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。

次のような場所に設置してください。

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

製品を設置する
持ち運びの注意
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

同梱品を確認する
同梱品の確認

68mm

火災の原因になることがあります。

設置に適した場所

940mm

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。

-

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。

100mm以上

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。

1098mm

設置の流れ

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。

100mm以上

トアップ操作」を参照してください。

-

湿気やホコリの多い場所に置かないでください。

300mm以上
（推奨）

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

-

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。

100mm以上

設置の前にお読みください

設置スペース

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。
60_148

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。
専用デスク
（GE6-DESK） 専用キャスター（GE6-CSTR）

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。

1180mm

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。

※

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。

輸送用部材を取り外す
輸送用部材を取り外す

1. 外装のオレンジ色のテープを剥がします。
2. 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。

• 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）

3. 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。

60_163

以下の環境条件を満足する場所
• 温度：10℃〜 33℃（推奨温度：15℃〜 28℃）

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。

• 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

• 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。

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。

同梱品の確認
梱包箱に次のものがそろっているか確認してください。

プリンター
プリンター本体

付属品

スタートアップトナーカートリッジ（4 本）
（本体に装着されています）
ブラック
シアン
マゼンタ

電源コード

CD-ROM

取扱説明書（ケース付き）

保証書を発行する為に

イエロー
ユーザー
ズマニュ
ュアル

プリンタ
トラブル ーの基本的な取扱
本書に記 の解決方法が記載 操作方法
法や
載されて
CD-RO
いない詳 されてい
います。
M
併せてご 内に収録されてい しい説
説明が
覧くださ
ますの
い。
ので、

セ
ト
ア
プ
操
作
プ
リ
ン
タ
の
基
本
操
作
消
耗
品
の

プリンタ
また、ご ーをご
ご使用
用になる
使用中
中もお
前に必
お手
必ずお読
手元に置
いて
てご活用 みください。
ください。

60_166
60_167

60_169

マゼンタ

イエロー

お問い合わせ先ラベル

正面側固定金具（本体同梱）1 個・
ネジ 1 本

設置の前にお読みください（本書）
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。

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。

設置の流れ

設置に適した場所
次のような場所に設置してください。

設置する場所を確認する
設置に適した場所

 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。

設置に適さない場所
設置台
設置スペース

 本体すべてのゴム足が確実に乗る場所

製品を設置する
持ち運びの注意
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

同梱品を確認する

輸送用部材を取り外す

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。

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。
940mm

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。

-

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。

68mm

100mm以上

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。
1180mm

60_148

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。
専用デスク
（GE6-DESK） 専用キャスター
（GE6-CSTR）

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。

 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）

（次項「設置スペース」参照）

以下の環境条件を満足する場所

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。

 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

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。

湿気やホコリの多い場所に置かないでください。

火災の原因になることがあります。

-

 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

3. ドラムユニットの輸送用部材を取り外します。

60_283

-

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。

同梱品の確認

輸送用部材を取り外す

1. 外装のオレンジ色のテープを剥がします。
2. 本体からトナーカートリッジを取り出します。

-

300mm以上
（推奨）

ドラムユニット（4 本）（本体に装着されています）
シアン
ブラック

60_169

100mm以上

60_169

100mm以上

60_169

1098mm

60_165

60-196

※

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。

60_163

 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。

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。

セ

ト
ア

プ
操
作

付
録

• 最初にスタートアップトナーカートリッジを使用してください。
• 耐用枚数の目安は約 7,500 枚（A4 サイズ横送り、JIS X6932 公表値）です。
• スタートアップトナーカートリッジは回収協力品です。使用済みのスタートアップトナーカートリッジは、案内書をご
参照いただき必ず弊社へ返却してください。
（無料）

• プリンターとプリンターオプションの設置方法、基本的な機能の概要と操作方法、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。さらに詳しい設定や操作、お
よび各種ソフトウェアの説明は、付属の CD-ROM 内に PDF ファイルで収録されている
マニュアルをご覧ください。
• 取扱説明書は、付属のケース裏面の剥離紙を剥がし、右のプリンターのイラストの位置（電
源スイッチ下）に貼ってご利用ください。

プ
リ
ン
タ

付属のスタートアップトナーカートリッジについて

消
耗
品
の
交
換

60_168

困

60_168

た
と
き
の
処
置

60_168

の
基
本
操
作

取扱説明書について
60_168

60_197

輸送用部材を取り外す
• 開梱場所と設置場所が異なる場合、手順 10 と 11 の輸送用スペーサーは製品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。
• オレンジ色のトナーシールテープを剥がさずに本体の電源スイッチを ON にすると、オペレータコール「トナーカートリッジが装着されていません」が表示されます。

1.オレンジ色のテープをすべて
剥がします。

2.サイドカバーをゆっくり開け

3.フロントカバーを開けます。

て、ヒモでつながっているス
ペーサー（2 個）を抜き取り
サイドカバーを閉めます。

4.トナーカートリッジのレバー
を左に回します。

5.トナーカートリッジを取り出
します。

6.イラストのように上下に数回
振ります。

60_280
60_189

7.先 端 の オ レ ン ジ 色 の ト ナ ー
シールテープをゆっくり剥が
し、トナーカートリッジの先
端を下に傾けて本体に差し込
み、手順 4 と逆の手順で取り
付けます。

60_190

60_192

60_191

60-352

• 転写ローラーに触れない
ようご注意ください。

8.内部カバーのレバーを左に回
して、内部カバーを開けます。

手順 4 〜 7 を 4 色くりかえします。

9.ドラムユニットのレバーを左
に回します。

10. ヒモでつながっているオレンジ色の輸送用スペーサー（4 個） 11. カセットを引き出し、輸送
を抜き取ります。

用スペーサー（1 個）を取
り外します。

60_194
60_193

60_185

T-1044C
MA1505-D

60_198

4 色すべてのドラムユニットのレバー
を左に回します。

ドラムユニットが、奥まで確実に取り付けられているかを確認してください。
手順 8、
9 と逆の手順で、ドラムユニットのレバーをロックして内部カバーを閉め、
フロントカバーを閉めます。
輸送用スペーサーは製品移動時に必要です。大切に保管してください。

60_195

続けて取扱説明書「セットアップ操作」を参照して、製品およびコンピューターを設定してください。

