
情報ガイド

ヘルプメニュー

メニュー項目 説明

すべてのガイドを印刷 すべてのガイドを印刷します。

用紙ガイド 用紙およびその他の特殊用紙のセット方法を説明します。

コピーガイド コピーの作成および設定の構成に関する情報を提供します。

E メールガイド E メールの送信および設定の構成に関する情報を提供します。

FAX ガイド FAX の送信および設定の構成に関する情報を提供します。

スキャンガイド ドキュメントのスキャンおよび設定の構成に関する情報を提供します。

印刷品質ガイド • 印刷品質の問題を解決する方法を説明します。

• 印刷品質を調整するために使用できる設定を一覧表示します。

色品質ガイド 色品質の問題を解決する方法を説明します。

メニューマップ 操作パネルのメニューの一覧が表示されます。

情報ガイド さらに詳しい情報の入手先に関する情報を提供します。

接続ガイド プリンタをローカル接続（USB）またはネットワーク接続する方法を説明します。

移動ガイド プリンタを安全に移動する手順を説明します。

消耗品ガイド • 消耗品の注文に関する情報を提供します。

• 印刷品質の不良が繰り返される原因を特定するためのテンプレートを提供します。

プリンタに関する情報を見つけるには

必要な情報 入手先

初期セットアップ用のガイド：

• プリンタを接続する

• プリンタソフトウェアをインスト
ールする

設定マニュアル - 設定マニュアルはプリンタに付属しています。また、http://support.lexmark.com
から入手することもできます。

詳細な設定とプリンタの使用手
順：

• 用紙と専用紙を選択および保
管する

• 用紙をセットする

• プリンタ設定を設定する

• 文書と写真を表示および印刷
する

• プリンタソフトウェアを設定お
よび使用する

• プリンタをネットワーク上に設
定する

• プリンタの手入れとメンテナン
スを実施する

• 問題に対処して解決する

情報センター - 製品に関する最新のヒントやガイド、参考文献などがまとめられた公式のオンラインリ
ソース。

http://infoserve.lexmark.com/ids/ を参照して、お使いの製品を選択してください。
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必要な情報 入手先

プリンタソフトウェアのヘルプ Windows または Mac のヘルプ - プリンタソフトウェアのプログラムまたはアプリケーションを開いて、
［ヘルプ］をクリックします。

?  をクリックして状況に即した情報を表示します。

メモ：

• ヘルプは、プリンタソフトウェアとともに自動的にインストールされます。

• プリンタソフトウェアは、オペレーティングシステムに応じて、プリンタのプログラムフォルダまたは
デスクトップにあります。

最新の補足情報、更新、お客様
サポート：

• マニュアル

• ドライバのダウンロード

• ライブチャットによるサポート

• E メールによるサポート

• 電話サポート

http://support.lexmark.com

メモ： 国または地域を選択してから、製品を選択し、該当するサポートサイトを表示します。

お住まいの国または地域を担当するサポートのお問い合わせ情報については、サポート Web サイト
またはプリンタに同梱されている書面の保証書でご確認ください。

カスタマサポートへのお問い合わせの際には、領収書およびプリンタの背面に記載された以下の情報
を、あらかじめ手元に用意しておいてください。

• プリンタのタイプ番号

• シリアル番号

• ご購入日

• 購入した店舗

• 安全情報

• 規制に関する情報

• 保証情報

保証情報は国または地域によって異なります。

• アメリカ合衆国内 - 本プリンタに付属する「限定保証規定」または http://support.lexmark.com
を参照してください。

• その他の国および地域 - プリンタに同梱されている書面の保証書をご覧ください。

『製品情報ガイド』 - 本書には、製品の安全に関する基本的な注意事項や、環境および規制に関する
情報が記載されています。 詳細については、プリンタ付属の説明書類、または
http://support.lexmark.com を参照してください。
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