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普段何気なく使っているプリンター。ちょっとしたことでトラブルが防げて、快適にお使いいただけます。お使いになる前にご覧ください。
定形サイズの用紙をセットした場合は、用紙のサイズと向きは、機械が自動的に検知します。

定形外サイズの用紙をセットした場合は、操作パネルでサイズを設定する必要があります。

定形サイズ・定形外サイズどちらも、用紙種類は操作パネルで設定します。

トレイ 1／トレイ 2～ 4（オプション）

カバーA内での紙づまり

手差しトレイ

紙づまりを解消する

用紙をセットする

用紙トレイを取り外し、用紙ガイ
ドクリップを指でつまみ、用紙の
サイズまで動かします。 たての用紙ガイドクリップを指で

つまみ、用紙のサイズまで動かし
ます。

印刷する面を下にして、用紙を
セットします。

印刷する面を上にして、用紙を
セットします。

用紙ガイドを動かして、用紙の
端に合わせます。

A4 よりも長い用紙をセットするときは、トレイを引き延ばします。

・種類やサイズが異なる用紙を
   同時にセットしないでください。
・用紙上限線を超える量の用紙を
   セットしないでください。

用紙ガイドは軽く当ててください。

手差しトレイの用紙に印刷する場合は、印刷時にプリンタードライバーで、セットした用紙

のサイズと種類を設定します。手差しトレイを開きます。必要に応
じて、延長トレイを引き出します。

印刷
する面を
上に

※トレイを引き伸ばした場合は、延長部分が背面から飛び出します。

・種類やサイズが異なる用紙を
   同時にセットしないでください。
・用紙上限線を超える量の用紙を
   セットしないでください。

印刷
する面を
下に

印刷された用紙の先端が傷む
印刷された用紙にしわができる

プリンターの内部で用紙が詰まる

用紙が給紙されない
用紙の先端や後端の部分がきれいに印刷されない

斜めに印刷される

こんなトラブルが防げます

詰まった用紙がちぎれる 印刷をやり直したときに用紙が汚れる

こんなトラブルが防げます

Aレバーを押し上げて、フロント
カバーを開けます。

詰まっている用紙を取り除きます。
用紙が破れた場合は、内部に紙片
が残っていないかを確認します。

カバー B内での紙づまり

中間転写ユニット（黒フィルム）に紙づまりが発生した場合

Bボタンを押し、カバーBをゆっ
くりと開けます。

詰まっている用紙を取り除きます。
用紙が破れた場合は、内部に紙片
が残っていないかを確認します。

※カバーAでの紙づまりのメッセージ表示例

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。

詰まった用紙は確実に取り除いてく
ださい。

適正でない用紙を使用した場合、紙づま

りや印字品質の低下、故障、および装置

破損の原因になることがあります。本機

に適した用紙を使用してください。
用紙について詳しくは、『ユーザーズガ

イド』の「4  用紙について」を参照して

ください。

中間転写ユニット（黒フィルム）に紙づまりが発生した場合、以下の作業をすると、

用紙が中間転写ユニットの奥に入り込んでしまい、故障に繋がることがあります。

紙づまりの位置を確認してから、詰まった用紙は確実に取り除きましょう！

① カバー Bを間違えて開けてしまう。 ② 詰まった用紙を取り除かないまま
    カバーを閉じる。

＜カバーAでの紙づまりの例＞
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オプション品を取り付ける

電源を入れ、トナーカートリッジをセットする

各製品に付属の設置手順書、および『知りたい、困ったにこたえる本』に従って、取り付けてください。

うら面に続く

1 同梱品を確認する

●プリンター本体

DocuPrint C3450 d DocuPrint C2450

持ち上げるときは、同梱されている

『プリンターを持ち上げるときは』の

指示に従ってください。

インターフェイスケ－ブルと用紙は、お客様で用意してください。
インクジェット専用紙は使用できません。 

●本書

●保証書（箱に貼ってあります）

●知りたい、困ったにこたえる本

●ソフトウェア / 製品マニュアル
 このメディアの中に『ユーザーズガイド』
 （PDF）が収録されています。

●わんぽいんと
アドバイス

●階調補正用色見本

●保守連絡先カード
 困ったときの連絡先が記載されています。
 機械の目立つところに貼っておきましょう。

●トナーカートリッジ

 （4 色）

●フェライトコア

●電源コード

梱包用テープを取り外す

3 か所のテープを取り外します。

以降、操作パネルのメッセージに従って
トナーカートリッジをセットします。

エラーメッセージが表示されたときは
⇒『知りたい、困ったにこたえる本』「５ 困ったときには」

トナーカートリッジを取り付ける

トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたときには、
すぐに洗い流してください。

・電源が入っていることを確認してください。
・トナーカートリッジの色が間違っていると取り付けできません。
 トナーカートリッジが入らない場合は、色を確認してください。

トナーカバー

Ｂを押してカバーを手前に引きます。
2 か所のテープを取り外します。

トナーカートリッジは、軽く５回
ほど振ります。

トナーカートリッジのトナーカバーが
外れたときは
⇒ 『知りたい、困ったにこたえる本』
 「５ 困ったときには」

右上の「トナーカートリッジをセットす
る場所」で指定されている色の位置に、
同色のトナーカートリッジを差し込み、
レバーを奥に倒してロックします。

手順４と 5 を繰り返して残りのトナー
カートリッジを取り付けます。

トナーカートリッジをセットする場所

トナーカバーを閉じます。

トナーカバーを開きます。

カバーを閉じるときは、
指はさみに注意してください。

カバーを閉じます。

電源コードをプリンター本体（背面右下）
およびコンセントに差し込みます。

プリンター本体左側面のスイッチを
入れます。

しっかり奥まで
倒します。

DocuPrint 
C3450 d 用

DocuPrint 
C2450 用



DocuPrint C3450 d の場合

仕様設定

仕様設定

仕様設定
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6 テストプリントをする

本機が正しく設置されたことを確認するために、機能設定リストを印刷します。

操作パネルでの操作になります。

これで、セットアップ完了 !

操作パネルの操作を間違えた場合は、

　　　で、［プリントできます］に戻

りますので、手順①からやり直してく

ださい。

トレイに普通紙以外の用紙をセットした場合は、操作パネルで

トレイの用紙種類を変更します。

用紙種類を変更する手順は、『知りたい、困ったにこたる本』の

 「３　用紙と消耗品」を参照してください。

用紙をセットする

例： A4 サイズの用紙を
 セットする場合

タブ 左右のタブが自動的にロックされる
まで、トレイを最大限引き出します。

B4/A3/
11x17”を
セットする
場合のみ

7 プリンターを接続、設定する

詳しくは『知りたい、困ったにこたえる本』「１プリンターの設置が終わったら」を参照してください。

インターフェイスケーブルで、本機とコンピューターを接続します。

  ●ネットワーク接続の場合（ネットワークケーブルをご用意ください）

  ●パラレル接続の場合（パラレルインターフェイスカード（オプション）とパラレルインターフェイスケーブル（オプション）が必要です）

TCP/IP プロトコルを使用するには、IP アドレスの設定が必要です。設定方法は、『知りたい、困ったにこたえる本』の、「1 プ

リンターの設置が終わったら」＞「ネットワークを設定する」を参照してください。

その他のネットワーク環境を設定する場合は、『メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）』内のマニュアル（HTML）を参照してください。

標準構成の場合
ギガビットイーサネットカード

（オプション）を装着している場合断線のおそれがありますので、
きつく巻かないでください。

ネットワークケーブルを付属のフェライトコアに巻きつけ、フェライトコアを閉じます。コネクターを本機に取り付けます。（ギ

ガビットイーサネットカード（オプション）を取り付けている場合と標準構成の場合では、コネクターの位置が異なります。）

使用環境に合わせて、正しいコネクターに接続してください。他方は、Hub（ハブ）などのネットワーク機器に接続します。
※ 10BASE-T、100BASE-TX、または 1000BASE-T（オプション）に対応したストレートケーブルを用意してください。

 1000BASE-T で接続を行う場合は、カテゴリー 5（CAT5）やエンハンスドカテゴリー 5（CAT5e）のケーブルを推奨します。

オプション品に同梱されているコネクター変換ケーブルを本体に接続し、コネクター変換ケーブル

の他方のコネクターにパラレルケーブルを接続します。パラレルケーブルの他方は、コンピューター

に接続します。
※ 弊社オプション品以外のケーブルを使用すると、電波障害を起こすことがあります。

※ 操作パネルのディスプレイに、［IPアドレス取得不可］というメッセージが表示される場合があります。このメッ

セージを消すには、［ネットワーク / ポート設定］＞［TCP/IP 設定］＞［IPv4 設定］＞［IP アドレス取得方法］を［手動］にして、IP アドレス（例：

192.0.2.1）を設定するか、または［ネットワーク / ポート設定］でパラレル以外の各ポートを［停止］に設定します。詳しくは『知りたい、困っ

たにこたえる本』の、「１プリンターの設置が終わったら」＞「ケーブルを接続する」を参照してください。

ケーブルを接続する

ケーブルを接続する

ネットワークを設定する

『メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）』からプリンタードライバーをインストールします。プリンタードライバーのイン

ストール方法は『メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）』内のマニュアル（HTML）で手順を確認してください。

ドライバーをインストールする

『メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）』からプリンタードライバーをインストールします。プリンタードライバーのイ

ンストール方法は『メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）』内のマニュアル（HTML）で手順を確認してください。

ドライバーをインストールする

トレイに B4/A3/11x17”用紙をセットする場合はトレイを
引き伸ばしてください。
B4/A3/11x17”以外の用紙をセットする場合はトレイを引
き伸ばさず（工場出荷時の状態で）用紙をセットします。

  ●USB 接続の場合（USB2.0 に対応した USB ケーブルをご用意ください）

用紙は、MAX 以上の高さにならな
いようセットします。

指はさみに
注意！

USB 接続をする場合は、お使いのコンピューターに付属の『メディア（ソフトウェア / 製品マニュ

アル）』をセットします。その後、画面の指示に従って接続してください。ケーブルを接続後、プ

リンタードライバーは自動的にインストールされます。

詳しくは『メディア（ソフトウェア/製品マニュアル）』内のマニュアル（HTML）を確認してください。
※ 操作パネルのディスプレイに、［IP アドレス取得不可］というメッセージが表示される場合があります。この

メッセージを消すには、［ネットワーク / ポート設定］＞［TCP/IP 設定］＞［IPv4 設定］＞［IP アドレス取得方法］

を［手動］にして、IP アドレス（例：192.0.2.1）を設定するか、または［ネットワーク / ポート設定］で

USB 以外の各ポートを［停止］に設定します。詳しくは『知りたい、困ったにこたえる本』の、「１プリンター

の設置が終わったら」＞「ケーブルを接続する」を参照してください。




