ４サイズの用紙が　　　　
ありません　　　　　　　　
カセット１　２　３　４　５
手差し　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　 紙づまり
　　　　　　　　　　２枚

ヘルプお助け

OP_088

1

2 3 4

1. エラー内容表示
エラーの内容を表示します。

2. ガイダンス表示
エラー発生場所や処置方法を表示します。

3. お助け画面表示（ ボタン）
お助け 表示中に ボタンを押すと、おすすめの回避方法を表示します。

OP_089

　　　　お助け　　　　
  給紙口を変更して印刷  

印刷を取消
　　　閉じる　　 　

4． ヘルプ画面表示（ ボタン）
ヘルプ 表示中に ボタンを押すと、処置方法の手順を表示します。

拡張 PS セット装着時

OP_193

印刷できます　　　　　　　

1A4

USB

PDF印刷

PDF印刷
取扱説明書.pdf
マニュアルフォルダー

ファイル／フォルダー選択

　　　　　USB 001/005
5

6

7
8

5． USB メモリー装着表示
ICカードリーダーまたはハブボードに、認識可能な USBメモリーを取り付けた場合に表示します。

6． PDF 印刷表示
PDF印刷表示中に ボタンを押すと USBメモリー内のフォルダー／ファイルを表示します。

7． PDF ファイル名表示
取り付けた USBメモリー内の PDFファイル名を表示します。

8． フォルダー名表示
取り付けた USBメモリー内のフォルダー名を表示します。
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オンライン中
印刷可ランプ（青色）が点灯している状態です。

表示メッセージ 状態

印刷できます　　　　　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　

OP_144

1A4
データ待機中（通常表示）
節電中はバックライトが消灯しま
す。

自動調整中です　　　　　　
しばらくお待ちください　　

OP_081

1A4
印刷濃度などの自動調整中

データ受信／処理中です　　

　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

1A4

OP_082

データ受信・処理中

印刷処理中です　　　　　　

カセット１　　　　　　　　
Ａ４　　　　　　　　　　　
普通紙　　　　　　　　　　

OP_083

データ印刷中
印刷中の給紙口、用紙サイズ、紙
種が表示されます。

 [CASIO]部：ワード文書　　
005/010枚（ｺﾋﾟｰ）01分29秒
カセット１　　　　　　　　
Ａ４　　　　　　　　　　　
普通紙　　　　　　　　　　

OP_084

残時間算出可能時
コピー枚数指定時

ユーザー名表示
枚数カウントあり

部単位印刷指定時

印刷中
（ジョブ情報の表示が可能な場合）

省電力待機中　　　　　　　

OP_085

1A4 省電力待機中
バックライトが消灯します。
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表示メッセージ 状態

SSD処理中　　　　　　
しばらくお待ちください　　

OP_086

1A4

拡張 SSDアクセス中
（オプション）
※ 拡張 SSDアクセス中は、本体の電源を

OFFにしないでください。SSDが破損す
る恐れがあります。

クールダウン中です　　　　
しばらくお待ちください　　

OP_087

1A4
連続印刷中などに機内温度が上昇
すると表示されます。機内温度が
下がると印刷が再開されます。

トナー補給中　　　　　　　
しばらくお待ちください　　

OP_097

1A4
トナー供給動作中

印刷準備中・・・　　　　　

カセット１　２　３　４　５

OP_098

印刷準備中
用紙を補給した場合に表示され
ます。

モノクロで印刷できます　　

OP_168

1A4
モノクロ専用動作中
すべての印刷がモノクロで印刷さ
れます。
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セットアップ操作の流れ .....................................................................................................38
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インストールの概要 ............................................................................................................77
ソフトウェアの動作環境 .....................................................................................................78
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マニュアルセットアップ .....................................................................................................93
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セットアップ操作の流れ
プリンター本体の操作 コンピューターの操作

STEP 1  オプションを取り付ける
※  オプションをご使用にならない場合は、「用紙をセットす
る」に進みます。

増設カセットを取り付ける
 42ページ

専用デスクを取り付ける
 46ページ

専用キャスターを取り付ける
 46ページ

増設メモリーを取り付ける
 55ページ

ICカードリーダーを取り付ける
 56ページ

拡張 SSDを取り付ける
 58ページ

STEP 2  用紙をセットする
カセットまたは手差しトレイに用紙をセットし
ます。

 61ページ

STEP 4  設定内容を確認する
「ステータスシート」を印刷して、正しく接続
されていることを確認します。

 70ページ

STEP 3  電源ケーブルを接続する
プリンターに電源ケーブルとアース線を接続し
て、コンセントに差し込みます。

 69ページ

STEP 5  コンピューターと接続する
ネットワーク接続（LAN）する場合は LANケー
ブルで、直接接続する場合は USBケーブルで
接続します。

 72ページ・76ページ

セットアップが完了しました。

STEP 6  プリンタードライバーを
インストールする

本製品をご使用いただくためには、プリンター
ドライバーのインストールが必要です。CD-
ROMをコンピューターにセットし、プリンター
ドライバー、およびご希望のソフトウェアをイ
ンストールしてください。

 77ページ

コンピューターと本体の接続形態により、イン
ストールの操作方法が異なります。

本体とコンピューターをネットワーク接続
（LAN）する場合のインストール

 79ページ
本体とコンピューターを USB接続する場合
のインストール

 86ページ
あらかじめ設定されているポートを手動で選
択してインストールする場合

 93ページ
テストページを印刷する

 96ページ
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STEP1　オプションの取り付け

増設カセット
GE6-CPF（品種コード A1D21G）
増設用の給紙カセットです。
幅 560mm×奥行き 577mm×高さ 120mm
本体の下に最大 4台まで取り付けることができます。本体
のカセットを含め、最大 5段までカセット給紙ができます。
64～ 256g/m2の普通紙用です。

 増設カセットの取り付け（42 ページ）

専用デスク
GE6-DESK（品種コード A1N41G）
本体を設置する専用デスクです。
幅 560mm×奥行き 570mm×高さ 428mm
※ 専用デスクに設置できるのは本体 1台と増設カセット 1
台までです。

 専用デスク・専用キャスターの取り付け（46ページ）

専用キャスター
GE6-CSTR（品種コード A1N31G）
本体を設置する専用台です。
幅 560mm×奥行き 570mm×高さ 68mm
※ 専用キャスターに設置できるのは本体 1台と増設カセッ
ト 2台以上です。

 専用デスク・専用キャスターの取り付け（46ページ）

増設メモリー
GE-DDR256M（品種コード A1DM1G）
拡張用システムメモリーです。増設メモリーは 1枚のみ追
加できます。

 増設メモリーの取り付け（55 ページ）
※ 市販のコンピューター用メモリーは使用できません。必
ず専用のメモリーを使用してください。
※ 通常は、標準メモリー（256MB）でご使用いただけま
すが、印刷データおよびプリンタードライバーの設定に
よっては、メモリーを増設することで印刷速度が向上す
る場合があります。

60_024

60-203

60-204

60-092
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IC カードリーダー
GE6-ICR（品種コード A1DR1G）
専用の ICカードリーダーです。
「タッチ deプリント」、「ICカード認証印刷」機能を使用
するには、ICカードリーダーが必要です。
読取可能な ICカードの種類

• Felica、Mobile Felica
• Mifare standard、Mifare Ultralight
※  上記規格の ICチップが搭載されているすべてのカー
ド、デバイスの動作を保証しておりません。ご使用の
前にお客様にて必ず動作の確認後、ご利用ください。

 IC カードリーダーの取り付け（56 ページ）

• 「IC カード認証印刷」を使用するには、拡張 SSD が
必要です。

• IC カード認証を使用するにはネットワーク接続され
ている必要があります。

ハブボード
GE6-HUB（品種コード A1DA6G）
専用のハブボードです。
拡張 SSDを使用するには、ICカードリーダーまたはハブ
ボードが必要です。

 拡張 SSD の取り付け（58 ページ）

長尺紙ガイド
GE6-LPF（品種コード A1NA5G）
長尺紙を複数枚セットできる用紙ガイドです。取り付け方
法、使用方法は同梱の取扱説明書をご確認ください。

60-131

60-351

60_359
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拡張 SSD
GE-SSD2（品種コード A1DH2G）
専用の SSDです。
印刷データを一時的に拡張 SSDに登録しておくと、本体
側で部単位の印刷ができます。大量に印刷する場合も、コ
ンピューター側の負担になりません。
また、他人に見られたくない印刷物を一時的に拡張 SSD
に登録し、本体の操作パネルからパスワードを入力して印
刷する認証印刷も実現できます。

 拡張 SSD の取り付け（58 ページ）

• 拡張 SSD を使用するには、別途 IC カードリーダーま
たはハブボードが必要です。

拡張 PS セット
GE6-PSS（品種コード A1ZZ1P）
PostScript3出力や PDFダイレクト印刷を可能にします。

• 拡張 PS セットを使用するには、別途増設メモリーと
IC カードリーダーまたはハブボードが必要です。

小サイズアダプター
GE-SADP（品種コード A1NA1G）
カセットに取り付けて、B6、A6、はがき、幅 182mm未
満の不定形サイズ（最小幅 100mm×長さ 148mm）の用
紙を給紙するアダプターです。

カセットへの小サイズ用紙セット（63 ページ）

USB ケーブル

CP-CAUSB
コンピューターと本体を接続する USBケーブルです。USB2.0に対応しています。

インターフェースケーブルの接続／ USB で接続する（76 ページ）

60-130

60-355

50-007
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増設カセットの取り付け
増設用のカセットです。
幅 560mm×奥行き 577mm×高さ 120mm
本体の下に最大 4台まで取り付けることができます。本体
のカセットを含め、最大 5段までカセット給紙ができます。
64～ 256g/m2の普通紙用です。

同梱品
背面側固定金具（増設カセット同梱）2個・ネジ 2本 固定ネジ 1本

60_284 60_270

※ 同梱のネジは手回しネジです。固定ネジは背面側固定金具（増設カセット同梱）を使用して回します。

• 本体を持ち上げる際は、必ず 2 人以上で作業してく
ださい。

• 本体の重量は、オプションを含めずに約 64kg あり
ます。無理な姿勢で持ち上げて腰を痛めないようご
注意ください。本体正面右側に重量があります。

• イラストのように、側面の取っ手と背面の取っ手を
しっかりと持って水平に持ち上げてください。取っ
手以外の場所に手をかけたり、傾けて持ち上げると
本体およびオプション品の破損および落下によるけ
がの恐れがあります。

• 増設カセットは、イラストのように必ずフレーム（金
属板）部分を持って、水平に持ち上げてください。
カセットの取っ手を持ったり、傾けて持ち上げると
カセットが抜け落ちてけが、および破損の原因にな
ります。

60_024

60_205

60_010
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本体と増設カセットを取り付ける

増設カセットと専用デスク／専用キャスターを使用する場合は、「専用デスク／専用キャ
スターの取り付け」を参照してください。

 専用デスク・専用キャスターの取り付け（46 ページ）

1.増設カセットを梱包箱から取り出し、設置する場所に
置きます。

2台以上の増設カセットを取り付けるときは、あらかじめ増設カセット同士を重ね合わ
せて固定したあと 2.の手順に進みます。

 増設カセットを 2 台以上取り付けるとき…（45 ページ）

2.本体を持ち上げて増設カセットの上に四隅を合わせ、
増設カセットのピンが垂直に連結するようゆっくりと
降ろします。

60_024

60_025
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3. イラストのようにカセットを引き出し、正面側固定金
具（本体同梱）をイラストの位置に取り付けてネジで
留めます。

4. 背面側固定金具（増設カセット同梱）2個を、イラス
トの位置に取り付けてネジで留めます。

60_242 

60_241
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増設カセットを 2 台以上取り付けるとき…

1. 増設カセットを重ねます。

2. 上段カセットを引き抜き、背面側固定金具（増設カセッ
ト同梱）で固定ネジを回して連結します。

3. 背面側固定金具（増設カセット同梱）2個を、イラス
トの位置に取り付けてネジで留め、増設カセットと増
設カセットを連結します。

※お使いの環境によっては、オプション品の取り付け終了後に、プリンタードライバー上の装置
構成の変更が必要な場合があります。お使いのコンピューターから、プリンタードライバー
上の装置構成を変更してください。

 装置構成を変更する（95 ページ）

60_285

60_271 
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専用デスク・専用キャスターの取り付け
本体を設置する専用デスクと専用台です。
専用デスク
幅 560mm×奥行き 570mm×高さ 428mm

同梱品
正面側固定金具（専用
デスク同梱）1 個・ネジ
1本

背面側固定金具（専用デ
スク・キャスター同梱）
2個・ネジ 2本

連結ピン 2本 転倒防止金具 4個・
ネジ 4本

60_268
60_269

60_281
60_278

※ 同梱のネジは手回しネジです。

専用キャスター
幅 560mm×奥行き 570mm×高さ 68mm

同梱品
背面側固定金具（専用デスク・キャ
スター同梱）2個・ネジ 2本

連結ピン 2本 転倒防止金具 4個・
ネジ 4本

60_269
60_281

60_278

※ 同梱のネジは手回しネジです。

※ 専用デスクに設置できるのは本体 1台と増設カセット 1台まで、専用キャスターに設置できる
のは本体 1台と増設カセット 2台以上です。

※ 標準、または増設カセットを 1台取り付けて設置する場合は、専用デスクをご使用ください。
2台以上の増設カセットを取り付けて設置する場合は、専用キャスターをご使用ください。

60-203

60-204
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• 標準、または増設カセットを 1 台取り付けて設置する場合は、オプションの専用デスク
（GE6-DESK）をご使用ください。2 台以上の増設カセットを取り付けて設置する場合は、
専用キャスター（GE6-CSTR）をご使用ください。

60_275

• デスク、キャスターを使用するときは必ずキャスターを固定してください。動いたり倒れた
りしてけがの原因になることがあります。

• 本体は凹凸のない平らな面に設置してください。
• デスク、キャスターを移動するときは、転倒防止金具を取り外して通路に段差がない場所を
移動してください。床にキズを付けたり、段差で本体およびオプション品が転倒してけがの
原因になることがあります。

• 製品をキャスター付きの台に設置するときは、必ずキャスターを固定して動かないようにし
てから作業してください。作業中に台が動くと落下などによるけがの恐れがあります。

• 本体を持ち上げる際は、必ず 2 人以上で作業してく
ださい。

• 本体の重量は、オプションを含めずに約 64kg あり
ます。無理な姿勢で持ち上げて腰を痛めないようご
注意ください。本体正面右側に重量があります。

• イラストのように、側面の取っ手と背面の取っ手を
しっかりと持って水平に持ち上げてください。取っ
手以外の場所に手をかけたり、傾けて持ち上げると
本体およびオプション品の破損および落下によるけ
がの恐れがあります。

60_205
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• 設置台は、プリンターの底面より大きく、丈夫で水平な台を使用してください。プリンター
のゴム足が台から外れている、2 つ以上の台にまたがっている、段差がある場所などに設置
すると、プリンターの内部機構に無理な力がかかり、画像不良や、紙づまりが発生しやすく
なります。そのまま使用すると故障の原因になりますので、絶対に避けてください。

60_023

専用デスク（GE6-DESK） 専用キャスター（GE6-CSTR）

1. デスクまたはキャスターを梱包箱から取り出し、設置
する場所に置いてキャスターをロックします。

60-203

60-204
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2. 連結ピン 2本をイラストの位置に取り付け、転倒防止金
具 4個をイラストの位置に取り付けてネジで留めます。

• 増設カセットを使用せずに専用デスクだけを使用する場合は、「本体と専用デスクを
取り付けるとき…」を参照してください。

 本体と専用デスクを取り付けるとき…（50 ページ）
• 増設カセットと専用デスク、または専用キャスターを使用する場合は、「増設カセッ
トと専用デスク／専用キャスターを取り付けるとき…」を参照してください。

  増設カセットと専用デスク／専用キャスターを取り付けるとき…（51
ページ）

60_244

60_245
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本体と専用デスクを取り付けるとき…

1. 本体を持ち上げて専用デスクの上に四隅を合わせ、連
結ピンが垂直に連結するようにゆっくりと降ろします。

2. 専用デスクの扉を開けてカセットを引き出し、正面側
固定金具（専用デスク同梱）をイラストの位置に取り
付けてネジで留めます。

3. 背面側固定金具（専用デスク・キャスター同梱）2個を、
イラストの位置に取り付けてネジで留め、本体と専用
デスクを連結します。

60_246

60_286

60_272
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増設カセットと専用デスク／専用キャスターを取り付けるとき…

※ 以降の手順は、増設カセットと専用デスクを取り付ける手順です。専用キャスターをご使用
の場合は、専用デスクを専用キャスターに読み替えてください。

2台以上の増設カセットを取り付けるときは、あらかじめ増設カセット同士を連結して
ください。

 増設カセットを 2 台以上取り付けるとき…（45 ページ）

1.増設カセットを持ち上げてデスクの上に四隅を合わせ、
連結ピンが垂直に連結するようにゆっくりと降ろします。

2.カセットを引き抜き、背面側固定金具（増設カセット
同梱）で固定ネジを回して連結します。

60_287 

60_288
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3. 背面側固定金具（専用デスク・キャスター同梱）2個を、
イラストの位置に取り付けてネジで留め、増設カセッ
トとデスクを連結します。

4. 本体を持ち上げて増設カセットの上に四隅を合わせ、
増設カセットのピンが垂直に連結するようゆっくりと
降ろします。

60_273

60_289
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5. イラストのようにカセットを引き出し、正面側固定金
具（本体同梱）をイラストの位置に取り付けてネジで
留めます。

6. 背面側固定金具（増設カセット同梱）2個を、イラス
トの位置に取り付けてネジで留め、本体と増設カセッ
トを連結します。

60_290

60_274
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金具連結組み合わせ一覧
本体と専用デスク 本体と増設カセットと専用デスク 本体と増設カセットと専用キャスター

正面側 正面側 正面側

60_322

D

60_320

A

B

B

60_319

B

A

B

B

B

背面側 背面側 背面側

60_323

EE

60_325

CC

EE

C C

60_326

CC

CC

EE

CC

CC

本体およびオプションに同梱の連結用金具は以下のとおりです。
本体 増設カセット

正面側

A固定金具 1個・ネジ 1本

正面側

B固定ネジ 1本

背面側

C固定金具 2個・ネジ 2本
専用デスク 専用キャスター

正面側

D 固定金具 1個・ネジ 1本

背面側

E固定金具 2個・ネジ 2本

背面側

E固定金具 2個・ネジ 2本
※ 固定金具 Eは、専用デスク・専用キャスターで共通です。

60_283
60_270 60_284

60_268
60_269 60_269
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増設メモリーの取り付け
拡張用システムメモリーです。増設メモリーは 1枚のみ追
加できます。

取り付けにはマイナスドライバー（2番）が必要
です。あらかじめ準備してください。

• 増設メモリーの取り付け時は、必ず本体の電源スイッチを OFF にしてください。
• 増設メモリーのコネクターや IC に手を触れないでください。

1. 本体の電源スイッチを OFFにして、増設メモリーのカ
バーのネジ 1本（ 刻印の場所）を、マイナスドライバー
でゆるめてカバーを取り外します。

2. 金属のシールド板のネジ 4本（ 刻印の場所）を、マイ
ナスドライバーでゆるめてシールド板を取り外します。

3. 増設メモリーをソケットに差し込みます。

増設メモリーの切り欠きと、コネクターの位置が
合う向きに差し込みます。

4. 取り外した手順と逆の手順でカバーを取り付けます。
※お使いの環境によっては、オプション品の取り付け終了後に、プリンタードライバー上の装置
構成の変更が必要な場合があります。お使いのコンピューターから、プリンタードライバー
上の装置構成を変更してください。

 装置構成を変更する（95 ページ）

60-092

60-132

60-184

60-133
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IC カードリーダーの取り付け
専用の ICカードリーダーです。
「タッチ deプリント」「ICカード認証印刷」機能を使用す
るために必要です。
読取可能な ICカードの種類

• Felica、Mobile Felica
• Mifare standard、Mifare Ultralight
※  上記規格の ICチップが搭載されているすべてのカー
ド、デバイスの動作を保証しておりません。ご使用
の前にお客様にて必ず動作の確認後、ご利用くださ
い。

同梱品：専用連結ケーブル

取り付けにはマイナスドライバー（2番）が必要
です。あらかじめ準備してください。

• 植え込み型医療機器（心臓ペースメーカーおよび除細動器など）の装着者は、装着部位を
IC カードリーダー（オプション）の 12cm 以内に近づけないでください。電波を伴う非接
触 IC カードリーダーのため医療機器の動作に影響を与える恐れがあります。

• 基板上の IC に手を触れないでください。

ICカードリーダーと拡張 SSDの両方を取り付ける場合は、「拡張 SSDの取り付け」を
参照してください。

 拡張 SSD の取り付け（58 ページ）

1. 本体の電源スイッチを OFFにして、操作パネルをゆっ
くりと手前側に起こします。

60-131

60-134
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2. 操作パネル左奥の ICカードリーダーのカバーのネジ 1
本（ 刻印の場所）を、マイナスドライバーでゆるめ
てカバーを取り外し、フロントカバーを開きます。

3. 本体から出ている接続ケーブルを、ICカードリーダー
のコネクターに差し込みます。

4. ICカードリーダーの基板面を上に向け、ツメをはめ込
みます。

5. 取り外した手順と逆の手順で、カバーを取り付けます。

※お使いの環境によっては、オプション品の取り付け終了後に、プリンタードライバー上の装置
構成の変更が必要な場合があります。お使いのコンピューターから、プリンタードライバー
上の装置構成を変更してください。

 装置構成を変更する（95 ページ）

60-135

60-139 

60-140
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拡張 SSD の取り付け
専用の SSDです。
印刷データを一時的に拡張 SSDに登録しておくと、プリ
ンター側で部単位の印刷ができます。大量に印刷する場合
も、コンピューター側の負担になりません。
また、他人に見られたくない印刷物を一時的に拡張 SSD
に登録し、プリンターの操作パネルからパスワードを入力
して印刷する認証印刷も実現できます。

取り付けにはマイナスドライバー（2番）が必要
です。あらかじめ準備してください。

• 拡張 SSD を使用するには、別途 IC カードリーダーまたはハブボードが必要です。
• 拡張 SSD の取り付け時は、必ずプリンターの電源スイッチを OFF にしてください。
• 拡張 SSD のコネクターや IC に手を触れないでください。
• 取り付け時に落とさないよう注意してください。破損のおそれがあります。

本書では、ICカードリーダー使用時を例に記載します。ハブボードを使用する際は、読み替え
てお読みください。

1. 本体の電源スイッチを OFFにして、操作パネルをゆっ
くりと手前側に起こします。

2. 操作パネル左奥の ICカードリーダーのカバーのネジ 1
本（ 刻印の場所）を、マイナスドライバーでゆるめ
てカバーを取り外し、フロントカバーを開きます。

60-130

60-134

60-135
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3. 拡張 SSDのカバーのネジ 1本（ 刻印の場所）をマイ
ナスドライバーでゆるめて、カバーを取り外します。

4. 本体から出ている接続ケーブルを ICカードリーダーの
コネクターに差し込み、ICカードリーダーに付属の連
結ケーブルで ICカードリーダーと拡張 SSDを接続し
ます。

5. ICカードリーダーの基板面を上に向け、ツメをはめ込
みます。

6. 取り外した手順と逆の手順で、ICカードリーダーのカ
バーを取り付けます。

60-136

60-141

ICカードリーダー

ハブボード

60-140
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7.イラストのように拡張 SSDのカバーのツメ 2本を本体
に差し込んでカバーを取り付けます。

8.取り外した手順と逆の手順で、カバーを取り付けます。

お使いの環境によっては、オプション品の取り付け終了後に、プリンタードライバー上
の装置構成の変更が必要な場合があります。お使いのコンピューターから、プリンター
ドライバー上の装置構成を変更してください。

装置構成を変更する（95 ページ）

拡張 PS セットの取り付け
PostScript3出力や PDFダイレクト印刷を可能にします。

取り付けにはマイナスドライバー（2番）が必要
です。あらかじめ準備してください。

• 拡張 SSD（PS/PDF 専用）を使用するには、別途 IC カードリーダーまたはハブボードが必
要です。

• 拡張 PS セットを使用するには、別途増設メモリーによるシステムメモリー拡張が必要です。
• 拡張 PS セットを取り付けた後に、本体の操作パネルで「PS」設定を有効にする必要があ
ります。

• ソフトウェアのインストール方法は、拡張 PS セット同梱の CD-ROM 内のマニュアルを参
照してください。

• 拡張 SSD（PS/PDF専用）の取付手順は、「拡張 SSDの取り付け」を参照してください。
拡張 SSD の取り付け（58 ページ）

• ICカードリーダーまたはハブボードの取付手順は、「ICカードリーダーの取り付け」を参照し
てください。

 IC カードリーダーの取り付け（56 ページ）

60-138

60-355
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カセットへの用紙セット（本体カセット／増設カセット）
カセットのガイド板を用紙サイズに合わせて（A3縦、B4縦、A4縦／横、B5縦／横、A5横、レター
縦）用紙をセットします。

1. カセットを引き出し、奥側のロックレバーの解除（ ）
側を押し、横ガイドをつまみながら用紙が入る幅に移
動します。
• 印刷中はカセットを引き抜かないでください。

2. 後ろガイドをつまみながら、セットする用紙サイズの
位置に固定します。

クリップのツメがセットする用紙サイズの位置
にあることを確認してください。

3. 用紙の開封面を上向きにしてそろえ、カセットに入れ
ます。
• 用紙は、横ガイドの▼マークより下になるようにセッ
トします。

セットできる用紙の量は、カセットの種類や用
紙の厚さによって異なります。ご注意ください。

60_030

60_031 

60_295

開封面

60_032

開封面

STEP2　用紙のセット
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4. 横ガイドをつまみながら用紙に軽く当たる位置に調節
し、ロックレバーのロック（ ）側を押して固定します。

5. カセットを奥までゆっくり差し込みます。
• カセットを勢いよく押し込むと中の用紙がずれ、斜め送りや紙づまりの原因になります。

• 他のプリンターや複写機で印刷した用紙はセットしないでください。紙づまりや故障の原因
になります。

• プリンタードライバーの設定は、操作パネルの設定メニューよりも優先されます。一
時的に特定の用紙に印刷したい場合は、プリンタードライバーの「紙種」を「厚紙」
に設定することで印刷できます。設定メニューで「紙種」を変更する必要はありません。

• 決まった給紙口に、常に特定の用紙をセットして使用する場合は、操作パネルで「紙
種」を変更してください。設定メニューが変更されている場合、プリンタードライバー
の設定は「パネル設定通り」のままで変更する必要はありません。

 管理者ガイド　設定編
（表示例）カセットに厚紙をセットしたとき

OP_043

普通紙　　　　　　　　　
カラー上質紙　　　　　　
両面用上質紙　　　　　　
厚紙　　　　　　　　　

≪カセット１紙種≫　　　　

*

60_033
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カセットへの小サイズ用紙セット
カセットにオプションの「小サイズアダプター（GE-SADP）」を取り付けて、B6、A6、はがき、
幅 182mm未満の不定形サイズ（最小幅 100mm×長さ 148mm）を給紙します。

1. カセットを引き出し、奥側のロックレバーの解除（ ）
側を押し、横ガイドをつまみながら広げます。

2. 小サイズアダプターをカセットの横ガイドと側面に接
触するように手前と奥側にセットします。

3. 用紙をそろえ、カセットの側面に触れるようカセット
の中央にセットします。

4. 横ガイドをつまみながら、用紙が左右均等に小サイズ
アダプターに挟まれる位置までゆっくりと移動します。

60_310

60_311

60_313

60_312
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横ガイドを動かしにくいときは、奥側の横ガイドを一
緒に操作するとスムーズに移動できます。

イラストのように用紙がたわんだり、カセットの側面と小サイズアダプターの間に
すきまができたときは、3.に戻って再度セットしてください。

60_314

用紙の後端が小サイズアダプターの高さを越えていた
場合は、セットする用紙枚数を減らしてください。紙
づまりの原因となります。
小サイズアダプター使用時の給紙枚数は、下記を参照
してください。

用紙の種類 紙の厚さ 用紙サイズ 給紙枚数

普通紙 64～ 94g/m2 B5縦
A5縦
B6縦
A6縦
フリー（幅 100～ 187mm×長さ 148～ 432mm）

B5縦・A5縦
470枚以下（64g/m2・高さ 40mm以下）
250枚以下（128g/m2・高さ 40mm 以下）
B6縦
410枚以下（64g/m2・高さ 35mm以下）
220枚以下（128g/m2・高さ 35mm以下）
A6縦
300枚以下（64g/m2・高さ 25mm以下）
150枚以下（128g/m2・高さ 25mm以下）

厚紙 95～ 157g/m2

はがき － はがき（100× 148mm）
往復はがき（200× 148mm）

100枚以下

60_315

50-016
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5. 後ろガイドをつまみながら、用紙にぴったり押し当て
ます。

イラストのように用紙がたわまないようにセットしてください。

60_317

6. 小サイズアダプター、カセットのガイドと用紙にすき
まがないことを確認し、ロックレバーのロック（ ）
側を押して固定します。

7. カセットを奥までゆっくり差し込みます。
• カセットを勢いよく押し込むと中の用紙がずれ、斜め送りや紙づまりの原因になります。
• 不定形サイズの用紙に印刷する手順は、下記を参照してください。

 カセットに不定形サイズの用紙をセットする（127ページ）

60_316

60_318
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手差しトレイへの用紙セット

1.手差しトレイを開けます。

A4横送り（210mm）より長い用紙をセットする時は補助
トレイを伸ばします。

特殊紙（129g/㎡以上の厚紙、ラベル紙、は
がき、封筒など）を給紙する場合は給紙圧
変更レバーを操作します。

  手差しトレイから特殊紙を給紙す
るときは…（68 ページ）

2.用紙の開封面を下向きにそろえ、手差しトレイにセッ
トします。

3.左右の横ガイドを、用紙の端にぴったり当たるように
調整します。
• 用紙は、横ガイドの▼▼マークより下になるように
セットします。

横ガイドと用紙の間にすきまがあると、斜
め送りや紙づまりの原因となります。

60_034

60_035

60_036 開封面

60_298 開封面

60_142
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• 手差しトレイに用紙が残っている場合は、用紙を補充しないでください。複数の紙が
一度に給紙され紙づまりの原因となります。用紙を補充するときは、残っている用紙
をいったん取り出して補充する用紙と一緒に揃えてから、手差しトレイにセットして
ください。

60_127

• つまっている用紙が引き抜けないときは、下記を参照してください。
 手差しトレイの紙づまり（145 ページ）
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手差しトレイから特殊紙を給紙するときは…

手差しトレイから特殊紙（129g/m2以上の厚紙、ラベル紙、はがき、封筒など）を給紙する場合は、正面側
と背面側の給紙圧変更レバーを操作します。

• 正面側と背面側の給紙圧変更レバーは、両側同じ状態で使用してください。片側が倒れ、片
側が起きている状態で給紙すると、斜行や紙づまりの原因になります。

• 特殊紙を手差しトレイから給紙する場合は、給紙圧変更レバーを倒してください。普通紙、
推奨用紙を手差しトレイから給紙する場合は、給紙圧変更レバーを起こしてください。

60_282

普通紙を給紙する場合：給紙圧変更レバーを起こす

（適応紙種）・ 普通紙（64～94g/m2）
　　　　　・ 厚紙（95～128g/m2）

60_357

特殊紙を給紙する場合：給紙圧変更レバーを倒す

（適応紙種）・ 厚紙（129～256g/m2）
・ はがき、封筒、特殊紙
・ 普通紙、厚紙で手差しトレイから
の給紙がうまくいかない用紙

• 手差しトレイを開閉すると、普通紙の状態（給紙圧変更レバーが起きている状態）に戻ります。
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本体に電源ケーブルを接続し、アース線を接続します。

• 電源コードは、本体の電源コネクターとコンセントに奥までしっかり差し込んでください。
ゆるんだ状態で使用すると、発煙や発火の原因になります。

• 電源コードは、付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを
他の製品に使用しないでください。発熱や火災の原因になります。

• アース線は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に取り付けてください。また、アー
ス線を取り外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから取り外してください。

• 本体は電源コンセントにできるだけ近い場所に設置し、異常時に電源プラグを容易に外せる
ようにしてください。

1. 本体背面のインターフェースカバーを取り外します。

2. 電源コードを、プリンター側の電源コネクターに差し
込みます。

3. アース線をアース端子に接続し、電源プラグをコンセ
ントに差し込みます。
• 本体専用のコンセント（AC100V、50/60Hz、15A以上、
アース端子付き）をご使用ください。

• 本体と同じコンセントから、他の機器（コンピュー
ターなど）の電源を取らないでください。

60_037

60_038

60_039

STEP3　電源ケーブルの接続
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本体と取り付けたオプションが正しく接続されていることを確認するため、「ステータスシート」
を印刷します。本書では、増設カセットを 1段追加して、カセット 1に「A4」用紙、カセット
2に「A3」用紙をセットした場合を例に記載します。

1. 本体の電源スイッチを ONにします。
イニシャルチェック後、印刷ができる状態に移行します。

イニシャルチェックには、若干の時間がかかります。印刷ができる状態に移行するまで、
しばらくお待ちください。

2. メニューボタンを押します。
「機能設定メニュー」が表示されます。

3.  ボタンを押して「テスト印刷・レポート」を選択
し、  ボタンを押します。

4.  ボタンを押して「機器情報印刷」を選択し、  
ボタンを押します。

5.  ボタンを押して「ステータスシート」を選択し、
（決定）ボタンを押します。

• ステータスシートが印刷されます。

テスト印刷・レポート　　
プリンター管理・調整　　
インターフェース設定　　
給紙・用紙設定　　　　　

機能設定メニュー　　　　　

OP_055

テスト印刷・レポート　　
プリンター管理・調整　　
インターフェース設定　　
給紙・用紙設定　　　　　

機能設定メニュー　　　　　

OP_055

機器情報印刷　　　　　　
機器情報表示　　　　　　
印刷枚数表示　　　　　　

［テスト印刷・レポート］　

OP_070

ステータスシート　　　　
ステータスシート・両面　
ステータスシート２　　　
カウンター情報　　　　　

≪機器情報印刷≫　　　　　

OP_071

STEP4　設定内容の確認
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60_276

☆搭載メモリー：256MB
☆ＳＳＤ装置　：未装着
☆カセット 1　  ：A4
☆カセット 2　  ：A3
☆ICｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ   ：未装着

オプションが正しく取り付けられているか確認します。

6. 印刷できる状態（印刷可ランプ点灯）に戻します。
印刷が完了したら、メニューボタンを押します。
• オンライン状態（印刷可ランプ点灯）に戻ります。

印刷できます　　　　　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　

OP_144

1A4
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本体とコンピューターをインターフェースケーブルで接続します。接続方法には、本体とコン
ピューターをネットワーク経由で接続する「LAN接続」、および本体とコンピューターを直接接
続する「USB接続」があります。

インターフェースケーブルの接続／ LAN で接続する
本体とコンピューターをネットワーク接続（LAN）する場合は、Ethernetケーブルを使用して接
続します。
• Ethernetケーブルは、市販のツイストペアケーブル（カテゴリー 5UTPを推奨）のストレート
ケーブルをご使用ください。

• 1000Base-Tをご使用の場合は、カテゴリー 5eUTPを推奨します。

1. 本体背面のインターフェースカバーを外し、LANケー
ブルを LANコネクターに差し込みます。

2. ケーブルの反対側はネットワーク（ハブなど）に接続
します。

3. インターフェースカバーを取り付けます。

4. 続けて次ページを参照し、IPアドレスを設定します。
DHCPを利用して IPアドレスを自動取得する場合は、下記を参照してプリンタードライバー
をインストールします。

 LAN 環境へのインストール（79 ページ）

HUB

60_157

60_159

STEP5　コンピューターとの接続
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IP アドレスの設定

LAN接続の場合は、本体の IPアドレスを設定します。設定後、「ネットワーク設定」を印刷し、
IPアドレスなどが正しく設定されているかを確認します。
※ DHCPを利用して IPアドレスを自動取得する場合は、この操作は不要です。
下記は IPv4の設定例です。

1. 本体の電源スイッチを ONにし、メニューボタンを押
して、オフライン状態にします。
「機能設定メニュー」が表示されます。

2.   ボタンを押して「インターフェース設定」を選
択し、  ボタンを押します。

3.   ボタンを押して「IPv4」を選択し、  ボタンを
押します。

4.   ボタンを押して「通信方法」を選択し、  ボタ
ンを押します。

5.   ボタンを押して「メモリー」を選択して、 （決
定）ボタンを押します。
• RARP、BOOTPによる自動取得を設定するときは、

  ボタンで希望の設定を選択して （決定）ボ
タンを押し、メニューボタンを押してください。

6.  ボタンを押して「IPv4」に戻り、   ボタンを押
して「IPアドレス」を選択し、  ボタンを押します。

テスト印刷・レポート　　
プリンター管理・調整　　
インターフェース設定　　
給紙・用紙設定　　　　　

機能設定メニュー　　　　　

OP_055

テスト印刷・レポート　　
プリンター管理・調整　　
インターフェース設定　　
給紙・用紙設定　　　　　

機能設定メニュー　　　　　   

OP_073

プロトコル　　　　　　　
通信速度　　　　　　　　
IPv4　　　　　　　　　　
IPv6　　　　　　　　　　

［インターフェース設定］　

OP_074

通信方法　　　　　　　　
ＩＰアドレス　　　　　　
ＤＮＳサーバー　　　　　
ＷＩＮＳサーバー　　　　

＜IPv4＞　　　　　　　　　

OP_075

メモリー　　　　　　　　
DHCP/AutoIP　　　　　　
DHCP　　　　　　　　　
BOOTP　　　　　　　　

≪通信方法≫　　　　　　　

*

OP_076

＜IPv4＞　　　　　　　　　
通信方法　　　　　　　　
ＩＰアドレス　　　　　　
ＤＮＳサーバー　　　　　
ＷＩＮＳサーバー　　　　

OP_077
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7. IPアドレスを設定します。
（1）   ボタンを押して「IP：」を選択して、  ボタ

ンを押します。

（2）   ボタンで IPアドレス（3桁）を入力し、  
ボタンを押します。

（3） 手順 (2)の操作を繰り返し、入力欄を移動しながら
IPアドレスをすべて入力します。

（4） （決定）ボタンを押します。

8. サブネットマスクを設定します。
（1）  ボタンを押します。

（2）   ボタンを押して「NM：」を選択して、  ボ
タンを押します。

（3）   ボタンでサブネットマスク（3桁）を入力し、
 ボタンを押します。

（4） 手順 (3)の操作を繰り返し、入力欄を移動しながら
サブネットマスクをすべて入力します。

（5） （決定）ボタンを押します。

9. ゲートウェイアドレスを設定します。
（1）  ボタンを押します。

（2）   ボタンを押して「GW：」を選択して、  ボ
タンを押します。

（3）   ボタンでゲートウェイアドレス（3桁）を入
力し、  ボタンを押します。

（4） 手順 (3)の操作を繰り返し、入力欄を移動しながら
ゲートウェイアドレスをすべて入力します。

（5） （決定）ボタンを押します。

（6） メニューボタンを押します。

ＩＰ : 1 6 9 . 2 4 4 . 0 0 1 . 0 0 1
ＮＭ:       0.       0.      0.     0
ＧＷ:       0.       0.      0.     0

≪ＩＰアドレス≫　　　　　
*

OP_078

ＩＰ : 1 6 9 . 2 4 4 . 0 0 1 . 0 0 1
ＮＭ : 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 0
ＧＷ:       0.       0.      0.     0

≪ＩＰアドレス≫　　　　　

*

OP_079

ＩＰ : 1 6 9 . 2 4 4 . 0 0 1 . 0 0 1
ＮＭ : 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 0
ＧＷ : 1 6 9 . 2 4 4 . 0 0 1 . 0 0 0

≪ＩＰアドレス≫　　　　　

*

OP_080
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10. 「今すぐ再起動」を選択して （決定）ボタンを押し
ます。
• 本体が再起動します。
• 本体を再起動しないと、設定した IPアドレスを反
映しません。

11. 「設定内容の確認」の手順 1～ 4と同じ手順で「機器
情報印刷」を選択し、「ネットワーク設定」を選択し
ます。

  ボタンを押して「ネットワーク設定」を選択し、
（決定）ボタンを押します。

• ネットワーク設定が印刷されます。

60_277

IPv4 address ：169.244.1.1  (Memory)
IPv4 Netmask ：255.255.255.0
IPv4 Gateway ：169.244.1.0

設定した IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを確認します。

OP_109

再起動が必要な項目が　
変更されました　　　　
今すぐ再起動　　　　　
機能設定メニューへ戻る

ネットワーク設定　　　　
≪機器情報印刷≫　　　　　

OP_072
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インターフェースケーブルの接続／ USB で接続する
本体とコンピューターを直接接続する場合は、USBケーブルを使用して接続します。
• USBケーブルはオプションの CP-CAUSBのご使用を推奨します。市販の USBケーブルを使
用する場合は、USB2.0対応のツイストペア、シールドタイプ、1.5m以内のケーブルをご使用
ください。

• 指示があるまで USB ケーブルは接続しないでください。指示がない状態で USB ケーブル
を接続すると、プリンタードライバーが正しくインストールできなくなる場合があります。
USB ケーブルは、プリンタードライバーのインストール時に接続を促すメッセージが表示
されてから接続します。

• 本体の電源は OFF にしておいてください。本体の電源が ON の状態で USB ケーブルをコン
ピューターに接続すると、プリンタードライバーが正しくインストールできなくなる場合が
あります。

1. 本体背面のインターフェースカバーを外し、USBケー
ブルを USBコネクターに差し込みます。

USBケーブルの反対側はコンピューターに
接続しないでください。

2. インターフェースカバーを取り付けます。

3. 下記を参照して、プリンタードライバーをインストールします。
 USB 環境へのインストール（86 ページ）

60_209

60_234
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本体に同梱されている CD-ROMには、ご使用いただくために必要なプリンタードライバーなど
の各種ソフトウェア、および取扱説明書が格納されています。

 取扱説明書の内容（26 ページ）

インストールの概要
製品をご使用いただくためには、プリンタードライバーのインストールが必要です。
CD-ROMをコンピューターにセットし、プリンタードライバー、およびご希望のソフトウェア
をインストールしてください。なお、コンピューターと本体の接続形態により、インストールの
操作方法が異なります。お使いの環境に合わせ、それぞれのインストール方法の説明を参照して
ください。

LAN 接続の場合

本体とコンピューターを LAN接続した環境でインストールします。
 LAN 環境へのインストール（79 ページ）

USB 接続の場合

プリンタードライバーのインストール途中で、本体とコンピューターを USBケーブルで接続し
ます。指示があるまで USBケーブルを接続しないでください。

 USB 環境へのインストール（86 ページ）

• 指示があるまで USB ケーブルは接続しないでください。指示がない状態で USB ケーブル
を接続すると、プリンタードライバーが正しくインストールできなくなる場合があります。
USB ケーブルは、プリンタードライバーのインストール時に接続を促すメッセージが表示
されてから接続します。

• 本体の電源は OFF にしておいてください。本体の電源が ON の状態で USB ケーブルをコン
ピューターに接続すると、プリンタードライバーが正しくインストールできなくなる場合が
あります。

既に設定されているポートを手動で選択する場合

あらかじめ設定されているポートを手動で選択してインストールします。
 マニュアルセットアップ（93 ページ）

STEP6　プリンタードライバーのインストール
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ソフトウェアの動作環境
CD-ROMに格納されているソフトウェアの動作環境は次のとおりです。

基本ソフト： Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Windows Server 2008
Windows Server 2012

コンピューター： IBM® PC/AT® 互換コンピューター
CPU Intel® Pentium® 4以上（1.6GHz相当以上の CPUを推奨）

メモリー： 1GB以上
ハードウェア： CD-ROMが再生できるドライブ

ハードディスクドライブ（ディスク容量：300MB以上の空き容量）
USBインターフェース
LANインターフェース
（10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-Tイーサネットポート）

ソフトウェア： Microsoft Internet Explorer® 6.0 Service Pack 1以降
Mozilla Firefox 1.5以降
.NET Framework Version 2.0以降
.NET Framework Version 2.0 Language Pack以降
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LAN 環境へのインストール
本体とコンピューターをネットワーク接続（LAN）する場合は、次の手順でプリンタードライバー、
およびご希望のソフトウェアをインストールします。

1. CD-ROMをコンピューターの CD-ROMドライブにセットします。
しばらくするとスタートアップメニュー画面が表示されます。
• 自動的にスタートアップニューが表示されない場合には、エクスプローラーなどから CD-

ROMドライブを表示し、Startup.exeを実行してください。
• Windows Vista/7の場合、左の画面が表示されること
があります。この場合は、「startup.exeの実行」をク
リックします。

• Windows 8/8.1/10の場合、左の画面が表示されるこ
とがあります。この場合は、「startup.exeの実行」を
クリックします。

2. スタートアップメニューの「セットアップ」ボタンを
クリックします。
セットアップの選択画面が表示されます。

3. インストールするソフトウェアの組み合わせを選択し
ます。
ソフトウェアの組み合わせを選択すると、インストー
ル開始の画面が表示されます。

60_0001

60_0002

60_0003

60_0004
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簡単セットアップ

次のソフトウェアが自動的にインストールされます。
• プリンタードライバー
• Copy Guard System files
• SPEEDIAマネージャー
• 簡単エコ印刷ナビ
• REPORT HOLDER for SPEEDIA
• 簡単エコ印刷プリンター
• エコログ集計ツール

標準セットアップ

「簡単セットアップ」でインストールできるソフトウェアを選択してインストールできます。 
また「親展ジョブ操作ツール」をインストールする場合も、こちらを選択します。

プリンタードライバーのみ

本体を使用するための最小限のソフトウェアがインストールされます。次のソフトウェアを選択
してインストールできます。

• プリンタードライバー
• Copy Guard System files
• SPEEDIAマネージャー

※以降の説明は、「簡単セットアップ」を選択した場合の手順を説明します。
※  Windows Vista/7/8/8.1/10をお使いの場合、インストール開始の画面が表示される前に、ユー
ザーアカウント制御画面が表示されることがあります。この場合は、「はい」をクリックするか、
または管理者アカウントのパスワードを入力してください。

60_0005
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4. 「次へ」ボタンをクリックします。
使用許諾契約の画面が表示されます。

5. ソフトウェア使用許諾契約書をお読みいただき、「同意
する」を選択して「実行」ボタンをクリックします。

6. インストール内容の確認画面が表示されます。

7. インストールするプリンターの機種を選択します。
使用するプリンター機種を選択して「次へ」ボタンを
クリックします。

8. 「ネットワークセットアップ」を選択し、「次へ」ボタ
ンをクリックします。
「近くのネットワークを検索」が実行されます。

60_0006

60_0007

60_1005

60_1004

60_0008
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ケーブルを接続した LANと無線 LANなど、複数のホ
ストアドレスがある場合は、左の画面が表示されます。
使用するプリンターが接続されているネットワークア
ドレスを選択してください。

9. 表示された一覧から、接続するプリンターを選択し、「次
へ」ボタンをクリックします。

• 使用できるプリンターが検出できない

検索後、使用するプリンターが見つか
らない場合は再度検索してください。

： 「ネットワーク検索」ダイアログボックスが表示
された場合
「アドレス選択」ボタンをクリックし、異なるア
ドレスを選択して再度検索します。

：サブネット外のプリンターを使用する場合
「マシン名または IPアドレスを指定」に、使用す
るプリンターのマシン名または IPアドレスを入
力して「検索」ボタンをクリックします。プリン
ターの IPアドレスは、「ネットワーク設定印刷」
で確認できます。印刷方法は下記を参照してくだ
さい。

 IP アドレスの設定（73 ページ）
• IPv6 でネットワークが構築されている場合
「IPv6」にチェックマークを付け、「検索」ボタン
をクリックします。

10. 設定内容を確認し、「開始」ボタンをクリックします。
設定を変更する場合は、必要に応じて項目を変更し
ます。
プリンタードライバーのインストールに続き、各種
ソフトウェアがインストールされます。

 その他のソフトウェアのインストール（85
ページ）

• 「プリンター名」に設定した名称がインストール済
みのプリンター名と重複する場合は、入力したプ
リンター名の末尾に“（コピー１）”などが付加さ
れます。

• 「ポート」は、プリンター検索で設定したポートが
表示されます。

• 「コメント」、「場所」に設定した名称は、SPEEDIA
マネージャーのプリンターリストやプリンター
フォルダー（詳細表示の場合）に表示されます。

60_0009

60_0010

60_0011
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Windows セキュリテイ／ Windows ロゴのデジタル署名の確認が表示さ
れたら

ご利用の OSによっては、ファイルのコピーが開始される前に、次の画面が表示されることがあ
ります。

Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2012 の場合

60_0012

「インストール」ボタンをクリックして、インストールを続行します。
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Windows ファイアウォールの画面が表示されたら

Windows Vista以降の OSで「Windowsファイアウォール」
を「有効」に設定している場合、SPEEDIAマネージャー
のインストール中に、「Windowsファイアウォール例外
ポート /アプリケーション追加の確認」のダイアログボッ
クスが表示される場合があります。

インストールを続行する場合は「はい」を選択します。

• 「はい」を選択してインストールを続行した場合、
Windowsファイアウォールに対して、下記の例外設
定が実行されます。
［例外ポートの設定］
名前：CAS00162/UDP
ポート番号：162（UDP）

［例外プログラムの設定］
名前：CASIO CpnmCor
パス： C : \Program F i les \CASIO\Capca l \b in \

CpnmCor.exe
パスのドライブ名は環境により異なる場合があります。
※  Windowsファイアウォールの設定で、例外設定を無
効にすることができますが、その場合本プログラム
は正常に動作しません。
※  SPEEDIAマネージャーの再インストール時は
「Windowsファイアウォール」に関する設定は行わ
れません。

• 「いいえ」を選択した場合
左のダイアログボックスが表示されます。
「はい」をクリックするとWindowsファイアウォー
ルの「例外」タブ画面に戻ります。
「いいえ」をクリックすると、インストールが中断さ
れます。

60_0014

60_0015

60_0016
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その他のソフトウェアのインストール

11. 各種ソフトウェアがインストールされます。
ひとつのソフトウェアのインストールが終了すると、
引き続き、次のソフトウェアのインストールが開始さ
れます。

• ご利用の OSによりインストールの途中でWindows
ロゴのデジタル署名確認のため、左の画面が表示さ
れることがあります。「インストール」ボタンをクリッ
クして、インストールを続行します。

 Windows セキュリテイ／ Windows ロゴのデジ
タル署名の確認が表示されたら（83 ページ）

12. セットアップの完了
表示されたメッセージに従って、次の操作をします。

再起動を促すメッセージが表示された場合

（1） 「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」を
選択して、「終了」ボタンをクリックします。

コンピューターが再起動されます。

終了を示すメッセージが表示された場合

（1） 「終了」ボタンをクリックします。

セットアップが終了します。

以上でソフトウェアのインストールは完了です。
製品をご使用になる前に、CD-ROMに収録されている各種 PDFマニュアルをよく読んでご活用
ください。

60_0017

60_0012

60_0018
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USB 環境へのインストール

• 指示があるまで USB ケーブルは接続しないでください。指示がない状態で USB ケーブル
を接続すると、プリンタードライバーが正しくインストールできなくなる場合があります。
USB ケーブルは、プリンタードライバーのインストール時に接続を促すメッセージが表示
されてから接続します。

• 本体の電源は OFF にしておいてください。本体の電源が ON の状態で USB ケーブルをコン
ピューターに接続すると、プリンタードライバーが正しくインストールできなくなる場合が
あります。

USB ケーブルを使って本体を使用する場合のご注意

• USB を使用できる OS 環境は、Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2012 がプ
レインストールされたコンピューター、またはクリーンインストールされたコンピューター
に限ります。その他の環境や、アップグレードした OS 環境では正しく動作しない場合があ
ります。

• OS の起動中や、プラグ・アンド・プレイの検索・設定中、印刷中に USB ケーブルの抜き
差しをしないでください。

• USB ケーブルを抜き差しする場合は、十分な間隔（5 秒程度）を開けてください。
• USB ハブを経由して本体とコンピューターを接続すると、正しく動作しない場合がありま
す。このようなときは、コンピューターと本体を直接接続してください。

• USB ケーブルを接続しても、コンピューターが反応しない場合には、コンピューター、本
体の順に電源を ON にして、USB ケーブルを接続し直してください。

• USB の仕様により、複数の USB デバイスを接続すると印刷速度が低下する場合があります。
• USB セットアップしたプリンターのポートを変更しないでください。同じプリンターを使
用して再度 USB セットアップを行うとプリンターを検出できなくなる場合があります。そ
の場合はプリンタードライバーをアンインストールして再度インストールしてください。

本体とコンピューターを USBで接続する場合は、次の手順でプリンタードライバー、およびご
希望のソフトウェアをインストールします。
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1. 「LAN環境へのインストール」の手順 1~7を参照して、「プリンターセットアップ方法の選択」
画面を表示します。

 LAN 環境へのインストール（79 ページ）

2. 「USBセットアップ」を選択し、「次へ」ボタンをクリッ
クします。

3. 設定内容を確認し、「開始」ボタンをクリックします。
設定を変更する場合は、必要に応じて項目を変更します。
インストールが開始されます。

• ご利用の OSによりインストールの途中でWindows
ロゴのデジタル署名確認のため、左の画面が表示さ
れることがあります。「インストール」ボタンをクリッ
クして、インストールを続行します。

 Windows セキュリテイ／ Windows ロゴのデジ
タル署名の確認が表示されたら（83 ページ）

4. 本体の電源が OFFになっていることを確認し、本体背
面に接続した USBケーブルをコンピューターの USB
ポートに接続します。

60_0019

60_0099

60_0012

60_0021
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5.本体の電源を ONにします。
各種ソフトウェアがインストールされます。

 その他のソフトウェアのインストール（85
ページ）

• 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動した
場合は、次を参照して操作してください。

• USB接続の検出画面が表示され続ける場合は、次を
参照して操作してください。

 USB 接続の検出画面が閉じないときは…
（89 ページ）

6.セットアップの完了
表示されたメッセージに従って、次の操作をします。

再起動を促すメッセージが表示された場合

（1） 「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」を
選択して、「終了」ボタンをクリックします。

コンピューターが再起動されます。

終了を示すメッセージが表示された場合

（1） 「終了」ボタンをクリックします。

セットアップが終了します。

以上でソフトウェアのインストールは完了です。
製品をご使用になる前に、CD-ROMに収録されている各種 PDFマニュアルをよく読んでご活用
ください。

60_0018
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USB 接続の検出画面が閉じないときは…

USB接続でのインストール中に、USB接続の検出画面が閉じない場合は、次の手順で処置して
ください。

プリンタードライバーのインストールが成功しなかった場
合は、プリンターフォルダーの「未指定」にアイコンが作
成されます。この場合は、次の操作でプリンタードライバー
を再インストールできます。

（1） 本体の電源が OFFになっていることを確認します。

（2） コンピューターと本体を USBケーブルで接続します。

（3） 本体の電源を ONにします。

（4） 「スタート」メニューの「デバイスとプリンター」を
クリックします。

（5） 「未指定」で、インストールするプリンターのアイコ
ンをダブルクリックします。

60_0024

60_0025

60_0026
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（6） 「ハードウェア」タブをクリックします。

（7） インストールするプリンターを選択し、「プロパティ」
ボタンをクリックします。

（8） 「全般」タブの「設定の変更」ボタンをクリックします。

60_0027

60_0028

60_0029
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（9） 「ドライバー」タブをクリックします

（10） 同梱されている CD-ROMをコンピューターの CD-
ROMドライブにセットします。

• CD-ROMをセットした直後にウィンドウが自動表
示された場合は、閉じてください。

• CD-ROMをすでにセットしている場合は、次の手
順に進んでください。

（11） 「ドライバーの更新」ボタンをクリックします。

（12） 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェア
を検索します」をクリックします。

（13） 「参照 ...」ボタンをクリックして、プリンタードライ
バーの場所を指定します。
INFファイルを選択します。
CD-ROMドライブが D:\の場合、インストールする
プリンタードライバーは下記のフォルダーに格納さ
れています。
• Windows 32bit版プリンタードライバーの場合

D:\Drivers\W2000XP
• Windows 64bit版プリンタードライバーの場合

D:\Drivers\Winx64

60_0030

60_0031

60_0032

60_0033
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（14） 「次へ」ボタンをクリックします。
プリンタードライバーのインストールが開始されま
す。

（15） 「閉じる」ボタンをクリックします。

（16） インストールが完了したらすべてのウィンドウを閉
じて CD-ROMを取り出します。

60_0034

60_0035
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マニュアルセットアップ
あらかじめ設定されているポートを、手動で選択してインストールする操作を説明します。

「簡単セットアップ」のマニュアルセットアップでは、ポートを作成することはできま
せん。下記を参照してインストールしてください。

 LAN 環境へのインストール（79 ページ）
USB 環境へのインストール（86 ページ）

1. 「LAN環境へのインストール」の手順 1~6を参照して、「プリンターセットアップ方法の選択」
画面を表示します。

 LAN 環境へのインストール（79 ページ）

2. 「マニュアルセットアップ」を選択し、「次へ」ボタン
をクリックします。

3. 「ポート」など各種項目を設定します。

4. 設定内容を確認し、「開始」ボタンをクリックします。

60_0045

60_1003

60_0046
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5. セットアップの完了
表示されたメッセージに従って、次の操作をします。

再起動を促すメッセージが表示された場合

（1） 「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」を
選択して、「終了」ボタンをクリックします。

コンピューターが再起動されます。

終了を示すメッセージが表示された場合

（1） 「終了」ボタンをクリックします。

セットアップが終了します。

以上でソフトウェアのインストールは完了です。
製品をご使用になる前に、CD-ROMに収録されている各種 PDFマニュアルをよく読んでご活用
ください。

60_0018
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装置構成を変更する

プリンタードライバーをインストールした後に下記のオプションを取り付けた場合は、プリン
タープロパティの「環境設定」タブで、「装置構成」を変更する必要があります。
• 増設カセット
• 増設メモリー
• 拡張 SSD
• ICカードリーダー
※ここでは、「増設カセット」を例に操作を説明します。

プリンタープロパティの「環境設定」タブを開き、装着したオプション品に合わせ、「装置構成」
の内容を変更します。

1. 「スタート」メニューの「デバイスとプリンター」から
「CASIO SPEEDIA GE6000」アイコンを右クリックし
て「プリンターのプロパティ」を選択します。
※操作方法は、Windowsの OSにより異なります。

2. 「環境設定」タブをクリックします。

プリンターから構成情報を取得する場合

（1） 「プリンター情報取得」ボタンをクリックします。

（2） 装着したオプション構成が、「装着済」に移動して
いるかを確認します。

（3） 「OK」ボタンをクリックします。

手動で構成を変更する場合

（1） 「装置構成」「未装着」で、「給紙装置 2」～「給紙
装置 5」のいずれかを選択し、「追加」ボタンをクリッ
クします。

（2） 「給紙装置 2」～「給紙装置 5」のいずれかが「装置
構成」「装着済」に移動します。

（3） 「OK」ボタンをクリックします。

60_1002

60_1002
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テストページを印刷する

プリンタードライバーのインストールと装置構成の変更が終了したら、プリンタープロパティの
「全般」タブでテストページの印刷を指示し、本体とコンピューターが正しく接続されているこ
とを確認します。

1. 「スタート」メニューの「デバイスとプリンター」から
「CASIO SPEEDIA GE6000」アイコンを右クリックし
て「プリンターのプロパティ」を選択します。
※操作方法は、Windowsの OSにより異なります。

2. 「テストページの印刷」ボタンをクリックします。

3. テストページが正しく印刷されたことを確認したら、
「閉じる」ボタンをクリックします。

テストページが印刷されない場合は、「STEP5」以降の
設定を再度確認してください。

60_0048

60_0049
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用紙

使用できる用紙

普通紙／厚紙
一般にページプリンター用、乾式コピー機用として販売されている上質紙、および再生紙が使用
いただけますが、より快適な印刷をするには下表の弊社推奨用紙をご使用ください。推奨用紙以
外をご使用のときは、表内に記載されているサイズおよび使用可能坪量の範囲内の中性紙を使用
してください。

表内のサイズや厚さの用紙でも、紙質などにより紙づまりが多発したり画質が低下する
ことがあります。用紙を大量に購入するときには、事前に十分テスト印刷を行い、トラ
ブルが発生しないことを確認してください。

サイズ 推奨用紙名 使用可能坪量（g/m2）

A3

B4

A4

B5

リコー マイペーパー（67g/m2）
マイリサイクルペーパー 100（69g/m2）（再生紙）

64～ 256

富士ゼロックス P紙（64g/m2）
C2（70g/m2）
J紙（82g/m2）
Ncolor 104、127、157、209（A3、A4のみ）
ロストンカラー（A3、A4のみ）（256g/m2）

A5
リコー
富士ゼロックス

マイペーパー（67g/m2）
C2（70g/m2）

129～256g/m2の厚紙はプリンターの紙送り方向に対してY目のものをご使用ください。
用紙には裁断の方向により Y目と T目があります。印刷の際は紙種を厚紙に設定して
印刷してください。

厚紙（118 ページ）

長尺紙

種類 サイズ 推奨紙名（商品コード）

長尺印刷用上質紙

297× 900mm
小林クリエイト
富士ゼロックス

長尺紙（128g/m2、157g/m2）
長尺紙（157g/m2）

297× 1200mm
キヤノンプロダクション
プリンティングシステムズ
富士ゼロックス

シルクライト（128g/m2）

長尺紙（128g/m2）

• 裁断が直角でない用紙や裁断面にバリがある用紙、および長さに対して幅が極端に狭
い用紙（90× 900mmなど）は斜め送りなど給紙不良の原因になりますので使用でき
ません。

• 長尺紙の使用方法、注意事項など詳細は下記を参照してください。
長尺紙（124 ページ）
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特殊紙（ラベル紙・はがき・封筒）
ラベル紙・はがき・封筒は、下表の弊社推奨用紙をご使用ください。

 ラベル紙（118 ページ）、はがき（120 ページ）、封筒（122 ページ）

種類 サイズ（mm） 推奨品名（商品コード） セット枚数

ラベル紙 A4（210× 297）

コクヨ　LBP-A190（ノーカット品）
コクヨ　LBP-A193（20面カット品）
コクヨ　 カラーレーザー＆インクジェット用はかどり

ラベル（10面封筒宛名用）
コクヨ　 カラーレーザー＆インクジェット用はかどり

ラベル（24面はがき宛名用）　

20枚

はがき 通常（100× 148）
往復（200× 148）

郵便はがき（往復はがきは折れ目のないもの）
30枚

封筒

長形 3号（120× 235）

長形 4号（90× 205）

ハート　ケント 80g/m2（白）長形 3号
ハート　レーザー専用封筒（白）長形 3号
ハート　ケント 80g/m2（白）長形 4号

10枚

洋形 1号（120× 176） ハート　甲陽 洋形 1号 5枚

切れ目が入っているラベル紙を使用するときは、切れ目の上（図
の点線部分）に印刷しないでください。印刷中にラベルが剥がれ、
本体内部に貼り付いて紙づまりや故障の原因になるときがあり
ます。

特殊紙使用上のご注意

• ラベル紙・はがきはカールしていないものをご使用ください。
• 往復はがきは中央に折り目のないものをご使用ください。
• 特殊紙の印刷品質は、推奨している普通紙の印刷品質より劣ることがあります。
• 特殊紙に印刷するときには、複数枚が付着しないようによくさばいてください。
• 封筒はシワが発生することがあります。

60_122

60_121
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使用できない用紙
下記のような普通紙や特殊紙をお使いになると、紙づまり・画質低下や故障などの原因となりま
すので使用しないでください。
• カラーインクジェット用紙
• コシの強い用紙
• コシの弱い用紙
• 紙粉やパウダーが付着した用紙
• 厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
• 本製品や他のプリンターで一度印刷された用紙（両面印刷装置による両面印刷は可）
• コピー機で印刷済みの用紙
• シワや折れ、破れのある用紙
• ミシン目のある用紙、穴あき用紙
• 湿っている用紙、濡れている用紙
• カールしている用紙、静電気で密着している用紙
• 貼り合わせた用紙、ノリのついた用紙
• 表面に特殊コーティングした用紙、表面加工したカラー用紙
• 熱で変質するインクを使って印刷されている用紙、変質しやすい用紙
• 感熱用紙
• カーボン紙
• 酸性紙（酸性紙を長期間使用すると、ドラム表面が劣化して印刷がうすくなります。）
• ホチキス、クリップ、リボン、テープなどがついた用紙
• ざら紙や繊維質の用紙など、表面が滑らかでない用紙
• 凹凸や留め金や透明な窓のある封筒
• 台紙全体がラベルで覆われていないラベル用紙

× 使用できません

ツルツルした台紙

○ 使用できます

全面ラベル紙
60_123
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用紙の保管
用紙特性を維持し紙づまりの低減や印字品質を維持するため、用紙保管について以下に注意して
正しく保管してください。

用紙保管上のご注意

• 開封後、残りの用紙は購入時の包装紙で包装し、キャビネットの中など湿気の少ない場所で保
管してください。

• 週末や長期休暇などでしばらく印刷を行わない場合は、カセットから用紙を取り出して包装紙
に包んで密閉して保管してください。

• 折れ・しわ・カールなどがつかないように、立て掛けずに水平で平らな場所に保管してください。
• 直射日光や空調の温（冷）風の当たらない、湿気の少ない場所に保管してください。

60_124

防湿処理された包装紙を
使用する

ダンボール箱に入れる

使用する量だけ取り出す

テープなどで固定する

すぐに使用しない用紙は
再包装する

a）常温常湿度から高温高湿度に搬入すると波打ち
が発生します。ダンボールケースのまま搬入し
十分なじませてからご使用ください。

b）常温常湿度から低温低湿度に搬入したときは、
すぐに使用せず十分なじませてご使用ください。

再包装

なじませる時間の目安

温度差 5℃ 10℃ 20℃
段ボールケース単位 6時間 12時間 24時間
用紙パック単位 6時間 12時間 12時間
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用紙のセットと給紙の注意

紙質や用紙の保管状況に
より、紙づまりが多発し
たり画質が低下すること
があります。

給紙装置に表示している
上限枚数以上の用紙を
セットしないでくださ
い。紙づまりの原因にな
ります。

用紙を大量に購入すると
きには、事前に十分テス
ト印刷を行い、トラブル
が発生しないことを確認
してください。

異なる種類、サイズの用
紙を混在してセットしな
いでください。

他のプリンターや複写機
で印刷した用紙は使用し
ないでください。故障の
原因になります。

手差しトレイで給紙がう
まくいかない場合は、給
紙圧変更レバーを操作し
てください。

カセット、手差しトレイ
に用紙が残った状態で
用紙を補充しないでく
ださい。

カセットを勢いよく押
し込んだり、手差しトレ
イを乱暴に扱わないで
ください。ガイドがずれ
て給紙できないことが
あります。
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紙種別給紙口一覧表
紙種 用紙の厚さ（g/m2）

給紙口
両面印刷

手差しトレイ 本体カセット・増設カセット
普通紙 64～ 69 ○ ○ ○
再生紙・カラー上質紙 70～ 80 ○ ○ ○
両面用上質紙 81～ 94 ○ ○ ○
厚紙 95～ 128 ○ ○ ○
厚紙 2 129～ 199 ○ ○ ×
ごく厚紙 200～ 256 ○ ○ ×
はがき － ○ ○※ ×
封筒 － ○ × ×
ラベル紙 － ○ × ×
ラベル紙（厚手） － ○ × ×
耐水紙 － ○ × ×

※ オプションの小サイズアダプター使用時のみ使用可能

紙種別印刷速度一覧表
紙種 用紙の厚さ（g/m2）

プリント速度（ppm/ipm）
片面印刷時 両面印刷時

普通紙 64～ 69 38.7 34.7
再生紙・カラー上質紙 70～ 80 38.7 34.7
両面用上質紙 81～ 94 32.4 29.0
厚紙 95～ 128 25.6 22.9
厚紙 2 129～ 199 25.6 －
ごく厚紙 200～ 256 15.4 －
はがき － 15.4 －
封筒 － 15.4 －
ラベル紙 － 15.4 －
ラベル紙（厚手） － 10.3 －
耐水紙 － 15.4 －
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用紙の両面に印刷できます。
Adobe Readerでの印刷画面を例に説明しています。

写真など濃度が高い画像をうすい用紙の両面に
印刷すると裏写りしやすくなります。厚手の用
紙を使って印刷することをおすすめします。

1. 次の手順で、プリンタードライバーのプロパティ画面
を表示します。

（1） 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。

（2） 「プリンター」から「CASIO SPEEDIA GE6000」を
選択します。

（3） 「プロパティ」ボタンをクリックします。

2. 「基本設定」タブ画面で「両面印刷」にチェックマーク
を付け、とじる方向（表と裏の印刷方向）を選択します。
• とじる方向は、長辺とじ・短辺とじ・左とじ・上と
じ・右とじ・下とじがあります。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。

60_152

長辺とじ

短辺とじ

短辺とじ

長辺とじ

60_150

60_0050

60_0051

両面印刷
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• 「．．．」ボタンをクリックすると、「両面印刷の設定」
ダイアログボックスが表示されます。このダイアロ
グボックスで両面印刷の印刷方法を変更できます。

設定内容については、プリンタードライ
バーのヘルプを参照してください。

3. 「OK」ボタンをクリックします。

4. 「印刷」ボタンをクリックします。
印刷が開始されます。

60_0052

60_0053

60_0054
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部単位ごとにソートして複数部数を印刷できます。
Adobe Readerでの印刷画面を例に説明しています。

• 印刷部数はアプリケーション側で設定してください。アプリケーション側に設定がな
いときはプリンタードライバー側で設定します。

• 本体に拡張 SSDを装着すると、コンピューターからのデータ出力時間が短縮され、
より高速で印刷できます。

• 部単位印刷は、プリンターフォルダーから開く「環境設定」－「動作設定」の設定内
容で動作が異なります。必要に応じて設定してください。設定を変更すると、アプリ
ケーション側の設定方法も変わりますので注意が必要です。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。

1. 次の手順で、プリンタードライバーのプロパティ画面
を表示します。

（1） 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。

（2） 「プリンター」から「CASIO SPEEDIA GE6000」を
選択します。

（3） 「プロパティ」ボタンをクリックします。

2. 「基本設定」タブ画面で「部単位」にチェックマークを
付けて、「OK」ボタンをクリックします。

3. 「部数」を入力し、「部単位で印刷」にチェックマーク
が付いていることを確認して「印刷」ボタンをクリッ
クします。

60_0050

60_0055

60_1006

部単位印刷…複数部数の印刷を部単位ごとにソートして印刷する
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複数ページのデータを 1枚の用紙に印刷できます。
• プリンタードライバーのプロパティ画面で、用紙イ
メージを確認しながら設定を変更できます。

• 9ページを縮小して 1枚の用紙に入れたり、印刷用
紙に長尺紙を使って、A4の原稿を実寸のまま 4ペー
ジ分並べて 1枚の用紙に印刷することもできます。

Adobe Readerでの印刷画面を例に説明しています。

1. 次の手順で、プリンタードライバーのプロパティ画面
を表示します。

（1） 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。

（2） 「プリンター」から「CASIO SPEEDIA GE6000」を
選択します。

（3） 「プロパティ」ボタンをクリックします。

2. 「基本設定」タブ画面で「マルチページ」にチェックマー
クを付け、「2page合成」、「4page合成」、または「自
由合成」を選択します。

60_154

60_0050

60_0056

マルチページ「合成」…複数のページを 1枚の用紙にまとめて印刷する
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• 「．．．」ボタンをクリックすると、「マルチページの
設定」ダイアログボックスが表示されます。このダ
イアログボックスでページの配置を変更できます。 
「自由指定」アイコンをクリックすると、開き方やま
とめ方を指定して、さらに多くのページを合成でき
ます。

設定内容については、プリンタードライ
バーのヘルプを参照してください。

3. 「OK」ボタンをクリックします。

4. 「印刷」ボタンをクリックします。
印刷が開始されます。

60_0057

60_0058

60_0054



109

プ
リ
ン
タ
ー
の
基
本
操
作

1枚の用紙に複数のページをまとめ、製本できるように
ページを配置して印刷できます。
Adobe Readerでの印刷画面を例に説明しています。

1. 次の手順で、プリンタードライバーのプロパティ画面
を表示します。

（1） 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。

（2） 「プリンター」から「CASIO SPEEDIA GE6000」を
選択します。

（3） 「プロパティ」ボタンをクリックします。

2. 「基本設定」タブ画面で「マルチページ」にチェックマー
クを付け、「製本綴じ」、「週刊誌綴じ」、または「自由
BOOK合成」を選択します。

確認ダイアログボックスが表示されます。

60_0050

60_0059

60_160

製本綴じ 週刊誌綴じ

マルチページ（製本綴じ／週刊誌綴じ）…本のように印刷する
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3. 「OK」ボタンをクリックします。
• 「製本綴じ」、「週刊誌綴じ」、「自由 BOOK合成」を
設定すると、自動的に両面印刷が設定されます。

• 「．．．」ボタンをクリックすると、「マルチページの設
定」ダイアログボックスが表示されます。このダイ
アログボックスでページの配置を変更できます。「自
由指定」アイコンをクリックすると、開き方やまと
め方を指定して、さらに多くのページを BOOK合成
できます。

設定内容については、プリンタードライ
バーのヘルプを参照してください。

4. 「OK」ボタンをクリックします。

5. 「印刷」ボタンをクリックします。
印刷が開始されます。

6. 印刷された用紙を製本します。
• 製本綴じのとき：印刷された用紙を 1枚ずつ折り、
ホッチキスで留めます。

• 週刊誌綴じのとき：印刷された用紙をまとめて折り、
ホッチキスで留めます。

• 週刊誌綴じのとき、印刷枚数が多いと用紙を折りづ
らくなります。このような場合は、手順 3で「自由
指定」ボタンをクリックすると 1束としてまとめる
用紙の枚数を設定できます。

60_0060

60_0061

60_0062

60_0054
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1ページを模造紙大の大きさに拡大し、分割して印刷でき
ます。分割した画像が複数の用紙に分割して印刷されます。
印刷後に用紙を貼り合わせてください。

• プリンタードライバーのプロパティ画面で、用紙イ
メージを確認しながら設定を変更できます。

• 用紙 9枚を使って 9倍の大きさに拡大したり、印刷
用紙に長尺紙を使って、模造紙大の大きさに印刷す
ることもできます。

• 長尺紙（297mm× 900mm）を横向きに置き、縦に
4枚並べて貼り合わせることで、模造紙（790mm×
1083mm）を超える大きさを実現できます。

• 一定の拡大率を超えるとWindows側の処理能力を超
え、拡大部分の劣化が目立つようになります。

Adobe Readerでの印刷画面を例に説明しています。

1. 次の手順で、プリンタードライバーのプロパティ画面
を表示します。

（1） 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。

（2） 「プリンター」から「CASIO SPEEDIA GE6000」を
選択します。

（3） 「プロパティ」ボタンをクリックします。

2. 「基本設定」タブ画面で「マルチページ」にチェックマー
クを付け、「2page分割」、「4page分割」、または「自
由分割」を選択します。

60_155

60_0050

60_0063

マルチページ「分割」…模造紙大まで拡大して印刷する
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• 「．．．」ボタンをクリックすると、「マルチページの
設定」ダイアログボックスが表示されます。このダ
イアログボックスでページの配置を変更できます。 
「自由指定」アイコンをクリックすると、用紙方向や
分割数を指定できます。

設定内容については、プリンタードライ
バーのヘルプを参照してください。

3. 「OK」ボタンをクリックします。

4. 「印刷」ボタンをクリックします。
印刷が開始されます。

5. 印刷された用紙を貼り合わせます。

60_0064

60_0097

60_0054
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印刷開始直後に、指定した部数の印刷を開始せず先に 1部のみを印刷し、内容を確認してから残
り部数の印刷、または取り消しをプリンターで操作することができます。
この機能は、拡張 SSDが装着時のみ使用できます。
Adobe Readerでの印刷画面を例に説明しています。

プリンタードライバーのイントール後に、「環境設定」タブの「装置構成」で拡張 SSD
を設定しておく必要があります。次を参考にして、装置構成を設定してください。

 拡張 SSD の取り付け（58 ページ）

アプリケーションから印刷するときに、プリンターのプロパティで「試し刷り印刷」を設定します。

1. 次の手順で、プリンタードライバーのプロパティ画面
を表示します。

（1） 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。

（2） 「プリンター」から「CASIO SPEEDIA GE6000」を
選択します。

（3） 「プロパティ」ボタンをクリックします。

2. 「拡張設定」タブをクリックし、「ドライバー機能オプ
ション」ボタンをクリックします。

3. 「試し刷り」にチェックマークを付け、「一時保存する」
または「一時保存しない」を選択します。

60_0050

60_0065

60_0066

試し刷り印刷
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• 一時保存する
すぐに印刷されず、印刷データは本体の拡張 SSDに
保存されます。本体の操作パネルのボタンを押して
ユーザーを選択し （決定）ボタンを押すと、1部目
の印刷が開始され、その後印刷が中断します。本体
の操作パネルから印刷開始を指示すると、残りの部
数の印刷が再開されます。

• 一時保存しない
1部目の印刷が終了すると、印刷が中断します。本体
の操作パネルから印刷開始を指示すると、残りの部
数の印刷が再開されます。

• 「設定」ボタンをクリックすると「試し刷り印刷の設
定」ダイアログボックスが表示されます。このダイ
アログボックスで残り部数の印刷待ち時間を設定で
きます。出荷時デフォルトでは、1部目の印刷後 120
秒以内に （決定）ボタンを操作しないと、残り部
数の印刷データが削除されるように設定されていま
す。

4. 「基本設定」タブ画面で印刷部数を設定し、「OK」ボタ
ンをクリックします。

5. 「印刷」ボタンをクリックします。
印刷が開始されます。

60_0065

60_0098

60_1001
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6. 「一時保存しない」を選択した場合

1部目の印刷が終了すると、本体の表示パネルにイラ
ストのようなメッセージが表示されます。残りの部数
を印刷するときは、 （決定）ボタンを押します。

「一時保存する」を選択した場合

（1） 表示パネルにイラストのようなメッセージが表示さ
れ、印刷データは拡張 SSDに保存されます。

（2） 保存後、表示パネルは通常表示になり「ジョブ選択」
が表示されます。  ボタンを押してリストを表示さ
せます。

（3） ボタンでファイルを選択し、 （決定）ボタ
ンを押します。

（4） 再度 （決定）ボタンを押すと 1部目の印刷が開
始されます。

（5） 1部目を印刷後、表示パネルにイラストのようなメッ
セージが表示されます。残りの部数を印刷するとき
は、 （決定）ボタンを押します。

試し刷り　残り部数　４　　
[USER001]試：取扱説明書
　：印刷キャンセル　　　　
　：印刷継続　　　　　　　

OP_090

OP_154

試し刷り　一時保存中です　
[USER001]試：取扱説明書

1A4

OP_150

印刷できます　　　　　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　

1A4

ジョブ選択

OP_153

USER001　　　　　002/002
すべて　　　　　　　　　　
試 :取扱説明書 .pdf　　　　

　ファイル選択　　　　　　

OP_151

試:取扱説明書.pdf　　　　　

　　　で削除　　で印刷　　

印刷又は削除　　　　　　　

試し刷り　残り部数　４　　
[USER001]試：取扱説明書
　：印刷キャンセル　　　　
　：印刷継続　　　　　　　

OP_090

[USER001]試：取扱説明書
004/005枚　　　　　0分 6秒
カセット１　　　　　　　　
Ａ４　　　　　　　　　　　
普通紙　　　　　　　　　　

OP_155
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ラベル紙、厚紙、はがき、封筒などの特殊紙は手差しトレイにセットして印刷します。

• 特殊紙の印刷時、用紙によっては不快に感じる臭いが発生する場合があります。狭い部屋で
長時間使用したり大量の印刷を行うときは、換気や通風を十分に行ってください。

• 特殊紙の印刷品質は普通紙より悪いことがあり、紙づまりや白抜けが発生しやすくな
ります。本製品に適さない特殊紙も多くありますので、弊社推奨紙の使用をおすすめ
します。

用紙（98 ページ）
• 用紙を大量に購入するときは、事前に十分テスト印刷を行いトラブルが発生しないこ
とを確認してください。

• 特殊紙に両面印刷はできません。
• はがき・封筒は、印刷できる用紙の面や向きが決まっています。それ以外の向きにセッ
トすると画像トラブルやシワが発生しやすくなります。

• アプリケーションによっては、印刷の位置や向きが合わないことがあります。必ず同
じサイズの普通紙で試し印刷してください。合わないときは、プリンタードライバー
のリバース印字機能（印刷の向きを 180°回転する）を使って修正してください。（給
排紙タブ画面の「排紙のオプション」で設定）

特殊紙の印刷
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手差しトレイから特殊紙を給紙するときは…
手差しトレイから特殊紙（129g/m2以上の厚紙、ラベル紙、はがき、封筒など）を給紙する場合は、
正面側と背面側の給紙圧変更レバーを操作してください。

• 正面側と背面側の給紙圧変更レバーは、両側同じ状態で使用してください。片側が倒れ、片
側が起きている状態で給紙すると、斜行や紙づまりの原因になります。

• 特殊紙を手差しトレイから給紙する場合は、給紙圧変更レバーを倒してください。普通紙、
推奨用紙を手差しトレイから給紙する場合は、給紙圧変更レバーを起こしてください。

60_282

普通紙を給紙する場合：給紙圧変更レバーを起こす

（適応紙種）・ 普通紙（64～94g/m2）
　　　　　・ 厚紙（95～128g/m2）

60_357

特殊紙を給紙する場合：給紙圧変更レバーを倒す

（適応紙種）・ 厚紙（129～256g/m2）
・ はがき、封筒、特殊紙
・ 普通紙、厚紙で手差しトレイから
の給紙がうまくいかない用紙

• 手差しトレイを開閉すると、普通紙の状態（給紙圧変更レバーが起きている状態）に戻ります。
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ラベル紙
ラベル紙に印刷する場合は、本体とプリンタードライバーの設定を、次のように設定します。
• 用紙厚が 129g/㎡以上の場合は、本体の給紙圧変更レバーを倒します。

 手差しトレイから特殊紙を給紙するときは…（117 ページ）
• プリンタードライバーを設定します。
「給排紙」タブ画面で「紙種」を「ラベル紙」「ラベル紙（厚手）」に設定します。

• ラベル紙はカールしていないものを使用してください。
• ラベル紙はイラストのように数回さばいて、貼り付きを
完全に取ってからセットしてください。

厚紙
厚紙に印刷する場合は、本体とプリンタードライバーの設定を、次のように設定します。
• 用紙厚が 129g/㎡以上の場合は、本体の給紙圧変更レバーを倒します。

 手差しトレイから特殊紙を給紙するときは…（117 ページ）
• プリンタードライバーを設定します。
・ 95～ 128g/㎡の厚紙に印刷するとき ：「紙種」を「厚紙」に設定します。
・ 129～ 199g/㎡の厚紙に印刷するとき：「紙種」を「厚紙 2」に設定します。
・ 200～ 256g/㎡の厚紙に印刷するとき：「紙種」を「ごく厚紙」に設定します。

• 「普通紙」モードのまま印刷すると、白地の部分が汚れたり、指でこすると印刷がか
すれることがあります（「厚紙」、「厚紙 2」、「ごく厚紙」モードの印刷速度は「普通紙」
より遅くなります）。

• カラー印刷時に、使用する用紙の紙質や印字率などによっては 95～ 128g/m2の厚紙
を「厚紙」モードで印刷すると指でこすると印刷がかすれることがあります。このよ
うなときは、「厚紙 2」モードに設定してください。

Adobe Readerでの印刷画面を例に説明しています。

60_122
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1. 次の手順で、プリンタードライバーのプロパティ画面
を表示します。

（1） 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。

（2） 「プリンター」から「CASIO SPEEDIA GE6000」を
選択します。

（3） 「プロパティ」ボタンをクリックします。

2. 「給排紙」タブをクリックします。

3. 「紙種」を次のように設定して、「OK」ボタンをクリッ
クします。
• ラベル紙に印刷するとき
「紙種」で「ラベル紙」を選択します。

「紙種」を「ラベル紙」で選択して印刷し
た結果、指でこすると印刷がかすれる場
合は「ラベル紙（厚手）」を選択し印刷し
てください。

• 95～ 128g/m2の厚紙に印刷するとき
「紙種」で「厚紙」を選択します。

• 129～ 199g/m2の厚紙に印刷するとき
「紙種」で「厚紙 2」を選択します。

• 200～ 256g/m2の厚紙に印刷するとき
「紙種」で「ごく厚紙」を選択します。

4. 「印刷」ボタンをクリックします。
印刷が開始されます。

60_0050

60_0068

60_0054
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はがき
はがきや往復はがきに印刷する場合は、本体とプリンタードライバーの設定を、次のように設定します。
• 用紙厚が 129g/㎡以上の場合は、本体の給紙圧変更レバーを倒します。

手差しトレイから特殊紙を給紙するときは…（117 ページ）
• プリンタードライバーを設定します。
・ 「給排紙」タブ画面で「紙種」を「はがき」に設定します。
・ 「基本設定」タブ画面で「用紙サイズ」を「はがき」または「往復はがき R」に設定します。

• 往復はがきは中央に折り目が入っていないものを使用してください。
• 実際のはがき用紙に印刷する前に同じサイズの用紙で試し印刷して、印刷位置などを
確認してください。
次のようなはがきには印刷できません。
• 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がついているはがき
• インクジェットプリンター専用のはがき
• 一度印刷したはがき
• 表面加工されたはがき
• 表面に凹凸があるはがき

• 再生紙で作られたはがきについて（年賀状やかもめーるなど）
再生紙で作られたはがきは、紙粉（用紙の白い粉）などの影響により正しく印刷でき
ない場合があります。そのような場合は、紙粉をはたき落とし反りやバリを取ってご
使用ください。紙粉やバリの付いたはがきを大量に使用すると、画像汚れや故障の原
因になる場合があります。

Adobe Readerでの印刷画面を例に説明しています。

1.手差しトレイにはがき、または往復はがきをセットし
ます。
はがき

印刷する面を下向きにして、手差しトレイにセットし
ます。一度にセットできるのは 30枚までです。

往復はがき

印刷する面を下向きにして、手差しトレイにセットし
ます。一度にセットできるのは 30枚までです。

60_056

60_057
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2. 次の手順で、プリンタードライバーのプロパティ画面
を表示します。

（1） 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。

（2） 「プリンター」から「CASIO SPEEDIA GE6000」を
選択します。

（3） 「プロパティ」ボタンをクリックします。

3. 「基本設定」タブ画面の「用紙サイズ」で、「はがき（100
× 148mm）」または「往復はがきＲ（200× 148mm）」
を選択します。

4. 「給排紙」タブをクリックします。

5. 「給紙」の「位置」で「手差し」を、「紙種」で「はがき」
を選択して「OK」ボタンをクリックします。

6. 「印刷」ボタンをクリックします。
印刷が開始されます。

60_0069

60_0070

60_0071

60_0072
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封筒
封筒に印刷する場合は、本体とプリンタードライバーの設定を、次のように設定します。
• 用紙厚が 129g/㎡以上の場合は、本体の給紙圧変更レバーを倒します。

 手差しトレイから特殊紙を給紙するときは…（117 ページ）
• プリンタードライバーを設定します。
・ 「給排紙」タブ画面で「紙種」を「封筒」に設定します。
・ 「基本設定」タブ画面で、「用紙サイズ」を「長形 3号」「長形 4号」または「洋形 1号」に設
定します。

• 封筒の種類やサイズ、印刷時の状況によってはしわが発生する場合があります。
• 洋形 1 号などのフラップを折り返した状態で給紙する封筒は、フラップの状態により印字位
置の精度が他の封筒より悪くなる場合があります。

• 封筒の裏面には印刷できません。紙づまりの原因になります。
次のような封筒には印刷できません。紙づまりや故障の原因になります。
• 開封口にのりが付いている封筒
• 窓付き、留め金付き、ファスナー付きなどの封筒
• 箔押し、エンボスなどの表面加工された封筒
• 大きく反った封筒
• 二重（内張りがある）封筒

Adobe Readerでの印刷画面を例に説明しています。

1. 封筒をイラストの向きにセットします。
長形 3号・4号

印刷する面を下向きにして、開封口を開けてセットし
ます。一度にセットできるのは 10枚以下です。

洋形 1号

印刷する面を下向きにして、開封口を閉じてセットし
ます。一度にセットできるのは 5枚以下です。

60_058

60_059
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2. 次の手順で、プリンタードライバーのプロパティ画面
を表示します。

（1） 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。

（2） 「プリンター」から「CASIO SPEEDIA GE6000」を
選択します。

（3） 「プロパティ」ボタンをクリックします。

3. 「基本設定」タブ画面の「用紙サイズ」で、「長形 3号（120
× 235mm）」、「長形 4号（90× 205mm）」、または「洋
形 1号（120× 176mm）」選択します。

4. 「給排紙」タブをクリックします。

5. 「給紙」の「位置」で「手差し」を選択し、「紙種」に「封
筒」が選択されていることを確認して「OK」ボタンを
クリックします。

6. 「印刷」ボタンをクリックします。
印刷が開始されます。

60_0073

60_0074

60_0075

60_0076
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長尺紙
長尺紙（長辺の長さが 432㎜より長い紙）に印刷する場合は、本体とプリンタードライバーの設
定を、次のように設定します。
• 用紙厚が 129g/㎡以上の場合は、本体の給紙圧変更レバーを倒します。

手差しトレイから特殊紙を給紙するときは…（117 ページ）
• プリンタードライバーを設定します。
・  「給排紙」タブ画面で「紙種」を次のように設定します。 

128g/㎡の長尺紙に印刷するとき：「紙種」を「厚紙」に設定します。 
157g/㎡の長尺紙に印刷するとき：「紙種」を「厚紙 2」に設定します。

・ 「基本設定」タブ画面で、「用紙サイズ」を「長尺 900（297× 900㎜）」または「長尺 1200（297
× 1200㎜）」に設定します。

• 印刷できる長尺紙は最大 297× 1200mm、厚さ 157g/m2（用紙長 1200mmの場合は
128g/m2まで）です。

• 裁断が直角でない、裁断面にバリがあるなどの用紙は使用できません。
• 使用する長尺紙の用紙サイズ（任意の用紙サイズ）が、アプリケーションで設定でき
ないときは印刷できません。アプリケーションによっては用紙サイズが設定できても
正しく印刷できないことがあります。

• 長尺紙の印刷は大量のデータを処理するため、本体の標準メモリー（256MB）では不
足して印刷が極端に遅くなったり印刷できないことがあります。メモリーを増設する
と、改善されることがあります。

• 長尺紙は用紙ずれが発生しやすいため、用紙端からの余白を十分（先端および左右
10mm以上、後端 20mm以上）とって印刷してください。

10mm

10mm

10mm

10mm

20mm

60_162

• 印字率が高い（ベタ部分が多い）画像を印刷すると、トナーの供給が遅れ印刷途中か
らかすれることがあります。このようなときはベタ部分を網かけにしたり、色をうす
くするなどの処理をして低い印字率で印刷してください。

Adobe Readerでの印刷画面を例に説明しています。
わずかな斜め送りでも、用紙の後半になるほど大きくずれて紙づまりすることがあります。用紙
をまっすぐにセットすることに注意してください。
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1. 次の手順で、プリンタードライバーのプロパティ画面
を表示します。

（1） 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。

（2） 「プリンター」から「CASIO SPEEDIA GE6000」を
選択します。

（3） 「プロパティ」ボタンをクリックします。

2. 「基本設定」タブ画面の「用紙サイズ」で、「長尺 900（297
× 900mm）」、または「長尺 1200（297× 1200mm）」
を選択します。
確認ダイアログボックスが表示されます。

3. 「OK」ボタンをクリックします。
• 自動的に「解像度」が「300dpi」に設定されます。 
「詳細設定」ボタンをクリックして「解像度」を
「600dpi」に設定できますが、標準メモリー 256MB
では「メモリーが足りません」のエラーメッセージ
が表示される場合があります。

4. 「給排紙」タブをクリックします。

5. 「給排紙」の「位置」で「手差し」を選択し、「紙種」
で用紙の種類や厚さを選択して「OK」ボタンをクリッ
クします。

6. 「印刷」ボタンをクリックします。

60_0077

60_0078

60_0080

60_0081

60_0082
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7. 本体の表示パネルに左のメッセージが表示されたら、
次の手順で長尺紙をセットします。

長尺紙は 1枚ずつセットします。複数枚を同時
にセットしないでください。

（1） 手差しトレイを開いて、補助トレイを伸ばします。

（2） 印刷面を下向きにして長尺紙を 1枚セットします。

（3） 左右の横ガイドを、長尺紙の端にぴったりと当たる
ように調整します。

（4） 長尺紙がまっすぐ入るよう差し込み、用紙が落ちな
いよう手で支えます。

印刷が開始されます。

複数枚の用紙をセットする場合は、オプション
の「長尺紙ガイド」を使用してください。

• 引き込まれる用紙の両端で手を切らないよう注意してください。

OP_044

長尺1200の用紙が　　　　　
ありません　　　　　　　　
手差しトレイ　　　　　　　

お助け

60_143

60_144

60_145

60_060
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不定形サイズの用紙
不定形サイズの用紙は長さが 432mm以下の用紙です。ここでは、不定形サイズの用紙を、カセッ
ト、または手差しトレイにセットし、プリンタードライバー上で「不定形サイズ」を設定して印
刷する手順を説明します。

• 432mmより長い用紙は「長尺紙」と呼んで区別しています。長尺紙に印刷したい場
合は、下記を参照してください。

 長尺紙（124 ページ）
• 常に不定形サイズに印刷する場合は、Webブラウザーでユーザー定義用紙を登録し
てください。

 不定形サイズの用紙に印刷する：継続的に使用する場合（131 ページ）
• 給紙がうまくいかない場合は、給紙圧変更レバーを操作してください。

 手差しトレイから特殊紙を給紙するときは…（117 ページ）

カセットに不定形サイズの用紙をセットする

1. 用紙をそろえて印刷する面を上向きにしてカセットに入れます。

2. 横ガイドと後ろガイドを調節して、カセットを奥までゆっくり差し込みます。
用紙ガイドの操作については下記を参照してください。

 カセットへの用紙セット（本体カセット／増設カセット）（61 ページ）

横ガイドと後ろガイドが固定できないサイズの用紙は使用できません。

手差しトレイに不定形サイズの用紙をセットする

1. 手差しトレイを開けます。

2. A4横送り（210mm）より長い用紙をセットするときは補助トレイを伸ばします。

3. 印刷する面を下向きにして用紙をセットし、横ガイドを用紙に軽く当たる位置に調整します。
セットできる用紙の枚数は横ガイドの▼▼マークより下までです。

 手差しトレイへの用紙セット（66 ページ）

横ガイドと用紙の間にすきまがあると、斜め送りや紙づまりの原因となります。
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不定形サイズの用紙に印刷する：一時的に使用する場合
プリンタードライバーのプロパティ画面で、「ユーザー定義用紙サイズ」を設定し、不定形サイ
ズをセットした給紙口から印刷します。
Adobe Readerでの印刷画面を例に説明しています。

OSやアプリケーションによっては不定形サイズがサポートされていないものがありま
す。各 OSやアプリケーションのマニュアルを参照してください。

1. 次の手順で、プリンタードライバーのプロパティ画面
を表示します。

（1） 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。

（2） 「プリンター」から「CASIO SPEEDIA GE6000」を
選択します。

（3） 「プロパティ」ボタンをクリックします。

2. 「拡張設定」タブをクリックします。

3. 「ユーザー定義用紙の登録」ボタンをクリックします。

4. 次の手順で、ユーザー定義サイズを登録します。
（例）224mm× 340mmの「半紙のし」を登録する場合

（1） 「登録済み用紙」から「**未登録 1**」を選択します。

（2） 「登録用紙名」に用紙名「半紙のし」を入力します。

60_0083

60_0084

60_0085
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（3） 「用紙サイズ」に、幅「224㎜」と長さ「340㎜」を
入力します。

• X:用紙の幅です。

プリンターの用紙給紙方向（用紙が進む方向）に
対し、垂直方向の長さです。

• Y:用紙の長さです。

プリンターの用紙給紙方向（用紙が進む方向）に
対し、水平方向の長さです。

（4） 「用紙登録実行」ボタンをクリックします。

（5） 「OK」ボタンをクリックします。

5. 「基本設定」タブをクリックします。
6. 「用紙サイズ」に手順 4.で登録した用紙名「半紙のし」
が表示されていることを確認して「OK」ボタンをクリッ
クします。

7. 「印刷」ボタンをクリックします。

X：幅

Y：長さ

60_156

60_0086

60_0087

60_0089
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本体の表示パネルにイラストのようなメッセージが表
示されます。

8.  ボタンを押して「お助け」メニューを表示します。
 ボタンで「給紙口を変更して印刷」を選択し、

（決定）ボタンを押します。

9.  ボタンで印刷用紙をセットする給紙口を選択し、
（決定）ボタンを押します。

ここでは「手差しトレイ」を選択します。

10.  ボタンで「指定用紙サイズ」を選択し、 （決定）
ボタンを押します。
指定用紙サイズとは、ユーザー定義用紙で設定した
「半紙のし」です。

11. 手差しトレイに「半紙のし」サイズ（幅 224mm×長
さ 340mm）の用紙をセットすると、印刷が開始され
ます。

半紙のしサイズの用紙が　　
ありません　　　　　　　

お助け
OP_091

OP_089

　　　　お助け　　　　
  給紙口を変更して印刷  

印刷を取消
　　　閉じる　　 　

OP_163

給紙口を変更して印刷　　
手差しトレイ　　　　　　　
カセット１　Ａ４　　　　　
カセット２　Ａ３　　　　　
　給紙口選択　　　　　　　

OP_164

給紙口を変更して印刷　　
指定用紙サイズ　　　　　　
Ａ３　　　　　　　　　　　
Ｂ４　　　　　　　　　　　
　手差し用紙サイズ選択　　

半紙のしの用紙がありません

手差しトレイ　　　　　　　

お助け
OP_165
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不定形サイズの用紙に印刷する：継続的に使用する場合
Webブラウザーで、「ユーザー定義用紙サイズ」を設定します。使用できるWebブラウザーの
動作環境は下記を参照してください。

 ソフトウェアの動作環境（78 ページ）

CASIO SPEEDIA Web Monitor でユーザー定義用紙を設定する

1. Webブラウザーを起動します。

2. アドレス欄に本体の IPアドレスを入力します。

本体に接続され、Top画面に本体の動作状態が表示さ
れます。

3. 「プリンター設定参照・変更」ボタンをクリックします。

4. 「設定変更ログイン」ボタンをクリックします。
• ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録
で登録されているユーザー名とパスワードを入力し、
「OK」ボタンをクリックします。

• ログイン画面は、Webブラウザーの起動後に 1回だ
け表示されます。

• 工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されて
います。
ユーザー名 ：guest
パスワード ：（パスワードなし）

• 工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンター
へアクセスできる多くのユーザーが設定変更を行う
ことができ、印刷結果に思わぬ影響を及ぼすことが
あります。設定権限者登録でプリンターの管理者を
登録した後は、「guest」ユーザーは設定変更ができ
ないように、権限を変更しておくことをおすすめし
ます。

60_0090

60_0091

60_0092

60_0093
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5. 「給紙・用紙設定」の「＋」ボタンをクリックして、ツ
リー内の「ユーザー定義用紙設定」をクリックします。

6. 次の手順でユーザー定義用紙を設定します。
（例） 「ユーザー定義用紙 1」に、用紙名「半紙のし」を横

サイズ：224mm、縦サイズ：340mmで登録する場合

（1） 「ユーザー定義用紙 1」の「名前」に用紙名を入力
します。
用紙名は 6文字まで入力できます。

（2） 「横サイズ」、「縦サイズ」にそれぞれサイズを入力
します。

7. 用紙をセットする給紙口を設定します。
（例）手順 6で設定したユーザー定義用紙 1を、「カセッ

ト 1」にセットした場合

（1） 「給紙・用紙設定」メニューの「カセット 1設定」
を選択します。

（2） 「カセット 1設定」に「ユーザー定義用紙 1」を設
定します。

8. 「設定変更ログアウト」ボタン、または「終了」ボタンをクリックします。

9. 「設定変更終了確認画面」が表示されます。
• 「保存して終了」ボタンをクリックし変更内容をプリンターに保存します。

60_0094

60_0095

60_0096
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実際に印刷するには…
ユーザー定義サイズの設定が終了したら、次の操作で印刷します。

1. プリンターのカセット 1に、「半紙のし」サイズ（幅 224mm×長さ 340mm）の用紙をセッ
トします。

表示パネルの「カセット 1用紙サイズ表示」が、「U1」
の表示になっていることを確認します。

2. 次の手順で、プリンタードライバーのプロパティ画面
を表示します。

（1） 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。

（2） 「プリンタの選択」で「CASIO SPEEDIA GE6000」
を選択します。

（3） 「プロパティ」ボタンをクリックします。

3. 「拡張設定」タブをクリックします。

4. 「ユーザー定義用紙の登録」ボタンをクリックします。

5. 次の手順で、ユーザー定義サイズを登録します。
（例）224mm× 340mmの「半紙のし」を登録する場合

（1） 「登録済み用紙」から「**未登録 1**」を選択します。

（2） 「登録用紙の名前」に用紙名「半紙のし」を入力し
ます。

OP_171

印刷できます　　　　　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　

1U1

60_0083

60_0084

60_0085
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（3） 「用紙サイズ」の「幅」と「長さ」に、用紙サイズ
を入力します。

• X:用紙の幅です。

プリンターの用紙給紙方向（用紙が進む方向）に
対し、垂直方向の長さです。

• Y:用紙の長さです。

プリンターの用紙給紙方向（用紙が進む方向）に
対し、水平方向の長さです。

（4） 「用紙登録実行」ボタンをクリックします。

（5） 「OK」ボタンをクリックします。

6. 「基本設定」タブをクリックします。
7. 「用紙サイズ」に手順 5.で登録した用紙名「半紙のし」
が表示されていることを確認して「OK」ボタンをクリッ
クします。

8. 「印刷」ボタンをクリックします。
本体に設定されている用紙名とプリンタードライバー
で設定した用紙名が一致していれば印刷を開始します。

本体の表示パネルにイラストのようなメッセージが表
示され、印刷が開始されます。

X：幅

Y：長さ

60_156

60_0086

60_0087

60_0089

[USER002]半紙のしイメージ

カセット１　　　　　　　　
半紙のし　　　　　　　　　
普通紙　　　　　　　　　　

OP_166
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紙づまりが発生すると、発生場所（マーク）と本体内部に残った紙の枚数を、本体の表示パネル
に表示します。発生場所と枚数を確認し「紙づまりの処置一覧」の参照ページの手順にしたがっ
て、本体内部につまっている用紙をすべて取り除いてください。

 紙づまり
２枚

ヘルプ

60_186

プリンター内に残っている紙の枚数

　ボタンを押すとつまっている用紙を
取り除く手順が表示されます

1 2 5

4

3

76

紙づまりの処置一覧

発生場所 処置方法 参照ページ

1.排紙口 サイドカバーを開けて、つまっている用紙を取り除き
ます。

138ページ

2.サイドカバー・両面ユニット サイドカバー・両面ユニットを開けて、つまっている
用紙を取り除きます。

3.定着ユニット サイドカバーを開けて、定着ユニットの下側からつまっ
ている用紙を取り除きます。

140ページ

4.本体カセット

本体カセットをゆっくりと引き出し、つまっている用
紙を取り除きます。
用紙が取り除きづらい場合は、サイドカバーを開けて
つまっている用紙を取り除きます。

144ページ

5.手差しトレイ 手差しトレイに残っている用紙を取り出し、つまって
いる用紙を取り除きます。

145ページ

6.増設カセット マークが表示している増設カセットをゆっくりと引き
出し、つまっている用紙を取り除きます。

147ページ

7.給紙ガイド マークが表示している増設カセットの給紙ガイドを開
けて、つまっている用紙を取り除きます。

147ページ

紙づまりの処置
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紙づまりの処置時の注意事項

• 両面ユニットのカバーを操作する際に、カバーが閉じ
て手が挟まれる恐れがあります。

• 定着ユニットは高温です。フロントカバーとサイドカバーを開けて定着ユニットが冷えるま
で（約 15 分）待ってから操作してください。

• 着脱時に定着ユニットを落としてけがをしないよう注意してください。

• 定着ユニットから用紙がはみ出した状態で定着ユニットを引き出さないでください。無理に
引き出すと故障の原因となります。

• 転写ベルト（黒いベルト部分）や転写ロール（グレーのスポンジロール）に、手を触れたり、
キズを付けないように注意してください。指紋やキズが付くと印刷画像トラブルの原因にな
ります。

60-086

転写ロール
転写ベルト

60-043
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• 印刷途中に排紙口で止まっている用紙は、無理に引き
抜かないでください。

• 定着ユニットにつまっている用紙を排紙口側から引き
抜くと、印刷画像汚れの原因になります。

• 紙づまり処置の直後は、印刷した用紙の表面や裏面に
汚れが付着します。数枚印刷すると汚れの付着はなく
なります。

• サイドカバーは、本体内部につまっているすべての用
紙を取り除いてから閉めてください。紙づまりの場所
によっては、本体内部に用紙を巻き込んで取れなくな
る恐れがあります。用紙が取り除けなくなったときは、
本体の電源スイッチを OFF にして、カスタマーコンタ
クトセンターにご連絡ください。

• 手差しトレイの給紙圧変更レバーは、正面側と背面側の両側を同じ状態で使用してください。
片側が倒れ、片側が起きている状態で給紙すると、斜行や紙づまりの原因になります。

• 特殊紙を手差しトレイから給紙する場合は、給紙圧変更レバーを倒してください。普通紙、
推奨用紙を手差しトレイから給紙する場合は、給紙圧変更レバーを起こしてください。

• 手差しトレイを開閉すると、普通紙の状態（給紙圧変更レバーが起きている状態）に戻ります。

60-040

60_332
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排紙口、サイドカバー内部、両面ユニット内の紙づまり

左のイラストは、排紙口、サイドカバー内部、両面ユニッ
ト内に用紙が 2枚つまっている場合の表示例です。

排紙口、サイドカバー内部、両面ユニット内につまっている用紙は、次の手順で取り除きます。

1. サイドカバーを開きます。

排紙口に用紙がつまっているとき

2. 排紙口に用紙がつまっている場合は、排紙ローラーガ
イドを手前に引いて用紙を取り除きます。

　　　　　　　　　 紙づまり
　　　　　　　　　　２枚

ヘルプ
OP_045

60-041

60_333
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サイドカバー内部に用紙がつまっているとき

3. サイドカバー内部に用紙がつまっている場合は、用紙
をまっすぐ引き抜きます。

サイドカバー内部と定着ユニットの間で、つ
まっている用紙が張って用紙がつかみづらい場
合、待機ロールレバーを上下させると用紙が取
り除きやすくなります。

両面ユニットに用紙がつまっているとき

4. 両面ユニットの内部に用紙がつまっている場合は、両
面ユニットの取っ手（緑色）を持ってカバーを開けます。

• カバーが閉じて手をはさまれる恐れがあります。ご注
意ください。

5. つまっている用紙を取り除きます。

6. 取り外した手順と逆の手順で両面ユニットのカバーを
閉じ、サイドカバーを閉じます。

• アラームランプ（赤）が消灯し、印刷可ランプ（青）が点灯すると、紙づまりの処置完了です。
ウォームアップが完了すると、つまっていた用紙以降の印刷が再開されます。

• 紙づまり処置後に印刷した用紙には汚れが付着することがありますが、数枚印刷すると消えます。

60_334

60-044

60-043
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定着ユニットの紙づまり

左のイラストは、定着ユニット内に用紙が 2枚つまってい
る場合の表示例です。

• 定着ユニットは高温です。フロントカバーとサイドカバーを開けて定着ユニットが冷えるま
で（約 15 分）待ってから操作してください。

• 着脱時に定着ユニットを落としてけがをしないよう注意してください。

• 定着ユニットから用紙がはみ出した状態で定着ユニットを引き出さないでください。無理に
引き出すと故障の原因となります。

定着ユニット内につまっている用紙は、次の手順で取り除きます。

1. サイドカバーを開きます。

定着ユニットに用紙がつまっているとき

2. 定着ユニットに用紙がつまっているかを確認し、用紙
が引き出せる場合は下向きに引き抜きます。
• サイドカバー側から定着ユニットにつまっている用
紙が引き抜けない場合や見えない場合は、「定着ユ
ニットにつまっている用紙が引き抜けないとき」の
手順に進みます。

 紙づまり
　　　　　　　　　　２枚

ヘルプ

OP_185

60-041

60-081
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定着ユニットにつまっている用紙が引き抜けないとき

1. 紙送りレバーを本体のポケットから取り出します。

2. 紙送りレバーの平らな面を上にして、定着ユニットに
差し込みます。

3. 紙送りレバーを上下に動かして、定着内部の用紙を移
動します。

4. 用紙が引き出せる場所まで移動して、下向きに引き抜
きます。
• 紙送りレバーを操作しても、サイドカバー側から定
着ユニットにつまっている用紙が引き抜けない場合
や見えない場合は、「定着ユニットにつまっている用
紙が見えないとき」の手順に進みます。

60_336

60_337

60_338

60-081
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定着ユニットにつまっている用紙が見えないとき

1. フロントカバーを開きます。

サイドカバーが閉じている場合は、サイドカ
バーも開けます。

2. 定着ユニットのレバーを左に回してロックを解除します。

3. 取っ手全体が見える位置まで定着ユニットを引き出し、
レバーと取っ手の両方を持って取り出します。

• 定着ユニットは高温です。フロントカバーとサイドカ
バーを開けて定着ユニットが冷えるまで（約 15 分）
待ってから操作してください。

• 着脱時に定着ユニットを落としてけがをしないよう注
意してください。

• 定着ユニットから用紙がはみ出した状態で定着ユニッ
トを引き出さないでください。無理に引き出すと故障
の原因となります。

60_335

60-070

60-090

60-071
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4. 定着ユニットを平らな場所にイラストの向きに置き、
つまっている用紙を底面側から引き抜きます。
• 定着ユニットにつまっている用紙が引き抜けない場
合や見えない場合は、手順 5. に進みます。

5. 紙送りレバーを矢印の方向に動かして定着内部の用紙
が引き出せる場所まで移動して、下向きに引き抜きます。

6. 取り外した手順と逆の手順で定着ユニットを取り付け、
フロントカバーとサイドカバーを閉じます。

• アラームランプ（赤）が消灯し、印刷可ランプ（青）が点灯すると、紙づまりの処置完了です。
ウォームアップが完了すると、つまっていた用紙以降の印刷が再開されます。

• 紙づまり処置後に印刷した用紙には汚れが付着することがありますが、数枚印刷すると消えます。

60_339

60_340
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カセット内の紙づまり

左のイラストは、カセットに用紙が 1枚つまっている場合
の表示例です。

カセット内につまっている用紙を取り除きます。

1. サイドカバーを開きます。

2. サイドカバー内部に用紙がつまっている場合は、用紙
をまっすぐ引き抜き、5.の手順に進みます。
• サイドカバー側からカセットにつまっている用紙が
見えない場合は、3.4.5. の手順に進みます。

3. ゆっくりとカセットを引き出し、つまっている用紙（シ
ワになっている用紙）を取り除きます。

4. 残りの用紙をセットし直し、カセットを奥までゆっく
り差し込みます。

5. サイドカバーを閉じます。

• アラームランプ（赤）が消灯し、印刷可ランプ（青）が点灯すると、紙づまりの処置完了です。
ウォームアップが完了すると、つまっていた用紙以降の印刷が再開されます。

• 紙づまり処置後に印刷した用紙には汚れが付着することがありますが、数枚印刷すると消えます。

　　　　　　　　　 紙づまり
　　　　　　　　　　1枚

ヘルプ

OP_046

60-041

60-042

60-046
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手差しトレイの紙づまり

左のイラストは、手差しトレイに用紙が 1枚つまっている
場合の表示例です。

手差しトレイにつまっている用紙を取り除きます。

1. 手差しトレイに残っている用紙と、つまっている用紙
を取り除きます。

ここにつまっている用紙はトナーが定着されて
いません。手、周囲の物をトナーで汚さないよ
う注意してください。

2. 残りの用紙をセットし直し、フロントカバーを開閉し
ます。

紙づまりのエラーは、つまっている用紙を取り
除いた後、フロントカバーまたはサイドカバー
を開閉すると解除されます。

• アラームランプ（赤）が消灯し、印刷可ランプ（青）が点灯すると、紙づまりの処置完了です。
ウォームアップが完了すると、つまっていた用紙以降の印刷が再開されます。

• 紙づまり処置後に印刷した用紙には汚れが付着することがありますが、数枚印刷すると消えます。

• 両面ユニットに用紙が残っていないか確認してください。
• 用紙が奥まで入っているときは、サイドカバーを開けて取り除いてください。

  排紙口、サイドカバー内部、両面ユニット内の紙づまり（138 ページ）

　　　　　　　　　 紙づまり
　　　　　　　　　　１枚

ヘルプ
OP_092

60_048
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手差しトレイ内部に用紙が入ってサイドカバーが開かないとき
用紙が途中まで入ってサイドカバーが開かない場合は、次の手順で取り除きます。

1. サイドカバーを少しずつ開け、イラストで示す位置に
見えている用紙を上からひっぱり、少したるませます。

• 手差しトレイ側につまっている用紙が抜けると、サイ
ドカバーが急に倒れる場合があります。

2. 手順 1.でたるませた分の用紙を、引き出します。

3. 定着ユニットと転写ロールの間の用紙をサイドカバー
の上に引き出します。

サイドカバー内部と定着ユニットの間で、つ
まっている用紙が張って用紙がつかみづらい場
合、待機ロールのレバーを上下させると用紙が
取り除きやすくなります。

• 転写ベルト（黒いベルト部分）や転写ロール（グレー
のスポンジロール）に、手を触れたり、キズを付けな
いように注意してください。指紋やキズが付くと印刷
画像トラブルの原因になります。

4. 引き出した用紙を下方向に引き抜きます。

ここにつまっている用紙はトナーが定着されて
いません。手、周囲の物をトナーで汚さないよ
う注意してください。

60_212

60_213

60_214

60_215
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増設カセットの紙づまり

左のイラストは、上から 2段目の増設カセット（オプショ
ン）に用紙が 1枚つまっている場合の表示例です。

オプションの増設カセット内につまっている用紙は、次の手順で取り除きます。

1. 増設カセットの給紙ガイドを開きます。

2. つまっている用紙をまっすぐ引き抜いて、給紙ガイド
を閉じます。

用紙が破れて本体内部に残らないよう注意して
ください。

3. ゆっくりとカセットを引き出し、つまっている用紙（シ
ワになっている用紙）を取り除きます。

　　　　　　　　　 紙づまり
　　　　　　　　　　１枚

ヘルプ
OP_047

60-083

60-084 

60-053
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4. 残りの用紙をセットし直し、カセットを奥までゆっく
り差し込みます。

 カセットへの用紙セット（本体カセット／増設カ
セット）（61 ページ）

5. フロントカバーを開閉します。

紙づまりのエラーは、つまっている用紙を取り
除いた後、フロントカバーまたはサイドカバー
を開閉すると解除されます。

• アラームランプ（赤）が消灯し、印刷可ランプ（青）が点灯すると、紙づまりの処置完了です。
ウォームアップが完了すると、つまっていた用紙以降の印刷が再開されます。

• 紙づまり処置後に印刷した用紙には汚れが付着することがありますが、数枚印刷すると消えます。

60-054   
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消耗品の交換

消耗品について
トナーカートリッジ

標準モデル
トナーカートリッジ 回収協力トナーカートリッジ
型番 品種コード 型番 品種コード

ブラック GE6-TSK-N A1DT1P GE6-TSK-G A1DT5P
イエロー GE6-TSY-N A1DT4P GE6-TSY-G A1DT8P
マゼンタ GE6-TSM-N A1DT2P GE6-TSM-G A1DT6P
シアン GE6-TSC-N A1DT3P GE6-TSC-G A1DT7P
メンテナンスモデル

カウンターメンテナンスモデル キットメンテナンスモデル
型番 品種コード 型番 品種コード

ブラック GE6-TSK-CM A1DT5C GE6-TSK-KM A1DT5T
イエロー GE6-TSY-CM A1DT8C GE6-TSY-KM A1DT8T
マゼンタ GE6-TSM-CM A1DT6C GE6-TSM-KM A1DT6T
シアン GE6-TSC-CM A1DT7C GE6-TSC-KM A1DT7T
交換目安：約 18,000ページ
※ プリンター本体に付属のスタータートナーカートリッジは、約 7,500枚が交換目安です。

条件：A4サイズ横送り／ JIS X6932規格に基づく値です。
※ 上記以外にも専用消耗品が必要なモデルがあります。必ず本体に貼付の消耗品適合一
覧を参照してください。

使用済みのトナーカートリッジは…
お客様が廃棄するか弊社にお送りいただくか（無料）を、ご都合に合わせて選ぶことができます。
お客様が廃棄するときは、必ず地域の条例や自治体の指示にしたがってください。
回収協力トナーカートリッジは…
弊社が所有権を保有し、使用許諾契約に基づきお客様に一定期間使用権を許諾する消耗品です。
使用済みの回収協力トナーカートリッジは、必ず弊社へ返却してください。（無料）

 ご使用済み「カシオ純正消耗品」無料回収のご案内（219 ページ）

ドラムユニット
標準モデル

ドラムユニット
型番 品種コード

ブラック GE6-DSK A1DD1P
イエロー GE6-DSY A1DD4P
マゼンタ GE6-DSM A1DD2P
シアン GE6-DSC A1DD3P
メンテナンスモデル

カウンターメンテナンスモデル キットメンテナンスモデル
型番 品種コード 型番 品種コード

ブラック GE6-DSK-CM A1DD1C GE6-DSK-KM A1DD1T
イエロー GE6-DSY-CM A1DD4C GE6-DSY-KM A1DD4T
マゼンタ GE6-DSM-CM A1DD2C GE6-DSM-KM A1DD2T
シアン GE6-DSC-CM A1DD3C GE6-DSC-KM A1DD3T
交換目安：約 50,000ページ
条件： A4サイズ横送り／ 5ページ片面連続印刷を間欠して繰

り返した場合です。3ページ片面連続印刷を間欠して
繰り返した場合は約 40,000ページです。

※ 上記以外にも専用消耗品が必要なモデルがあります。必ず本体に貼付の消耗品適合一
覧を参照してください。

60-062 

60-061



消耗品の交換

151

消
耗
品
の
交
換

廃トナーボックス
GE6-HTB（品種コード A1NW1G）
転写ベルト上に付着している不要になったトナー、紙粉な
どの汚れを回収してためておくケースです。

交換目安：約 50,000ページ

条件： A4サイズ横送り／印字率各色 5%／カラー：モノ
クロ比率＝ 50：50／片面連続印刷した場合です。

※ 交換目安は上記条件で印刷した場合です。お客様の使用形態により交換目安より
早く交換が必要になることがあります。

• トナー（使用済みトナー含む）の入った容器を無理に開けたり、つぶしたりしないでください。
• こぼれたトナー（使用済みトナー含む）が、口や目に入らないよう注意してください。
• トナー（使用済みトナー含む）が手や皮膚についたときはすぐに洗ってください。万一トナー
が目に入ったときは、すぐに多量の水で目に入ったトナーを洗い流し、医師の診察を受けて
ください。

• トナー（使用済みトナー含む）を吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水
でよくうがいをしてください。必要に応じて医師の診察を受けてください。

• トナー（使用済みトナー含む）を飲み込んだ場合は、水でよく口の中をすすぎ、多量の水を
飲んで薄めてから医師の診察を受けてください。

• トナー（使用済みトナー含む）が入った製品は、幼児の手の届かないところに保管してくだ
さい。万一トナーを飲み込んだときは、ただちに医師に相談し指示を受けてください。

• 消耗品の交換の際は、トナー（使用済みトナー含む）で周囲が汚れないように紙などを敷い
てから行ってください。トナーをこぼしたときは、トナーを飛散させないよう水で湿らせた
布で拭き取るか、トナー対応の業務用掃除機で吸引してください。

• トナーカートリッジ、ドラムユニット、廃トナーボックス、定着ユニット、転写ベルトユニッ
トなどを着脱する際は、落としてけがをしないようご注意ください。

• 消耗品にはリユース、リサイクル部品を使用していることがあります。外装などに汚れや傷
のある場合がありますが、ご使用には問題ありません。

• 消耗品はカシオ純正品を使用してください。純正品以外の使用は、印字品質の低下だけでな
く本体故障の原因となります。製品本来の性能を十分発揮し快適な出力環境で使用いただく
ため、カシオ純正の消耗品を使用してください。

60-063 
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消耗品取り扱い上のご注意

• ドラムユニットの感光体ドラム（茶色の筒）に触れないでください。キズや汚れが付くと、
画像が汚れたり黒スジが印刷されます。新しいドラムユニットに交換しないと直りません。
注意してください。

• 室内の灯りの下でドラムユニットを 5 分以上放置しないでください。
• ドラムユニットを本体から取り外したときは、強い光に当てないよう厚い布などに包んでく
ださい。

• 寒い所から暖かい所に移動したときは、1 時間以上室温に慣らしてから使用してください。
• ドラムユニットにホコリやゴミが入らないよう、取り扱いに注意してください。
• ドラムユニットには磁気を帯びた部品を使用しています。ステープルの針、クリップなどの
取り扱いに注意してください。

• 立てたり逆さにして置かないでください。
• 分解、改造しないでください。
• 開封後 1 年以上経過すると印刷品質劣化が生じることがあります。開封後はなるべく 1 年以
内に使用してください。

消耗品保管上のご注意

• 使用するまで開封しないでください。
• 直射日光を避け、標準梱包状態にて温度 0 ～ 35℃、湿度 20 ～ 90％の結露しない場所に保
管してください。

• 立てたり傾けて保管しないでください。

使用済み消耗品の処分方法
カシオ計算機では、お客様でご使用済みのカシオ純正消耗品を地球環境保全と資源の有効活用の
ために無料で回収しています。詳しくは下記を参照してください。

 ご使用済み「カシオ純正消耗品」無料回収のご案内（219 ページ）
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トナーカートリッジの交換
トナーカートリッジの交換時期が近づくと…

トナーカートリッジの交換　
時期が近づいています　　　
新しいトナーカートリッジを
準備して下さい　　　　　　
　ボタンで印刷を継続します

OP_019

アラームランプが点滅し、表示パネルにイラストのメッ
セージが表示されて印刷が停止します。
アイコンで表示された色のトナーカートリッジの交換時
期が近づいています。新しいトナーカートリッジを準備
してください。（左のイラストはC（シアン）の表示例です。）

トナー残量 10%以下
（決定）ボタン

印刷できます　　　　　　　
トナーカートリッジ準備　　　
　 　 　 　 　 　1A4

OP_048

（決定）ボタンを押すとアラームランプが消灯し、表
示パネルにイラストのメッセージが表示されて印刷が再
開されます。

トナー残量が少ないと、印刷を再開できない
ことがあります。

トナー残量 5%以下

印刷できます　　　　　　　
トナー残りわずか　　　　　

1A4

OP_099

トナー残量が 5%以下になると、表示パネルがイラスト
の表示に変わります。まもなくトナーがなくなり、動作
が停止します。

トナーカートリッジの交換時期になると…

トナー交換時期です　　　　
トナーを交換して下さい　　

お助け

OP_013

アラームランプが点滅し、表示パネルにイラストのメッ
セージが表示されて印刷が停止します。
新しいトナーカートリッジに交換してください。

トナー検知
（決定）ボタン

トナーカートリッジを交換　
して下さい　　　　　　　　
　 1A4

OP_100

トナーが残っていると、 （決定）ボタンを押すと印刷
が再開され、表示パネルがイラストの表示に変わります。

トナー非検知 トナーがなくなると…

トナーが無くなりました　　
トナーを交換して下さい　　
　 　 　 　 　 　 　

お助け

OP_049

アラームランプが点滅し、表示パネルにイラストのメッ
セージが表示されて印刷が停止します。新しいトナーカー
トリッジに交換するまで印刷できません。
• （ジョブ取消）ボタンを押すと、印刷データが消去
されます。
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• 「トナーカートリッジの交換時期が近づいています」のメッセージが表示された直後
でも、用紙サイズや印刷面積（印字率）によって、途中でトナーがなくなり印刷がか
すれることがあります。そのまま印刷を続けると、ドラムユニットが劣化する恐れが
あります。このような場合は、新しいトナーカートリッジに交換してください。

• トナー補給のためにモーターが回転したまましばらく印刷が中断されることがありま
す。トナー補給が終わると印刷が再開されますので、しばらくお待ちください。

• トナーカートリッジの交換時は、トナーで周囲が汚れないように紙などを敷いてくだ
さい。

• カラーのトナーカートリッジ（CMY）が交換時期になって本体が停止していても、モ
ノクロのトナーカートリッジ（K）を利用して、モノクロ印刷できます。 （お助け）
ボタンを押すか、プリンタードライバープロパティ画面の「基本設定」タブで「モノ
クロ」を指定して印刷してください。

 ユーザーズマニュアル　便利な使い方編

1. 交換が必要なトナーカートリッジの色を確認します。
• 左のイラストは、C（シアン）のトナーがなくなって
印刷が止まっている場合の表示例です。

2. フロントカバーを開きます。
• トナーカートリッジの位置は、左から順にイエロー、
マゼンタ、シアン、ブラックです。

3. トナーカートリッジのレバーを左に回してロックを解
除します。

トナー交換時期です　　　　
トナーを交換して下さい　　

お助け

OP_013

60-011

60-012
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4. 使用済みのトナーカートリッジを取り出します。

5. 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出して、
イラストのように上下に数回振ります。

6. 先端にオレンジ色のトナーシールテープが貼ってある
場合はゆっくり剥がします。
トナーシールテープが貼っていない場合は 7.に進み
ます。

• トナー供給口からトナーがこぼれることがあります。
注意してください。

7. トナーカートリッジの先端を、イラストのように下に
傾けてから本体に差し込み、取り出しと逆の手順でレ
バーを回してカバーを閉めます。
• 交換後は、調整のためしばらくモーターが回転しま
す。終了するまでしばらくお待ちください。

トナーカートリッジのレバーが固くて回らないときは、トナーカートリッジと装着場所
の色が合っているかを確認し、再度奥までしっかり差し込んでください。

8. 表示パネルのトナーカートリッジ交換メッセージが消
えて、「印刷できます」に戻っていることを確認します。
• 印刷途中でトナーカートリッジを交換した場合は、
調整後に印刷が再開されます。

※ 使用済みのトナーカートリッジは、新しいトナーカートリッジが入っていた袋に入れ、梱包箱に
入れて返却してください。カシオ計算機はご使用済みの純正消耗品を無料で回収しております。

 ご使用済み「カシオ純正消耗品」無料回収のご案内（219 ページ）

60-013

60_005

60_210

60_216

印刷できます　　　　　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　

OP_140

1A4
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ドラムユニットの交換
ドラムユニットの交換時期が近づくと…

ドラムユニットの交換時期が
近づいています　　　　　　
新しいドラムユニットを準備
して下さい　　　　　　　　
　ボタンで印刷を継続します

OP_020

アラームランプが点滅し、表示パネルにイラストのメッ
セージが表示されて印刷が停止します。
アイコンで表示された色のドラムユニットの交換時期が近
づいています。新しいドラムユニットを準備してください。
（左のイラストは C（シアン）の表示例です。）

ドラム残量 6%以下
（決定）ボタン

印刷できます　　　　　　　
ドラムユニット準備　　　　
　 　

OP_052

1A4

（決定）ボタンを押すとアラームランプが消灯し、表
示パネルにイラストのメッセージが表示されて印刷が再開
されます。

ドラムユニットの交換時期になると…
ドラムユニット交換時期です
ドラムを交換して下さい　　

お助け
OP_014

アラームランプが点滅し、表示パネルにイラストのメッ
セージが表示されて印刷が停止します。
新しいドラムユニットに交換してください。

約 50枚 （決定）ボタン

ドラムユニットを交換して　
下さい　　　　　　　　　　

1A4

OP_101

（決定）ボタンを押すと印刷が再開され、表示パネル
がイラストの表示に変わります。

「ドラムユニットを交換して下さい」のメッセー
ジが表示されてから、約 500枚継続することが
できます。（約 50枚の印刷ごとに「ドラムユニッ
ト交換時期です」表示に戻ります。）

寿命到達 ドラムユニットが寿命になると…
ドラムユニットが寿命です
ドラムを交換して下さい　　

お助け
OP_053

アラームランプが点滅し、表示パネルにイラストのメッ
セージが表示されて印刷が停止します。新しいドラムユ
ニットに交換するまでカラーの印刷はできません。
• （ジョブ取消）ボタンを押すと、印刷データが消去さ
れます。
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• ドラムユニットの交換時は、トナーで周囲が汚れないように紙などを敷いてください。
• カラーのドラムユニット（CMY）が交換時期になって本体が停止していても、モノク
ロのドラムユニット（K）を利用して、モノクロ印刷できます。 （お助け）ボタン
を押すか、プリンタードライバープロパティ画面の「基本設定」タブで「モノクロ」
を指定して印刷してください。

 ユーザーズマニュアル　便利な使い方編

1. 交換が必要なドラムユニットの色を確認します。
• 左のイラストは、C（シアン）のドラムが寿命で印刷
が止まっている場合の表示例です。

2. フロントカバーを開きます。

3. 内部カバーのレバーを左に回してロックを解除し、内
部カバーを開けます。
• ドラムユニットの位置は、左からイエロー、マゼンタ、
シアン、ブラックです。

4. ドラムユニットのレバーを左に回してロックを解除し
ます。

ドラムユニット交換時期です
ドラムを交換して下さい　　

お助け
OP_014

60-011

60-017

60-018
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5. 使用済みのドラムユニットを取り出します。

• ドラムユニットを落としてけがをしないよう注意して
ください。

6. 新しいドラムユニットを梱包箱から取り出して、イラ
ストのようにドラムユニットを持って、保護カバーを
取り外します。

• ドラムユニットの感光体（茶色の筒）に触れたり、キ
ズをつけないよう注意してください。

• 磁気カードやプリペイドカードなど、磁気に弱いも
のをドラムユニットに近づけたり同じ場所で保管し
ないでください。磁気記録が消去され、機能を損な
う恐れがあります。

7. 新しいドラムユニットの のある面を上にして本体
に差し込み、取り出しと逆の手順でレバーを回してカ
バーを閉めます。

• ドラムユニットを差し込み直すときは、本体から一度
完全に取り出してから差し込んでください。取り出す
途中で操作をやめ本体に戻すと、濃度ムラの原因とな
ります。

8. 表示パネルのドラムユニット交換メッセージが消えて、
「印刷できます」に戻っていることを確認します。
• 交換後は、調整のためしばらくモーターが回転しま
す。終了するまでしばらくお待ちください。

• 印刷途中でドラムユニットを交換した場合は、調整
後に印刷が再開されます。

※ 使用済みのドラムユニットは、外した保護カバーを取り付けて新しいドラムユニットが入っ
ていた袋に入れ、梱包箱に入れて返却してください。カシオ計算機はご使用済みの純正消耗品
を無料で回収しております。

 ご使用済み「カシオ純正消耗品」無料回収のご案内（219 ページ）

60-019 

60-293

60_297

印刷できます　　　　　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　

OP_141

1A4
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廃トナーボックスの交換
廃トナーボックスの交換時期が近づくと…

　廃トナーボックスの交換　
時期が近づいています　　　
新しい廃トナーボックスを　
準備して下さい　　　　　　
　ボタンで印刷を継続します

OP_018

アラームランプが点滅し、表示パネルにイラストのメッ
セージが表示されて印刷が停止します。
廃トナーボックスの交換時期が近いことを示しています。
新しい廃トナーボックスを準備してください。

廃トナーボックス残量 6%以下
（決定）ボタン

印刷できます　　　　　　　
　廃トナーボックス準備　　

1A4

OP_093

（決定）ボタンを押すとアラームランプが消灯し、表
示パネルにイラストのメッセージが表示されて印刷が再開
されます。

寿命到達 廃トナーボックスが満杯になると…
　廃トナーボックスが　　　
満杯です　　　　　　　　　
新しい廃トナーボックスに　
交換して下さい　　　　　　

OP_008

アラームランプが点滅し、表示パネルにイラストのメッ
セージが表示されて印刷が停止します。新しい廃トナー
ボックスに交換するまで印刷できません。
• （ジョブ取消）ボタンを押すと、印刷データが消去さ
れます。

• 使用済みの廃トナーボックスは焼却しないでください。一部可燃性の部材を使用しているた
め、火災・やけど・ガスの発生など、思わぬ事故の原因になることがあります。



消耗品の交換

160

1. フロントカバーを開けます。

2. 廃トナーボックスのレバーを左に回してロックを解除
します。

3. 使用済みの廃トナーボックスを取り出します。

• 廃トナーをこぼさないように注意してください。

4. 新しい廃トナーボックスを梱包箱から取り出して本体に差し込み、取り出しと逆の手順でレ
バーを回してカバーを閉めます。

5. 表示パネルの廃トナーボックス交換メッセージが消え
て、「印刷できます」に戻っていることを確認します。
• 印刷途中で廃トナーボックスを交換した場合は、調
整後に印刷が再開されます。

廃トナーボックスの交換メッセージ表示中に他の
交換メッセージが通知されると、イラストのよう
に「H」マークを表示します。

60-011

60-065

60-066

印刷できます　　　　　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　

OP_142

1A4

トナー交換時期です　　　　
トナーを交換して下さい　　

お助け

OP_157
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6. 使用済みの廃トナーボックスに、下記の手順で「廃トナー口ふさぎシール」を貼り付けます。

• 「廃トナー口ふさぎシール」は使用済みの廃トナーボックスに貼り付けます。使用前の廃ト
ナーボックスには貼り付けないでください。

1. 水色のハクリ紙をすべて剥がします。

2. イラストのように廃トナーボックスの先端にある突起
にシールの穴を通して、貼り付けます。

3. 廃トナーボックスの先端を 1周するようにシールを貼
り付けます。

※ 使用済みの廃トナーボックスは、新しい廃トナーボックスが入っていた袋に入れ、梱包箱に
入れて返却してください。カシオ計算機はご使用済みの純正消耗品を無料で回収しております。

 ご使用済み「カシオ純正消耗品」無料回収のご案内（219 ページ）
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定期交換部品（摩耗などにより機能低下する部品）の種類と交換目安について説明します。
定期交換部品が摩耗すると、紙づまりが多くなる、斜めに印刷される、印刷面または裏面に黒ス
ジが印刷されるなどの症状が多発するようになります。
下記を参照して、交換部品を購入後、お客様で交換してください。

定着ユニット
GE6-FUS（品種コード A1JF1G）
交換目安：約 150,000ページ

条件： A4サイズ横送り／片面連続印刷した場合です。
• 交換部品を購入してお客様が交換してください。
• お客様の使用形態により交換目安より早く交換が必要に
なることがあります。

  定着ユニットの交換（163 ページ）

転写ベルトユニット
GE6-BLT（品種コード A1DB1G）
転写ロールは、転写ベルトユニットに同梱されています。

交換目安：約 150,000ページ

条件： A4サイズ横送り／片面連続印刷した場合です。
• 交換部品を購入してお客様が交換してください。
• お客様の使用形態により交換目安より早く交換が必要に
なることがあります。

 転写ベルトユニットの交換（166 ページ）

• 定期交換部品にはリユース、リサイクル部品を使用していることがあります。外装などに汚
れや傷のある場合がありますが、ご使用には問題ありません。

60-068

60-069
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定着ユニットの交換

定着ユニットの交換時期が近づくと…
アラームランプが点滅し、表示パネルにイラストのメッ
セージが表示されて印刷が停止します。
定着ユニットの交換時期が近いことを示しています。新し
い定着ユニットを準備してください。

（決定）ボタンを押すとアラームランプが消灯し、表
示パネルにイラストのメッセージが表示されて印刷が再開
されます。

定着ユニットの交換時期になると…
アラームランプが点滅し、表示パネルにイラストのメッ
セージが表示されて印刷が停止します。
新しい定着ユニットに交換してください。

• 定着ユニットは高温です。フロントカバーとサイドカ
バーを開けて、定着ユニットが冷えるまで（約 15 分）
待ってから交換してください。

（決定）ボタンを押すと印刷が再開され、表示パネル
がイラストの表示に変わります。

表示パネルにイラストのメッセージが表示されると、新し
い定着ユニットに交換するまで印刷できません。

60_358

　定着ユニットの交換時期が
近づいています　　　　　　
新しい定着ユニットを準備　
して下さい　　　　　　　　
　ボタンで印刷を継続します

印刷できます　　　　　　　
　定着ユニット準備　　　　
　 　1A4

　定着ユニット交換時期です

新しい定着ユニットに交換　
して下さい　　　　　　　　
　ボタンで印刷を継続します

　定着ユニットを交換して　
下さい　　　　　　　　　　

1A4

　定着ユニットが寿命です　

新しい定着ユニットに交換　
して下さい　　　　　　　　

　定着ユニットが寿命です　

1A4

　定着ユニットが寿命です　

印刷できません　　　　　　

定着ユニット残量 2%以下
（決定）ボタン

約 100枚 （決定）
ボタン

（決定）
ボタン
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1. フロントカバーとサイドカバーを開けます。

2. 定着ユニットのレバーを左に回してロックを解除し
ます。

3. 使用済みの定着ユニットを取っ手全体が見える位置ま
で引き出し、レバーと取っ手の両方を持って取り出し
ます。

• 着脱時に定着ユニットを落としてけがをしないよう注
意してください。

4. 新しい定着ユニットを梱包箱から取り出して、レバーと取っ手を持って本体に奥までしっか
りと差し込み、取り出しと逆の手順でレバーを回してカバーを閉めます。

60-064

60-070

60-090

60-071
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5. 表示パネルの定着ユニット交換メッセージが消えて、
「印刷できます」に戻っていることを確認します。
• 印刷途中で定着ユニットを交換した場合は、調整後
に印刷が再開されます。

※ 使用済みの定着ユニットは、新しい定着ユニットが入っていた梱包箱に入れて返却してくだ
さい。カシオ計算機はご使用済みの純正消耗品を無料で回収しております。

 ご使用済み「カシオ純正消耗品」無料回収のご案内（219 ページ）

定着ユニットの交換メッセージ表示中に他の交換
メッセージが通知されると、イラストのように「F」
マークを表示します。

印刷できます　　　　　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　

OP_143

1A4

トナー交換時期です　　　　
トナーを交換して下さい　　

お助け

OP_158
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転写ベルトユニットの交換
転写ベルトユニットの交換時期が近づくと…

　転写ベルトユニットの交換
時期が近づいています　　　
新しい転写ベルトユニットを
準備して下さい　　　　　　
　ボタンで印刷を継続します

OP_023

アラームランプが点滅し、表示パネルにイラストのメッ
セージが表示されて印刷が停止します。
転写ベルトユニットの交換時期が近いことを示していま
す。新しい転写ベルトユニットを準備してください。

転写ベルトユニット残量 2%以下
（決定）ボタン

印刷できます　　　　　　　
転写ベルトユニット準備　　

1A4

OP_096

（決定）ボタンを押すとアラームランプが消灯し、表
示パネルにイラストのメッセージが表示されて印刷が再開
されます。

転写ベルトユニットの交換時期になると…
　転写ベルトユニット交換　
時期です　　　　　　　　　
新しい転写ベルトユニットに
交換して下さい　　　　　　
　ボタンで印刷を継続します

OP_016

アラームランプが点滅し、表示パネルにイラストのメッ
セージが表示されて印刷が停止します。
転写ベルトユニットの交換が必要です。新しい転写ベルト
ユニットに交換してください。

約 100枚 （決定）ボタン

　転写ベルトユニットを交換
して下さい　　　　　　　　

1A4

OP_104

（決定）ボタンを押すと印刷が再開され、表示パネル
がイラストの表示に変わります。

「転写ベルトユニットを交換して下さい」の
メッセージが表示されてから、約 100枚の印刷
ごとに「転写ベルトユニット交換時期です」
表示に戻ります。

取り扱い上のご注意

• 転写ベルト（黒いベルト部分）や転写ロール（グレーのスポンジロール）に、手を触れたり、
キズを付けないように注意してください。指紋やキズが付くと印刷画像トラブルの原因にな
ります。緑色の箇所を持って取り扱ってください。

60_146



定期交換部品の交換

167

消
耗
品
の
交
換

1. フロントカバーとサイドカバーを開きます。

2. 内部カバーのレバーを左に回してロックを解除し、内
部カバーを開けます。

3. 緑色の取っ手を持って、上部の緑色の取っ手が見える
位置まで転写ベルトユニットを引き出します。

4. 上部の緑色の取っ手を両手で持って、転写ベルトユニッ
トを取り出します。

• 着脱時に転写ベルトユニットを落としてけがをしない
よう注意してください。

60-073 

60-217

60-074

60-075
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5. 新しい転写ベルトユニットを梱包箱から取り出して保
護シートを外します。緑色の取っ手の先に刻印されて
いる マークと、本体貼付の マークを合わせ、奥ま
でしっかりと差し込みます。

• 転写ベルト（黒いベルト部分）や転写ロール（グレーのスポンジロール）に、手を触れたり、
キズを付けないように注意してください。指紋やキズが付くと印刷画像トラブルの原因にな
ります。緑色の箇所を持って取り扱ってください。

6. 取り出しと逆の手順で、レバーを回してフロントカバー
を閉めます。

7. 使用済みの転写ロール正面側からツメ（緑色）をイラ
ストのように押して上に引き上げるように取り外し、
同様の手順で背面側も取り外します。

8. 新しい転写ロールを梱包箱から取り出して、背面側か
ら「カチッ」と音がするように上から押し付けます。
正面側も同様に取り付けます。

転写ロールの取り付け時は、保護シートを付け
たまま取り付けてください。取り付け後は、忘
れずに取り外してください。

60-230

60_231

60-211
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9. 転写ロールの保護シートを取り外し、サイドカバーを
閉めます。

10. 表示パネルの転写ベルトユニット交換メッセージが消
えて、「印刷できます」に戻っていることを確認します。

• 印刷途中で転写ベルトユニットを交換した場合は、
調整後に印刷が再開されます。

※ 使用済みの転写ベルトユニットは、新しい転写ベルトユニットが入っていた袋に入れ、梱包
箱に入れて返却してください。カシオ計算機はご使用済みの純正消耗品を無料で回収しており
ます。

 ご使用済み「カシオ純正消耗品」無料回収のご案内（219 ページ）

転写ベルトユニットの交換メッセージ表示中に他
の交換メッセージが通知されると、イラストのよ
うに「B」マークを表示します。

60-232

印刷できます　　　　　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　

OP_069

1A4

トナー交換時期です　　　　
トナーを交換して下さい　　

お助け

OP_159
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困ったときの処置

使用中にトラブルが起きたときは、この章で説明する対処方法を参照してください。どうしても
解決しないときは、裏表紙の「お問い合わせ窓口」にご連絡ください。
お問い合わせの際に、本体の製品名やシリアル番号、ご使用のコンピューターやアプリケーショ
ンなどについてお聞きする場合があります。あらかじめご確認ください。

表示パネルのメッセージと処置

オペレーターコール

表示パネルのメッセージ 状態 処置 参照ページ

　　　　　　　　　 紙づまり
　　　　　　　　　××枚

ヘルプ
OP_002

紙づまりが発生しました。
※ ××は、本体内部に残っ
ている紙の枚数を表示
します。枚数不明の場合
は、??を表示します。

※ ●は、紙づまりが発生し
た場所を表示します。

ブザー音： 紙づまり発生時
あり

つまっている用紙を取り除
いてください。
紙づまり発生場所から用
紙を取り除いて、フロン
トカバーまたはサイドカ
バーを閉じると印刷を再
開します。
注意
※ 実際の紙づまり枚数と表
示枚数は一致しないこと
があります。表示はおお
よその場所ですので、そ
れ以外の場所に用紙がつ
まっている可能性があり
ます。

135ページ

カバーが開いています　　　

フロント又はサイドカバーを
確認して下さい　　　　　　

OP_021

フロントカバー、または
サイドカバーが開いてい
ます。

フロントカバー、またはサ
イドカバーが完全に閉じ
られているか確認してく
ださい。 27ページ

カセットが開いています　　

カセット１　２　３　４　５

OP_026

カセットが開いています。
※ 印刷時に指定した給紙口
のカセットが開いている
場合のみ表示します。

下段に表示されているカ
セットを、本体の奥まで差
し込んでください。

27ページ

カセットの給紙ガイドが　　
開いています　　　　　　　
カセット２　３　４　５　　
　 　

OP_025

増設カセットの給紙ガイド
が開いています。

下段に表示されているカ
セットの、給紙ガイドをき
ちんと閉めてから、印刷を
開始してください。 27ページ
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表示パネルのメッセージ 状態 処置 参照ページ

異なるサイズの用紙に　　　
印刷しました
＊＊＊＊＊＊の用紙を　　　
確認して下さい　　　

ヘルプ
OP_156

指定用紙サイズと給紙用紙
サイズが異なっています。
＊＊＊＊＊＊は用紙名、
または用紙サイズを表し
ます。

ブザー音：印刷時あり

下段に表示されている給紙
口にセットされている用紙
サイズと、印刷時に指定し
た用紙サイズを確認して、
正しいサイズの用紙をセッ
トしてください。

66ページ

＊＊＊＊＊＊の用紙が　　　
ありません
カセット１　２　３　４　５
手差し 　　　

OP_028

お助け

用紙がなくなりました。
＊＊＊＊＊＊は用紙名、
または用紙サイズを表し
ます。
※下段の表示は該当の給紙
口です。

ブザー音：印刷時あり

下段に表示されている給
紙口に、＊＊＊＊＊＊の用
紙または＊＊＊＊＊＊サ
イズの用紙を補給してく
ださい。
補給すると印刷を再開し
ます。

61ページ

用紙が満杯です　　　

カセット１　２　３　４　５

OP_029

カセットにセットした用紙
が多すぎます。
※印刷を指定した本体カ
セットの用紙が多すぎる
場合のみ表示します。

ブザー音：印刷時あり

下段に表示されているカ
セットにセットされてい
る用紙を、横ガイドの▼
マーク以下に減らしてく
ださい。

61ページ

制御ＲＯＭエラー

修理を依頼して下さい　　　

OP_001

本体の制御 ROMに異常が
発生しました。
「プリンター制御ソフト
ウェア」のバージョンアッ
プに失敗したときや、途中
で本体の電源スイッチを
OFFにした場合などが考え
られます。

ブザー音：あり

（決定）ボタンを押し
て再度「プリンター制御ソ
フトウェア」のバージョン
アップを行ってください。
バージョンアップ後もメッ
セージが表示されるとき
は、お買い求めの販売店ま
たはカスタマーコンタクト
センターにお問い合わせく
ださい。

裏表紙

ＩＰアドレス（ｖ４）が重複
しています　　
システム管理者に連絡して
下さい
　ボタンで印刷を継続します

OP_033

プリンターに設定された IP
アドレスが、他の機器と重
複しています。

ブザー音：あり

システム管理者にお問い合
わせください。

73ページ

低温のため印刷できません　

室内温度を上げて下さい　　

OP_115

外気温が本体の使用範囲か
ら外れています。

ブザー音：あり

室内温度を本体の使用範囲
にしてください。

17ページ
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表示パネルのメッセージ 状態 処置 参照ページ

高温のため印刷できません　
しばらくお待ち下さい　　

OP_139

本体の内部温度が高温に
なっています。

ブザー音：あり

内部温度が下がるまでしば
らくお待ちください。

－

トナー／ドラムが
装着されていません

OP_138

トナーカートリッジおよび
ドラムユニットが取り付け
られていません。もしくは、
正しく取り付けられていま
せん。該当する色をアイコ
ンで表示します。（左の例
はシアン）
Y：イエロー
M：マゼンタ
C：シアン
K：ブラック

ブザー音：あり

トナーカートリッジおよび
ドラムユニットを正しく取
り付けてください。

153ページ
156ページ

トナーカートリッジが
装着されていません

OP_006

トナーカートリッジが取り
付けられていません。もし
くは、正しく取り付けられ
ていません。該当する色を
アイコンで表示します。（左
の例はシアン）
Y：イエロー
M：マゼンタ
C：シアン
K：ブラック

ブザー音：あり

トナーカートリッジが正し
く取り付けられているか、
確認してください。

153ページ

ドラムユニットが　　
装着されていません　

OP_007

ドラムユニットが取り付け
られていません。もしくは、
正しく取り付けられていま
せん。該当する色をアイコ
ンで表示します。（左の例
はシアン）
Y：イエロー
M：マゼンタ
C：シアン
K：ブラック

ブザー音：あり

ドラム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。

156ページ
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表示パネルのメッセージ 状態 処置 参照ページ

廃トナーボックスが　　　　
装着されていません　　　　
廃トナーボックスを　　　　
確認して下さい　　　　　　

OP_105

廃トナーボックスが取り
付けられていない、または
正しく取り付けられてい
ません。

ブザー音：あり

廃トナーボックスが正しく
取り付けられているか、確
認してください。

159ページ

定着ユニットが装着されて　

定着ユニットを確認　　　　
して下さい　　　　　　　　

いません　　　　　　　　　

OP_004

定着ユニットが取り付けら
れていない、または正しく
取り付けられていません。

ブザー音：あり

定着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。

163ページ

転写ベルトユニットが装着　
されていません　　　　　　
転写ベルトユニットを　　　
確認して下さい　　　　　　

OP_005

転写ベルトユニットが取り
付けられていない、または
正しく取り付けられていま
せん。

ブザー音：あり

転写ベルトユニットが正し
く取り付けられているか、
確認してください。

166ページ

トナーカートリッジが　　　
適合品ではありません　　　
　 　 　 　 　 　

OP_009

取り付けられているトナー
カートリッジは、本製品用
ではありません。該当する
色をアイコンで表示しま
す。（左の例はシアン）
Y：イエロー
M：マゼンタ
C：シアン
K：ブラック
※ 取り付け時に表示しま
す。電源 OFF時に取り
付けた場合は、電源 ON
時に表示します。

ブザー音：あり

本製品専用のトナーカー
トリッジを取り付けてく
ださい。

150ページ
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表示パネルのメッセージ 状態 処置 参照ページ

トナーカートリッジの　　　
ICが異常です　　　　　　　

OP_110

取り付けられているトナー
カートリッジの ICを認識
できません。該当する色を
アイコンで表示します。（左
の例はシアン）
Y：イエロー
M：マゼンタ
C：シアン
K：ブラック
※ 取り付け時に表示しま
す。電源 OFF時に取り
付けた場合は、電源 ON
時に表示します。

ブザー音：あり

トナーカートリッジが正し
く取り付けられているか、
確認してください。
確認後にメッセージが表示
されるときは、お買い求め
の販売店またはカスタマー
コンタクトセンターにお問
い合わせください。

153ページ
裏表紙

ドラムユニットが　　　　　
適合品ではありません　　　

OP_010

取り付けられているドラム
ユニットは、本製品用では
ありません。該当する色を
アイコンで表示します。（左
の例はシアン）
Y：イエロー
M：マゼンタ
C：シアン
K：ブラック
※ 取り付け時に表示しま
す。電源 OFF時に取り
付けた場合は、電源 ON
時に表示します。

ブザー音：あり

本製品専用のドラムユニッ
トを取り付けてください。

156ページ

トナー／ドラムが　　　　　
適合品ではありません　　　

OP_184

取り付けられているトナー
カートリッジ／ドラムユ
ニットは、本製品用ではあ
りません。該当する色をア
イコンで表示します。（左
の例はシアン）
Y：イエロー
M：マゼンタ
C：シアン
K：ブラック
※ 取り付け時に表示しま
す。電源 OFF時に取り
付けた場合は、電源 ON
時に表示します。

ブザー音：あり

本製品専用のトナーカート
リッジ／ドラムユニットを
取り付けてください。

156ページ
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表示パネルのメッセージ 状態 処置 参照ページ

ドラムユニットの　　　　　
ICが異常です　　　　　　　

OP_111

取り付けられているドラム
ユニットの ICを認識でき
ません。該当する色をアイ
コンで表示します。（左の
例はシアン）
Y：イエロー
M：マゼンタ
C：シアン
K：ブラック
※ 取り付け時に表示しま
す。電源 OFF時に取り
付けた場合は、電源 ON
時に表示します。

ブザー音：あり

ドラム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。
確認後にメッセージが表示
されるときは、お買い求め
の販売店またはカスタマー
コンタクトセンターにお問
い合わせください。

156ページ
裏表紙

ドラムユニットの　　　　　
センサーが異常です　　　　

OP_112

取り付けられているドラム
ユニットのセンサーが正常
に動作しませんでした。該
当する色をアイコンで表示
します。（左の例はシアン）
Y：イエロー
M：マゼンタ
C：シアン
K：ブラック
※ 取り付け時に表示しま
す。電源 OFF時に取り
付けた場合は、電源 ON
時に表示します。

ブザー音：あり

ドラム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。
確認後にメッセージが表示
されるときは、お買い求め
の販売店またはカスタマー
コンタクトセンターにお問
い合わせください。

156ページ
裏表紙

ドラムが検知できません　　
再度装着しなおして下さい　

OP_113

取り付けられているドラム
ユニットが正しく認識でき
ません。該当する色をアイ
コンで表示します。（左の
例はシアン）
Y：イエロー
M：マゼンタ
C：シアン
K：ブラック

ブザー音：あり

ドラム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。
確認後にメッセージが表示
されるときは、お買い求め
の販売店またはカスタマー
コンタクトセンターにお問
い合わせください。

156ページ
裏表紙
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表示パネルのメッセージ 状態 処置 参照ページ

定着ユニットが確認　　　　
できません　　　　　　　　
定着ユニットを確認
して下さい　　　　　　　　

OP_030

定着ユニットが正しく識別
できません。

ブザー音：あり

定着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。
確認後にメッセージが表示
されるときは、お買い求め
の販売店またはカスタマー
コンタクトセンターにお問
い合わせください。

163ページ
裏表紙

転写ベルトユニットが　　　
適合品ではありません　　　
転写ベルトユニットを　　　
交換して下さい　　　　　　

OP_169

取り付けられている転写ベ
ルトユニットは、本製品用
ではありません。
※ 取り付け時に表示しま
す。電源 OFF時に取り
付けた場合は、電源 ON
時に表示します。

ブザー音：あり

本製品専用の転写ベルトユ
ニットを取り付けてくださ
い。

166ページ

転写ベルトユニットの　　　
ICが異常です　　　　　　　
転写ベルトユニットを　　　
確認して下さい　　　　　　

OP_114

取り付けられている転写ベ
ルトユニットの ICを認識
できません。
※ 取り付け時に表示しま
す。電源 OFF時に取り
付けた場合は、電源 ON
時に表示します。

ブザー音：あり

転写ベルトユニットが正し
く取り付けられているか、
確認してください。
確認後にメッセージが表示
されるときは、お買い求め
の販売店またはカスタマー
コンタクトセンターにお問
い合わせください。

166ページ
裏表紙

転写ベルトユニットの　　　
動作異常です　　　　　　　
転写ベルトユニットを　　　
確認して下さい　　　　　　

OP_032

取り付けられている転写ベ
ルトユニットが正常に動作
しませんでした。
※ 取り付け時に表示しま
す。電源 OFF時に取り
付けた場合は、電源 ON
時に表示します。

ブザー音：あり

転写ベルトユニットが正し
く取り付けられているか、
確認してください。
確認後にメッセージが表示
されるときは、お買い求め
の販売店またはカスタマー
コンタクトセンターにお問
い合わせください。

166ページ
裏表紙

トナーカートリッジの交換　
時期が近づいています　　　
新しいトナーカートリッジを
準備して下さい　　　　　　
　ボタンで印刷を継続します

OP_019

アイコンで表示された色の
トナーカートリッジの交換
時期が近くなりました。

シアン
マゼンタ

イエロー
ブラック

ブザー音：あり

新しいトナーカートリッジ
を準備してください。
※ （決定）ボタンを押
すと、印刷を再開します。 153ページ



困ったときの処置

179

困
っ
た
と
き
の
処
置

表示パネルのメッセージ 状態 処置 参照ページ

トナー交換時期です　　　　
トナーを交換して下さい　　

お助け

OP_013

トナーカートリッジが交換
時期になりました。該当す
る色をアイコンで表示しま
す。（左の例はシアン）
Y：イエロー
M：マゼンタ
C：シアン
K：ブラック

ブザー音：あり

まもなく該当する色のト
ナーがなくなります。該
当する色のトナーカート
リッジを、新しいトナー
カートリッジに交換して
ください。
ブラックのトナーが残って
いる場合は、モノクロで印
刷できます。

 ユーザーズガイド　
便利な使い方編

※ （決定）ボタンを押
すと、印刷を継続できる
場合があります。

153ページ

トナーが無くなりました　　
トナーを交換して下さい　　
　 　 　 　 　 　 　

お助け

OP_049

トナーがなくなりました。
該当する色をアイコンで表
示します。（左の例はシア
ン）
Y：イエロー
M：マゼンタ
C：シアン
K：ブラック

ブザー音：あり

該当する色のトナーカート
リッジを新しいトナーカー
トリッジに交換してくださ
い。新しいトナーカート
リッジに交換するまで印刷
できません。
ブラックのトナーが残って
いる場合は、モノクロで印
刷できます。

 ユーザーズガイド　
便利な使い方編

153ページ

ドラムユニットの交換時期が
近づいています　　　　　　
新しいドラムユニットを準備
して下さい　　　　　　　　
　ボタンで印刷を継続します

OP_020

アイコンで表示された色の
ドラムユニットの交換時期
が近くなりました。

シアン
マゼンタ

イエロー
ブラック

ブザー音：あり

新しいドラムユニットを準
備してください。
※ （決定）ボタンを押
すと、印刷を再開します。 156ページ
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表示パネルのメッセージ 状態 処置 参照ページ

ドラムユニット交換時期です
ドラムを交換して下さい　　

お助け
OP_014

ドラムユニットが交換時期
になりました。該当する色
をアイコンで表示します。
（左の例はシアン）
Y：イエロー
M：マゼンタ
C：シアン
K：ブラック

ブザー音：あり

該当する色のドラムユニッ
トが寿命です。該当する色
のドラムユニットを新しい
ドラムユニットに交換して
ください。
ブラックのドラムが残って
いる場合は、モノクロで印
刷できます。
※ （決定）ボタンを押
すと、約 500枚の印刷
を継続できます。（約 50
枚ごとにメッセージを表
示します。）

 ユーザーズガイド　
便利な使い方編

156ページ

ドラムユニットが寿命です
ドラムを交換して下さい　　

お助け
OP_053

ドラムユニットが寿命にな
りました。該当する色をア
イコンで表示します。（左
の例はシアン）
Y：イエロー
M：マゼンタ
C：シアン
K：ブラック

ブザー音：あり

該当する色のドラムユニッ
トを新しいドラムユニット
に交換してください。新し
いドラムユニットに交換す
るまで印刷できません。
ブラックのドラムが残って
いる場合は、モノクロで印
刷できます。

 ユーザーズガイド　
便利な使い方編

156ページ

　廃トナーボックスの交換　
時期が近づいています　　　
新しい廃トナーボックスを　
準備して下さい　　　　　　
　ボタンで印刷を継続します

OP_018

廃トナーボックスの交換時
期が近くなりました。

ブザー音：あり

まもなく廃トナーボックス
が満杯になります。新しい
廃トナーボックスに交換し
てください。 159ページ

　廃トナーボックスが　　　
満杯です　　　　　　　　　
新しい廃トナーボックスに　
交換して下さい　　　　　　

OP_008

廃トナーボックスが満杯に
なりました。

ブザー音：あり

新しい廃トナーボックスに
交換するまで印刷できませ
ん。

159ページ

　定着ユニットの交換時期が
近づいています　　　　　　
新しい定着ユニットを準備　
して下さい　　　　　　　　
　ボタンで印刷を継続します

OP_022

定着ユニットの交換時期が
近くなりました。

ブザー音：あり

新しい定着ユニットを準備
してください。
※ （決定）ボタンを押
すと、印刷を再開します。 163ページ
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表示パネルのメッセージ 状態 処置 参照ページ

　定着ユニット交換時期です

新しい定着ユニットに交換　
して下さい　　　　　　　　
　ボタンで印刷を継続します

OP_015

定着ユニットが交換時期に
なりました。

ブザー音：あり

定着ユニットを交換してく
ださい。
※ （決定）ボタンを押
すと印刷が再開され、以
降約 100枚印刷ごとに
表示されます。

163ページ

　定着ユニットが寿命です　

新しい定着ユニットに交換　
して下さい　　　　　　　　

OP_190

定着ユニットが寿命になり
ました。

ブザー音：あり

定着ユニットを交換してく
ださい。

163ページ

　定着ユニットが寿命です　

印刷できません　　　　　　

OP_192

定着ユニットが寿命になり
ました。新しい定着ユニッ
トに交換されるまで印刷を
停止します。

ブザー音：あり

定着ユニットを交換してく
ださい。

163ページ

　転写ベルトユニットの交換
時期が近づいています　　　
新しい転写ベルトユニットを
準備して下さい　　　　　　
　ボタンで印刷を継続します

OP_023

転写ベルトユニットの交換
時期が近くなりました。

ブザー音：あり

新しい転写ベルトユニット
を準備してください。
※ （決定）ボタンを押
すと、印刷を再開します。 166ページ

　転写ベルトユニット交換　
時期です　　　　　　　　　
新しい転写ベルトユニットに
交換して下さい　　　　　　
　ボタンで印刷を継続します

OP_016

転写ベルトユニットが交換
時期になりました。

ブザー音：あり

転写ベルトユニットを交換
してください。
※ （決定）ボタンを押
すと印刷が再開され、以
降約 100枚印刷ごとに
表示されます。

166ページ
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表示パネルのメッセージ 状態 処置 参照ページ

ＳＳＤが装着されて　　　　
いません　　　　　　　　　
　ボタンで印刷を継続します

OP_034

拡張 SSDが装着されてい
ない状態で試し刷り印刷な
どの拡張 SSDが必要な印
刷データを受信しました。

ブザー音：印刷時あり

（決定）ボタンを押して
エラーを解除してください。
拡張 SSDを取り付けてく
ださい。 58ページ

ＳＳＤの空き容量が　　　　
足りません　　　　　　　　
　ボタンで印刷を継続します

OP_040

拡張 SSDに空き容量があ
りません。

ブザー音：印刷時あり

（決定）ボタンを押して
エラーを解除してください。
拡張 SSD内の不要なデー
タを削除してください。 215ページ

メモリが足りません　　　　

メモリを追加して下さい　　
　ボタンで印刷を継続します

OP_041

メモリー容量不足で印刷で
きません。

ブザー音：印刷時あり

（決定）ボタンを押して
エラーを解除してください。
増設メモリー（別売 GE-
DDR256M）を取り付けて、
全体のメモリー容量を増や
してください。

39ページ
55ページ

＊＊＊＊＊＊サイズの用紙が
ありません　　　　　　　　
カセット１　２　３　４　５
手差し　　　　　　　　　　お助け

OP_179

指定した給紙口に異なるサ
イズの用紙がセットされて
います。

ブザー音：印刷時あり

下段に表示されている給紙
口に＊＊＊＊＊＊サイズの
用紙をセットしてくださ
い。 61ページ

印刷データ不正　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　ボタンで印刷を継続します

OP_180

不正な印刷データが送信さ
れました。

ブザー音：印刷時あり

（決定）ボタンを押して
印刷をキャンセルします。
本製品用のプリンタードラ
イバーを使用しているか確
認してください。

－
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エラーメッセージ

表示パネルのメッセージ 状態 処置 参照ページ

ｻｰﾋﾞｽ　ﾆ　ﾚﾝﾗｸ！！　　　　　
　　　　　　　1XX　　　　

OP_106

本体の修理が必要です。
1XXの 3桁の数字を表示し
ます。

ブザー音：あり

電源スイッチを OFFにし
て、数分後 ONにしたとき
に同じメッセージが表示さ
れる場合は、3桁の数字を
メモした後に電源スイッチ
を OFFにして、お買い求
めの販売店、またはカスタ
マーコンタクトセンターに
ご連絡ください。

裏表紙

Controller Error　　　　　　
　　　　　　2XX　　　　　
XXXXXXXX　　　　　　　　
XXXXXXXX　　　　　　　　
XXXXXXXX　　　　　　　　

OP_107

本体の修理が必要です。
2XXの 3桁の数字を表示し
ます。

ブザー音：あり
※ 「消音」設定時もブザー
が鳴ります。 電源スイッチを OFFにし

て、数分後 ONにしたとき
に同じメッセージが表示
される場合は、3桁の数字
と 8桁× 3行の文字列をメ
モした後に電源スイッチを
OFFにして、お買い求めの
販売店、またはカスタマー
コンタクトセンターにご連
絡ください。

裏表紙

Internal Error　　　　　　　
　　　　　　4XX　　　　　
XXXXXXXX　　　　　　　　
XXXXXXXX　　　　　　　　
XXXXXXXX　　　　　　　　

OP_108

本体内部にエラーが発生し
ています。4XXの 3桁の数
字と 8桁× 3行の文字列を
表示します。

ブザー音：あり
※ 「消音」設定時もブザー
が鳴ります。

裏表紙

Hardware Error　　　　　　
　　　　　　2XX　　　　　
XXXXXXXX　　　　　　　　
XXXXXXXX　　　　　　　　
XXXXXXXX　　　　　　　　

OP_189

本体内部にエラーが発生し
ています。2XXの 3桁の数
字と 8桁× 3行の文字列を
表示します。

ブザー音：あり
※ 「消音」設定時もブザー
が鳴ります。

裏表紙
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電源のトラブル
現象 確認 処置 参照ページ

本体の電源が ONに
ならない

電源ケーブルが抜けていませ
んか？

プリンターのインレットとコンセ
ントに電源ケーブルを確実に差し
込んでください。

69ページ

コンセントに電源は来ていま
すか？

他の電気製品をコンセントに差
し込んで動作するか確認してく
ださい。

14ページ

コンセントの電圧（100V、15A）
は正しいですか？

コンセントの電圧を確認して正し
い電圧で使用してください。他の
電子機器（コンピューターなど）
のサービスコンセントには接続し
ないでください。

14ページ

ブレーカーが動作する ブレーカーの定格は十分ですか？ 定格が十分でもブレーカーが動作
するときは、他の機器（コンピュー
ター、ファクシミリなど）を他の
コンセントに差し替えるか、本体
用の別配線をご用意ください。

14ページ

本体の電源がすぐ（5
分程度）OFFになる

切り忘れ防止機能（自動電源
OFF）が「使用する」に設定され
ていませんか？

コンピューターにインストー
ルされている SPEEDIAマネー
ジャーからの応答がなくなると、
自動的に本体の電源が OFFに
なります。先にコンピューター
（SPEEDIAマネージャー）を立
ち上げてください。（USB接続で
は SPEEDIAマネージャーからの
応答が検出できませんので自動
電源 OFFを「対象としない」に
設定してください。）

 SPEEDIA マネージャーマ
ニュアル

－

決まった時刻になる
と本体の電源が OFF
になる

切り忘れ防止機能（強制電源
OFF）が「使用する」に設定され
ていませんか？

強制電源 OFFが「使用する」に
なっていると、指定された時刻
に本体の電源が OFFになります。
引き続き使用する場合は、電源ス
イッチを ONにしてください。

 ユーザーズガイド　プリン
タードライバー編

－
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印刷できない
原因（確認） 処置 参照ページ

高い解像度（1200dpiなど）で印刷
していませんか？

印刷の内容や解像度によってはコンピューターや本体
のメモリー不足などによって極端に時間がかかった
り、印刷できない場合があります。プリンタードライ
バーの「解像度」を下げて印刷してください。

－

インターフェースケーブルが抜けて
いませんか？

インターフェースケーブルの両端を確実に差し込んで
ください。

72ページ
76ページ

インターフェースケーブルはコン
ピューターや本体の仕様に合ってい
ますか？

USBケーブルはオプションの CP-CAUSB、または
USB2.0対応のツイストペア、シールドタイプ、1.5m
以内のケーブルをご使用ください。
Ethernetケーブルは、市販のツイストペアケーブル（カ
テゴリー 5UTPを推奨）のストレートケーブルをご使
用ください。
1000Base-Tをご使用の場合は、カテゴリー 5eUTP
を推奨します。

72ページ
76ページ

本体がエラーメッセージを表示して
いませんか？

該当するエラーメッセージを参照してください。
172ページ

機器情報印刷（ステータスシート）
は印刷できますか？

印刷できるときはコンピューター側に問題があると考
えられます。接続状態やプリンタードライバーの設定、
コンピューターの設定などを確認してください。

70ページ

本体とコンピューターの間にプリン
ター切り替え機や変換アダプタ類を
使用していませんか？

プリンター切り替え機、プリンターバッファ、延長ケー
ブル、USBハブ、各種変換アダプターの種類によって
は、正しく動作しないことがあります。このようなと
きはコンピューターと本体を直接接続してください。

－

他のコンピューターから印刷できま
すか？

ネットワークで共有している他のコンピューターから
印刷できるときは、コンピューター側に問題があると
考えられます。接続状態やプリンタードライバーの設
定、コンピューターの設定などを確認してください。
他のコンピューターからも印刷できない場合は、ネッ
トワークに問題があると考えられます。ネットワーク
管理者にお問い合わせください。

96ページ

本製品のプリンタードライバーが
「通常使うプリンター」に設定され
ていますか？

アプリケーションによっては、通常使うプリンターか
ら印刷する場合があります。 －

印刷権限設定がされていませんか？

登録されたユーザーしか印刷できない設定がされてい
る場合があります。印刷できるユーザーに追加の必要
がありますので、プリンター管理者にお問い合わせく
ださい。

 管理者ガイド　CASIO SPEEDIA Web Monitor
（Web 設定）編

－



困ったときの処置

186

原因（確認） 処置 参照ページ

プリンタープロパティの「SNMP
ステータスを有効にする」のチェッ
クマークが外れていますか？

プリンタープロパティの「ポート」タブの「ポートの
構成」から、「SNMPステータスを有効にする」のチェッ
クマークを外してください。

 管理者ガイド　ネットワーク編

－
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紙づまりのトラブル
症状 原因（確認） 処置 参照ページ

斜めに印刷されて紙づ
まりする

カセットまたは手差しトレイの
用紙ガイドが正しくセットされ
ていますか？

カセットまたは手差しトレイの
用紙ガイドを、用紙に軽く当た
る位置にセットしてください。

61ページ
66ページ

本体右側面の給紙ガイドが確実
に閉まっていますか？

本体右側面のすべての給紙ガイ
ドを確実に閉めてください。 27ページ

正面側と背面側の手差しトレイ
給紙圧変更レバーが、両側同じ
状態になっていますか？

正面側と背面側の給紙圧変更レ
バーは、両側同じ状態にセット
してください。

117ページ

用紙がシワになって紙
づまりする

用紙の規格は合っていますか？
セットされている用紙に波打ち
や折り目などがありませんか？

不適切な用紙を取り除いてくだ
さい。弊社推奨紙のご使用をお
すすめします。

98ページ

全面ベタ印刷をしていません
か？

用紙送り方向に対して先端部分
の余白を大きくしてください。 －

用紙が重なって印刷さ
れて紙づまりする

用紙の継ぎ足しをしていません
か？

継ぎ足した用紙を取り除いてく
ださい。

61ページ
66ページ

種類の違う用紙をセットしてい
ませんか？

種類の違う用紙を取り除いてく
ださい。 98ページ

裁断面のバリ、ラベル紙の粘着
材、用紙の静電気などで、用紙
同士が付着していませんか？

用紙をさばいてからセットして
ください。用紙同士の付着がひ
どいときは、手差しトレイから 1
枚づつ印刷してください。可能
な場合は、給紙口の用紙の裏表
を逆にセットしてください。

99ページ

用紙が給紙されずに紙
づまりする

給紙がスリップしています。 給紙口の用紙の裏表を逆にセッ
トしてください。

61ページ
66ページ

特殊紙（129g/m2 以上の厚紙、
ラベル紙、はがき、封筒など）
を手差しトレイから給紙する場
合は、給紙圧変更レバーを倒し
てください。

117ページ

用紙を入れすぎていませんか？ カセット横ガイドの▼マーク、手
差しトレイ横ガイドの▼▼マー
クよりも用紙が下になるように、
用紙を取り出してください。

61ページ
66ページ

用紙の角が折れて紙づ
まりする

用紙の種類によっては、裏表を
逆にセットすると紙づまりしや
すい場合があります。

給紙口の用紙の裏表を逆にセッ
トしてください。

61ページ
66ページ
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症状 原因（確認） 処置 参照ページ

厚紙（129g/㎡以上）
が給紙されずに紙づま
りする

給紙圧変更レバーを倒していま
すか？

129g/m2以上の厚紙を手差しト
レイから給紙する場合は、給紙
圧変更レバーを倒してください。

117ページ

129g/㎡以上の厚紙は通紙方向に
対して縦目（Ｔ目）の向きに用
紙をセットすると紙づまりする
場合があります。

129g/㎡以上の厚紙は通紙方向に
対して横目（Y目）の用紙をご
使用ください。
＜通紙方向＞

60_096

本製品は、サイズ別に下記目方
向の用紙を使用すると、通紙方
向に対して横目（Y目）になり
ます。

用紙サイズ 目方向
A3、B4、A4R 横目（Ｙ目）用紙
A4、B5、A5 縦目（Ｔ目）用紙

98ページ

• 快適な印刷をするには用紙の選定が重要です。お手持ちの用紙を使用する前に必ず下
記を参照してください。

 用紙（98 ページ）
• 用紙のサイズや厚さが規格内でも、紙質などにより紙づまりが多発したり画質が低下
することがあります。用紙を大量に購入するときは、事前に十分テスト印刷を行い、
トラブルが発生しないことをご確認ください。
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印刷画像のトラブル
印刷品質が悪い場合は、下記からもっとも近い症状を選び処置を行ってください。印刷品質が改
善されない場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーコンタクトセンターへご連絡ください。

症状 原因 処置 参照ページ

印刷がうすい（かすれ
る、不鮮明）

60_100

「トナーセーブ」が設定されてい
ませんか？

トナーセーブの設定を変更し
ます。
簡単エコ印刷ナビで設定を変更
する場合は、

 簡単エコ印刷ナビマニュア
ル

プリンタードライバーで設定を
変更する場合は、

 ユーザーズガイド　プリン
タードライバー編

を参照してください。

－

用紙が湿気を含んでいませんか？ 新しい用紙と交換してください。
ご使用の用紙の保管方法をご確
認ください。

61ページ
101ページ

トナーカートリッジが交換時期
ではありませんか？

新しいトナーカートリッジと交
換してください。 153ページ

酸性紙を使用していませんか？ 中性紙を使用してください。 100ページ
本体が結露している場合があり
ます。気温が低い日の朝や、室
外から室内に移動したときに発
生しやすくなります。

電源スイッチを ONにして 10～
20分間放置します。結露がひど
いときは回復に 1時間程度かか
ることがあります。

－

ドラムユニットが劣化または損
傷している場合があります。

印刷がうすくなる色のドラムユ
ニットを新しいドラムユニット
と交換してください。

156ページ

一度に複数枚の用紙が重なって
印刷されていませんか？

用紙をよくさばいてからセット
してください。 99ページ

斑点や汚れが印刷される

60_101

紙づまり処置後に印刷された用
紙は、表面や裏面に汚れが付着
する場合があります。特に、定
着ユニットにつまった用紙を排
紙口側から引き抜くと発生しや
すくなります。

数枚印刷すると汚れは消えます。

137ページ

使用している用紙は適切ですか？ 適切な用紙をセットしてください。 98ページ
ドラムユニットが劣化または損
傷している場合があります。

白紙を印刷して、斑点が出る色
のドラムユニットを新しいドラ
ムユニットと交換してください。

156ページ

転写ベルトにキズがついている
場合があります。

新しい転写ベルトユニットに交
換してください。 166ページ
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症状 原因 処置 参照ページ

線が印刷される

60_102

紙
送
り
方
向

ドラムユニットが劣化または損
傷している場合があります。

白紙を印刷して、線が出る色の
ドラムユニットを新しいドラム
ユニットと交換してください。

156ページ

転写ベルトユニットまたは転写
ロールが、劣化または損傷して
いる場合があります。

新しい転写ベルトユニットに交
換してください。

166ページ

等間隔に汚れる

60_103

紙
送
り
方
向

ドラムユニットが劣化または損
傷している場合があります。

白紙を印刷して、汚れが出る色
のドラムユニットを新しいドラ
ムユニットと交換してください。

156ページ

ぬりつぶされた部分に
白点が現れる

60_104

使用している用紙は適切ですか？ 適切な用紙をセットしてください。 98ページ
ドラムユニットが劣化または損
傷している場合があります。

白点が印刷される色のドラムユ
ニットを新しいドラムユニット
と交換してください。

156ページ

指でこするとかすれ
る・剥がれる

60_105

紙種の設定は正しいですか？ 使用する用紙に合わせて紙種の
設定をしてください。用紙の種
類によっては紙種を変更するこ
とで改善されることがあります。

103ページ

用紙が湿気を含んでいませんか？ 新しい用紙と交換してください。
ご使用の用紙の保管方法をご確
認ください。

61ページ
101ページ

使用している用紙は適切ですか？ 適切な用紙をセットしてください。
98ページ

用紙全体がぬりつぶさ
れる

60_106

ドラムユニットが劣化または損
傷している場合があります。

白紙を印刷して、塗りつぶされ
るドラムユニットを新しいドラ
ムユニットと交換してください。

156ページ

ドラムユニットは正しく取り付
けられていますか？

ドラムユニットを正しく取り付
け直してください。 156ページ

本体の故障が考えられます。 販売店またはカスタマーコンタ
クトセンターにご連絡ください。

裏表紙
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症状 原因 処置 参照ページ

マークが印刷される

60_107

「エコレベル印刷」が設定されて
います。

エコレベル印刷の設定を変更し
てください。

 管理者ガイド　設定編

－

何も印刷されない

60_108

一度に複数枚の用紙が搬送されて
いませんか？

用紙をよくさばいてからセット
してください。 99ページ

トナーカートリッジが交換時期
ではありませんか？

新しいトナーカートリッジと交
換してください。 153ページ

ドラムユニットが劣化または損
傷している場合があります。

新しいドラムユニットと交換し
てください。 156ページ

本体の故障が考えられます。 販売店またはカスタマーコンタ
クトセンターにご連絡ください。 裏表紙

部分的に白く抜ける・
カスレる・うすい

60_109

用紙が湿気を含んでいませんか？ 新しい用紙と交換してください。 61ページ
使用している用紙は適切ですか？ 適切な用紙をセットしてください。

ご使用の用紙の保管方法をご確
認ください。

98ページ
101ページ

酸性紙を使用していませんか？ 中性紙を使用してください。 100ページ
トナーカートリッジが交換時期
ではありませんか？

新しいトナーカートリッジと交
換してください。 153ページ

ドラムユニットまたはトナー
カートリッジは正しく取り付け
られていますか？

ドラムユニットまたはトナー
カートリッジを正しく取り付け
直してください。

156ページ
153ページ

長尺紙に印字率が高い（ベタ部
分が多い）画像を印刷していま
せんか？

ベタ部分を網かけにするなどし
て低い印字率で印刷してくださ
い。

124ページ

転写ベルトにキズがついている
場合があります。

新しい転写ベルトユニットに交
換してください。 166ページ

用紙にシワがつく
文字がにじむ

60_110

使用している用紙は適切ですか？ 適切な用紙をセットしてください。 98ページ
用紙が湿気を含んでいませんか？ 新しい用紙と交換してください。

ご使用の用紙の保管方法をご確
認ください。

61ページ
101ページ
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症状 原因 処置 参照ページ

縦長に白抜けする

紙
送
り
方
向

60_111

トナーカートリッジの交換時期
ではありませんか？

新しいトナーカートリッジと交
換してください。 153ページ

ドラムユニットは正しく取り付
けられていますか？

ドラムユニットを正しく取り付
け直してください。

156ページ

背景がトナーで汚れる

60_112

ドラムユニットは正しく取り付
けられていますか？

ドラムユニットを正しく取り付
け直してください。

156ページ

色がずれる

60_113

ドラムユニットは正しく取り付
けられていますか？

ドラムユニットを正しく取り付
け直してください。 156ページ

自動レジスト（色ずれ）補正が
補正可能範囲外に設定されてい
ます。

操作パネルの設定メニューで「プ
リンター管理・調整」→「キャ
リブレーション」→「レジスト
補正実行」を選択して （決定）
ボタンを押します。

214ページ

長尺紙に印刷できない アプリケーション側で、最大
297× 1200mmの原稿サイズを
サポートしていないと印刷でき
ません。

任意の用紙サイズを、297 ×
1200mm に設定できるアプリ
ケーションで原稿を作成してく
ださい。

124ページ

長尺紙の印刷が遅い 本体のメモリーが不足している場
合があります。

標準 256MBに対して 256MBの
メモリーを増設し、合計 512MB
のメモリーにすると改善する場
合があります。

39ページ

長尺紙に対して横書きの原稿を
作成すると印刷に時間がかかる
場合があります。

長尺紙に対して縦書きの原稿に
すると速くなります。 124ページ

排紙トレイから用紙
が落ちる

印刷した用紙がカールして排紙
されるため、用紙の重なりが不
揃いになり、印刷済みの用紙を
押し出して落下する場合があり
ます。

用紙の裏表を逆にセットすると
改善する場合があります。

61ページ
66ページ

通紙方向に対し「横目（Ｙ目）」
の用紙を使用すると改善する場
合があります。

98ページ
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症状 原因 処置 参照ページ

ベタ印刷部分にこすれ
あとが付く

紙
送
り
方
向

60_114

紙送り方向に対して先端部分に
黒に近い色（Y、M、Cを重ねた
暗い色）を印刷すると発生しや
すくなります。ひどい場合は定
着ユニットに用紙がつまること
があります。

先端部分の余白を広げてくだ
さい。

 管理者ガイド　設定編
－

トナーセーブを設定して全体の
色をうすくすると軽減すること
があります。

 ユーザーズガイド　プリン
タードライバー編

－

先端が濃く、後端がうすい場合
はリバース印字で先端と後端を
逆向きに印刷してください。

 ユーザーズガイド　便利な
使い方編

－

先端部分の暗い色を、明るい色
（うすい色）に変更してください。 －

先端部分が暗い色の画像を、連
続して印刷しないようにしてく
ださい。

－

色がずれる

広告の品

トマト
128円

60_115

内部カバーは正しく閉められてい
ますか？

内部カバーを正しく閉めてくだ
さい。 156ページ

ドラムユニットは正しく取り付
けられていますか？

ドラムユニットを正しく取り付
け直してください。 156ページ

自動レジスト（色ずれ）補正が
補正可能範囲外に設定されてい
ます。

操作パネルの設定メニューで「プ
リンター管理・調整」→「キャ
リブレーション」→「レジスト
補正実行」を選択して （決定）
ボタンを押します。

214ページ

色の濃さが極端に違う

広告の品

トマト
128円

60_116

内部カバーは正しく閉められてい
ますか？

内部カバーを正しく閉めてくだ
さい。 156ページ

ドラムユニットは正しく取り付
けられていますか？

ドラムユニットを正しく取り付
け直してください。 156ページ

自動濃度補正が正しく行われな
かった可能性があります。

 操作パネルの設定メニューで、
「プリンター管理・調整」→「キャ
リブレーション」→「濃度補正
実行」を選択して、 （決定）
ボタンを押します。

214ページ

特定色の濃さが左右で
違う

紙
送
り
方
向

60_353

ドラムユニットは正しく取り付
けられていますか？

該当する色のドラムユニットを
本体から完全に取り出し、再度
取り付け直してください。

158ページ
ドラムユニットを本体から完全
に取り出さずに再装着した可能
性があります。
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症状 原因 処置 参照ページ

用紙後端部分の印刷が
縮む（ぶれ）

60_304

紙
送
り
方
向

70mm
以内

60_305

紙
送
り
方
向

70mm
以内

定着ユニット交換時や、寿命到
達に近い時期に発生する場合が
あります。

症状が発生した用紙厚を確認し
て、定着ユニットの速度を補正
してください。

用紙厚「64～ 80g/㎡」の場合
：ぶれ補正（普通紙）
用紙厚「81～ 94g/㎡」の場合
：ぶれ補正（両面上質紙）
用紙厚「95～ 199g/㎡」の場合
：ぶれ補正（厚紙）
用紙厚「200～ 256g/㎡」の場合
：ぶれ補正（ごく厚紙）
「薬袋・薬袋」の場合（Yモデル
のみ表示）
：ぶれ補正（薬袋・薬情）

195ページ
199ページ

長尺紙の後端に画像こ
すれ跡や汚れが付く

PR
IN

TE
R

PR
IN

TE
R

PR
IN

TE
R

PR
IN

TE
R

画像こすれ
60_118

本体内部で長尺紙の後端がたわ
み、印刷画像が通紙経路に触れ
てこすれあとや汚れが付く場合
があります。

定着ユニットの速度を補正して
ください。

199ページ



困ったときの処置

195

困
っ
た
と
き
の
処
置

後端画像縮み（ぶれ）の調整

イラストのように、用紙後端（約 70mm）部分の印刷画像
が縮んで印刷されるときは、定着ユニットの速度を補正し
てください。

症状が発生した用紙厚を確認して、定着ユニッ
トの速度を補正してください。

以降は厚紙（95～ 199g/m2）の例です。それぞれの用紙に合わせて読み替えてください。

1. カセット 1に、症状が発生した用紙厚の A3サイズ用紙を 2枚セットします。
症状が発生した用紙をセットしてください。それ以外の用紙をセットすると、テストチャー
トでの調整判定ができない場合があります。

 カセットへの用紙セット（本体カセット／増設カセット）（61 ページ）

2. 次の手順で、調整用のテストチャートを印刷します。
（1） 未印字データがない状態でメニューボタンを押し、
「機能設定メニュー」を表示します。

（2）  ボタンで「プリンター管理・調整」を選択し
て  ボタンを押します。

（3）  ボタンで「定着速度補正」を選択し、  ボタ
ンを押します。

（4）  ボタンで「チャート印刷」を選択し、  ボタ
ンを押します。

（5）  ボタンで症状が発生した用紙厚のモードを選
択して、 （決定）ボタンを押します。

60_306

70mm
以内

紙
送
り
方
向

テスト印刷・レポート　　
プリンター管理・調整　　
インターフェース設定　　
給紙・用紙設定　　　　　

機能設定メニュー　　　　　

OP_055

テスト印刷・レポート　　
プリンター管理・調整　　
インターフェース設定　　
給紙・用紙設定　　　　　

機能設定メニュー　　　　　   

OP_056

印刷位置調整　　　　　　
キャリブレーション　　　
自動補正値初期化　　　　
定着速度補正　　　　　　

［プリンター管理・調整］　

OP_057

長尺紙後端部補正　　　　
チャート印刷　　　　　　

＜定着速度補正＞　　　　　

OP_181

Ａ３（普通紙２枚）　　　
Ａ３（両面上質紙２枚）　
Ａ３（厚紙２枚）　　　　
Ａ３（ごく厚紙１枚）　　

≪チャート印刷≫　　　　　

OP_182
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紙種 用紙厚

A3（普通紙 2枚） 用紙厚「64～ 80g/m2」
A3（両面上質紙 2枚） 用紙厚「81～ 94g/m2」
A3（厚紙 2枚） 用紙厚「95～ 199g/m2」
A3（ごく厚紙 1枚） 用紙厚「200～ 256g/m2」
A3（薬袋・薬情 2枚） 「薬袋・薬袋」の場合（Yモデルのみ表示）

A3（普通紙 2 枚）・A3（両面上質紙 2 枚）・A3（厚紙 2 枚）・A3（薬袋・薬情 2 枚）
イラストのようなテストチャートが 2枚印刷されます。

60_307

1枚目 2枚目

A3（ごく厚紙 1 枚）
イラストのようなテストチャートが 1枚印刷されます。

60_308
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3. 後端画像縮み（ぶれ）調整「する／しない」を判断します。
テストチャート 1枚目の後端から 70mm付近に、イラストのような画像の縮み（ぶれ）が目
立つ場合は、4.で調整します。

70mm

1枚目 画像縮み（ぶれ）

調整後（例）

60_098

4. 後端画像縮み（ぶれ）を補正します。
（1）  ボタンを 1回押して「定着速度補正」に戻り、

 ボタンで症状が発生した用紙厚のモードを選
択して  ボタンを押します。

（2）  ボタンを 1回押し、現在の補正値を「＋ 1」増や
して （決定）ボタンを押します。

補正値は「＋ 1」刻みで増やしてください。一
度に増やすと色ずれが発生します。

ぶれ補正（普通紙）　　　
ぶれ補正（両面上質紙）　
ぶれ補正（厚紙）　　　　
ぶれ補正（ごく厚紙）　　

＜定着速度補正＞　　　　　

OP_060

＋１　　　　　　　　　　
≪ぶれ補正（厚紙）≫　　　

OP_061
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（3）  ボタンを 1回押して「定着速度補正」に戻り、
 ボタンで「チャート印刷」を選択して  ボタ

ンを押します。

（4）  ボタンで症状が発生した用紙厚のモードを選
択し、再度用紙をセットして （決定）ボタンを
押します。

テストチャートが印刷されます。

（5） 1枚目の後端画像縮みが、前ページの「調整後（例）」
のように改善されたかを確認します。

画像の縮みが「調整後（例）」のように目立たなくなるまで、調整を繰り返してください。

5. 1枚目の調整後、イラストのようにテストチャート 2枚目の四角い枠の外に色がずれて印刷
されるときは、補正値を減らす必要があります。下記の手順 (2)で補正値を現在の設定から
「－ 1」減らしてください。
※ すべての黒枠に、色が重なるように調整できない場合があります。

2枚目

60_099

長尺紙後端部補正　　　　
チャート印刷　　　　　　

＜定着速度補正＞　　　　　

OP_181

Ａ３（普通紙２枚）　　　
Ａ３（両面上質紙２枚）　
Ａ３（厚紙２枚）　　　　
Ａ３（ごく厚紙１枚）　　

≪チャート印刷≫　　　　　

OP_182
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長尺紙後端画像こすれの調整

イラストのように、長尺紙後端部分の印刷画像がこすれた
り汚れがついて印刷されるときは、定着ユニットの速度を
調整してください。

長尺紙後端画像こすれや汚れは、定着ユニット
交換時や厚紙使用時に発生しやすくなります。

1. 次の手順で、調整用のテストチャートを印刷します。
（1） 未印字データがない状態でメニューボタンを押し、
「機能設定メニュー」を表示します。

（2）  ボタンで「プリンター管理・調整」を選択し
て  ボタンを押します。

（3）  ボタンで「定着速度補正」を選択し、  ボタ
ンを押します。

（4）  ボタンで「チャート印刷」を選択し、  ボタ
ンを押します。
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画像こすれ
60_118

テスト印刷・レポート　　
プリンター管理・調整　　
インターフェース設定　　
給紙・用紙設定　　　　　

機能設定メニュー　　　　　

OP_055

テスト印刷・レポート　　
プリンター管理・調整　　
インターフェース設定　　
給紙・用紙設定　　　　　

機能設定メニュー　　　　　   

OP_056

印刷位置調整　　　　　　
キャリブレーション　　　
自動補正値初期化　　　　
定着速度補正　　　　　　

［プリンター管理・調整］　

OP_057

長尺紙後端部補正　　　　
チャート印刷　　　　　　

＜定着速度補正＞　　　　　

OP_181
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（5）  ボタンで使用する長尺紙の長さに合わせて
600mm、900mm、1200mmから選択します。

イラストの例は 900mmの長尺紙を選択した場合で
す。

（6） イラストのようなメッセージが表示されたら、手差
しトレイに長尺紙をセットします。

 手差しトレイへの用紙セット（66 ページ）

テストチャートが 1枚印刷されます。

長尺紙　６００ｍｍ　　　
長尺紙　９００ｍｍ　　　
長尺紙１２００ｍｍ　　　

≪チャート印刷≫　　　　　

OP_176

長尺紙900mmの用紙が 　　　
ありません　　　　　　　　
手差しトレイ　　　　　　　

お助け
OP_063

60_342
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2. 長尺紙後端画像こすれの調整「する／しない」を判断します。
テストチャートの後端に画像こすれや汚れが目立つ場合は、3.で調整します。

画像こすれ

調整後（例）

60_119

3. 長尺紙後端画像を補正します。
（1）  ボタンを 1回押して「定着速度補正」に戻り、

 ボタンで「長尺紙後端部補正」を選択して 
ボタンを押します。

（2）  ボタンを 1回押し、現在の補正値を「＋ 1」増や
して （決定）ボタンを押します。

長尺紙後端部補正　　　　
チャート印刷　　　　　　

＜定着速度補正＞　　　　　

OP_183

＋１　　　　　　　　　　
≪長尺紙後端部補正≫　　　

OP_065
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（3）  ボタンを 1回押して「定着速度補正」に戻り、
 ボタンで「チャート印刷」を選択して  ボタ

ンを押します。

（4）  ボタンで使用する長尺紙の長さに合わせて、
600mm、900mm、1200mmから選択します。

イラストの例は、900mmの長尺紙を選択した場合
です。

（5） イラストのようなメッセージが表示されたら、手差
しトレイに長尺紙をセットしてテストチャートを印
刷します。

（6） 後端画像こすれが、2.の「調整後（例）」のように
改善されたかを確認します。

画像のこすれや汚れが「調整後（例）」のように目立たなくなるまで、調整を繰り返し
てください。

4. 長尺紙後端画像こすれ調整後、イラストのようにチャート印刷の四角い枠の外に色がずれて
印刷されるときは、補正値を減らす必要があります。前記の手順 (2)で補正値を現在の設定
から「－ 1」減らしてください。
※ すべての黒枠に、色が重なるように調整できない場合があります。

60_120

長尺紙後端部補正　　　　
チャート印刷　　　　　　

＜定着速度補正＞　　　　　

OP_181

長尺紙　６００ｍｍ　　　
長尺紙　９００ｍｍ　　　
長尺紙１２００ｍｍ　　　

≪チャート印刷≫　　　　　

OP_176

長尺紙900mmの用紙が 　　　
ありません　　　　　　　　
手差しトレイ　　　　　　　

お助け
OP_063
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印刷内容のトラブル
症状 原因（確認） 処置 参照ページ

カラーで印刷でき
ない

立ち上げモードの設定が「モ
ノクロ専用」になっていませ
んか ?

立ち上げモードを「カラー」または「モ
ノクロ」に設定してください。

35ページ
215ページ

プリンタードライバーの設定
が「モノクロ」になっていま
せんか？

プリンタードライバーの設定を「カ
ラー」にしてください。アプリケーショ
ン側もカラーに設定しなければならな
い場合があります。

 ユーザーズガイド　プリンター
ドライバー編

－

権限設定によりカラー印刷で
きない設定になっていません
か？

カラー印刷を許可する権限設定に変更
する必要があります。プリンターの管
理者にお問い合わせください。

 管 理 者 ガ イ ド　CASIO 
SPEEDIA Web Monitor（Web
設定）編

－

文字化けする
白紙が何枚も出力
される

プリンタードライバーの機種
設定は合っていますか？

本製品のプリンタードライバーを再イ
ンストールしてください。 77ページ

本体とコンピューターの間に
プリンター切り替え機や変換
アダプター類を使用していま
せんか？

プリンター切り替え機、プリンター
バッファ、延長ケーブル、USBハブ、
各種変換アダプターの種類によって
は、正しく動作しないことがあります。
このようなときはコンピューターと本
体を直接接続してください。

72ページ
76ページ

インターフェースケーブルは
コンピューターや本体の仕様
に合っていますか？

USBケーブルはオプションの CP-
CAUSB、または USB2.0対応のツイス
トペア、シールドタイプ、1.5m以内
のケーブルをご使用ください。
Ethernetケーブルは、市販のツイスト
ペアケーブル（カテゴリー 5UTPを
推奨）のストレートケーブルをご使用
ください。
1000Base-Tをご使用の場合は、カテ
ゴリー 5eUTPを推奨します。

72ページ
76ページ

インターフェースケーブルが
抜けていませんか？

インターフェースケーブルの両端を確
実に差し込んでください。

72ページ
76ページ
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その他のトラブル
症状 原因（確認） 処置 参照ページ

印刷に時間がかかる

本体が節電状態になっていません
か？節電状態から印刷をスタート
すると印刷開始までに約 30秒か
かることがあります。

Web設定の節電スケジュール機
能で節電を有効にする時間帯を設
定できます。

 管 理 者 ガ イ ド　CASIO 
SPEEDIA Web Monitor
（Web 設定）編

－

ファイルサイズの大きい画像デー
タを印刷していませんか？

本体のメモリー増設により改善さ
れることがあります。ただし、コ
ンピューター側の処理（スプール）
に時間がかかっている場合は本体
側にメモリー増設しても効果は期
待できません。

－

印刷の途中で停止する

両面印刷や B4より幅が狭い厚紙
を連続して印刷すると、機内温度
上昇を防止するためモーターが回
転したまましばらく印刷を中断す
る（クールダウン動作）ことがあ
ります。

機内温度が下がると印刷を再開し
ます。しばらくお待ちください。

－

「トナー補給中」表示中は、トナー
補給のためにモーターが回転した
まましばらく印刷を中断すること
があります。

トナー補給が終わると印刷を再開
します。しばらくお待ちください。 －

周辺のコンピュー
ターや電気製品に異
常が発生する

電源容量は十分ですか？本体は一
時的に大電力を消費します。同じ
コンセントからコンピューターな
どの電源を取ると、画面がチラつ
いたりリセットされることがあり
ます。

本体を 15A以上の独立したコン
セントに差し替えて使用してくだ
さい。 14ページ

16ページ

印刷していないのに
本体から「ゴトン」
という音がする

定着ユニットの圧着を切り替える
際、音がする場合があります。

故障ではありません。そのまま使
用してください。 －

転写ベルトユニット
を引き出せない

転写ベルトユニットのストッパー
（白い半円形の板）が見えていま
せんか ?

60_356 ストッパー

サイドカバーを開けたとき、ス
トッパーが引き込まれたことを確
認してください。

－
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主な仕様

型番
項目 GE6000

形式 デスクトップ型
プリント方式 LEDヘッド＋乾式電子写真方式
解像度 エンジン解像度 600× 600dpi（4階調）、1200× 1200dpi（2階調）

データ解像度 300× 300dpi、600× 600dpi、1200× 1200dpi
ウォームアップ時間※ 1 電源投入時からの時間：約 35秒（室温 23℃、定格電圧）

省電力モードからの時間：約 35秒（室温 23℃、定格電圧）
ファーストプリント時間※ 2 モノクロ 約 4.1秒以下（カセット給紙、A4横、普通紙モード時の理論値）

カラー 約 5.2秒以下（カセット給紙、A4横、普通紙モード時の理論値）
連続プリント速度
（コピーモード／カ
ラー・モノクロ）

普通紙モード※ 3

（「普通紙」設定）
片面印刷時：
38.7枚／分（A4横）、25.0枚／分（B4縦）、22.1枚／分（A3縦）
両面印刷時：
34.7イメージ／分（A4横）、13.9イメージ／分（B4縦）、
13.0イメージ／分（A3縦）

インターフェース 標準 LANインターフェース
（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T） × 1
USB2.0インターフェース（Hi-Speed） × 1
USB2.0内部ホストインターフェース（Hi-Speed） × 1

オプション －
オペレーションパネル 160× 80dot グラフィック LCD
コマンド体系 標準 （ESC/P・ESC/Page・201H）＋カシオ拡張コマンド

オプション PostScript3互換
CPU 32bit PPC440EPx（500MHz）
メモリー 標準 256MB

オプション 256MB（最大 512MB）
拡張 SSD（オプション） 32GB
標準フォント 平成明朝体・平成角ゴシック体、欧文フォント 14書体、

ANK、OCR-B
用紙 種類

（坪量）
普通紙／厚紙 64～ 256g/m2

特殊紙 ラベル紙、はがき、封筒、耐水紙、薬袋※ 5

サイズ 手差しトレイ のし紙（幅 55mm～）B6H、封筒、A3～はがき、フリー
（幅 55～ 305mm×長さ 148～ 432mm）、長尺紙（幅 210～
297mm×長さ 457～ 1200mm）※ 6

カセット A5横、B5横、A4横、B5縦、レターサイズ縦、A4縦、B4縦、
A3縦、フリー（幅 182～ 297×長さ 148～ 432mm）※ 7

両面印刷 用紙種類 64～ 128g/m2

用紙サイズ A5～ A3、フリー（幅 210～ 297mm×長さ 148～ 432mm）
給紙装置・容量※ 4 手差しトレイ 100枚

カセット 550枚
排紙容量※ 4 フェイスダウン 550枚
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型番
項目 GE6000

外形寸法 本体 640mm× 577mm× 460mm
（W× D× H） 増設カセット 560mm× 577mm× 120mm※ 8

専用デスク 560mm× 570mm× 428mm※ 8

専用キャスター 560mm× 570mm× 68mm※ 8

質量 約 64kg（消耗品含む、オプションを除く）
使用環境 動作時 温度：10～ 33℃、湿度：20～ 80％ RH（結露なきこと）※ 9

非動作時 温度：－ 5～ 40℃、湿度：20～ 80％ RH（結露なきこと）※ 10

電源 AC100V± 10％、50/60Hz
最大消費電力 1250W※ 11

平均消費電力 モノクロプリント時 約 660W
カラープリント時 約 740W
待機時 約 95W
スリープ時 約 17W（レベル 1）

約 0.4W未満（レベル 2）
関連法令および規格 国際エネルギースタープログラム基準適合、グリーン購入

法が定める「特定調達物品等」に適合、RoHS指令、JIS 
C61000-3-2適合、クラス B情報処理装置 (VCCIクラス B)

TEC値※ 12 2.68kWh
エネルギー消費効率※ 13 139kWh／年　区分：プリンター A
騒音※ 14 動作時 52dB、7.0B

待機時 34dB、4.7B
スリープ時 無騒音※ 15

消耗品※ 16※ 17 ドラムユニット 各色約 50,000ページ※ 18

トナーカートリッジ 各色約 18,000ページ※ 19

廃トナーボックス 約 50,000ページ ※ 20

定期交換部品※ 16 定着ユニット 約 150,000ページ※ 21

転写ベルトユニット 約 150,000ページ※ 21

転写ロール
（転写ベルトに同梱）

約 150,000ページ※ 21

本体耐久期間 150万ページ※ 22または 5年のいずれか早い方
※ 1 スリープモード（レベル 1）からのウォームアップ時間です。
※ 2 給紙スタートから排紙完了までの時間です。
※ 3 普通紙モード（64～ 69g/m2）時
※ 4 64g/m2紙使用時
※ 5 Yモデルのみ使用可能
※ 6 印刷できる長尺紙の厚さは 157g/m2です。（用紙長 1200mmの場合は 128g/m2まで）
※ 7 「小サイズアダプター（オプション）」を装着した場合は、フリー（幅 100～ 297×長さ 148～ 432mm）となります。
※ 8 突起部除く
※ 9 温度 30℃以上は、湿度 70％以下でご使用ください。
※ 10 温度－5～5℃、湿度35～40％環境に、通算20日以上の放置は避けてください。画像保証範囲は、温度15～28℃、湿度35～70％RH（結
露なきこと）です。

※ 11 起動時や、定着ヒーター通電時の瞬間的ピークの消費電力ではありません。
※ 12 概念的１週間にプリンターを使用した場合の消費電力量を想定した数値
※ 13 エネルギーの使用の合理化に関する法律（平成 25年 3月 1日付）で定められた測定方法による数値
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※ 14 本体のみ。ISO7779で測定し、ISO9296に従って表示する。
単位 B：表示 A特性音響パワーレベル（LWAd）／単位 dB：表示 A特性放音圧レベル（バイスタンダ位置）

※ 15 無騒音とは、各バイスタンダ位置の放射音圧レベルが ISO7779の暗騒音に関する絶対規準以下であることを意味する。
※ 16 消耗品および定期交換部品の交換目安は、各項目の条件で片面印刷した場合です。印刷内容（印字率）、用紙サイズ、用紙の種類、連
続印刷枚数などの使用条件により、交換目安よりも早く交換が必要になることがあります。

※ 17 1本のドラムユニットに使用できるトナーカートリッジは 13本までです。
※ 18 A4サイズ横送りで 5ページ片面連続印刷を間欠して繰り返した場合です。
※ 19 「ISO/IEC19798」に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値です。
※ 20 A4サイズ横送りで各色 5%原稿を、カラー：モノクロ比率 50：50で片面連続印刷した場合です。
※ 21 A4サイズ横送りで片面連続印刷した場合です。
※ 22 A4サイズ横送りで 5ページ片面連続印刷を間欠して繰り返した場合です。

外形寸法図
＜標準時＞

60_095
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＜増設カセット 4台装着時＞

60_004
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６ヶ月サービス無償保証とお願い
■お客様へのお願い
万一の故障に関しまして、その対応をスムーズに実施するために、弊社ではお買い上げいた
だいたお客様の登録をさせていただいております。お客様登録をさせていただいた製品に対
し、製品購入日から６ヶ月以内に限り規定に基づき無償で修理いたします。大変お手数とは
存じますが、ご協力の程、お願い申し上げます。
① 製品に同梱されている「お客様登録のご案内」に従ってご登録ください。
② お客様登録時に表示されるサービス規約をご確認ください。
③ お客様登録後に保証書は発行されません。

■無償保証規定
本機は高度な電子技術と機械技術（メカトロニクス）および万全の品質管理の下で造られた
製品です。
お客様の正常な使用状態（取扱説明書（本書）、本体貼付ラベルなどの注意事項に従った使
用状態）で、万一故障が生じた場合は製品購入日から６ヶ月以内に限り規定に基づき無償で
修理いたします。
1. 次の場合は無償保証期間内でも有償となり、修理に要した実費を申し受けますのでご了承
ください。
（1） 取扱説明書に記載の使用方法、使用環境、または本体貼付ラベルなどの注意事項に反

するお取扱いにより生じた故障および損傷
（2） 火災・天災などの災害、異常電圧など外部要因に起因する故障および損傷
（3） 弊社以外の者による不適当な修理や改造、およびドラムユニット、トナーカートリッジ、

廃トナーボックスなどの消耗品の分解、改造に起因する故障および損傷
（4） 製品に接続している他の機器に起因する故障および損傷
（5） ご使用中に外装・操作パネルなどに生じたキズなどの外観上の変化
（6） 製品の移動によって生じた故障および損傷

2. 以下は無償保証の対象外となります。
（1） 用紙、ドラムユニット、トナーカートリッジ、廃トナーボックスなどの消耗品
（2） 定着ユニット、ベルトユニットなどの定期交換部品
（3） プリンタードライバーやユーティリティなどのソフトウェア
（4） 給紙装置を除くプリンターのオプション品

3. 設置場所など、登録されたお客様登録の情報に変更がある場合には、必ず弊社カスタマー
コンタクトセンターへ変更内容をご連絡ください。お客様登録された情報が異なる場合、
保証期間内であっても有償修理となる場合があります。

4. 保証サービスの実施においていかなる場合でも、製品に蓄積、搭載されたファイル、デー
ター、ソフトウェア、設定内容やログ等の保存に関して、保証するものではありません。

5. 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。
6. 弊社は消耗品および補修用性能部品（修理用部品）を、生産終了後５年間保有しています。
7. 本保証は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）
8. 無償保証期間経過後の修理は実費にて申し受けます。

保守契約制度がありますので、カスタマーコンタクトセンターにお申し込みください。
ご不明な点などありましたら、お客様のご相談窓口としてカスタマーコンタクトセンターを
ご利用ください。

保証
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本体を移動する場合は、電源スイッチを OFFにして以下の付属品、給紙装置や排紙装置などの
オプション類を取り外し、梱包材や輸送用緩衝材を購入時と同じ状態に取り付けて梱包し、水平
にゆっくりと移動してください。
取り外すもの
• 電源ケーブル
• 増設カセット
• インターフェースケーブル
• カセット内の用紙
取り付けるもの
• 輸送用スペーサー

本体やオプション品を遠方へ輸送する場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーコンタクト
センターにご相談ください。

• 本体を持ち上げる際は、必ず 2 人以上で作業してください。
• 本体の重量は、オプションを含めずに約 64kg あります。無理な姿勢で持ち上げて腰を痛め
ないようご注意ください。本体正面右側に重量があります。

• 増設カセット（オプション）を使用の際は、取り外して別々に運んでください。無理な姿勢
で持ち上げて腰を痛めないようご注意ください。

• イラストのように、側面の取っ手と背面の取っ手をしっかりと持って水平に持ち上げてくだ
さい。取っ手以外の場所に手をかけたり、傾けて持ち上げると本体およびオプション品の破
損および落下によるけがの恐れがあります。

60_205

• 製品をキャスター付きの台に設置するときは、必ずキャスターを固定して動かないようにし
てから作業してください。作業中に台が動くと落下などによるけがの恐れがあります。

• 製品をキャスター付きの台に乗せたまま移動するときは、通路に段差がない場所を移動して
ください。段差で製品が転倒し、けがの原因になることがあります。

• 適切な梱包をせずに輸送した際の製品の故障については、保証期間中でも無償修理の対象外
になりますのでご注意ください。

本体を運ぶとき
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輸送用スペーサーの取り付け

1. フロントカバーを開きます。

2. 内部カバーのレバーを左に回してロックを解除し、内
部カバーを開けます。
• ドラムユニットの位置は、左からイエロー、マゼンタ、
シアン、ブラックです。

3. ドラムユニットのレバーを左に回してロックを解除し
ます。

4. 輸送用スペーサー 4個を取り付けます。

ドラムユニットが、奥まで確実に取り付けられている
か確認してください。

5. ドラムユニットのレバーを右に回してロックし、逆の手順で内部カバーとフロントカバーを
閉めます。

60-011

60-017

60-018

60_235
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紙粉等により給紙カセットや給紙コロが汚れると、紙が重なって送られたり、つまったりする原
因になります。必ず定期的な清掃を行ってください。

• お手入れするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

本体のコロを清掃する

1. 本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き
ます。

2. 本体カセットをゆっくり引き出し、前面を持ち上げて
本体から引き抜きます。

3. 本体正面から本体カセットを引き抜いた空間の正面右
側・上部の２つの給紙コロを清掃します。
水でぬらし、固く絞った布を使用して、２つの給紙コ
ロを回転させながら全体を拭いてください。

• 繊維が絡みつく（ティッシュペーパーなど）ものは使
用しないでください。

4. 本体カセットの前面を持ち上げて、ゆっくりと奥まで
差し込みます。

5. サイドカバーを開きます。

6. さばきコロを清掃します。
水でぬらし、固く絞った布を使用して、２つの給紙コ
ロを回転させながら全体を拭いてください。

7. サイドカバーを閉じます。

給紙コロ

清掃する
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増設カセットのコロを清掃する

1. 本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き
ます。

2. 増設カセットをゆっくり引き出し、前面を持ち上げて
本体から引き抜きます。

3. 本体正面から増設カセットを引き抜いた空間の正面右
側・上部の２つの給紙コロを清掃します。
水でぬらし、固く絞った布を使用して、２つの給紙コ
ロを回転させながら全体を拭いてください。

4. 前面を持ち上げて増設カセットを差し込み、ゆっくり
と奥まで差し込みます。

5. 増設カセットの給紙ガイドを開きます。

6. さばきコロを清掃します。
水でぬらし、固く絞った布を使用して、２つの給紙コ
ロを回転させながら全体を拭いてください。

7. 給紙ガイドをを閉じます。

給紙コロ



214

機能設定メニュー
テスト印刷・レポート 機器情報印刷 → ステータスシート・ステータスシート・両面・ステータスシート 2・カウンター情報・ネットワーク設定

→ 機器情報表示
印刷枚数表示

プリンター管理・調整 印刷位置調整 → 手差しトレイ・カセット 1～ 5 → 位置調整＜給紙口＞表／裏面・縦／横位置調整
キャリブレーション → 全て実行・レジスト補正実行・濃度補正実行
自動補正値初期化

定着速度補正 →
ぶれ補正（普通紙）・ぶれ補正（両面上質紙）・ぶれ補正（厚紙）・
ぶれ補正（ごく厚紙）・ぶれ補正（薬袋・薬情）・長尺紙後端部補正・
チャート印刷

レジスト補正
濃度補正

→ 印刷濃度 → ブラック（K）・シアン（C）・マゼンタ（M）・イエロー（Y）
消耗品予告
トナー交換時期検知
警告エラー解除
予告エラー解除
期初日
特定ユーザー設定
特定ユーザー解除
初期化 → 設定 1（メニュー）・設定 2（ネットワーク）・設定 3（権限）・

エコログ
保守設定

インターフェース設定 プロトコル
通信速度
IPv4 → 通信方法・IPアドレス・DNSサーバー・WINSサーバー

→ IPv6 → DHCPv6・RAアドレス・マニュアルアドレス
自動検出機能 → UPnP・Bonjour
ポート切換え時間
機器状態応答（USB）
受信データチェック
ジョブまとめ印刷
ジョブまとめ時間
ジョブまとめ整列時間

給紙・用紙設定 手差しトレイ → 用紙サイズ・紙種・自動給紙対象・両面印刷対象・給紙口グループ・通紙動作
カセット 1～ 5 → 用紙サイズ・紙種・自動給紙対象・両面印刷対象・給紙口グループ
デフォルト給紙口選択

→ 優先自動用紙サイズ
自動給紙優先給紙口
普通紙
厚紙
カール低減

設定メニュー一覧
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印刷設定 両面印刷 → 印刷形態・自動片面
カラー印刷
エコノミー → トナーセーブ・エコノミー印刷・エコノミー枚数
縮小印刷
用紙方向
リバース印字 → 横・縦

→ 印刷部数
コピーガード
ID印刷
エコレベル印刷
付加情報印刷 → 印刷位置・印刷濃度
割り込み印刷
認証ジョブ保存期間
白紙節約
M／ Mカラー指定
オフセット回避モード※ 1

定着性優先※ 1

機器設定 ブザー音量
ボタン操作音
印刷完了ブザー
LCD濃度
節電 → 形態・レベル・移行時間・自動電源 OFF・強制電源 OFF

→ 立ち上げモード → カラー・モノクロ・モノクロ専用
日付と時刻
SSD → フォーマット・データチェック
ヘキサダンプ

エミュレーション設定
→

PS
エミュレーション
エミュレーション詳細

※ 1 Yモデルのみ表示

設定メニューの詳細については、下記を参照してください。

 管理者ガイド　設定編
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アルファベット

I
ICカード使用可能表示 ..........................................32
ICカードリーダー ............................................27,40
ICカードリーダーの取り付け ...............................56
IPアドレスの設定 .................................................73

L
LAN環境へのインストール ...................................79
LANコネクター .....................................................29

U
USB環境へのインストール ..................................86
USBケーブル ........................................................41
USBコネクター ....................................................29
USB接続の検出画面が閉じないときは ................89

かな

あ
厚紙 ................................................................ 98,118
安全上のご注意 .....................................................13

い
いろいろな印刷 .......................................................9
印刷画像のトラブル ............................................189
印刷できない .......................................................185
印刷内容のトラブル ............................................203
印刷に関するご注意 ..............................................23
インストール

LAN環境へのインストール ...............................79
USB環境へのインストール ...............................86
インストールの概要 ..............................................77
インターフェースカバー .......................................29
インターフェースケーブルの接続 (LAN接続） ......72
インターフェースケーブルの接続（USB） ............76

う
上矢印ボタン .........................................................31

え
エコロジーな印刷をしたい ...................................10
エラー内容表示 .....................................................33
エラーのとき .........................................................33
エラーメッセージ ................................................183

お
お助け画面表示 .....................................................33
オプションの取り付け ...........................................39
オペレーターコール ............................................172
主な仕様 ..............................................................206
オンライン中 .........................................................33

か
外形寸法図 ...........................................................208
ガイダンス表示 .....................................................33
各種ソフトウェアのインストール .........................85
拡張 SSD ..........................................................28,41
拡張 SSDの取り付け ............................................58
各部の名称と働き ..................................................27
カセット ................................................................27
カセット内の紙づまり .........................................144
カセットへの用紙セット .......................................61
紙種別印刷速度一覧表 .........................................103
紙種別給紙口一覧表 ............................................103
紙づまり
カセット内の紙づまり .....................................144
サイドカバーの紙づまり ..................................138
増設カセットの紙づまり ..................................147
手差しトレイの紙づまり ..................................145
排紙口の紙づまり ............................................138
両面ユニット内の紙づまり ..............................138
紙づまりの処置 ...................................................135
紙づまりのトラブル ............................................187
簡単セットアップ ..................................................80

き
給紙圧変更レバー ..................................................27
給紙ガイド .............................................................27

け
警告エラー ...........................................................182
警告ラベル .............................................................20
決定ボタン .............................................................31

こ
合成 .....................................................................107
後端画像縮み（ぶれ）の調整 ..............................195
困ったときには .......................................................8
困ったときの処置 ................................................172
こんなときには .......................................................8
コンピューターとの接続 .......................................72
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さ
サイドカバー .........................................................27
サイドカバーでの紙づまり .................................138

し
下矢印ボタン .........................................................31
週刊誌綴じ ...........................................................109
小サイズアダプター ..............................................41
小サイズアダプターの取り付け ............................63
状態表示部 .............................................................32
使用できない用紙 ................................................100
使用できる用紙 .....................................................98
消耗品の交換 .......................................................150
ジョブ選択表示 .....................................................32
ジョブ取消ボタン ..................................................31

す
ステータスシート ..................................................70

せ
製本綴じ ..............................................................109
セキュリティに配慮したい ................................... 11
設定内容の確認 .....................................................70
設定メニュー一覧 ................................................214
セットアップ

ICカードリーダーの取り付け ...........................56
オプションの取り付け .......................................39
拡張 SSDの取り付け .........................................58
コンピューターとの接続 ....................................72
設定内容の確認 ..................................................70
専用キャスターの取り付け ................................46
専用デスクの取り付け .......................................46
増設カセットの取り付け ....................................42
増設メモリーの取り付け ....................................55
電源ケーブルの接続 ...........................................69
ハブボードの取り付け .......................................58
プリンタードライバーのインストール ..............77
用紙のセット ......................................................61
セットアップ操作の流れ .......................................38
セットアップについて知りたい ..............................7
専用キャスター .....................................................39
専用キャスターの取り付け ...................................46
専用デスク .............................................................39
専用デスクの取り付け ...........................................46

そ
操作パネル ........................................................27,30
増設カセット ....................................................27,39
増設カセットの紙づまり .....................................147
増設カセットの取り付け .......................................42
増設メモリー ....................................................29,39
増設メモリーの取り付け .......................................55
装置構成を変更する ..............................................95
その他のトラブル ................................................204
ソフトウェアの動作環境 .......................................78

た
試し刷り印刷 ....................................................... 113

ち
注意ラベル .............................................................20
長尺紙 .............................................................98,124
長尺紙後端画像こすれの調整 ..............................199

て
定期交換部品交換表示 ...........................................32
定期交換部品の交換 ............................................162
定着ユニット ..................................................28,162
定着ユニットの交換 ............................................163
手差しトレイ .........................................................27
手差しトレイの紙づまり .....................................145
手差しトレイへの用紙セット ................................66
テストページを印刷する .......................................96
電源ケーブルの接続 ..............................................69
電源コネクター .....................................................29
電源スイッチ .........................................................29
電源のトラブル ...................................................184
転写ベルトユニット .......................................28,162
転写ベルトユニットの交換 .................................166
転写ロール .............................................................28

と
特殊紙 ....................................................................99
特殊紙の印刷 ....................................................... 116
特殊紙を給紙するとき ...........................................68
トナーカートリッジ .......................................28,150
トナーカートリッジの交換 .................................153
トナー残量表示 .....................................................32
ドラム寿命表示 .....................................................32
ドラムユニット ..............................................28,150
ドラムユニットの交換 .........................................156
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カシオ計算機はご使用済みとなりました事業系コンピューター、プリンターおよび情報通信機器
の回収・再資源化を有償にて行っております。
回収お申し込み方法など詳しくは下記ホームページをご覧ください。

http://www.casio.co.jp/csr/env/process/recycle/info_recycle/pc/

やむを得ずご自身で廃棄されるときは、必ず地域の条例や自治体の指示に従ってください。

ご使用済み「カシオ純正消耗品」無料回収のご案内

無料回収お申し込みホームページ　http://casio.jp/ppr/eco
回収時の環境負荷低減の為に『まとめ回収』にご協力ください。

3 ～ 9 個をテープでしばって回収業者にお渡しください。

「未使用品」や「カシオ純正品以外のもの」が
混ざらないようにご注意ください。

「回収協力トナーカートリッジ」をご活用ください

環境配慮と低ランニングコストを実現
する回収協力トナーカートリッジ
使用済みカートリッジをカシオが無料で回
収しリユースすることを前提とした「回収
協力トナーカートリッジ」を、お手頃な価
格でご提供しております。

ご使用済みカートリッジは
ご返却いただきます

トナーを販売
カートリッジは貸与

使用済みコンピューター・プリンター・
情報通信機器の回収再資源化について



お問い合わせ窓口

製品の修理・メンテナンスに関するお問い合わせ
修理の内容・方法・期間・費用など詳しくは下記までお問い合わせください。

 0570-033066
携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合　042-503-7243

製品の機能設定方法・ソフト障害に関するお問い合わせ

 0570-066044
携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合　042-503-7232
カシオテクノ株式会社　カスタマーコンタクトセンター
＜受付時間＞月曜日～土曜日　AM9:00～ PM5:30（日 ･祝日 ･弊社指定休業日を除く）

消耗品やオプションのご購入に関するお問い合わせ
お買上の販売店および弊社営業所までお問い合わせください。

お客様サポートホームページ
http://casio.jp/support/ppr/

取扱説明書
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カシオ計算機株式会社
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