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・Microsoft は、米国Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標
です。

・その他の社名、または商品名などは、各社の登録商標または商標です。
Microsoft Corporation の許可を得て画面写真を使用しています。

ご注意
・このマニュアルの編集、変更、または無断で転載はしないでください。
・このマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
・このマニュアルに記載されている画面やイラストは一例です。ご使用の機種やソフトウェア、OSのバージョンに
よって異なることがあります。

FUJIFILM、および FUJIFILMロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
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本書の使い方
本機を使用する前に必ずこのマニュアルをお読みください。このマニュアルは、読み終わったあ
とも必ず保管してください。

本書の表記
■ 本書では、ハードディスクやソリッドステートドライブなどを総称して「ストレージ」と表
記します。

■ 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

注記
必ず知っておいていただきたい情報、操作するときに必ず確認していただきたい情報を記載して
います。

補足
操作の参考になる情報を記載しています。
参照
参照先を記載しています。

■ 本文中では、次の記号を使用しています。

「　　　」 ･ 本書内にある参照先を表しています。
･ 機能の名称やタッチパネルディスプレイのメッセージ、入力文字列などを表
しています。

『　　　』 ･ 参照するマニュアルを表しています。

［　　　］ ･ 機械のタッチパネルディスプレイに表示されるボタンやメニューなどの名
称を表しています。
･ コンピューターの画面に表示されるメニュー、ウィンドウ、ダイアログボッ
クスなどの名称と、それらに表示されるボタンやメニューなどの名称を表し
ています。

｛　　　｝ ･ 操作や動作環境によって変わる値を表しています。
例：［｛ログインユーザー名｝］が表示されます。

〈　　　〉ボタン ･ 機械の操作パネル上のハードウェアボタンを表しています。

〈　　　〉キー ･ コンピューターのキーボード上のキーを表しています。

＞ ･ 操作パネルやコンピューターで順に項目を選択する手順を、省略して表して
います。
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1 管理者からのお知らせ表示の概要
管理者からのお知らせ表示とは、機械管理者が設定したお知らせを、複合機の操作パネルに表示
する機能です。
機械管理者は、任意の文字列と画像を組み合わせてお知らせする情報を設定します。設定された
情報は、複合機ごとに保存されます。
また、サーバー上にお知らせする情報（html）を格納しておき、その URL を指定することで、
複数の複合機で同じ情報を表示することもできます。
設定した期間や曜日にユーザーが複合機を操作しようとすると、お知らせが表示されます。

補足
･ お知らせを消すときは、画面上の任意の場所をタップします。

お知らせする内容を設定

管理者

ユーザー

複合機を操作するときに表示

Please to 
save paper!
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2 動作環境
複合機

管理者からのお知らせ表示は、次の環境で動作します。
お使いの複合機の環境が条件を満たしていない場合は、必要なオプションを増設してください。
・ ストレージ搭載機
・ システムメモリー　2 GB 以上搭載機

お使いの複合機が、ストレージ、およびシステムメモリーの環境が条件を満たしているかを確認
する手順は、次のとおりです。設定方法の詳細は、お使いの複合機のマニュアルを参照してくだ
さい。

操作手順
0 1 ［設定］＞［機械確認 /レポート］を押します。

2 ［機械構成］を押します。
3 ［ストレージ］の項目が表示されていることと、［システムメモリーサイズ］の項目が 2,048 MB
以上であることを確認します。
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3 環境設定
お使いの複合機で、管理者からのお知らせ表示を利用するための環境を設定します。

補足
･ 本機能を使用するには、カスタムサービスと組み込みプラグイン機能を有効にしてください。

複合機の設定
次の設定が必要です。各設定の詳細な手順については、お使いの複合機のマニュアルを参照して
ください。

インストール
管理者からのお知らせ表示をインストールします。
インストール手順については、『複合機追加型アプリケーションインストールガイド』を参照し
てください。

補足
･ バージョンアップ、またはアンインストールする場合も、『複合機追加型アプリケーションインストー
ルガイド』を参照してください。

Webブラウザーの設定
Webブラウザーで、JavaScript を有効にしてください。

項目 設定内容

SOAP- ポート ［設定］＞［ネットワーク設定］＞［ポート設定］＞［SOAP］
･ SOAP- ポート：起動
･ SOAP- ポート番号：80

プロトコル設定 ［設定］＞［ネットワーク設定］＞［プロトコル設定］＞［TCP/IP- ネット
ワーク設定］
･ IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスなど、TCP/IP 環
境で複合機を使用するための設定

インターネットサービス
(HTTP)

［設定］＞［ネットワーク設定］＞［ポート設定］＞［インターネットサー
ビス (HTTP)］
･ インターネットサービス - ポート：起動

自動リセット ［設定］＞［システム設定］＞［システム時計 / タイマー設定］
･ する
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4 管理者からのお知らせを設定する
設定画面を表示する

管理者からのお知らせ表示の設定画面の表示方法は、次のとおりです。

操作手順
0 1 コンピューターを起動し、Webブラウザーを起動します。

2 Web ブラウザーのアドレス欄に、お使いの複合機の IP アドレス、またはインターネットアド
レスを入力します。
インターネットサービスが起動します。

3 機械管理者モードに入ります。

4 次の操作をします。

(1)［システム］＞［プラグイン設定］をクリックします。

(2)［組み込みプラグイン］で［Announcements - vX.X.X］を選択します。

(3)［表示］をクリックします。

管理者からのお知らせ表示の表示設定や、お知らせする情報を確認できる画面が表示されます。

表示方法を設定する
複合機の操作パネルにお知らせを表示する方法を設定します。

操作手順
0 1 お知らせ表示の設定画面を表示します。

参照
･「設定画面を表示する」（P.7）

2 ナビゲーションバーで［表示設定］をクリックし、［表示設定］の［設定］をクリックします。

3 次の操作をします。

(1)［表示する］を選択します。

(2) 各項目を設定して、［新しい設定を適用］をクリックします。

項目 説明

表示日時 お知らせを表示する期間を設定します。

繰り返し表示 お知らせを表示する日を設定します。

お知らせ表示を消す設定 お知らせを消せるようになるタイミングを設定します。

設定時間後に自動的に消す お知らせを自動で消す場合に選択します。
補足
･［設定時間後にタップして消せる］で設定した秒数より、長い
時間を設定してください。
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お知らせする情報を設定する
操作パネルに表示する情報を設定します。

登録した画面を表示する場合
操作パネルに表示するお知らせの内容を登録します。5つまで登録できますが、一度に表示でき
るお知らせは 1つです。登録したお知らせは、複合機の内部に保存されます。
お知らせは、文字列と画像を組み合わせて登録できます。
画像を使用したい場合は、あらかじめ静止画の画像ファイルを用意します。登録できる画像サイ
ズは、最大で幅924 px、高さ520 pxです。使用できるファイルフォーマットは次のとおりです。

操作手順
0 1 お知らせ表示の設定画面を表示します。

参照
･「設定画面を表示する」（P.7）

2 ナビゲーションバーで［表示設定］をクリックし、［お知らせする情報］の［設定］をクリック
します。

3 ［登録済みパターンから選択］を選択します。
表示するお知らせを選択する項目が表示されます。
新しいお知らせを登録したり、お知らせを変更したりする場合は、手順 4に進みます。
登録されているお知らせから選択する場合は、手順 6 に進みます。

4 ［（未登録）］と表示されている項目の右側にある をクリックします。
すでにお知らせが登録されている場合は、 が表示されます。 >［編集］をクリックして、
お知らせを編集できます。
［削除］をクリックすると登録されているお知らせが削除され、［（未登録）］の状態になります。

5 各項目を設定して、［OK］をクリックします。

ファイルフォーマット 拡張子 備考

PNG .png -

JPEG .jpg
.jpeg
.jpe
.jfif
.jfi
.jif

Webブラウザーによっては、「.jpg」以外の拡
張子のファイルを使用できないことがありま
す。

BMP .bmp -

GIF .gif アニメーションは使用できません。

項目 説明

テキスト入力 お知らせに表示する文字列を入力します。400文字まで入力できま
す。文字列には、改行を含むことができます。
省略した場合、お知らせに文字列は表示されません。

補足
･ 操作パネルでは、改行を入力した箇所以外でも自動で折り返し
て表示されます。自動で改行されなかった場合は、改行したい
位置に手動で改行を入力します。または、記号の前後に半角ス
ペースを入力すると自動改行が動作します。
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6 ［お知らせする情報］画面で、次の操作をします。
(1) お知らせ画面のパターンを選択します。

(2)［新しい設定を適用］をクリックします。

補足
･ プレビュー表示される画面と、実際に操作パネルに表示されるお知らせは、完全に同じではありませ
ん。使用されるフォントなどが異なる場合があります。

サーバー上のURL を指定する場合
サーバー上の html ファイルを、URL で指定します。html を指定する場合、次の制限事項があ
ります。
・ http スキーム、または https スキームだけが有効です。
・ JavaScript は実行できません。
・ リンクは無効です。

操作手順
0 1 お知らせ表示の設定画面を表示します。

参照
･「設定画面を表示する」（P.7）

2 ナビゲーションバーで［表示設定］をクリックし、［お知らせする情報］の［設定］をクリック
します。

3 ［URL で指定する］を選択します。
4 次の操作をします。

(1) 操作パネルに表示したいURL を入力します。
450 文字まで入力できます。

(2)［プレビュー］をクリックします。

5 プレビュー画面が表示されるので、指定した URL の内容が表示されることを確認し、［新しい
設定を適用する］をクリックします。

画像選択 ［参照］をクリックして、画像ファイルを選択します。
省略した場合、お知らせに画像は表示されません。

文字色 /背景色 文字色と背景色の組み合わせを選択します。

文字サイズ 文字サイズを次から選択します。
･ 大：40 px
･ 中：30 px
･ 小：20 px

テキストと画像のレイアウト 文字列と画像を両方指定する場合に、上下に配置するか、左右に配
置するかを選択します。

プレビュー 設定したお知らせ画面をプレビュー表示します。プレビュー表示域
で、レイアウトを調整できます。
･ 領域サイズの変更
文字列と画像の境界をドラッグすると、表示領域のサイズを変更で
きます。
･ レイアウトの変更
ドラッグ＆ドロップで、文字列と画像の配置を変更できます。

項目 説明
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正しく表示されない場合は、入力したURL や接続先の html を確認してください。

お知らせの設定を初期状態に戻す
お知らせする内容の設定項目を初期状態に戻し、複合機に保存されているお知らせのパターンを
すべて破棄します。

操作手順
0 1 お知らせ表示の設定画面を表示します。

参照
･「設定画面を表示する」（P.7）

2 ナビゲーションバーで［初期化 /動作ログ］をクリックし、［初期化］をクリックします。

動作ログを取得する
動作ログを取得し、ファイルとして保存します。

補足
･ 動作ログは、故障やトラブルが発生したときに、弊社のカストマーエンジニアが原因を解析するため
に使用します。お問い合わせ時に、動作ログの取得を依頼することがあります。

操作手順
0 1 お知らせ表示の設定画面を表示します。

参照
･「設定画面を表示する」（P.7）

2 ナビゲーションバーで［初期化 /動作ログ］をクリックし、［エクスポート］をクリックします。

3 動作ログを任意のファイル名で保存します。
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5 設定情報のエクスポート /インポート
エクスポート /インポートの概要

「複合機追加型アプリケーション設定複製」を利用すると、本パッケージの各機能の設定情報を
コンピューターに保存したり、ほかの複合機に複製したりできます。
設定をコンピューターに保存することを「エクスポート」、保存した設定を複合機に複製するこ
とを「インポート」と呼びます。

複製できる設定情報
エクスポート /インポートで複製できる設定情報は、次のとおりです。
・ 管理者からのお知らせ表示
表示設定、登録したお知らせ情報

注記
･ お知らせ情報が登録されていない複合機から設定情報をエクスポートして、お知らせ情報を登録済み
の複合機に複製した場合、複製先の複合機からお知らせ情報が削除されます。
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6 注意 /制限事項
・ 複合機のアプリ画面が表示される前に起動する複合機追加型アプリケーションとは、同時に
使用できません。

・ お知らせを表示しないように設定している場合や、設定した表示日時以外の時間の場合でも、
複合機が自動リセットしたあと、電源が入ったとき、および節電モードから復帰したときに、
お知らせ情報を確認中であることを示すメッセージが表示されます。このメッセージは自動
的に消えて、複合機のアプリ画面が表示されます。

・ お知らせが表示される領域のサイズは、幅 924 px、高さ 520 px で固定です。これより大き
いパネルに表示するときは、周りが黒く表示されます。小さい場合は、パネルに表示できる
領域だけが表示されます。

・ プレビュー表示される画面と、実際に操作パネルに表示されるお知らせの見た目は、完全に
同じではありません。使用されるフォントなどが異なる場合があります。

・ お知らせに表示する html にテキストを入力する領域があっても、入力はできません。
・ 指定できる html は、http スキーム、または https スキームだけが有効です。また、リンク
は無効です。

・ 複合機の電源を入れた直後や、複合機を再起動した直後は、複合機が準備中のため、お知ら
せが表示されないことがあります。
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