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LexPrint の基本操作

LexPrint とは
LexPrint は無料のアプリケーションです。同じワイヤレスネットワークに接続されている Lexmark プリンタを使用し
て、お使いの iPad、iPhone または iPod touch から簡単に印刷できます。 お使いの携帯デバイスの機能に応じ
て、Web ページや、フォトアルバムの写真、携帯デバイスのカメラで 近撮影した写真を印刷できます。 また、お使
いの携帯デバイスから印刷設定をカスタマイズすることもできます。

お使いの Lexmark プリンタの機種によっては、www.lexmark.com/lexprint にある弊社 Web サイトで LexPrint
Listener アプリケーションをダウンロードする必要があります。

LexPrint のホーム画面を使用する場合

iPhone または iPod touch の機能

LexPrintLexPrint

1

2

3

4

名称 目的

1 ［Information］（情報）アイコン LexPrint のバージョン番号および著作権情報を表示します。

2 ［Photos］（写真） 写真を表示し、印刷する写真を選択します。

3 ［Camera］（カメラ） 写真を撮り、すぐに印刷します。

メモ： この機能を使用できるのは、iPod touch の一部の機種および iPhone だけ
です。 カメラが有効になっていることを確認してください。

LexPrint の基本操作
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名称 目的

4 ［Settings］（設定） プリンタ、印刷品質、印刷サイズ、画像の拡大/縮小のオプション、および部数を
選択します。

iPad の機能

PhotosPhotosContent

iPad 3:10 PM 100%

4 3

21

ContentContent

Photos
Print from your photo album.

Internet
Print from a web page.

名称 目的

1 ［Content］（コンテンツ）ボタン ［Photos］（写真）画面で、写真を表示および印刷します。または、イ
ンターネットを開始し、Web ページから印刷します。

2 ［Information］（情報）アイコン LexPrint のバージョン番号および著作権情報を表示します。また
は、LexPrint の Web サイト（www.lexmark.com/lexprint）にアク
セスします。

LexPrint の基本操作
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名称 目的

3 ［Settings］（設定）アイコン プリンタ、印刷品質、印刷サイズ、画像の拡大/縮小のオプション、お
よび部数を選択します。

4 ［Photo Albums］（フォトアルバム）アイコン ［Photo Albums］（フォトアルバム）で写真を表示し、印刷する写真を
選択します。

フォトビューアを使用する場合

iPhone または iPod touch の機能

Photo PreviewPhoto PreviewPhoto Albums

1 2 3

名称 目的

1 ［Home］（ホーム）アイコン LexPrint のホーム画面に移動します。

2 ［Print］（印刷）アイコン 希望の設定に基づいて現在の写真を印刷します。

3 ［Settings］（設定）アイコン プリンタ、印刷品質、印刷サイズ、画像の拡大/縮小のオプション、および部数を選択
します。

LexPrint の基本操作
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iPad の機能

PhotosPhotosContent

iPad 3:10 PM 100%

3 2 1

名称 目的

1 ［Photo Albums］（フォトアルバム）アイコン ［Photo Albums］（フォトアルバム）で写真を表示し、印刷する写真を
選択します。

2 ［Print］（印刷）アイコン 希望の設定に基づいて現在の写真を印刷します。

3 ［Settings］（設定）アイコン プリンタ、印刷品質、印刷サイズ、画像の拡大/縮小のオプション、お
よび部数を選択します。

LexPrint の基本操作
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小システム要件

ハードウェア

LexPrint

• iPad

• iPhone OS 3 以降の iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、または iPhone 4

• iPhone OS 3 以降の iPod touch（第 1、第 2、または第 3 世代）

LexPrint Listener

• Windows
プロセッサ： 800MHz
物理メモリ： 256 MB
20MB の空きハードディスク領域

• Macintosh
PowerPC（G5、G4、または G3）または Intel プロセッサ

物理メモリ： 256 MB
20MB の空きハードディスク領域

• Linux
プロセッサ： 500MHz
物理メモリ： 256 MB
20MB の空きハードディスク領域

サポート対象オペレーティングシステム

LexPrint Listener

• Windows
Windows 7
Windows Vista with Service Pack 2
Windows XP Service Pack 1 以降

Windows 2000 Service Pack 4

• Macintosh
Macintosh Intel OS X バージョン 10.6.0 以降

Macintosh Intel OS X バージョン 10.5.0 以降

Macintosh Intel OS X バージョン 10.4.4 以降

Macintosh PowerPC OS X バージョン 10.5.0 以降

Macintosh PowerPC OS X バージョン 10.4.0 ～ 10.4.3

• Linux
Linux Ubuntu 9.10、9 LTS、8.10 LTS、および 8
Linux openSUSE 11、10.3、および 10.2
Linux Fedora 12、11、および 10

LexPrint の基本操作
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サポートされているプリンタ
LexPrint を使用すると、携帯デバイスから同じネットワーク上にある Lexmark プリンタに通信できます。

• Direct Image および Zeroconf（Bonjour）をサポートしている一部のプリンタ機種については、LexPrint Listener
を使用せず、携帯デバイスから直接プリンタに印刷できます。 お使いのプリンタ機種でこれらの機能がサポート
されているか確認するには、www.lexmark.com/lexprint を参照してください。

• その他の Lexmark プリンタについては、プリンタが接続されているコンピュータ上にプリンタソフトウェアと LexPrint
Listener がインストールされていれば、携帯デバイスからプリンタに印刷ジョブを送信できます。

メモ： このテクノロジーは、Mac OS X バージョン 10.2 では「Rendezvous」と呼ばれていましたが、現在は Apple
Inc. により「Bonjour」と呼ばれています。

LexPrint をインストールする
LexPrint をインストールする前に、以下の点を確認してください。

• お使いの携帯デバイスが 小システム要件を満たしていること。

• インターネット接続がアクティブであること。

携帯デバイスを使用する場合

1 携帯デバイスで［App Store］を開きます。

2 App Store のホーム画面で、 Search  をタップします。

3 ［Search］（検索）フィールドに「LexPrint」と入力し、［Search］（検索）をタップします。

4 検索結果で、［LexPrint］ > ［Free］（無料）の順にタップします。

5 ［Install App］（App インストール）または［Install］（インストール）をタップします。

6 インストールを続けるには、iTunes のアカウント情報を入力する必要があります。

コンピュータを使用する場合

1 お使いの携帯デバイスをコンピュータに接続します。

2 コンピュータで、［iTunes］を開き、［iTunes Store］をクリックします。

3 ［検索］フィールドに「LexPrint」と入力し、return または Enter キーを押します。

4 ［Application］（アプリケーション）セクションで、「LexPrint」を探し、［GET APP］（アプリケーション取得）をクリッ
クします。

5 インストールを続けるには、iTunes のアカウント情報を入力する必要があります。

6 ダウンロードが完了するのを待ちます。

7 iTunes アプリケーションの左ペインで、お使いの携帯デバイスを選択します。

8 ［Applications］（アプリケーション）タブをクリックし、［Sync Applications］（アプリケーション同期）を選択します。

9 リストから［LexPrint］を選択し、［Apply］（適用）をクリックします。

メモ： お使いの携帯デバイスがコンピュータと同期していない場合は、エラーが表示されます。 問題を解決するに
は、コンピュータ画面の説明に従うか、iTunes のドキュメントを参照してください。 詳細については、
www.apple.com/support にあるアップルサポートページを参照してください。

LexPrint の基本操作
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LexPrint Listener をインストールする
LexPrint Listener をインストールする前に、以下の点を確認してください。

• お使いのコンピュータが 小システム要件を満たしていること。

• （LexPrint Listener をダウンロードするための）アクティブなインターネット接続があること。

1 www.lexmark.com/lexprint にある LexPrint Listener ダウンロードページにアクセスします。

2 お使いのオペレーティングシステム用の正しい LexPrint Listener ソフトウェアを選択し、ダウンロードするオプシ
ョンを選択します。

3 コンピュータの画面に表示される手順に従って、LexPrint Listener をインストールします。

メモ： LexPrint Listener はバックグラウンドアプリケーションです。コンピュータ画面には表示されません。

LexPrint Listener が実行中かどうかを確認するには、次の手順に従います。

• Macintosh ユーザーの場合、［アクティビティモニタ］を開き、プロセスのリストで「LexPrint Listener」を探してくだ
さい。

• Windows ユーザーの場合、［コントロールパネル］の［管理ツール］の下にある［サービス］を開き、プロセスのリ
ストで「LexPrint Listener」を探してください。

• Linux ユーザーの場合、ターミナルウィンドウを開き、ps -aef | grep lexprintd と入力します。 Enter
キーを押し、プロセスのリストで 「/usr/local/lexmark/lexprint/lexprintd」 を探します。

プリンタを選択する
LexPrint のインストール後、お使いの携帯デバイスから印刷を開始するには、プリンタを選択する必要があります。

1 携帯デバイスのホーム画面で、  をタップします。

2 LexPrint のホーム画面で、  をタップします。

3 ［Printer］（プリンタ）をタップし、リストからプリンタを選択します。

メモ： 検出されたプリンタのリストは、LexPrint により自動的に更新されます。 お使いのプリンタがリストにない
場合は、14 ページの「デバイスがプリンタを検出できない」を参照してください。

ソフトウェアを削除する

携帯デバイスから LexPrint をアンインストールする

1 携帯デバイスのホーム画面で、  を押したままにします。

2 アイコンの左上隅にある「x」をタップします。

3 ［Delete］（削除）をタップします。

LexPrint の基本操作
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Macintosh で LexPrint Listener をアンインストールする

1 Finder で、アプリケーションがインストールされているハードディスクのアイコンをダブルクリックします。

2 次の順に選択します。

Library > Printers > Lexmark > Utilities

3 LexPrint Listener をアンインストールします。

4 Finder で、次の順に選択します。

Library > LaunchAgents

5 com.lexmark.lexprint.plist を削除します。

アプリケーションは、コンピュータを再起動すると、完全にアンインストールされます。

Windows で LexPrint Listener をアンインストールする

1  または［スタート］をクリックします。

2 ［すべてのプログラム］または［プログラム］をクリックし、リストからプリンタプログラムのフォルダを選択します。

メモ： LexPrint Listener ファイルは、インストール中にプリンタプログラムフォルダに作成されています。

3 ［Lexmark LexPrint Uninstall］（Lexmark LexPrint アンインストール）を選択します。

4 アンインストールの処理が終わったら、コンピュータを再起動します。

メモ： アプリケーションが正常にアンインストールされたかどうか確認するには、プリンタプログラムフォルダにア
クセスし、LexPrint Listener を探してください。

Linux で LexPrint Listener をアンインストールする

1 ターミナルウィンドウを開きます。

2 LexPrint Listener をアンインストールするには、次の手順に従います。

• Ubuntu ユーザーの場合、sudo dpkg -r lexmark-lexprint-listener と入力します。

• Fedora または openSUSE ユーザーの場合、rpm -e lexmark-lexprint-listener と入力します。

3 Enter キーを押します。

LexPrint の基本操作
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印刷
LexPrint を実行する前に、以下を実行してください。

• プリンタ、コンピュータ、および iPad、iPhone、または iPod touch が同じネットワークに接続されていることを確
認します。

• お使いのプリンタが Macintosh コンピュータに接続されている場合は、プリンタのステータスが共有および準備
完了になっていることを確認します。

• www.lexmark.com/lexprint  を参照し、お使いのプリンタ機種で LexPrint Listener が必要かどうか確認します。

メモ：  お使いのプリンタ機種がリストにない場合は、プリンタが接続されているコンピュータに LexPrint Listener
がインストールされていることを確認します。

Web ページを印刷する（iPad のみ）
1 LexPrint の写真の画面で［Content］（コンテンツ）をタップし、［Internet］（インターネット）を選択します。

2  をタップし、［Print Preview］（印刷プレビュー）画面で Web ページをプレビューします。

印刷設定をカスタマイズするには、  をタップします。

3  をタップします。

メモ： 印刷ジョブが大きい場合、処理に時間がかかることがあります。

保存済みの写真を印刷する

iPhone または iPod touch から

1 LexPrint のホーム画面で  をタップし、フォトアルバムを選択します。

2 印刷したい写真をタップして、［Photo Preview］（フォトプレビュー）画面に読み込みます。

印刷設定をカスタマイズするには、  をタップします。

メモ：

• WYSIWYG 印刷により、［Photo Preview］（フォトプレビュー）画面に表示されたとおりの画像を印刷できます。

• 画像を画面全体に表示するには、画像のいずれかの部分をタップします。

• 拡大した画像をスクロールするには、指 1 本で画面を垂直または水平になぞります。

• 画像を拡大または縮小するには、指 2 本で写真をつまみます。

• 同時に印刷できる写真は 1 つのみです。

3 携帯デバイスを振るか、  をタップします。

メモ： 印刷ジョブが大きい場合、処理に時間がかかることがあります。

印刷
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iPad から

1 LexPrint の写真の画面で  をタップし、［Saved Photos］（保存済み写真）または［Photo Library］（フォトラ
イブラリ）を選択します。

2 印刷したい写真をタップして、［Photos］（写真）画面に読み込みます。

印刷設定をカスタマイズするには、  をタップします。

メモ：

• 画像を画面全体に表示するには、画像のいずれかの部分をタップします。

• 拡大した画像をスクロールするには、指 1 本で画面を垂直または水平になぞります。

• 画像を拡大または縮小するには、指 2 本で写真をつまみます。

• 画像をトリミングするには、画像を拡大または縮小し、［Apply］（適用）をタップします。 トリミングされた画像
は LexPrint ディレクトリに自動的に保存されます。

• 写真は 12 枚まで同時に印刷できます。

3  をタップします。

メモ： 印刷ジョブが大きい場合、処理に時間がかかることがあります。

iPhone または iPod touch のカメラから写真を直接印刷する

1 LexPrint のホーム画面で、  をタップします。

2 画像を撮影するには、  をタップします。

メモ：

• 画像を撮影した後で［Retake］（撮り直し）をタップすると、撮影した画像が廃棄され、撮影画面に戻ります。

• ［Cancel］（キャンセル）をタップすると、LexPrint のメイン画面に戻ります。

• この機能を使用できるのは、iPod touch の一部の機種だけです。

3 ［Photo Preview］（フォトプレビュー）画面にスナップショットを読み込むには、［Use］（使う）をタップします。

印刷設定をカスタマイズするには、  をタップします。

メモ：

• WYSIWYG 印刷により、［Photo Preview］（フォトプレビュー）画面に表示されたとおりの画像を印刷できます。

• 画像を画面全体に表示するには、画像のいずれかの部分をタップします。

• 拡大した画像をスクロールするには、指 1 本で画面を垂直または水平になぞります。

• 画像を拡大または縮小するには、指 2 本で写真をつまみます。

• LexPrint では、7 秒以内に［Photo Preview］（フォトプレビュー）画面を閉じなければ、自動的に画像が
［Camera Roll］（カメラロール）に保存されます。

4 携帯電話を振るか、  をタップします。

メモ： 印刷ジョブが大きい場合、処理に時間がかかることがあります。

印刷
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印刷設定のカスタマイズ
1 LexPrint のホーム画面または写真画面で、  をタップします。

2 項目をタップし、必要に応じて情報を入力します。 各リストで選択した項目には  が表示されます。

My Printer

• ［Printer］（プリンタ）：リストからプリンタを選択します。

メモ：

– Macintosh コンピュータに接続されているプリンタを LexPrint が検出するには、プリンタのステータスが
共有および準備完了になっている必要があります。

– 検出されたプリンタのリストは、LexPrint により自動的に更新されます。 お使いのプリンタがリストにない
場合は、14 ページの「デバイスがプリンタを検出できない」を参照してください。

• ［Print Quality］（印刷品質）：［Draft］（高速）、［Normal］（標準）、［Photo］（高品質）から選択します。

• ［Print Size］（印刷サイズ）：印刷したい画像サイズを選択します。

• ［Scale to Fit］（用紙サイズに合わせる）：画像の拡大/縮小のオプションを選択します。 Web ページの印刷
中は、このオプションを使用できません。

– ［Print entire image］（画像全体を印刷）：画像の 長の辺と希望する印刷サイズの 長の辺が一致する
ように画像のサイズを変更します。 これは標準オプションです。

メモ： レーザープリンタで印刷する場合、画像はデフォルトでページの左上隅に表示されます。

– ［Fill entire page］（ページ全体を埋める）：画像の 短の辺と希望する印刷サイズの 短の辺が一致す
るように画像のサイズを変更します。

メモ： レーザープリンタで印刷する場合、ページの端に空白部分が発生します。

• ［Number of Copies］（印刷部数）：1 ～ 99 の数字を選択します。デフォルトは 1 です。

印刷
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トラブルシューティング

トラブルシューティングの準備
本チェックリストを使用して LexPrint のほとんどの問題を解決できます。

• お使いのデバイスがすべて、 小システム要件を満たしていることを確認します。

• プリンタ、コンピュータ、アクセスポイント（無線ルーター）、および携帯デバイスの電源がオンであることを確認し
ます。

• プリンタ、コンピュータ、および携帯デバイスが同じネットワークに接続されていることを確認します。

• プリンタがセットアップ済みで、お使いのコンピュータにインストール済みであることを確認します。

• お使いのプリンタが Macintosh コンピュータに接続されている場合、プリンタのステータスが共有および準備完
了になっていることを確認します。

• LexPrint の［Settings］（設定）メニューの［Printer］（プリンタ）リストで、プリンタが選択されていることを確認します。

LexPrint がインストールできない、動作しない

携帯デバイスとコンピュータが 小システム要件を満たしていることを確
認する
（⇒ 7 ページの「 小システム要件」。）

インターネット接続を確認する

アプリケーションのダウンロードが開始されると、  がホーム画面に表示され、ダウンロードとインストールの状
態が表示されます。 ダウンロードが中断された場合は、デバイスが次にインターネットに接続した時に再開されま
す。

アプリケーションをアンインストールして、再インストールする

インストール中に問題が発生した場合や、タップしても  が動作しない場合は、アプリケーションのアンインスト
ールと再インストールを試してください。

デバイスがプリンタを検出できない
トラブルシューティング前のチェックリストで問題を解決できない場合は、以下のうち 1 つ以上を試してください。

IPAD、IPHONE、または IPOD TOUCH がワイヤレスネットワークに接続され
ていることを確認する
ワイヤレス機能がオンになっているかどうか確認します。 詳細については、ワイヤレス設定を構成するために携
帯デバイスに付属しているドキュメントを参照してください。

トラブルシューティング
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アクセスポイント（無線ルーター）のセキュリティの詳細設定を確認する
• MAC アドレスフィルタリングを使用して、お使いのワイヤレスネットワークへのアクセスを制限している場合、
アクセスポイントへの接続を許可されるアドレスの一覧に、携帯デバイス、プリンタ、またはコンピュータの MAC
アドレスを追加する必要があります。 AirMac ベースステーションを使用している場合、MAC アドレスは AirMac
ID と呼ばれ、MAC アドレスフィルタリングは MAC アドレスアクセス制御 経由でアクセスされます。

• お使いの無線アクセスポイントが発行する IP アドレス数を制限するように設定している場合、デバイスを追加
できるように制限を変更する必要があります。

メモ： 変更方法が不明の場合は、アクセスポイントのマニュアルを参照するか、システムサポート担当者に問い合
わせてください。

プリンタのニックネームを確認する
正しいプリンタに接続されていることを確認します。 プリンタのニックネームとは、お使いのプリンタをネットワーク
上で識別するために割り当てる固有の名前のことです。

デバイスをアクセスポイントの近くに移動する
ワイヤレスネットワークの通信範囲は、お使いのアクセスポイントやネットワークアダプタの性能など、多くの要素
に依存しています。 プリンタの検出でトラブルが発生する場合は、デバイス間の距離が 30 m 以内になるようにし
てください。

LEXPRINT LISTENER 経由でプリンタに接続を試みる場合
• コンピュータに LexPrint Listener がインストールされていることを確認します。 （⇒ 9 ページの「LexPrint

Listener をインストールする」。）

• お使いのファイアウォールアプリケーションで LexPrint Listener がブロックされていないことを確認するには、
以下の手順に従います。

Macintosh の場合

1 アップルメニューで、［システム環境設定］を選択します。

2 ［共有］または［セキュリティ］をクリックし、次に［ファイアウォール］をクリックします。

3 LexPrint Listener がお使いのコンピュータで実行されるように、ファイアウォールの設定を構成します。

Windows および Linux ユーザーの場合

1 ファイアウォールアプリケーションを開き、UDP 9195 ポートおよび TCP 9195 ポートを開きます。

2 コンピュータで LexPrint Listener が実行できるように許可されていることを確認します。

• お使いのプリンタが Macintosh コンピュータに接続されている場合、プリンタのステータスが共有および準備
完了になっていることを確認します。 詳細については、オペレーティングシステムに付属の説明書類を参照し
てください。

• プリンタがコンピュータに USB ケーブルで接続されている場合は、ケーブルに傷があったり、抜けかかってい
たりしないか確認し、USB ポートが動作していることを確認します。

トラブルシューティング
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• コンピュータと携帯デバイスが同じネットワークに接続されていることを確認します。 携帯デバイスとアクセス
ポイントは同じサブネット上に存在している必要があります。 詳細については、システム管理者に問い合わせ
てください。

– お使いのワイヤレスネットワーク上に別のコンピュータまたはリソースがある場合は、コンピュータからそれ
らにアクセスできるかどうか確認します。

– コンピュータがワイヤレスネットワークに接続されている場合、アクセスポイントのネットワーク名または
SSID を確認し、携帯デバイスおよびプリンタの SSID と比較します。 SSID が一致しない場合は、すべて
のデバイスが同じ 1 つの SSID に接続するように設定します。

– コンピュータがイーサネットネットワークに接続されている場合は、ケーブルに傷があったり、抜けかかって
いたりしないか確認し、イーサネットポートが動作していることを確認します。

携帯デバイスから直接プリンタに接続を試みる場合
• お使いのプリンタで Direct Image および Zeroconf（Bonjour）がサポートされていることを確認します。 （⇒

8 ページの「サポートされているプリンタ」。）

• 携帯デバイスとアクセスポイントが同じサブネット上にあることを確認します。 詳細については、システム管理
者に問い合わせてください。

– プリンタがワイヤレスネットワークに接続されている場合、アクセスポイントのネットワーク名または SSID
を確認し、携帯デバイスおよびプリンタの SSID と比較します。 SSID が一致しない場合は、すべてのデバ
イスが同じ 1 つの SSID に接続するように設定します。

– プリンタがイーサネットネットワークに接続されている場合は、イーサネットケーブルに傷があったり、抜け
かかっていたりしないか確認し、イーサネットポートが動作していることを確認します。

印刷ジョブが印刷されない
トラブルシューティング前のチェックリストで問題を解決できない場合は、以下のうち 1 つ以上を試してください。

ワイヤレス接続を確認する

プリンタとコンピュータがエラー状態でないか確認する
プリンタとコンピュータでエラーがないか確認します。 プリンタエラーを先に解決しておかないと、印刷ジョブに対応
できません。 詳細については、『ユーザーズガイド』を参照してください。

意味不明な文字や記号が印刷される

コンピュータに LEXPRINT LISTENER アプリケーションがインストールされて
いることを確認する

LexPrint Listener アプリケーションがインストールされているコンピュータのプリンタのキューに LexPrint があれ
ば、LexPrint を使用してどのプリンタとも通信できます。

トラブルシューティング
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（コンピュータなしで印刷する場合）プリンタに DIRECT IMAGE 機能および
ZEROCONF（BONJOUR）機能があることを確認する
お使いのプリンタで Direct Image 印刷および Zeroconf（Bonjour）がサポートされていれば、LexPrint を使用して
携帯デバイスから直接印刷できます。 （⇒ 8 ページの「サポートされているプリンタ」。）

プリンタが使用中になっている、プリンタが応答しない
トラブルシューティング前のチェックリストで問題を解決できない場合は、以下のうち 1 つ以上を試してください。

プリンタが節電モードではないことを確認する

電源ランプがゆっくり点滅している場合、プリンタは節電モードになっています。  を押して節電モードを解除しま
す。

プリンタの節電モードが解除されない場合は、電源を入れなおします。以下の手順に従います。

1 電源コードをコンセントから抜き、10 秒待ちます。

2 電源コードをコンセントに差し込み、プリンタの電源をオンにします。

問題が解決しない場合は、ホームページでプリンタのソフトウェアまたはファームウェアの更新プログラムがない
か確認してください。

プリンタを電源に接続しなおす

1 プリンタの電源をオフにします。

メモ： プリンタが節電モードではないことを確認します。 プリンタの電源を切るには、  を 3 秒間押し続けます。

2 コンセントから電源コードを抜き、次に電源部から電源コードを抜きます。

3 電源部をプリンタから抜き、差し込みなおします。

電源部の場所は、プリンタのモデルによって異なります。 詳細については、『ユーザーズガイド』を参照してくだ
さい。

4 電源コードを電源部に再び差し込みます。次に、電源コードを壁のコンセントに差し込みます。

5 プリンタの電源を入れます。

印刷キューに他の印刷ジョブがないか確認する
キューに他の印刷ジョブがある場合、印刷を再度試みる前に、まずこれらのジョブが終わるのを待つか、これらの
ジョブをキャンセルします。

プリンタがエラー状態でないことを確認する
プリンタエラーを先に解決しておかないと、印刷ジョブに対応できません。 詳細については、『ユーザーズガイド』
を参照してください。

トラブルシューティング
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通知事項

改訂通知

2010 年 9 月

以下の段落は、かかる条件を付すことが法令に抵触する国では適用されません。 LEXMARK INTERNATIONAL,
INC. は、この文書を「現状のまま」いかなる保証もなしに提供します。特定の目的への適合またはその目的での商
品価値の暗示的な保証はもとより、明示的と暗示的とによらずいかなる保証も致しません。 管轄地域によっては、
特定の取引に際して明示的および暗示的保証からの免責宣言が禁止されているため、この条文が適用されない可
能性があります。

本ドキュメントには、不正確な技術情報または誤植が含まれている場合があります。ここに記載された情報は定期
的に変更され、今後のバージョンにはその変更が含まれます。記載された製品またはプログラムは、任意の時期に
改良または変更が加えられる場合があります。

本ドキュメントで特定の製品、プログラム、またはサービスについて言及している場合でも、すべての国々でそれらが
使用可能であることを黙示的に意味しているものではありません。特定の製品、プログラム、またはサービスについ
てのすべての記述は、それらの製品、プログラム、またはサービスのみを使用することを明示的または黙示的に示
しているものではありません。既存の知的財産権を侵害しない、同等の機能を持つすべての製品、プログラム、また
はサービスを代替して使用することができます。製造元が明示的に指定した以外の製品、プログラム、またはサービ
スと組み合わせた場合の動作の評価および検証は、ユーザーの責任において行ってください。

Lexmark テクニカルサポートを参照するには、次のアドレスにアクセスします。 support.lexmark.com.

消耗品とダウンロードに関する情報については、次のアドレスにアクセスしてください。 www.lexmark.com.

インターネットにアクセスできない場合は、Lexmark の次の住所まで郵送でお問い合わせください。

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

2010 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

商標

Lexmark およびダイヤモンドのデザインを組み合わせた Lexmark のロゴは、Lexmark International, Inc. の商標
であり、アメリカ合衆国およびその他の国々で登録されています。

Mac および Mac のロゴは Apple Inc. の商標で、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。

その他の商標の所有権は、各社に帰属します。

通知事項
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Federal Communications Commission (FCC) compliance information

statement
This product complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

1 this device may not cause harmful interference, and

2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.

Any questions on this statement should be directed to:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY  40550
(859) 232-3000

For additional compliance information, see the online documentation.

Federal Communications Commission (FCC) compliance information

statement
This product complies with Part 68 of the FCC Rules. See the product online documentation for additional
compliance information.

通知事項
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