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万一本体の記憶媒体（ハードディスク等）に不具合が発生した場合、受信したデータ、蓄積されたデー
タ、設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消失による損害については、弊社は
一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

コンピューターウイルスや不正侵入などによって発生した障害については、弊社はその責任を負いかね
ますので、あらかじめご了承ください。

この取扱説明書のなかで と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。必
ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

本機には偽造防止機能が搭載されているため、まれに原稿によっては適切なコピーやスキャンデータが
得られないことがあります。

ご注意

① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。
万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。

⑤ 本製品は、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）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品を
これらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。
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オプション製品を必要とする機能

以下の機能は、オプション製品が必要です。

Model-CPFSは、ファクスキットを標準で装着しています。

ファクス・ダイレクトファクス
ファクスキット

トレイ 2からの給紙
1トレイモジュール
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はじめに

はじめに
このたびはDocuCentre SC2021（以降、本機と呼びます）をお買い上げいただき、まこ
とにありがとうございます。
この取扱説明書には、本機の操作方法および使用上の注意事項を記載しています。本機の
性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず最
初にこの簡単操作ガイドをお読みのうえ、正しくご利用ください。
なお、本書の内容は、お使いのパーソナルコンピューターの環境や、ネットワーク環境の
基本的な知識や操作方法を習得されていることを前提に説明しています。お使いのパーソ
ナルコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法については、
パーソナルコンピューター、オペレーティングシステム、ネットワークシステムなどに付
属の説明書をお読みください。
本書は、読み終わったあとも必ず保管してください。本機をご使用中に、操作でわからな
いことや不具合が出たときに読み直してご活用いただけます。
本機の操作方法などについては、本機に同梱されているソフトウェア / 製品マニュアルの
『ユーザーズガイド』をお読みください。

富士ゼロックス株式会社

機械管理者のパスワードは、本機の設置後すぐに変更することをお勧めします。設定方法
については、『ユーザーズガイド』の「パネルロック機能」（P.201）を参照してください。

マニュアルの種類
本機には、次のマニュアルを用意しています。

本機同梱マニュアル
簡単操作ガイド（本書）（冊子）（ソフトウェア / 製品マニュアル）
『簡単操作ガイド』では、本機の基本的な操作方法、日常の管理やトラブル対
処などについて説明しています。

ユーザーズガイド（ソフトウェア / 製品マニュアル）
『ユーザーズガイド』では、コピー / プリント / ファクス / スキャン機能の操
作方法、用紙のセット方法、日常の管理、仕様設定、トラブル対処、ネット
ワークの設定方法などについて説明しています。

マニュアル (HTML)（ソフトウェア / 製品マニュアル）
プリントドライバーのインストール手順、プリンターの環境設定方法などに
ついて説明しています。
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操作パネルの主な機能

番号 名称 働き

1 タッチパネル 操作に必要なメニューや、本機の状態を表すメッセージなどが表示さ
れます。

2 数字ボタン コピー枚数などの数字やアルファベットを入力するときに押します。
（コピー部数など）

3 ＜リダイヤル /ポーズ＞
ボタン

ファクス番号をリダイヤルするときに押します。
宛先を入力する場合に、番号の間にポーズを入れたりするときに押し
ます。

4 ＜リセット＞ボタン 表示されている各機能の設定を初期値に戻したり、入力された数字を
削除するときに押します。

5 ＜節電＞ボタン 本機がしばらく使用されず、消費電力をおさえるために節電モードに
移行すると、点灯します。
節電モードに移行するとき、節電モードから復帰するときに押しま
す。

6 ＜ストップ＞ボタン 実行中のジョブ、失敗したジョブをキャンセルするときに押します。

7 ＜スタート＞ボタン 原稿の読み込みを開始するときや、各設定の値を確定するときに押し
ます。

8 ＜エラー＞ランプ システムエラーが発生したときに点滅します。また、紙づまりや用紙
切れなど、システムエラー以外の問題が発生したときに点灯します。

9 ＜データ＞ランプ ファクスデータの送受信中に点滅します。また、蓄積されたファクス
データがあるときに点灯します。

10 ＜クリア＞ボタン 入力した数値を一つ削除するときに押します。

11 ＜機械確認＞ボタン レポートを印刷したり、消耗品の状態や IP アドレスといった本機の
情報を確認したりするときに押します。

12 ＜ジョブ確認＞ボタン 実行中のジョブ、実行待ちのジョブを確認、キャンセルするときに押
します。

13 ＜メニュー＞ボタン メニュー画面を表示するときに押します。

節電リダイヤル/ポーズ
メニュー

ジョブ確認

機械確認

データ エラー

リセット ストップ

スタート

クリア

1 2 3 4 5 6

78910111213
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知っておきたいポイント

複合機を日常的に使用するにあたり、いくつかのポイントを知っておくと、トラブルを未
然に防ぎ、本機をより快適に使用することができます。
本機を使用する前にお読みください。

用紙トレイに用紙以外のものを載せていないですか？
用紙トレイ内部に、用紙以外のものが置かれていないかを確認します。空いているス
ペース（用紙ガイドの外）にものを置かないでください。

以下のトラブルを防ぎます。
本機の左側で異音が発生する。

正しいプリントドライバーを使用していますか？
本機のプリントドライバー（DocuCentre SC2021）をインストールしてください。

以下のトラブルを防ぎます。
 読めない文字がプリントされる。
 不要な線がプリントされる。
 画像の一部が欠ける。
 エラーが発生し、プリントができない。
 異なった階調でプリントされる。

お使いのコン
ピューターのプリ
ントドライバーを
確認してくださ
い。

OK!

OK!
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知っておきたいポイント

原稿ガラスは清潔ですか？
コピーを開始する前に、原稿ガラスに汚れがないかを確認してください。

原稿送り装置を使用する場合でも、原稿ガラスが汚れているときれいにコ
ピーされないことがあります。

以下のトラブルを防ぎます。
 原稿送り装置を使用したとき、コピーに黒い筋が入る。
 原稿ガラスを使用したとき、コピーに黒い点が入る。

電源を入 /切するときの注意点
本機を再起動するときは、本機の動作停止後、10 秒たってから、電源を切ってくだ
さい。

原稿送り装置を使用する場合： 原稿ガラスを使用する場合：
原稿ガラスの左側にある原稿読み
取りガラスを清掃してください。
水で湿らせた柔らかい布で汚れを
ふき取り、乾いた柔らかい布でか
らぶきします。

原稿ガラスを清掃してください。
水で湿らせた柔らかい布で汚れを
ふき取り、乾いた柔らかい布でか
らぶきします。

原稿ガラスを正面から斜めにのぞき込むと、汚れの有無
が判別しやすくなります。

Point
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お使いいただく前に

安全にご利用いただくために
本械を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にご利用
いただくために」を最後までお読みください。
お買い上げいただいた製品は、厳しい安全基準、環境基準に則って試験され、合格
した商品です。常に安全な状態でお使いいただけるよう、下記の注意事項に従って
ください。

警告
新機能の追加や外部機器との接続など、許可なく改造を加えた場合は、保証の対
象とならない場合がありますのでご注意ください。詳しくは、担当のサービスセ
ンターへお問い合わせください。

各警告図記号は以下のような意味を表しています

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷
を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと思われる事項があ
ることを示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷
を負う可能性があると思われる事項があることを示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想
定される内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示し
てます。

記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよ
く読み、製品を安全にご利用ください。

記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、
禁止されている事項は絶対に行わないでください。

記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく
読み、必ず実施してください。

危険

警告

注意

注　　意 発火注意 破裂注意 感電注意 高温注意 回転物注意 指挟み注意静電気破損
注意

禁　　止 火気禁止 接触禁止 風呂等での
使用禁止

分解禁止 水ぬれ禁止 ぬれ手禁止

指　　示 電源プラグ
を抜け

アース線を
接続せよ
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お使いいただく前に

電源およびアース接続時の注意

本機のデータプレートが示す電源を使用してください。電源が問題なく接続できる
かどうか、お近くの電力会社にご相談ください。

万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため機械の後方から電源コードと
ともに出ている緑色のアース線を必ず次のいずれかに取り付けてください。
 電源コンセントのアース端子
 銅片などを 850mm以上地中に埋めたもの
 接地工事 (Ｄ種 ) を行っている接地端子

アース接続は必ず、「電源プラグを電源につなぐ前に」行ってください。ま
た、アース接続を外す場合は必ず、「電源プラグを電源から切り離してから」
行ってください。
ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースが取れない
場合や、アースが施されていない場合は、弊社のカストマーコンタクトセン
ターまたは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　(引火や爆発の危険があります。)
 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る場合があ
り危険です。)

 水道管や蛇口　(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの
役目を果たしません。)

アースとの接続が不十分な場合、感電の原因となるおそれがあります。
万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、機械にはD種以上の接地
工事を必ず実施してください。

電源コードは、機械近くのアースが確実に取れるコンセントに、単独で差し
込んでください。延長コードは使わないでください。たこ足配線をしないで
ください。発熱による火災の原因となるおそれがあります。
電源接続に関してご不明な点がある場合は、弊社のカストマーコンタクトセ
ンターまたは販売店にご相談ください。
機械の定格電圧値および定格電流値より容量の大きい電源コンセントに接続
して使用してください。機械の定格電圧値および定格電流値は、機械背面パ
ネルの定格銘板ラベルを確認してください。
電源プラグは絶対にぬれた手で触らないでください。感電の原因となるおそ
れがあります。

電源コードにものを載せないでください。

電源プラグやコンセント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、湿気などにより表面に微小電流が流れ、発熱による
火災の原因となるおそれがあります。

警告
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お使いいただく前に

同梱、または弊社が指定した専用電源コード以外は使用しないでください。
発火、感電のおそれがあります。
また、専用電源コードをほかの機器に使用しないでください。
電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。
引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードを傷め、発熱による火災や
感電の原因となるおそれがあります。
電源コードが傷んだら (芯線の露出、断線 )、弊社のカストマーコンタクト
センターまたは販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災や
感電の原因となるおそれがあります。

機械の清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセン
トから抜いてください。電源スイッチを切らずに機械の清掃を行うと、感電
の原因となるおそれがあります。
機械の電源スイッチを入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししない
でください。アークによりプラグが変形し、発熱による火災の原因となるお
それがあります。
電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてく
ださい。電源コードを引っぱるとコードが傷つき、火災、感電の原因となる
おそれがあります。
連休などで長期間、機械（ファクシミリ機能など）をご使用にならないとき
は、安全のために電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜
いてください。なお電源スイッチを切った場合は、ファクシミリによる受信
ができなくなりますのでご注意ください。
1 か月に一度は機械の電源スイッチを切り、次のような点検をしてくださ
い。
 電源プラグが電源コンセントにしっかり差し込まれているか。
 電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲がりなどはないか。
 電源プラグやコンセントに細かいホコリが付いていないか。
 電源コードにきれつや擦り傷などがないか。
異常な点にお気づきの場合はただちに使用を中止し、電源スイッチを切り、
電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、弊社のカストマーコ
ンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。

設置時の注意

機械は、電源コードの上を人が踏んで歩いたり足で引っ掛けたりするような
場所には設置しないでください。発熱による火災や感電のおそれがありま
す。

注意

警告
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お使いいただく前に

次のような場所には機械を設置しないでください。
 発熱器具に近い場所
 揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものの近く
 高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多い場所
 直射日光の当たる場所
 調理台や加湿器のそばなど
機械は、付属製品を含めた総質量 85kg に耐えられる丈夫で水平な場所に設
置してください。機械の転倒などによりケガの原因となるおそれがありま
す。
機械には通気口があります。機械の通気口をふさがないでください。通気口
をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。
機械を安全に正しく使用し、機械の性能を維持するために、右図の設置ス
ペースを確保してください。また、機器の異常状態によっては、電源プラグ
をコンセントから抜いていただくことがありますので、設置スペース内に物
を置かないでください。

注意
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お使いいただく前に

機械を10 度以上に傾けないでください。
転倒などによるケガの原因となるおそれがあります。

機械を設置したあとは、キャスターに付いている移動防止用ストッパーを必
ずロックしてください。
ストッパーをロックしないと、機械が思わぬ方向に動き、ケガの原因となる
おそれがあります。

機器の電線やケーブルを束ねるためにケーブルタイやスパイラルチューブ等
を使う場合は、弊社から提供される部品をご利用ください。弊社の提供品以
外のご使用は事故の原因となる場合があります。

その他
本機器の使用環境は次のとおりです。
温度：10 ～ 32 ℃
湿度：15 ～ 85％
ただし冷えきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、機械内部に水滴が
付着し部分的に印刷できない場合があります。

1101

10059532680

10
0

58
6

41
2

14
98

40
0

1101

10059532680

10
0

58
6

41
7

15
03

40
0

1 トレイモジュールを装着していない場合 1 トレイモジュールを装着した場合
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お使いいただく前に

操作上の安全

この説明書に明記されていない作業は危険ですので、絶対に行わないでくだ
さい。

この機械はお客様が危険な箇所に触らないよう設計されています。危険な箇
所はカバーなどで保護されていますので、ネジで固定されているパネルやカ
バーなどは、絶対に開けないでください。感電やケガの原因となるおそれが
あります。
次のようなときにはただちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラ
グをコンセントから抜いてください。その後、弊社のカストマーコンタクト
センターまたは販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電や
火災の原因となるおそれがあります。
 機械から発煙したり、機械の外側が異常に熱くなったとき
 異常な音やにおいがするとき
 電源コードが傷ついたり、破損したとき
 ブレーカーやヒューズなど部屋の安全装置が働いたとき
 機械の内部に水が入ったとき
 機械が水をかぶったとき
 機械の部品に損傷があったとき
機械の隙間や通気口に物を入れないでください。
また、以下のものは、機械の上に置かないでください。
 花瓶やコーヒーカップなどの液体の入ったもの
 クリップやホチキスの針などの金属類
 重いもの
液体がこぼれたり、金属類が隙間から入り込むと機械内部がショートし、火
災や感電の原因となるおそれがあります。
電気を通しやすい紙（折り紙 / カーボン紙 / 導電性コーティングを施された
紙など）を使用しないでください。ショートして火災の原因となるおそれが
あります。
機械の性能の劣化を防ぎ安全を確保するため、清掃には指定されたものをご
使用ください。スプレータイプのクリーナーは、引火や爆発の危険がありま
すので、絶対に使用しないでください。
オプションのスタンド（専用キャビネット）を装着している場合、複数の用
紙トレイを同時に引き出すと、不意に機械が押された場合に機器全体が傾
き、転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。
用紙トレイを引き出す場合は、必ず一段ずつ引き出して使用して下さい。
トレイを引き抜いて紙詰まり処理を行う場合には、弊社のカストマーコンタ
クトセンターまたは販売店にご連絡ください。お客様自身で行うと思わぬケ
ガをするおそれがあります。
付属のメディア（CD-ROM、DVD等）は、メディア対応機器以外では絶対
に使用しないでください。大音響により耳に障害を被ったり、スピーカーを
破損するおそれがあります。

警告
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お使いいただく前に

機械に貼ってあるラベルの警告や説明には必ず従ってください。
特に「高温注意」「高圧注意」のラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れ
ないでください。やけどや感電の原因となるおそれがあります。
機械の安全スイッチを無効にしないでください。機械の安全スイッチに磁気
を帯びたマグネット類を近づけないでください。機械が作動状態になる場合
があり、ケガや感電の原因となるおそれがあります。
機械内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除かないでください。特に、定
着部やローラー部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないでくださ
い。ケガややけどの原因となるおそれがあります。ただちに電源スイッチを
切り、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡くださ
い。
書籍などの厚手の原稿をコピーするとき、原稿を強く押さえないでくださ
い。原稿ガラスが割れてケガの原因となるおそれがあります。

機械を移動するときは、弊社カストマーコンタクトセンターまたは販売店に
ご連絡ください。

換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量にコピーすると、オゾンなどの臭
気により、快適なオフィス環境が保てない原因となります。
換気や通風を十分行うように心がけてください。

消耗品取り扱い上の注意

消耗品は、箱やボトルにある説明に従って保管してください。

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。
本製品内およびトナーカートリッジ、トナー回収ボトル等に付着したトナー
を電気掃除で吸引することもおやめください。掃除機を用いると、掃除機内
部のトナーが、電気接点の火花などにより、発火または爆発するおそれがあ
ります。
大量にこぼれた場合、お近くの弊社のカストマーコンタクトセンターまたは
販売店にご連絡ください。
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。トナーカート
リッジに残っているトナーが発火または爆発する可能性があり、火傷のおそ
れがあります。
使い終わった不要なトナーカートリッジは弊社にて回収いたしますので、必
ず弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。
トナー回収ボトルは、絶対に火中に投じないでください。トナーが発火また
は爆発する可能性があり、火傷のおそれがあります。
使い終わった不要なトナー回収ボトルは、弊社にて回収いたしますので、必
ず弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。

注意

警告
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お使いいただく前に

ドラムカートリッジやトナーカートリッジは幼児の手が届かないところに保
管してください。幼児がトナーを飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し
指示を受けてください。
ドラムカートリッジ やトナーカートリッジを交換する際は、トナーが飛散
しないように注意してください。また、トナーが飛散した場合は、トナーが
皮膚や衣服に付いたり、トナーを吸引したり、または目や口に入らないよう
に注意してください。
次の事項に従って、応急処置をしてください。
 トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流し
てください。

 トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで 15 分以上多量の水
でよく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。

 トナーを吸引した場合は、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。

 トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを吐き出し、水でよく口の
中をすすぎ、多量の水を飲んでください。すみやかに医師に相談し指示を
受けてください。

警告および注意ラベルの貼り付け位置
機械に貼ってあるラベルの警告や説明には必ず従ってください。
特に「高温注意」「高圧注意」のラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れ
ないでください。やけどや感電の原因となるおそれがあります。

注意
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お使いいただく前に

規制について
電磁波障害対策自主規制について

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ください。
VCCI-B

受信障害について
ラジオの雑音､テレビなどの画面に発生するチラツキ､ゆがみがこの商品による影響
と思われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください｡
電源スイッチを切ることにより､ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようで
したら､次の方法を組み合わせて障害を防止してください｡
 本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる｡
 本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる｡
 この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる｡
 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる｡ ( アンテナが屋外にある場合は電
気店にご相談ください｡ )

 ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる｡

高調波自主規制について
本機器は JIS C 61000-3-2( 高調波電流発生限度値 )に適合しています｡

環境について
 弊社は本製品の補修用性能部品（機械の機能を維持するために必要な部品）を機
械本体の製造終了後 7年間保有しています。

 回収したトナーカートリッジ、トナー回収ボトルおよびドラムカートリッジは、
環境保護・資源有効活用のため、部品の再使用、材料としてのリサイクル、熱回
収などの再資源化を行っています。

 不要となったトナーカートリッジ、トナー回収ボトルおよびドラムカートリッジ
は適切な処理が必要です。トナーカートリッジ、トナー回収ボトルおよびドラム
カートリッジは、無理に開けたりせず、必ず弊社または販売店にお渡しください。

 粉塵、オゾン、ベンゼン、スチレン、総揮発性有機化合物（TVOC）の放散につ
いては、エコマーク複写機・プリンタなどの画像機器の物質エミッションの放散
に関する認定基準を満たしています。(トナーは本製品用に推奨しております
DocuCentre SC2021 トナーを使用し、試験方法Blue Angel RAL UZ-
171:2012 の付録 S-Mに基づき試験を実施しました。)

 機器の稼働音が気になる場合は、壁や仕切り等で区切られた場所に設置されるこ
とをお勧めします。（表示A特性音響パワーレベル LWAd が 63dB を超える場合
は音が気になると言われています。本商品の稼働音を数値で確認されたい場合は、
弊社までお問い合わせください。)
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お使いいただく前に

法律上の注意事項

1. 本物と偽って使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として
厳しく処罰されます。
□ 紙幣（外国紙幣を含む）、国債証書、地方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印
紙。
これらは、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作るこ
と自体が犯罪になります。
□ 株券、社債、手形、小切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道
乗車券、定期券、回数券、サービス券、宝くじ・勝馬投票券・車券の当たり券など
の有価証券。

2. 次の文書や記名捺印などを複製・加工して、正当な権限なく新たな証明力を加え
ることは、犯罪として厳しく処罰されます。
□ 各種の証明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書・図面。
□ 契約書、遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関する文書。
□ 推薦状、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書。
□ 役所または公務員の印影、署名、記名。
□ 私人の印影または署名。

3. 著作権が存在する書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、図面、地図、写
真などの著作物は、法律に定める例外にあたる場合※を除き、権利者の許諾なく、
次の行為はできません。
（1）複製　　紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、電子的に読み取っ
た著作物のデータをハードディスクや外部メディアに記録すること、記録した著作
物のデータをプリンターで出力すること、ネットワークを介してダウンロードする
ことなど。
（2）改変　　紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著
作物のデータを切除、書き換え、切り貼りすることなど。
（3）送信　　電子的に読み取った著作物のデータを、インターネットその他の公衆
の電気通信回線を通じて電子メールやファクシミリで送信すること、ホームページ
への掲載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワークサーバーに著作物の
データを格納することなど。

※法律に定める例外にあたる場合の例
□ 個人的または家庭内、その他これに準ずる生活範囲での私的な使用を目的とし複
製する場合。
□ 国立図書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料セン
ター、公益目的の研究機関など、公衆利用への提供を目的とする図書館等が複製す
る場合。
□ 学校その他教育機関において教員または授業の受講者が授業で使用するために複
製する場合。
ただし、種類・用途・部数・態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範囲
内に限ります。
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用紙の準備

用紙種類
各トレイで使用できる用紙

*1 : 弊社 P紙の場合
*2 : トレイ 5（手差し）で使用できる用紙のメートル坪量の上限は、216 g/m2 です。

使用できない用紙
 湿っている、または濡れている用紙
 すでに他のプリンター、コピー機でプリントされた用紙
 しわ、折れ、破れがある用紙
 平らでない、または留め金がついている封筒
 表面処理が施された色紙
 パルプ紙や繊維の多い、粗い表面の用紙
 パンチで穴が開けられた用紙
 OHPフィルム

用紙トレイ メートル坪量／連量 給紙可能枚数 *1 おもな用紙種類 *2

トレイ 1（標準） 60～ 90 g/m2
連量：51.6 ～ 77.4 kg

280 枚
（27 mmまで）

再生紙（60-89 g/m2）
普通紙（60-90 g/m2）

トレイ 2
 （1トレイモジュール）
 （オプション）

60～ 256 g/m2
連量：51.6 ～ 220.1 kg

560 枚
（54 mmまで）

再生紙（60-89 g/m2）
普通紙（60-90 g/m2）
上質紙（90-105 g/m2）
厚紙 1（106-169 g/m2）
厚紙 2（170-256 g/m2）
コート紙 1
（106-169 g/m2）
コート紙 2
（170-256 g/m2）
ラベル紙
（106-256 g/m2）

トレイ 5（手差し） 60～ 216 g/m2
連量：51.6 ～ 185.7 kg

100 枚
（10 mmまで）
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用紙の準備

用紙をセットする
トレイ1、トレイ 2、トレイ 5に用紙をセットする

コピーやプリントをする面を次の向きにします。
•トレイ 1、トレイ 2の場合：上向き 
•トレイ 5の場合：下向き

トレイ 1、トレイ 2

トレイ 5（手差し）

* トレイ 1のみ

金属プレートを下に押す

Point
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用紙の準備

トレイ 5（手差し）に封筒、はがきをセットする
よくさばいてから、プリントする面を下にしてセットします。

封筒

はがき

和封筒の例
（長形 3号、角形 2号など）

はがきの上部を給紙側にセット

フラップを手前にくるようにセット

フラップを給紙側にセット

洋封筒の例
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用紙の準備

用紙設定を変更する
1 ＜機械確認＞ボタンを押します。

2 ［仕様設定］ タブを選択します。

3 ［トレイ管理］ 内の［トレイ設定］を選択しま
す。

4 使用する用紙トレイを選択します。 

5 使用する設定を選択し、［OK］ を選択します。

メニュー

ジョブ確認

機械確認

＜機械確認＞ボタン
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用紙の準備

原稿をセットする
原稿送り装置に原稿をセットする

次の原稿は原稿送り装置を使用できません。原稿ガラスを使用してください。

       * カールを直した原稿は使用できます。

原稿ガラスに原稿をセットする

             たて置き（縦長にセット）

 定型サイズのみに対応しています。
 原稿を、原稿送り装置の中央にセットし
ます。読み取る面を上に向け、原稿ガイ
ドを原稿の両側に合わせてください。

 両面原稿を使用する場合、［原稿のとじ
方］が正しく設定されているかを確認し
てください。

サイズが異なる
複数枚の原稿

薄い原稿 
（両面）

A5より
小さい原稿

切り貼り
原稿

折り目、しわ、
カールの
ある原稿 *

裏カーボン紙

             たて置き（縦長にセット）

読み取る面を下に向けて、原稿ガラスの
左奥の角から少し離して原稿をセットし
ます。

たて置きだと大きすぎる場合、
よこ置きにしてください。

Point

原稿が原稿ガラスに合わない
場合、原稿を回転させてくだ
さい。
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コピー機能

コピー方法
基本のコピー手順（拡大倍率 100%）
1 原稿をセットします。

詳細について："原稿をセットする " (P.23)

***************************************************************************************************

2 ［コピー］を選択します。
［コピー］が表示されない場合、＜メニュー＞ボタン
を押してください。

***************************************************************************************************

3 必要に応じて、詳細項目を設定します。

***************************************************************************************************

4 ＜スタート＞ボタンを押します。

Point

節電リダイヤル/ポーズ

データ エラー

リセット ストップ

スタート

クリア

＜スタート＞ボタン
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コピー機能

ID カードをコピーする
名刺、社員証といった IDカードの両面を、用紙の片面のみにコピーできます。

1 原稿ガラス左奥の角から最低 5 mm離した位置
に、ID カードのおもて面を下向きに置き、原
稿カバーを閉じます。

IDカードを原稿ガラスの角に近づけすぎると、ID カー
ドの端を正しくコピーできないことがあります。

***************************************************************************************************

2 ［IDカードコピー］を選択します。
•［IDカードコピー］が表示されない場合、＜メニュー＞ボ
タンを押してください。
•必要に応じて、詳細項目を設定します。

***************************************************************************************************

3 ＜スタート＞ボタンを押します。
IDカードの片面の読み取りが完了すると、指示メッセージが表示されます。

***************************************************************************************************

4 ID カードのもう一方の面を続けて読み込むには、読み込みたい面を原稿ガラス
の左上から少し離した位置に置き、原稿カバーを閉じます。

***************************************************************************************************

5 ［うら面読み取り］を選択します。

Point

Point
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コピー機能

両面 /片面選択をする
片面、または両面原稿を用紙の片面、または両面にコピーできます。
片面原稿を両面にコピーする場合

1 原稿をセットします。
詳細について："原稿をセットする " (P.23)

***************************************************************************************************
2 ［コピー］を選択します。

［コピー］が表示されない場合、＜メニュー＞ボタン
を押してください。

***************************************************************************************************
3 ［コピー］タブの［両面 /片面選択］を選択しま

す。

***************************************************************************************************
4 使用する設定を選択し、［OK］を選択します。

［片面 -> 両面］、［両面 -> 片面］、または ［両面 -> 両
面］を選択した場合、とじ方向を次の中から選択で
きます。
- 長辺とじ
- 短辺とじ

***************************************************************************************************
5 ＜スタート＞ボタンを押します。
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B
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Point
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コピー機能

仕分けて出力する
複数枚コピーする場合、原稿のページ順にソートしてからまとめて出力できます。 

1 原稿をセットします。
詳細について："原稿をセットする " (P.23)

***************************************************************************************************

2 ［コピー］を選択します。
［コピー］が表示されない場合、＜メニュー＞ボタン
を押してください。

***************************************************************************************************

3 ［出力］タブを選択し、 ［仕分け］を選択しま
す。

***************************************************************************************************

4 使用する設定を選択し、［OK］を選択します。

***************************************************************************************************

5 ＜スタート＞ボタンを押します。

Point
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コピー機能

縮小または拡大コピーをする
倍率選択を選択して、縮小または拡大コピーができます。

1 原稿をセットします。
詳細について："原稿をセットする " (P.23)

***************************************************************************************************

2 ［コピー］ を選択します。
［コピー］が表示されない場合、＜メニュー＞ボタン
を押してください。

***************************************************************************************************

3 ［コピー］タブの ［倍率選択］を選択します。

***************************************************************************************************

4 使用する設定を選択し、［OK］を選択します。

***************************************************************************************************

5 ＜スタート＞ボタンを押します。

Point
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コピー機能

2ページをまとめて 1ページにコピーする
2ページ分の原稿を、片面 1ページにまとめてコピーできます。

•原稿は縦にセットしてください。
•原稿送り装置に両面原稿をセットするとき、 ［原稿のとじ方］が正しく設定されているかを確認して
ください。

1 原稿をセットします。
詳細について："原稿をセットする " (P.23)

***************************************************************************************************

2 ［コピー］ を選択します。
［コピー］が表示されない場合、＜メニュー＞ボタン
を押してください。

***************************************************************************************************

3 ［出力］ タブを選択し、［まとめて 1枚］ を選択し
ます。

***************************************************************************************************

4 ［ 2アップ］ を選択し、［OK］ を選択します。

***************************************************************************************************

5 ＜スタート＞ボタンを押します。

A

B
A

BReport

Report
A

B

C

D

Point

Point
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プリント機能

プリント方法
基本のプリント手順と、プリント中のジョブをキャンセルする方法を説明します。

この機能を使用する前に、ソフトウェア / 製品マニュアルに収められているプリントドライ
バーをコンピューターにインストールします。インストール方法は、ソフトウェア / 製品マ
ニュアルにあるタブ［マニュアル /製品情報］の「マニュアル（HTML文書）」をクリック
してください。

1 アプリケーションソフトウエアの［ファイル］メニューから、［印刷］を選択
します。

***************************************************************************************************

2 ［FX DocuCentre SC2021 PCL 6］を選択します。
***************************************************************************************************

3 ［プロパティ］をクリックし、
必要に応じて、詳細項目を設定
します。

***************************************************************************************************

4 ［OK］をクリックします。
***************************************************************************************************

5 ［印刷］ダイアログボックスで、［印刷］をクリックします。

プリントのキャンセル方法
画面の右下に表示されるタスクバーのプリンターアイコン  をダブルクリックします。 
キャンセルしたい文書を選択し、＜Delete ＞キーを押します。 
文書が表示されない場合、本機からキャンセルしてください。

Point



31

スキャン機能

スキャンしたデータをアプリケーションで
取り込む
スキャンしたデータを、インストールされたTWAIN 対応、または Windows Imaging 
Acquisition（WIA）対応アプリケーションを介して、コンピューターに取り込みます。コ
ンピューター画面上のスキャン結果のプレビューを確認しながら、データの取り込み条件
を設定できます。

•この機能を使用する前に、ソフトウェア / 製品マニュアルに収められているスキャンドライバーをコ
ンピューターにインストールしてください。
•本機能はUSBでの接続で利用できます。ネットワークを使用したスキャンには対応していません。

1 原稿をセットします。
詳細について："原稿をセットする " (P.23)

***************************************************************************************************

2 アプリケーションを起動します。
***************************************************************************************************

3 メニューを選択し、スキャナー（ソース）を選択します。
***************************************************************************************************

4 ［DocuCentre SC2021］を選択します。
***************************************************************************************************

5 必要に応じて、詳細項目を設定しま
す。

***************************************************************************************************

6  ［スキャン］をクリックします。

Point
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スキャン機能

スキャンしたデータを Eメールで送信する
スキャンしたデータを Eメールを使用して送信します。モノクロのスキャンデータを
PDF/TIFF/XDW 形式で、カラーまたはグレースケールのスキャンデータをPDF/TIFF/
JPEG/XDW 形式で、Eメールに添付して送信できます。

•あらかじめ、CentreWare Internet Servicesで登録したメールアドレスが選択できます。詳しくは、
本機に同梱されているソフトウェア / 製品マニュアルに収められている『ユーザーズガイド』をお読み
ください。
•原稿送り装置に両面原稿をセットするとき、 ［原稿のとじ方］が正しく設定されているか確認してく
ださい。設定されておらず画像の向きの修正が必要な場合、コンピューター上で修正してください。

1 原稿をセットします。
詳細について："原稿をセットする " (P.23)

***************************************************************************************************

2 ［メール送信］ を選択します。
［メール送信］が表示されない場合、＜メニュー＞ボ
タンを押してください。

***************************************************************************************************

3 宛先を設定し、［OK］ を選択します。

***************************************************************************************************

4 必要に応じて、詳細項目を設定します。
（例：［画質調整］ タブの詳細項目設定）

***************************************************************************************************

5 ＜スタート＞ボタンを押します。

Point

Point
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スキャン機能

スキャンしたデータを PC（ネットワーク）
に送信する
スキャンしたデータを Eメールを使用して、ネットワーク上のコンピューターに送信しま
す。モノクロのスキャンデータをPDF/TIFF/XDW 形式で、カラーまたはグレースケール
のスキャンデータをPDF/TIFF/JPEG/XDW 形式で、指定のコンピューターに送信できま
す。

•コンピューターのメールアドレスは、宛先表から選択します。あらかじめ、CentreWare Internet 
Services でメールアドレスを宛先表に登録する必要があります。詳しくは、ソフトウェア / 製品マ
ニュアルに収められている『ユーザーズガイド』をお読みください。
•原稿送り装置に両面原稿をセットするとき、 ［原稿のとじ方］が正しく設定されているか確認してく
ださい。設定されておらず画像の向きの修正が必要な場合、コンピューター上で修正してください。

1 原稿をセットします。
詳細について："原稿をセットする " (P.23)

***************************************************************************************************

2 ［スキャナー］ を選択し、［ネットワーク送信］ を
選択します。

［スキャナー］が表示されない場合、＜メニュー＞ボ
タンを押してください。

***************************************************************************************************

3 ［ ］ を選択し、送信アドレスを選択します。最後に［OK］ を選択します。

***************************************************************************************************

4 必要に応じて、詳細項目を設定します。

***************************************************************************************************

5 ＜スタート＞ボタンを押します。

Point

Point
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ファクス機能

ファクス方法

1 原稿をセットします。
詳細について："原稿をセットする " (P.23)

***************************************************************************************************

2 ［ファクス］ を選択します。
［ファクス］が表示されない場合、＜メニュー＞ボタ
ンを押してください。

***************************************************************************************************

3 数字ボタンを使用して、ファクス番号を入力し
ます。

***************************************************************************************************

4 ＜スタート＞ボタンを押します。
［宛先表］ボタンと［短縮番号］ボタンを使用するには、あらかじめファクス番号を登録する必要が
あります。

ファクス番号を入力する
ファクス番号を数字ボタンで入力して、
宛先を指定できます。

Point

節電リダイヤル/ポーズ

データ エラー

リセット ストップ

スタート

クリア

数字ボタン

Point
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ファクス機能

ファクス番号を宛先表に登録する方法については、"宛先表に登録する " (P.36) を参照してください。

1 原稿をセットします。
詳細について："原稿をセットする " (P.23)

***************************************************************************************************

2 ［ファクス］ を選択します。
［ファクス］が表示されない場合、＜メニュー＞ボタ
ンを押してください。

***************************************************************************************************

3 宛先を指定します。

***************************************************************************************************

4 ＜スタート＞ボタンを押します。

宛先表で指定する 短縮番号で指定する
登録した宛先表から宛先を選択できま
す。

短縮番号を直接入力して、宛先を選択で
きます。

宛先表で指定する場合 短縮番号で指定する場合
［ ］ ボタンを選択します。 

                                      

［機器の宛先表短縮ダイヤル］、 
［機器の宛先表宛先グループ］、または 
［ネットワーク宛先表を検索］ を選択します。

［ ］ ボタンを選択します。   

                                                              

数字ボタンで短縮番号を入力します。

Point

Point
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ファクス機能

宛先表に登録する
ファクス番号を宛先表に登録する方法について説明します。短縮番号は 200まで登録でき
ます。

1 ＜機械確認＞ボタンを押します。

2 ［仕様設定］ タブを選択し、次の手順に従います。

•宛先名には、英数字（半角）および記号（半角）で入力してください。日本語には対応していません。
•CentreWare Internet Services および宛先表ツールから宛先表に登録することもできます。詳細は、
『ユーザーズガイド』および宛先表設定ツールのヘルプを参照してください。

メニュー

ジョブ確認

機械確認

＜機械確認＞ボタン

Point
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トラブル対処

用紙が詰まった場合
用紙が詰まると、本機が停止してアラームが鳴ります。エラーコードとメッセージが画面
に表示されます。メッセージの指示に従い紙詰まりの場所を確認し、用紙を取り除いてく
ださい。

左側面上部カバー ［A］ 左側面下部カバー ［B］
 定着部付近で紙詰まりが発生した場合

 左側面上部カバー内で紙詰まりが発生し
た場合

トレイ 1、トレイ 2
 トレイ 1: 左側面上部カバー［A］を確認
したあとに処置

 トレイ 2: 左側面下部カバー［B］を確認
したあとに処置

トレイ 5
 左側面上部カバー ［A］ を確認したあと
に処置
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トラブル対処

原稿が詰まった場合
原稿送り装置で原稿が詰まると、装置が停止してアラームが鳴ります。エラーコードと
メッセージが画面に表示されます。メッセージの指示に従い、用紙を取り除いてください。

または

または

レバー
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トラブル対処

エラーコード
プリントが正常に終了しなかったり、本機が故障したりした場合は、エラーコード（xxx-
xxx）とメッセージがタッチパネルに表示されます。
次の表でエラーコードを参照し、問題を解決してください。

エラーコード 原因と処置

005-942 原稿サイズが正しく検知されませんでした。原稿送り装置の原稿をセッ
トし直してから、＜スタート＞ボタンを押してください。
補足 •非定型サイズの原稿をセットする場合は、 ［原稿サイズ］で原稿サ

イズを設定してください。選択した原稿サイズによっては、原稿が
用紙に収まらなかったり、原稿の周りの影が写り込む場合がありま
す。

016-503 ［閉じる］を選択し、SMTPサーバーとDNSサーバーがCentreWare 
Internet Services で正しく設定されているか確認してください。

016-504 ［閉じる］を選択し、POP3サーバーとDNSサーバーがCentreWare 
Internet Services で正しく設定されているか確認してください。

016-505 ［閉じる］を選択し、POP3サーバーで使用されるユーザー名とパス
ワードがCentreWare Internet Services で正しく設定されているか確
認してください。

016-506 ［閉じる］を選択し、SMTPサーバーと POP3サーバーが
CentreWare Internet Services で設定されているか確認してくださ
い。

016-507 ［閉じる］を選択し、SMTPサーバーで使用されるユーザー名とパス
ワードがCentreWare Internet Services で正しく設定されているか確
認してください。

016-520
016-521

システム管理者に相談してください。

016-570
016-571
016-572
016-573
016-718
016-720

［閉じる］を選択してください。

016-737
016-741
016-742
016-743
016-744
016-745

本機の電源を切り、タッチパネルに何も表示されていないことを確認し
てから、本機の電源を入れてください。それでも解決しない場合は、弊
社のカストマーコンタクトセンターにご連絡ください。

016-746 ［閉じる］を選択してください。

016-757
016-758
016-759

サーバー管理者に相談してください。
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トラブル対処

016-764
016-765
016-766

［閉じる］を選択し、SMTPサーバー管理者に相談してください。

016-767
016-768

［閉じる］を選択し、メールアドレスを確認し、再度スキャンしてくだ
さい。

016-786
016-790

［閉じる］を選択し、ネットワークケーブルが正しく接続されているか
確認してください。ネットワークケーブルに問題がなければ、サーバー
管理者に相談してください。

016-799
016-921

［閉じる］を選択してください。

016-985
016-986

［閉じる］を選択し、解像度を低くするか、スキャンデータのファイル
フォーマットを変え、再度スキャンしてください。

017-971
017-972
017-973
017-974
017-975
017-976
017-977
017-978
017-979
017-980
017-986
017-987
017-988
017-989

［閉じる］を選択してください。

031-521 ［閉じる］を選択してください。ログインが可能なコンピューターにつ
いては、システム管理者に確認してください。

031-522 ［閉じる］を選択し、ログイン名（ドメイン名とユーザー名）、およびパ
スワードが正しいかどうか確認してください。

031-523 ［閉じる］を選択し、指定した共有名を確認してください。

031-524 ［閉じる］を選択し、一度にサーバーを利用できる人数が上限に達して
いないか確認してください。

031-525 ［閉じる］を選択し、指定されたユーザーが保存先でファイルの読み込
みや書き込みができるかどうか確認してください。

031-526 ［閉じる］を選択し、DNS接続を確認するか、転送先のサーバーが
DNSで登録されているか確認してください。

031-527 ［閉じる］を選択し、DNSアドレスを設定するか、転送先のサーバーア
ドレスを IP アドレスとして登録してください。
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トラブル対処

031-528 ［閉じる］を選択してください。

本機と転送先の SMBサーバーとが、ネットワークを介して通信されて
いるかどうか確認してください。例えば、次のような項目を確認してく
ださい。
 ネットワークケーブルの接続
 TCP/IP 設定
 ポート 137（UDP）、138（UDP）、および 139（TCP）における通
信

サブネットを越えて通信を行うには、WINSサーバーの設定を確認し、
サーバー名が正しく解決できるか確認してください。

031-529 ［閉じる］を選択し、パスワードが正しいか確認してください。

031-530 ［閉じる］を選択し、保存先が正しいか確認してください。指定した保
存先がDFS設定であることと、他のサーバーと接続されていることを
確認してください。リンクされたサーバー、共有名、保存先を直接指定
してください。

031-531 ［閉じる］を選択し、指定したフォルダーのアクセス許可を確認してく
ださい。

031-532 ［閉じる］を選択し、ファイル名、または転送先のフォルダー名を短く
してください。

031-533 ［閉じる］を選択し、次のことを確認してください。
 指定した名前のファイルを保存場所に格納できる
 指定したファイル名が他のユーザーに使用されていない
 指定した名前と同名のファイルやフォルダーは存在しない

031-534 ［閉じる］を選択し、次のことを確認してください。
 指定した名前のファイルを保存場所に格納できる
 指定した名前と同名のファイルやフォルダーは存在しない

031-535
031-536

［閉じる］を選択し、指定した保存先のファイルを他のユーザーが使用
していないか確認してください。

031-537 ［閉じる］を選択し、保存先に空きがあるか確認してください。

031-539 ［閉じる］を選択し、サーバー名が正しいか確認してください。

031-540 ［閉じる］ を選択し、ドメイン名が正しいか確認してください。

031-541 ［閉じる］ を選択し、ログイン名（ユーザー名）が正しいか確認してく
ださい。

031-542 ［閉じる］ を選択し、しばらく待ってから、操作をやり直してください。
それでも解決しない場合は、弊社のカストマーコンタクトセンターにご
連絡ください。

031-543 ［閉じる］ を選択してください。ログインできる時間については、シス
テム管理者に確認してください。

031-544 ［閉じる］ を選択してください。パスワードの使用期間については、シ
ステム管理者に確認してください。

031-545 ［閉じる］ を選択してください。パスワード変更が必要かどうかについ
ては、システム管理者に確認してください。

031-546 ［閉じる］ を選択してください。ユーザー設定については、システム担
当者に確認してください。

031-547 ［閉じる］ を選択してください。ユーザーのロックアウト状況について
は、システム担当者に確認してください。
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トラブル対処

031-548 ［閉じる］ を選択してください。ユーザーの使用期間については、シス
テム管理者に確認してください。

031-549 ［閉じる］ を選択し、サーバーセキュリティー設定で、パスワードがな
いユーザーのアクセス許可を確認してください。

031-550 ［閉じる］ を選択し、ファイルを追加するアクセス権を確認してくださ
い。サーバーが SMB追加コマンドに対応しているか確認してくださ
い。

031-551 ［閉じる］ を選択し、ファイルの名前を変更するアクセス権を確認して
ください。サーバーが SMB改名コマンドに対応しているか確認してく
ださい。

031-552 ［閉じる］ を選択し、ファイル名が重複する場合、「キャンセル」以外に
設定するか、ファイル名を変更するか、ファイルを削除してください。

031-574 ［閉じる］ を選択し、DNS接続を確認するか、転送先のサーバーがDNS
で登録されているか確認してください。

031-575 ［閉じる］ を選択し、DNSアドレスを設定するか、転送先のサーバーア
ドレスを IP アドレスとして登録してください。

031-576 ［閉じる］を選択し、サーバーの IP アドレスが正しいか、ネットワーク
ケーブルが正しく接続されているか確認してください。

031-578 ［閉じる］を選択し、ログイン名（ユーザー名）、およびパスワードが正
しいかどうか確認してください。

031-579 ［閉じる］を選択し、保存先が正しいか確認してください。

031-580 ［閉じる］を選択し、サーバーアクセス権を確認してください。

031-581 ［閉じる］を選択し、ファイル名、または転送先のフォルダー名を短く
してください。

031-582 ［閉じる］を選択し、指定した名前のファイルを保存先に格納できるか
確認してください。保存先に空きがあるか確認してください。

031-584 ［閉じる］を選択し、指定した名前のファイルを保存先に格納できるか
確認してください。指定した名前と同名のファイルやフォルダーがすで
に存在していないか確認してください。

031-585
031-587

［閉じる］を選択し、サーバーアクセス権を確認してください。

031-588 ［閉じる］を選択し、保存先に空きがあるか確認してください。

031-590 ［閉じる］を選択してください。ファイル名が重複する場合、「キャンセ
ル」以外に設定するか、ファイル名を変更するか、ファイルを削除して
ください。

031-594
031-595

［閉じる］を選択し、同じ操作をもう一度行ってください。それでも解
決しない場合は、弊社のカストマーコンタクトセンターにご連絡くださ
い。

031-598 ［閉じる］を選択し、ファイルの追加アクセス権、および FTP追加権に
対応しているか確認してください。

031-599 ［閉じる］を選択し、ファイル名を変更するアクセス権を確認してくだ
さい。サーバーが FTP名前変更コマンドに対応しているか確認してく
ださい。
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033-500
033-501
033-502
033-503
033-510
033-511
033-512

［閉じる］ を選択してください。

033-513 ［閉じる］ を選択し、次のことを試してください。
 受信したファクスをプリントするか、送信されるまで待つ
 セキュリティー受信機能を使い、保存されているファクスジョブをプ
リントする

033-514
033-515
033-516
033-517
033-518
033-519
033-520
033-521
033-522
033-523
033-524
033-525
033-526
033-573
033-751
033-752
033-753
033-754
033-755
033-756
033-757
033-758
033-759
033-760
033-761

［閉じる］ を選択してください。

033-762 ［閉じる］ を選択してください。ブロックしている番号からのファクス
を拒否しました。
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033-763
033-764
033-765
033-766
033-767
033-768
033-769
033-770
033-771
033-772
033-773
033-774
033-775
033-776
033-777
033-779
033-782
033-784
033-786
033-787

［閉じる］ を選択してください。

017-970
033-788

原稿を保存するための容量が不足しました。
［閉じる］を選択し、次のことを試してください。
 送信画質を標準にする
 1 度に送信する枚数を減らす
 受信したファクスを削除するか、送信が完了するまで待つ
 セキュリティー受信機能を使用している場合、保存されているファク
スジョブをプリントする

033-789
033-790
033-791
033-799
034-508

［閉じる］ を選択してください。

034-515 ［閉じる］ を選択し、次のことを試してください。
 再度同じ操作をする
 本機と相手機のメモリー容量を確認する

034-791 ［閉じる］ を選択し、次のことを確認してください。
 電話回線が正しく接続されているか
 ダイヤル種別設定
 相手機がファクスを受信できるか

034-799 ［閉じる］ を選択し、本機が再起動するのを待ってください。

035-701 ［閉じる］ を選択し、次のことを確認してください。
 相手機の状態
 ダイヤル種別設定

035-702
035-704
035-705
035-706

［閉じる］ を選択してください。
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035-708 ［閉じる］ を選択し、次のことを試してください。
 再度同じ操作をする
 モデムの速度を落とす

035-709
035-710
035-716

［閉じる］ を選択してください。

035-717 ［閉じる］ を選択し、モデムの速度を落としてください。

035-718 ［閉じる］ を選択し、相手機の状態を確認してください。

035-720 ［閉じる］ を選択し、相手機の対応機能を確認してください。

035-728
035-729
035-730
035-737
035-739
035-740
035-742
035-746
035-779

［閉じる］ を選択してください。

035-781 ［閉じる］ を選択し、相手機が話し中でないか確認してください。

035-792
035-793

［閉じる］ を選択してください。

062-956 原稿サイズが正しく検知されませんでした。原稿ガラスの原稿をセット
し直してから、＜スタート＞ボタンを押してください。
補足 •非定型サイズの原稿をセットする場合は、 ［原稿サイズ］ で原稿サ

イズを設定してください。選択した原稿サイズによっては、原稿が
用紙に収まらなかったり、原稿の周りの影が写り込む場合がありま
す。

116-721
116-722

［閉じる］ を選択してください。

118-390 本機が対応していない機器が装着されています。機器を取り外し、本機
を再起動してください。
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受付時間

電話番号

困った！が
解決しないときは

保守・操作・修理（内容・期間・費用など）のお問い合わせ、消耗品のご注文は、カストマーコンタクト
センター､または販売店にご連絡ください。

電話番号は、本体に貼付のカードやシールに書かれています。

土曜、日曜、祝日を除く （一部の地域では異なります）受付時間

電話番号 本体の をご確認ください。

本機を廃棄する場合は、弊社の営業担当者にご連絡ください。

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSおよび海外からはご利用いただ
けません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。

商品全般に関する情報、最新ソフトウェアなどを提供しています。

ご意見やご相談の受付窓口
お客様相談センター
土、日、祝日および弊社指定休業日を除く　9時～12時、13時～17時

商品全般に関する情報

ホームページアドレス

お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

（テレフォンセンター）
（テレフォンセンター）

（商品センター）

電話番号
ここに書いてあります

DocuCentre SC2021
簡単操作ガイド
著作者－富士ゼロックス株式会社 発行年月－2015 年 3月　第 1版
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