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ユーザーズガイド（AirPrint 編）

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書は、AirPrint 機能の操作方法、および使用上の注意事項などを記載しています。本
機能のご使用にあたっては、必ず本書をお読みください。
なお、本書の内容は、お使いの機械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。お使いの機械の基本的な知識や操作方法については、機械に同
梱されている『ユーザーズガイド』などのマニュアルをご覧ください。

Mac、MacBook、MacBook Air、iMac、OS X、iPad、iPhone、iPod touch、
Bonjour は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。

AirPrint および AirPrint ロゴは、Apple Inc. の商標です。
その他の製品名、会社名は、各社の登録商標または商標です。

Xerox、Xerox ロゴ、および Fuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

Apeos は富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

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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AirPrint とは

AirPrint の概要
AirPrint は、Apple Inc. が提供する印刷サービスです。プリンタードラ
イバーや特別なソフトウェアをインストールすることなく、iPad/
iPhone などの iOS 搭載端末や OS X のコンピューターから指示した文
書を、お使いの機械でプリントできます。

本書に記載されているAirPrintについての情報は、2014年 9月現在のものです。AirPrint の最新の
情報については、Apple Inc. のウェブサイトを参照してください。

動作環境
AirPrint の動作環境について説明します。

対象機種
AirPrint を利用できる機種は、次の通りです。
ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275
DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275
ApeosPort-V C7780/C6680/C5580
DocuCentre-V C7780/C6680/C5580
DocuPrint 5100 d

上記の対象機種は、2014 年 9月現在のものです。予告なしに変更されることがあります。

AirPrint はApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275、DocuCentre-V C7775/
C6675/C5575/C4475/C3375/C2275、ApeosPort-V C7780/C6680/C5580、DocuCentre-V
C7780/C6680/C5580 の後期（T2）モデルで動作します。後期（T2）モデルの見分け方について
は、該当機種の『管理者ガイド』または『ユーザーズガイド』をお読みください。

Wi-Fi 対応の AirPrint プリンタは、必ず iOS デバイスまたは Mac と同じ Wi-Fi ホームネットワー
クに接続している必要があります。

対応OS
AirPrint を利用してお使いの機械からプリントできるOS環境は、次のとおりです。
iOS 6、iOS 7 以降（iPad、iPhone、iPod touch）
OS X 10.8 Mountain Lion、OS X 10.9 Marvericks 以降
（MacBook、MacBook Air、iMac など）

無線LAN
アクセスポイント

Mac

iOS搭載端末
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使用環境の設定

AirPrint を利用するために必要な設定について説明します。

本体側の設定
本機能を使用する前に、お使いの機械の［仕様設定 /登録］画面で以下の項目が正し
く設定されているか確認してください。

■ポート設定

［機械管理者メニュー］＞［ネットワーク /ポート設定］＞［Bonjour］で、［ポー
トの起動］が［起動］ に設定されている。

工場出荷時は、［起動］に設定されています。

［機械管理者メニュー］＞［ネットワーク /ポート設定］＞［IPP］で、［ポートの起
動］が［起動］ に設定されている。

工場出荷時は、［停止］に設定されています。

■ TCP/IP 設定

［機械管理者メニュー］＞［ネットワーク /ポート設定］＞［TCP/IP 設定］で、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 環境で機械を
使用するための項目が設定されている。

■ HTTP-SSL/TLS 通信

［機械管理者メニュー］＞［ネットワーク /ポート設定］＞［HTTP-SSL/TLS 通信］
で、サーバー証明書、ポート番号など、SSL 通信を機械で使用するための項目が設
定されている。

SSL通信を利用する場合は、この項目を設定してください。

CentreWare Internet Services の設定

AirPrint の設定
お使いの機械でAirPrint を使用する場合は、AirPrint の設定が必要です。

1 ネットワークに接続されたコンピューターで、Webブラウザーを起動します。

2 Web ブラウザーのアドレス入力欄にお使いの機械の IP アドレスを入力し、〈Enter〉
キーを押します。 
CentreWare Internet Services が起動されます。

CentreWare Internet Services への接続時、または操作中にユーザー名とパスワードを求める画面
が表示された場合は、機械管理者 IDとパスワードを入力し、［OK］をクリックします。 

3 ［プロパティ］＞［ネットワーク設定］＞［プロトコル設定］＞［AirPrint］を選択します。
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4 ［AirPrint］で次の項目を設定し、［新しい設定を適用］をクリックします。

設定項目 設定内容
一般 AirPrint ［有効］にチェックを付けます。

本設定は、工場出荷時に［有効］がチェックされ
ています。

Bonjour プリンタ名 お使いの機械の名前を入力します。半角英数字
62 文字まで入力できます。

設置場所 お使いの機械の設置場所を入力します。半角英
数字 255 文字まで入力できます。

位置情報 お使いの機械の位置情報を緯度と経度で設定し
ます。緯度は、－ 90.000000 ～ 90.000000 の
範囲で入力します。経度は－ 180.000000 ～
180.000000 の範囲で入力します。

IPP 認証 Basic 認証 IPP 認証を利用する場合、［有効］にチェックを
付けます。

ユーザー名 AirPrint の権限を有するユーザー名を入力しま
す。半角英数字 32 文字まで入力できます。

パスワード パスワードを入力します。半角英数字 32 文字ま
で入力できます。

パスワードの確認入力 パスワードを再入力します。半角英数字 32 文字
まで入力できます。

SSL/TLS 設定 HTTP-SSL/TLS 通信 HTTPの通信を暗号化してプリントする場合、
［有効］にチェックを付けます。

本設定は［証明書の設定］を設定したときのみ表
示されます。［証明書の設定］を設定しなかった
ときは表示されません。

証明書 証明書の設定 HTTP-SSL/TLS 通信を有効にする場合、設定し
ます。［設定］ボタンをクリックすると、［証明
書の設定］画面に遷移します。自己証明書の作
成または外部で作成した証明書をインポートで
きます。また、本項目を設定すると［SSL/TLS
設定］が表示されます。

設定方法については
CentreWare Internet  Services のヘル
プを参照してください。

消耗品 消耗品確認 ［確認］ボタンをクリックすると、［消耗品］画
面に遷移します。トナー、トナー回収ボトル、
ドラムの状態を確認できます。

［消 耗 品］画 面 の 表 示 内 容 に つ い て は
CentreWare Internet  Services のヘル
プを参照してください。

データエラー
発生時のプリ
ント動作

データエラー発生時の
プリント動作

データエラーが発生した時に、プリントを中止
するか、強制的にプリントするかを設定します。
[プリントを中止する ]、[強制的にプリントす
る ]から選択します。
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5 Web ブラウザーに、機械の再起動を指示するメッセージが表示されたら、［再起動］
をクリックします。

6 確認画面で［OK］をクリックします。
機械が再起動し、設定した値が反映されます。

別ネットワークの機械にプリントする場合（OS X のみ）
お使いの機械とコンピューターが別のネットワークを使用していて、ルーターを超え
てプリントする場合は、Wide-Area Bonjour の設定が必要です。
ここでは、お使いの機械にWide-Area Bonjour の設定をする手順を説明します。

お使いの機械とコンピューターが同じネットワークを使用している場合、この設定は不要です。

OS X や DNSサーバー側の設定については、ネットワーク管理者にご相談ください。

1 ネットワークに接続されたコンピューターで、Webブラウザーを起動します。

2 Web ブラウザーのアドレス入力欄にお使いの機械の IP アドレスを入力し、〈Enter〉
キーを押します。 
CentreWare Internet Services が起動されます。

CentreWare Internet Services への接続時、または操作中にユーザー名とパスワードを求める画面
が表示された場合は、機械管理者 IDとパスワードを入力し、［OK］をクリックします。 

3 ［プロパティ］＞［ネットワーク設定］＞［プロトコル設定］＞［Bonjour］で、［Wide-
Area Bonjour］の［有効］にチェックを付け、［新しい設定を適用］をクリックします。

4 Web ブラウザーに、機械の再起動を指示するメッセージが表示されたら、［再起動］
をクリックします。

5 確認画面で［OK］をクリックします。

機械が再起動し、設定した値が反映されます。

6 ［プロパティ］＞［ネットワーク設定］＞［プロトコル設定］＞［TCP/IP］で、次の
項目を設定し、［新しい設定を適用］をクリックします。
DNSサーバーアドレス：お使いのDNSサーバーアドレス
DNSドメイン名：お使いのDNSドメイン名
DNS動的更新（IPv4/IPv6）：する

7 Web ブラウザーに、機械の再起動を指示するメッセージが表示されたら、［再起動］
をクリックします。

8 確認画面で［OK］をクリックします。

機械が再起動し、設定した値が反映されます。
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コンピューター側の設定（OS X のみ）
AirPrint を利用して、お使いの機械からプリントする場合は、あらかじめお使いの機
械をコンピューターに登録しておく必要があります。
ここでは、コンピューター側でお使いの機械を登録する手順について説明します。

1 ネットワークに接続されたOS X のコンピューターで、［Apple］メニューから［シス
テム環境設定］を選択します。

2 ［プリンタとスキャナ］を選択します。

3 ［+］（追加）をクリックします。

［+］（追加）をクリックしたときにドロップダウンメニューが表示された場合は、［プリンタまたは
スキャナを追加］を選択してください。
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4 ［名前］の一覧からお使いの機械を選択します。

ネットワーク内のプリンターが自動的に検出されて［名前］の一覧に表示されます。表示されない
場合は、お使いの機械とコンピューターのネットワーク設定を確認してください。

5 ［ドライバ］で［AirPrint］を選択し、［追加］をクリックします。

［プリンタとスキャナ］画面の［プリンタ］の項目にお使いの機械が追加されます。
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プリントする

AirPrint を利用してお使いの機械でプリントする手順を説明します。

モバイルデバイスから使用可能なプリンターを検索し、その機械の＜認証＞ランプを 3秒間点滅さ
せたり、準備完了音を鳴らしたりできます。
準備完了音は、鳴らさないように設定することもできます。ブザー音量の設定方法については、お
使いの機械の『ユーザーズガイド』を参照してください。

iOS からプリントする
ここでは iPad を例に、iOS（iOS 6、Safari 6.0）からプリント指示する手順を説明
します。

使用するアプリケーションによって、ユーザーインターフェースは異なります。

1 プリントする文書を表示します。

2 ［ ］メニューから［プリント］を選択します。

3 ［プリンタを選択］をタップします。
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4 お使いの機械を選択します。

5 プリント設定を確認し、［プリント］をタップします。

設定できる項目は、アプリケーションによって異なります。

OS X からプリントする
OS X からプリント指示する手順を説明します。

1 プリントする文書を表示します。

2 ［ファイル］メニューから［プリント］を選択します。
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3 ［プリンタ］でお使いの機械を選択し、プリント設定を確認して、［プリント］をク
リックします。

お使いの機械が対応していないプリント設定は選択できません。
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トラブル対処

プリンター選択時のトラブル

プリント時のトラブル

症状 原因 /処置
プリンターの選択画面で、お
使いの機械が検出されない。

【原因】 ネットワークに接続できませんでした。

【処置】 お使いの機械とiOS/OS Xのネットワーク設定を
確認してください。

【原因】 Bonjour および IPP ポートが起動していません。

【処置】［仕様設定］＞［ネットワーク設定］で、ポート
の設定を確認してください。

【原因】 AirPrint が有効になっていません。

【処置】 CentreWare Internet Services を起動し、
［プロパティ］＞［ネットワーク設定］＞［プ
ロトコル設定］＞［AirPrint］で、AirPrint
の［有効］にチェックを付けてください。

お使いの機械で Ai rP r in t を有効にする設定につい
ては、「AirP r in t の設定」 (P .4) を参照してくださ
い。

【原因】 OS X からプリント指示する場合に、お使いの機
械とコンピューターが別のネットワークを使用
しています。

【処置】 お使いの機械とコンピューターで、同一のネット
ワークを使用してください。ルーターを超えてプ
リントする場合は、お使いの機械とコンピュー
ターで、Wide-Area Bonjour を有効にしてくだ
さい。

お使いの機械で Wide-Area Bonjour を有効にする
設定については、「別ネットワークの機械にプリント
する場合（OS X のみ）」 (P.6) を参照してください。
OS XやDNSサーバー側での設定については、ネットワーク
管理者にご相談ください。

症状 原因 /処置
プリントされない。 【原因】 本機で認証プリントまたはプライベートプリン

トの設定をしています。

【処置】 認証プリントやプライベートプリントには対応
していません。本機の設定を変更してください。
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エラーコード
本機能使用時にエラーが発生した場合、お使いの機械のディスプレイにエラーコード
が表示されます。
次の表を参照して、処置してください。

エラーコードが表示されたときは、機械に残っているプリントデータや、機械のメモリーに蓄えら
れた情報は保証されません。

次の表に記載されていないエラーコードについては、『ユーザーズガイド』を参照してください。

エラーコード 原因 /処置

017-734 【原因】 AirPrint の処理中に、内部エラーが発生しました。

【処置】 AirPrint 以外のプリンタードライバーやソフトウェアを使用
して、もう一度プリントを指示してください。それでも状態が
改善されないときは、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。
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注意制限事項

本機能使用時の注意 /制限事項は、次のとおりです。

■プリント機能使用上の注意 /制限

本機能は、認証プリントおよびプライベートプリントに対応していません。
本機能では、AirPrint の仕様により、文字やイメージが崩れた状態で出力される場
合があります。
本機能を使用して出力された文書は、ジョブ履歴レポートで「IPP」と記載されます。
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