
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。

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

検索する場所 入手先

初期セットアップ手順：

• プリンタに接続する

• プリンタソフトウェアをインスト
ールする

セットアップマニュアル—セットアップマニュアルはプリンタに同梱されています。また、
http://support.lexmark.com で入手できます。

プリンタを使用するためのその他
の設定および手順：

• 用紙および特殊用紙を選択し
て保存する

• 用紙をセットする

• プリンタ設定を構成する

• ドキュメントおよび写真を表示
して印刷する

• プリンタソフトウェアをセットア
ップして使用する

• ネットワーク上でプリンタを構
成する

• プリンタの手入れと保守を実
施する

• 問題に対処して解決する

『インフォメーションセンター』—最新の製品のヒント、取扱説明、および参考資料の、正式なオンライン
リソースです。

http://infoserve.lexmark.com/ids/ にアクセスし、お使いの製品を選択してください。

『メニューページのヘルプ』—このガイドは、プリンタのファームウェア上で利用可能になっているか、
http://support.lexmark.com で入手できます。

プリンタのユーザー補助機能のセ
ットアップと設定に関する情報

『Lexmark ユーザー補助機能ガイド』—このガイドについては、http://support.lexmark.com で入手
できます。
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検索する場所 入手先

プリンタソフトウェアの使用に関す
るヘルプ

Microsoft® Windows® または Macintosh のオペレーティングシステムのヘルプ—プリンタソフトウェア
プログラムまたはアプリケーションを開き、［ヘルプ］をクリックします。

?  をクリックすると、状況に対応した情報が表示されます。

メモ：

• ヘルプシステム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、およびお
客様サポート：

• マニュアル

• ドライバダウンロード

• ライブチャットサポート

• E メールサポート

• 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連絡先情報については、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。

お客様サポートにお問い合わせの際には、販売店の領収書およびプリンタの背面に記載されている次
の情報を手元に用意しておいてください。

• プリンタの機種番号

• シリアル番号

• 購入日

• 購入した店舗

• 安全情報

• 規制情報

• 保証情報

保証情報は国または地域によって異なります。

• 米国—プリンタに同梱されている『限定保証宣言』を参照するか、http://support.lexmark.com で
入手できます。

• 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、お使いの製品の安全に関する基本的な注意事項、環境、および規制情
報が記載されています。詳細については、プリンタに同梱されているマニュアルを参照するか、
http://support.lexmark.com で入手できます。

特許情報

本製品は、以下の特許に関する国家安全保障局との合意に基づいてライセンスが付与されます。

• U.S. Pat. No. 5,761,305「Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures」と題し、1998 年 6 月 2 日
に発行

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2176972「Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signature and Reduced
Bandwidth」と題し、1996 年 5 月 16 日 に出願

• U.S. Pat. No. 5,889,865「Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures」と題し、1999 年 3 月 30
日に発行

• U.S. Pat. No. 5,896,455「Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures」と題し、1999 年 4 月 20
日に発行

• U.S. Pat. No. 5,933,504「Strengthened Public Key Protocol」と題し、1999 年 8 月 3 日に発行

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2176866「Strengthened Public Key Protocol」と題し、1996 年 5 月 17 日に出願

• E.P. Pat Appl. Ser. No. 96201322.3「Strengthened Public Key Protocol」と題し、1996 年 5 月 17 日に出願

• U.S. Pat. No. 5,999,626「Digital Signatures on a Smartcard」と題し、1999 年 12 月 7 日に発行

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2202566「Digital Signatures on a Smartcard」と題し、1997 年 4 月 14 日に出願

• E.P. Pat. Appl. No. 97106114.8「Digital Signatures on a Smartcard」と題し、1997 年 4 月 15 日に出願

• U.S Pat. No. 6,122,736「Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures」と題し、2000 年 9 月 19 日
に発行

情報ガイド
2 / 3 ページ

http://support.lexmark.com
http://support.lexmark.com
http://support.lexmark.com


• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174261「Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures」と題し、1996 年
4 月 16 日に出願

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105920.1「Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures」と題し、1996
年 4 月 16 日に出願

• U.S. Pat. No. 6,141,420「Elliptic Curve Encryption Systems」と題し、2000 年 10 月 31 日に発行

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2155038「Elliptic Curve Encryption Systems」と題し、1995 年 7 月 31 日に出願

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 95926348.4「Elliptic Curve Encryption Systems」と題し、1995 年 7 月 31 日に出願

• U.S. Pat. No. 6,336,188「Authenticated Key Agreement」と題し、2002 年 1 月 1 日に発行

• U.S. Pat. No. 6,487,661「Key Agreement and Transport Protocol」と題し、2002 年 11 月 26 日に発行

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174260「Key Agreement and Transport Protocol」と題し、1996 年 4 月 16 日に出願

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105921.9「Key Agreement and Transport Protocol」と題し、1996 年 4 月 21 日に出願

• U.S. Pat. No. 6,563,928「Strengthened Public Key Protocol」と題し、2003 年 5 月 13 日に発行

• U.S. Pat. No. 6,618,483「Elliptic Curve Encryption Systems」と題し、2003 年 9 月 9 日に発行

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/434,247「Digital Signatures on a Smartcard」と題し、1999 年 11 月 5 日に出願

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/558,256「Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures」と題し、2000
年 4 月 25 日に出願

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/942,492「Digital Signatures on a Smartcard」と題し、2001 年 8 月 29 日に出願および
2002 年 7 月 18 日に公告

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 10/185,735「Strengthened Public Key Protocol」と題し、2000 年 7 月 1 日に出願
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