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安全に関する情報
本製品に同梱されている AC アダプタおよび電源コード、または製造元が本製品用に提供する AC アダプタおよび
電源コードのみを使用してください。

電源コードは、製品に近く、抜き差しが容易なコンセントに接続してください。

危険！ケガの恐れあり： 電源コードを結んだり、束ねたり、傷を付けたりしないでください。また、コードの上に重
いものを置いたりしないでください。電源コードがこすれたり、引っ張られたりする状態で使用しないでください。
電源コードを家具や壁などの間に挟まないでください。電源コードの使用方法を誤ると、火災や感電の原因にな
る恐れがあります。電源コードが正しく使用されているかどうか、定期的に確認してください。確認の前には、電
源コードをコンセントから抜いてください。

取扱説明書に記載されていないサービスまたは修理については、専門のサービス担当者にお問い合わせください。

本製品は、特定の Lexmark コンポーネントとともに使用される場合に国際安全基準に厳格に適合するよう、設計、
試験、承認されています。市場に流通する部品には、安全性が明白でないものが含まれている場合があります。
Lexmark は、認定外の交換部品の使用に関する責任を負いません。

危険！感電の恐れあり： 雷のときは、AC アダプタ、USB ケーブル、電話線の接続など、本製品のセットアップ
を一切行わないでください。

この手引きを大切に保管してください。

安全に関する情報
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はじめに

プリンタに関する情報とその入手先

操作ガイド

参照先 内容

クイックセットアップシート 初期セットアップ用のガイドです。

ネットワークガイド / FAX ガイド（印刷物） 詳細なセットアップ手順のガイドです。

メモ： プリンタによっては、これらのドキュメントが付属してい
ない場合があります。

操作ガイド（コンピュータ表示用） プリンタの使用に関するすべての手順が記載されていま
す。 プリンタソフトウェアと共に自動的にインストールされま
す。

Windows ヘルプ Windows オペレーティングシステムでプリンタソフトウェア
を使用する際の詳細な手順を説明します。 このヘルプは、
プログラムと共に自動的にインストールされます。

1 以下のいずれかを実行します。

• Windows Vista の場合は、  をクリックします。

• Windows XP 以前の場合は、［スタート］ボタンをク
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
て、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択しま
す。

3 プログラムから［ヘルプ］をクリックして、ヘルプのメイン
ページを表示します。

? をクリックして、内容別の情報を表示します。

Mac ヘルプ

メモ： プリンタ機種によって、Macintosh がサポートされて
いない場合やこのヘルプがない場合があります。

Macintosh オペレーティングシステムでプリンタソフトウェア
を使用する際の詳細な手順を説明します。 このヘルプは、
アプリケーションと共に自動的にインストールされます。

1 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリッ
クします。

2 アプリケーションをダブルクリックします。

3 アプリケーションから、メニューバーの［ヘルプ］をクリッ
クして、ヘルプのメインページを表示します。

メモ： 複数のアプリケーションを開いている場合は、使
用するアプリケーションがアクティブであることを確認し
ます。 アプリケーションがアクティブになっていない場合
は、メニューバーが正しく表示されません。 アプリケー
ションをアクティブにするには、メイン画面をクリックしま
す。

? をクリックして、内容別の情報を表示します。

はじめに
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カスタマサポート

説明 連絡先（北アメリカ） 連絡先（それ以外の国々）

電話によるサポート 以下の番号にお電話ください。

• アメリカ合衆国： 1-800-332-4120

– 月曜日～金曜日（東部標準時、午前 8 時
～午後 11 時）、土曜日（東部標準時、正
午～午後 6 時）

• カナダ： 1-800-539-6275

– 英語でのサポート： 月曜日～金曜日（東
部標準時、午前 8 時～午後 11 時）、土
曜日（東部標準時、正午～午後 6 時）

– フランス語でのサポート： 月曜日～金曜
日（東部標準時、午前 9 時～午後 7 時）

• メキシコ： 01-800-253-9627

– 月曜日～金曜日（東部標準時、午前 8 時
～午後 8 時）

メモ： サポートの電話番号およびサポート時間帯
は予告なく変更される場合があります。 新の
電話番号については、お使いのプリンタに付属
する保証書を参照してください。

国または地域によって、電話番号およびサポー
ト時間帯は異なります。

www.lexmark.com から、弊社のホームページ
にアクセスします。 ［サービスおよびサポート］リ
ンクをクリックします。

メモ： Lexmark へのご連絡に関する詳細な情報
は、お使いのプリンタに付属する保証書を参照し
てください。

E メールサポート 現在、日本国内では E メールによるサポートを
行っておりません。英語でのサポートの詳細につ
いては、www.lexmark.com にアクセスして、弊
社のホームページを参照してください。

1 ［サポート］をクリックします。

2 ［Technical Support］をクリックします。

3 プリンタの種類を選択します。

4 プリンタの機種名を選択します。

5 ［Support Tools］セクションで、［e-Mail
Support］をクリックします。

6 フォームに記入し、［Submit Request］をク
リックします。

国または地域によって、E メールサポートの条件
は異なります。また、一部の地域ではサポートが
行われていない場合があります。

www.lexmark.com から、弊社のホームページ
にアクセスします。 ［サービスおよびサポート］リ
ンクをクリックします。

メモ： Lexmark へのご連絡に関する詳細な情報
は、お使いのプリンタに付属する保証書を参照し
てください。

はじめに
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限定保証

説明 参照先（アメリカ合衆国） 参照先（それ以外の国々）

限定保証に関する情報

Lexmark International, Inc. では、本プ
リンタに材質上および加工上の欠陥がな
いことを保証するため、新規購入日から
12 か月間の限定保証をお付けしていま
す。

本限定保証の制限および条件を確認するに
は、本製品に付属する文書または Web サイト
www.lexmark.com に表示されている限定保
証書を参照してください。

1 ［サポート］をクリックします。

2 ［Warranty Information］をクリックしま
す。

3 ［Statement of Limited Warranty for
Inkjet & All-In-One Printers］をクリックし
ます。

4 ページをスクロールして、保証に関する情報
を参照します。

国または地域によって、保証
に関する情報は異なります。
お使いのプリンタに付属する
保証書を参照してください。

カスタマサポートへのお問い合わせの際には、迅速に対応させていただくため、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メモしておいてください。

• 機種番号

• シリアル番号

• 購入日

• 販売店名

はじめに
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プリンタのセットアップ

ソフトウェアのインストール中に表示されるセキュリティ警告メッ
セージをスキップする
アンチウィルス、セキュリティ、ファイアウォールプログラムなどのサードパーティ製アプリケーションで、インストール
するプリンタソフトウェアに関する警告が表示される場合があります。 プリンタを正しく機能させるには、コンピュータ
にプリンタソフトウェアをインストールできるようにする必要があります。

プリンタをコピー機としてセットアップする
プリンタをコンピュータに接続せずに使用する場合は、この手順に従います。

メモ： プリンタをコンピュータに接続する場合は、プリンタに付属のセットアップマニュアルおよびソフトウェア CD を使
用してください。

1 プリンタを箱から取り出します

メモ： カートリッジの数など、パッケージの内容は機種によって異なります。

1

2

3

W

F
I

I
PRINTING 1

23

4

5

6

1 電源コード

2 ソフトウェア CD

3 USB ケーブルまたはインストール用ケーブル

メモ： プリンタの機種によっては、USB ケーブルが付属していない場合があります。 別売りの USB ケーブル
をお買い求め下さい。

4 ネットワークガイド

メモ： プリンタの機種によっては、このドキュメントが付属していない場合があります。

5 クイックセットアップシート

6 プリントカートリッジ

プリンタのセットアップ
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2 プリンタからテープと梱包材をすべて取り除きます。

W

F
I

I
PRINTING

3 用紙サポーターを持ち上げ、排紙トレイを引き出します。

W

F
I

I
PRINTING

W

F
I

I
PRINTING

2
1

4 用紙ガイドを動かし、幅を広げます。

5 電源コードをプリンタと抜き差しが容易で製品に近いコンセントに接続します。

1

2

プリンタのセットアップ
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6 ボタンを押してプリンタの電源をオンにします。

W

F
I

I
PRINTING

7 表示言語を変更します。

1 2 1

8 国/地域を変更します。

1 2 1

プリンタのセットアップ
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9 メンテナンスカバーを開き、カートリッジホルダーのレバーを押し下げます。

10 カラーカートリッジのホイルを開き、パッケージからカラーカートリッジを取り出します。

11 保管用ホルダが付属する場合は、保管用ホルダーからカラーカートリッジを取り出します。

1

2

プリンタのセットアップ
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12 カラーカートリッジからテープをはがし、右側のホルダーに取り付けてから、固定カバーを閉じます。

13 パッケージにブラックカートリッジが付属している場合は、ブラックカートリッジのホイルを開き、パッケージからカ
ートリッジを取り出します。

メモ： 別途ブラックカートリッジの購入が必要な場合があります。

プリンタのセットアップ
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14 ブラックカートリッジからテープをはがし、左側のホルダーに取り付けてから、固定カバーを閉じます。

15 メンテナンスカバーを閉じて、普通紙をセットします。

1

2

16 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

プリンタのセットアップ
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調整パターンが印刷されます。

17 印刷した用紙は捨てるか、リサイクルしてください。

メモ：

• 調整パターンは例のイラストとは異なる場合があります。

• 調整パターンは濃淡のある小さなカラーバーが印刷されます。

プリンタ各部の名称とはたらき

W

F
I

I
PRINTING

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

名称 はたらき

1 用紙サポート 用紙をセットします。

2 プリンタの操作パネル プリンタを操作します。

プリンタのセットアップ
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名称 はたらき

3 Wi-Fi インジケータ

メモ： プリンタ機種によって、ワイヤレス機能がない場合
やインジケータがない場合があります。

ワイヤレスの状態をチェックできます。

• オフ：プリンタの電源がオンになっていないか、ワイ
ヤレス用オプションが取り付けられていません。

• オレンジ

- プリンタはワイヤレス印刷用に設定する準備がで
きています。

- プリンタは USB 印刷用に接続されています。

• オレンジの点滅：プリンタはワイヤレスネットワーク
用に設定されていますが、ネットワークと通信できま
せん。

• グリーン：プリンタはワイヤレスネットワークに接続さ
れています。

4 PictBridge ポート PictBridge 対応のデジタルカメラまたはフラッシュメモリ
をプリンタに接続します。

5 カードリーダーランプ カードリーダーの状態をチェックします。 メモリカードに
アクセスしている場合は、ランプが点滅します。

6 Quick Connect ノートパソコンポート

メモ：

• プリンタ機種によって、このポートがない場合があり
ます。

• このポートとパソコン背面の USB ポートを同時に
使用しないで下さい。

USB ケーブルを使用してノートパソコンをプリンタに接
続します。

警告！破損の恐れあり： USB ケーブルまたはインスト
ール用ケーブルの接続時や取り外し時以外は、USB ポ
ートに手を触れないでください。

7 メモリカードスロット メモリカードをセットします。

8 排紙トレイ 排出された用紙を受けます。

9 原稿カバー 原稿台を使用するときに開きます。

10 用紙ガード 給紙口に異物が落ちないようにします。

11 用紙ガイド 用紙をまっすぐにして給紙します。

プリンタのセットアップ

18



W

F
I

I
PRINTING

2

3
4

6

5

W

F
I

I
PRINTING

1

名称 はたらき

1 原稿台 写真や文書をスキャンおよびコピーします。

2 メンテナンスカバー • プリントカートリッジを取り付けるときに開きます。

• 紙づまりを取り除きます。

3 カートリッジホルダー カートリッジの取り付け、交換、取り外しの際に使用し
ます。

4 背面 USB ポート

メモ： このポートと Quick Connect ノートパソコンポートを
同時に使用しないで下さい。

USB ケーブルを使用して、プリンタをデスクトップコン
ピュータに接続します。

警告！破損の恐れあり： USB ケーブルまたはインス
トール用ケーブルの接続時や取り外し時以外は、USB
ポートに手を触れないでください。

5 電源取り付け部 プリンタを電源に接続します。

6 内蔵ワイヤレスプリントサーバー

メモ： プリンタ機種によって、ワイヤレス機能がない場合
やプリントサーバーがない場合があります。

プリンタをワイヤレスネットワークに接続します。

プリンタのセットアップ
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プリンタ操作パネルのボタンとメニュー

プリンタの操作パネル

プリンタの操作パネルには以下があります。

• 電源ボタン

• 2 行表示液晶ディスプレイ（プリンタの状態、メッセージ、メニューを表示）

• 11 個のボタン

OK

COPY SCAN PHOTO START

ON

1

3

4

5

67

8

9

12

11

210

ボタン はたらき

1 • 前の画面に戻ります。

• 1 つ上の階層のメニューへ移動します。

2 • 数字を大きくします。

• カーソルを右へ移動します。

• 液晶ディスプレイのメニューまたは設定をスクロールします。

3 / カラーモードとモノクロモードを切り替えます。

4 選択されているモードに応じて、印刷、スキャン、またはコピーを実行します。

5 写真メニューを表示し、写真を印刷します。

6 スキャンメニューを表示し、文書をスキャンします。

7 • プリンタの電源のオン/オフを切り替えます。

• 節電モードに切り替えます。

メモ： を押して、節電モードに切り替えます。 を 2 秒間押し続け、プリンタの電源を切ります。

8 コピーメニューを表示し、コピーを作成します。

プリンタのセットアップ
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ボタン はたらき

9 • 実行中の印刷、コピー、またはスキャンをキャンセルします。

• コピー、スキャン、写真、およびファイル印刷メニューを終了し、トップメニューに戻ります。

• 設定メニューを終了し、前のモードのトップメニューに戻ります。

• 現在の設定またはエラーメッセージをクリアし、出荷時の設定に戻します。

10 • 液晶ディスプレイに表示されているメニューを選択します。

• 設定を保存します。

• 1 つ下のサブメニューに移動します。

• 用紙を送るか、排出します。 を 3 秒間押し続け、プリンタの用紙を送るか、排出します。

11 設定メニューを表示し、プリンタの設定を変更します。

メモ： このボタンを選択すると、他のボタンのランプが消灯します。

12 • 数字を小さくします。

• カーソルを左へ移動します。

• 液晶ディスプレイのメニューまたは設定をスクロールします。

プリンタメニューを使用する

プリンタの設定を簡単に変更できるよう、多くのメニューが用意されています。

プリンタのセットアップ
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メニューリスト

［セットアップ］メニュー ［フォト］メニュー

メンテナンス

• インク残量

• ノズル清掃

• プリントヘッド調整

• テストページをプリント

デバイス設定

• 言語

• 国/地域

• 節電

• 設定リセットタイムアウト

ネットワーク設定（プリンタがネットワークに接続されている
場合のみ表示）

• 設定ページの印刷

• ワイヤレス情報

• TCP/IP

• ファイルの印刷

• ネットワーク設定のリセット

標準設定

• 用紙サイズ

• 用紙の種類

• 写真プリントサイズ

• 標準設定にする

メモ： ［写真］メニューはプリンタにメモリデバイスがセットさ
れているときのみ有効です。

かんたんフォトプリント

• ［印刷］

• 写真サイズ

• 用紙サイズ

写真の印刷

• ［印刷］

• 濃度

• カラー効果

• 写真サイズ

• 用紙サイズ

• 用紙の種類

• レイアウト

• 品質

セレクトシート

• 新の 20 枚を印刷

• すべてを印刷

• 日付を指定して印刷

• シートのスキャン

写真の保存

• コンピュータ（プリンタとコンピュータが直接接続されてい
る場合のみ表示）

• ネットワーク（プリンタがネットワークに接続されている場
合のみ表示）

• USB メモリ（フラッシュメモリが既にプリンタにセットされ
ている場合は非表示）

• メモリカード（メモリカードが既にプリンタにセットされてい
る場合は非表示）

コンピュータの選択（プリンタがネットワークに接続されてい
る場合のみ）

プリンタのセットアップ
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コピーメニュー スキャンメニュー PictBridge メニュー

枚数

品質

濃度

拡大縮小

原稿サイズ

写真をもう一度印刷

丁合い

ページ数／枚

ページ数/枚

カラーパレット

スキャン先

• コンピュータ

• ネットワーク（プリンタがネットワークに接続
されている場合のみ表示）

• USB メモリ

• メモリカード

品質

原稿サイズ

メモ： PictBridge メニューは、プリンタに PictBridge
対応カメラがセットされている場合のみ有効です。

写真サイズ

用紙サイズ

用紙の種類

レイアウト

品質

メモ： ファイルの印刷メニューは、プリンタに文書ファイルが保存されたフラッシュメモリがセットされている場合のみ
有効です。 このメニューは、フラッシュメモリに保存されているフォルダまたはファイルで構成されます。

コピーメニューを使用する

［コピー］メニューを表示するには、プリンタの操作パネルの を押します。

タブ名 説明

枚数 印刷する部数を指定します。 1 ～ 99 の間で選択できます。

品質 コピー品質を［自動］、［高速］、［標準］、または［高品質］のいずれかに設定します。

濃度 コピーの明るさを調整します。

拡大縮小 倍率をパーセントで指定してコピーを拡大または縮小するか、他のオプションを指定します。

原稿サイズ コピーする原稿のサイズを指定します。

写真をもう一度印刷 写真を高品質でコピーします。

丁合い 複数のページを部単位でコピーします。 後にコピーしたページが 初に印刷されます。

ページ数／枚 1 枚の用紙に印刷するページ数を選択します。 1 枚の用紙には、1 ページ、2 ページ、または 4 ペ
ージを印刷できます。

ページ数/枚 1 枚の用紙に画像を繰り返してコピーする回数を選択します。 1 ページには、画像を 1 回、2 回、
9 回、または 16 回繰り返すようコピーできます。

メモ： このオプションでは［拡大/縮小］オプションは使用しないで下さい。

カラーパレット コピーする原稿の種類を、 テキストおよびグラフィックス、写真、テキストのみから指定します。

プリンタのセットアップ
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スキャンメニューを使用する

［スキャン］メニューを表示するには、プリンタの操作パネルの を押します。

タブ名 説明

スキャン先 スキャン画像の送信先を選択します。

以下のいずれかを選択します。

• コンピュータ

• ネットワーク（プリンタがネットワークに接続されている場合のみ表示）

• USB メモリ

• メモリカード

メモ：

• コンピュータを送信先に選択した場合は、アプリケーションのリストがプリンタにダウンロードされます。
コンピュータでスキャン画像を開くのに使用するアプリケーションを選択します。

• ネットワークコンピュータを選択した場合、PIN が必要なコンピュータでは、PIN を入力するよう求めるメ
ッセージが表示される場合があります。

• 矢印ボタンを使用して各桁の値（デフォルトの値は 0000）を増減し、桁ごとに を押して選択します。

品質 スキャン品質を選択する

原稿サイズ 原稿のサイズを設定します。

フォトメニューを使用する

画像ファイルのみが保存されたメモリカードまたはフラッシュメモリをプリンタにセットすると、フォトメニューが自動的
に起動します。

文書ファイルと画像ファイルが保存されたフラッシュメモリをプリンタにセットした場合は、［フォト］が表示されるまで矢

印ボタンを押して、次に を押します。

You can also access the フォトメニューは、プリンタの操作パネルの を押してメモリデバイスをセットし、表示す
ることもできます。

タブ名 説明

かんたんフォトプリント 写真を印刷します。 も新しい写真、すべての写真、日付の
範囲の写真、または選択した番号の写真を印刷できます。 写
真サイズおよび用紙サイズを設定することもできます。

メモ： 写真をすばやく印刷したい場合はこのメニューを使用し
ます。

写真の印刷 ［かんたんフォトプリント］の選択を使用した写真印刷では以
下も行えます。

• 写真にカラー効果を適用する。

• 写真の画質、レイアウト、および明るさを調整する。

• DPOF（デジタルプリントオーダーフォーマット）を使用して
写真を印刷する。 このオプションはメモリデバイスに有効
な DPOF ファイルがある場合にのみ表示されます。

メモ： 印刷する前に写真をカスタマイズしたい場合は、このメ
ニューを選択します。

プリンタのセットアップ
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タブ名 説明

セレクトシート 印刷後、セレクトシートをスキャンして以下の印刷操作を行い
ます。

• すべての写真

• メモリデバイスに 20 枚以上の写真がある場合、新しい順
に 20 枚の写真

• 日付別の写真の印刷

写真の保存 コンピュータまたはメモリデバイスに写真を保存します。

コンピュータの選択（プリンタがネットワークに接続されて
いる場合のみ）

ネットワークコンピュータを選択します。

メモ：

• コンピュータで PIN が必要な場合は、PIN の入力を求め
るメッセージが表示されます。 ネットワークコンピュータへ
のコンピュータ名と PIN の割り当てについては、お使い
のオペレーティングシステムに関連するプリンタソフトウェ
アのヘルプを参照してください。

• 矢印ボタンを使用して各桁の値（デフォルトの値は

0000）を増減し、桁ごとに を押して選択します。

PictBridge メニュー

PictBridge 対応のデジタルカメラをプリンタに接続すると、PictBridge メニューが自動的に起動します。 デジタルカ
メラで設定が指定されていない場合、PictBridge のメニューでプリンタの設定を選択できます。

カメラで設定を選択する方法の詳細については、カメラに付属のマニュアルを参照してください。

タブ名 説明

写真サイズ 印刷する写真のサイズを指定します。

用紙サイズ 用紙サイズを指定します。

用紙の種類 用紙の種類を指定します。

レイアウト 印刷する写真のレイアウトを指定します。

品質 印刷する写真の品質を指定します。

セットアップメニューを使用する

［設定］メニューを表示するには、プリンタの操作パネルの を押します。

タブ名 説明

メンテナンス 以下のいずれかを選択します。

• ［インク残量］：ブラックカートリッジ、カラーカートリッジ、またはフォ
トカートリッジのインク残量を表示します。

• ［ノズル清掃］：カートリッジのノズルを清掃します。

• ［プリントヘッド調整］：カートリッジを調整します。

• ［テストページの印刷］：テストページを印刷します。

プリンタのセットアップ
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タブ名 説明

デバイス設定 以下のいずれかを選択します。

• ［言語］：言語設定を変更します。

• ［国/地域］：既定の用紙サイズと国または地域の日付形式を設定
します。

• ［節電タイムアウト］：プリンタ待機時、節電モードに切り替わるまで
の時間を設定します。

• ［タイムアウト設定をクリア］：プリンタ待機時にメニューを出荷時の
設定にリセットするまでの時間を変更します。

ネットワーク設定

メモ： プリンタ機種によって、ワイヤレス機能がな
い場合やオプションがない場合があります。

以下のいずれかを選択します。

• ［設定の印刷］：ネットワーク設定の一覧を印刷します。

• ［ワイヤレス情報］：ネットワークの名前およびワイヤレスネットワ
ークの信号の強度を表示します。

• ［TCP/IP］：プリンタの IP アドレス、IP ネットマスク、IP ゲートウェ
イを表示します。

• ［ファイルの印刷］：ファイルの印刷ジョブ中、ネットワークコンピュ
ータを自動で選択するか、手動で選択するかを設定します。

• ［ネットワーク設定のリセット］：ワイヤレスネットワーク設定をリセッ
トします。

標準設定 以下のいずれかを選択します。

• ［用紙サイズ］：用紙サイズを選択します。

• ［用紙の種類］：用紙の種類を選択します。

• ［写真プリントサイズ］：印刷する写真のサイズを選択します。

• ［標準設定にする］：現在の標準設定を使用するか、工場出荷時
の設定を使用するかを選択します。

オプションを選択したら、 を押して選択を保存します。 設定メニューが終了するまで を押すか、または他のモー
ドのボタンを押します。

設定を保存する

印刷する文書および写真のデフォルトの用紙サイズ、種類、および写真プリントサイズを設定できます。

メモ： これらのデフォルトの設定は、印刷、コピー、およびスキャンをプリンタから開始する場合のみに適用されます。

1 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

2 ［標準設定］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

ディスプレイに［用紙サイズ］が表示されます。

3 ボタンをもう一度押します。

4 矢印ボタンを押してプリンタのデフォルトの用紙サイズを選択し、 を押します。

5 ［用紙サイズ］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

6 矢印ボタンを押してプリンタのデフォルトの用紙の種類を選択し、 を押します。

7 ［写真プリントサイズ］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

プリンタのセットアップ
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8 矢印ボタンを押してプリンタのデフォルトの写真プリントサイズを選択し、 を押します。

9 設定メニューが終了するまで を押すか、または他のモードのボタンを押します。

一時設定を新しく標準設定にする

プリンタのメニューには、標準の一時設定があります。 プリンタを 2 分以上操作しない場合、またはプリンタの電源
をオフにした場合、一時設定は標準に戻ります。

一時設定

コピーメニュー • 枚数

• 拡大縮小

• 濃度

• 品質

• ページ数/枚

• ページ数／枚

• 原稿サイズ

• カラーパレット

スキャンメニュー • 品質

• 原稿サイズ

［フォト］メニュー 以下の写真オプションの設定は、プリンタを 2 分以上操作しない場合やプリンタの電源をオフにした場
合も標準設定に戻りませんが、メモリカードまたはフラッシュメモリを取り外した場合は、標準設定に戻
ります。

• 濃度

• カラー効果

• 写真サイズ

• レイアウト

• 品質

一時設定を新しく標準設定にするには

1 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

2 ［標準設定］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

3 ［標準設定にする］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

［現在の設定］とディスプレイに表示されます。

4 ボタンをもう一度押します。

5 設定メニューが終了するまで を押すか、または他のモードのボタンを押します。

設定のタイムアウト機能を無効にするには

設定のタイムアウト機能を無効にして、プリンタを 2 分以上操作しない場合、またはプリンタの電源をオフにした場合
に、一時設定が標準に戻らないようにすることができます。

1 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

2 ［プリンタ設定］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

プリンタのセットアップ
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3 ［タイムアウト設定のクリア］と表示されるまで矢印ボタンを押し、 ボタンを押します。

4 ［オフ］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

5 設定メニューが終了するまで を押すか、または他のモードのボタンを押します。

節電タイムアウトを変更する

プリンタの節電タイムアウトをカスタマイズできます。 節電タイムアウトとは、プリンタ待機時、節電モードに切り替わ
るまでの時間のことです。 節電タイムアウトを変更して、プリンタで複数のジョブを実行している際の中断を避けます。

1 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

2 ［プリンタ設定］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

3 ［節電］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

4 矢印ボタンを押して節電タイムアウトを選択し、 を押します。

メモ： 電源を効率よく使用するには、オプションで 小限の節電タイムアウトを選択します。 プリンタの節電モー
ドからの復帰を頻繁に行いたくない場合は、 大限の節電タイムアウトを選択します。

5 設定メニューが終了するまで を押すか、または他のモードのボタンを押します。

プリンタソフトウェアを使用する

プリンタソフトウェアのインストール

Windows の場合

1 開いているすべてのアプリケーションを閉じます。

2 プリンタソフトウェア CD をセットします。

3 インストールのメイン画面で、［インストール］をクリックします。

4 画面に表示される手順に従います。

Macintosh の場合

1 開いているすべてのアプリケーションを閉じます。

2 プリンタソフトウェア CD をセットします。

3 Finder デスクトップにプリンタの CD アイコンが自動的に表示されたら、アイコンをダブルクリックします。

4 ［インストール］アイコンをダブルクリックします。

5 画面に表示される手順に従います。

Web サイトからダウンロードする

1 Lexmark のホームページ www.lexmark.com にアクセスします。

2 ホームページで［ダウンロード］をクリックして、［ドライバダウンロードサービス］をクリックします。

プリンタのセットアップ
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3 プリンタの機種を選択し、オペレーティングシステムに応じたプリンタドライバを選択します。

4 画面の指示に従ってプリンタドライバをダウンロードし、プリンタソフトウェアをインストールします。

オプションの XPS ドライバをインストールする（Windows Vista のみ）

XPS（XML Paper Specification）ドライバは、Windows Vista のみで使用できる XPS の優れたグラフィック機能お
よびカラー機能を使用するための追加プリンタドライバ（オプション）です。XPS 機能を使用するには、通常のプリン
タソフトウェアのインストール後に追加ドライバとして XPS ドライバをインストールする必要があります。

メモ：

• XPS ドライバをインストールする前に、プリンタをコンピュータにインストールする必要があります。

• XPS ドライバをインストールする前に、Microsoft QFE パッチをインストールして、ソフトウェア CD からドライバ
ファイルを展開する必要があります。パッチをインストールするには、コンピュータに対する管理者権限が必要で
す。

Microsoft QFE パッチをインストールして、ドライバを展開するには、以下の手順に従います。

1 ソフトウェア CD をセットし、［設定ウィザード］が表示されたら［キャンセル］をクリックします。

2  ［コンピュータ］の順にクリックします。

3 CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックし、Drivers をダブルクリックします。

4 ［xps］をダブルクリックしてから、setupxps ファイルをダブルクリックします。

XPS ドライバファイルがコンピュータにコピーされ、必要に応じた Microsoft XPS ファイルが実行されます。画面
に表示される手順に従って、パッチのインストールを完了します。

XPS ドライバをインストールするには、以下の手順に従います。

1  ［コントロール パネル］の順にクリックします。

2 ［ハードウェアとサウンド］で、［プリンタ］をクリックして［プリンタのインストール］をクリックします。

3 ［プリンタの追加］ダイアログで［ローカル プリンタを追加します］をクリックします。

4 ［既存のポートを使用］ドロップダウンメニューから、［USB の仮想プリンタポート］を選択して、［次へ］をクリックし
ます。

5 ［ディスク使用］をクリックします。

［フロッピー ディスクからインストール］ダイアログが表示されます。

6 ［参照］をクリックして、次の手順でコンピュータ上の XPS ドライバファイルの場所を参照します。

a ［コンピュータ］をクリックしてから、(C:) をダブルクリックします。

b 名前の末尾がお使いのプリンタの機種番号のフォルダをダブルクリックして、［Drivers］をダブルクリックしま
す。

c ［xps］をダブルクリックしてから、［開く］をクリックします。

d ［フロッピー ディスクからインストール］ダイアログボックスで、［OK］をクリックします。

7 後続の 2 つのダイアログボックスで、［次へ］をクリックします。

XPS ドライバの詳細については、ソフトウェア CD に収納されている XPS の readme ファイルを参照してくださ
い。ファイルは setupxps バッチファイルと共に、xps フォルダにあります（D:\Drivers\xps\readme）。

プリンタのセットアップ
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Windows 用プリンタソフトウェアを使用する

プリンタソフトウェア CD を使用してプリンタをセットアップすると、必要なソフトウェアがすべてインストールされま
す。 また、ユーザが一部の追加プログラムをインストールしている場合もあります。 次の表は、さまざまなソフトウェ
アとその機能の概要について示したものです。

メモ： 購入したプリンタの機能によって、これらのプログラムまたはプログラムの機能の一部が含まれていない場合
があります。

名称 はたらき

LexmarkTM Productivity Studio • 写真や文書のスキャン、コピー、FAX、E メール での送信、印刷を行います。

• 写真を管理および編集します。

• 写真をコンピュータにコピーします。

• 文書を PDF 形式へスキャンします。

• お手元の写真を使用してポスターやフォトグリーティングカードを作成します。

• プリンタの設定を変更します。

Lexmark かんたんフォトプリント 写真および文書を管理、編集、転送、および印刷します。

メモ： このプログラムは、Lexmark Productivity Studio のインストールを行わ
ない場合を除き、プリンタソフトウェアと共に自動的にインストールされます。

Lexmark ツールバー • モノクロまたはテキストのみで Web ページを印刷し、インクを節約します。

• Web ページの自動印刷をスケジュールします。

• Picnik にアクセスして写真をオンラインで編集します。

• Windows からローカルファイルを印刷、スキャン、または変換します。

Lexmark Tools for Office Microsoft Office 2007 のお気に入りの設定にアクセスします。

Lexmark Fax ナビ • FAX を送信します。

• プリンタの FAX を受信します。

• 内蔵のアドレス帳の連絡先を追加、編集、削除します。

• プリンタの Lexmark FAX ユーティリティにアクセスします。 Lexmark FAX
ユーティリティを使用すると、短縮ダイヤルとグループダイヤル番号の設
定、着信音と受信方法の設定、FAX 履歴と通信管理レポートの印刷を実行
できます。

Abbyy Sprint OCR 文書をスキャンしてワープロで編集できるテキストに変換します。

Lexmark ワイヤレス接続ユーティリティ • ワイヤレスプリンタをワイヤレスネットワーク上にセットアップします。

• プリンタのワイヤレス設定を変更します。

メモ： このプログラムは、プリンタにワイヤレス機能が搭載されている場合は、
プリンタソフトウェアと共に自動的にインストールされます。

Lexmark サービスセンター • プリンタのトラブルシューティングを行います。

• プリンタのメンテナンス機能へアクセスします。

• カスタマサポートに連絡します。

メモ：

• このプログラムはプリンタソフトウェアと共に自動的にインストールされます。

• プリンタ機種によっては、このプログラムを Web からインストールするよう
メッセージが表示される場合があります。

プリンタのセットアップ
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名称 はたらき

印刷設定 文書を開いた状態で［ファイル］［印刷］の順に選択して［プロパティ］をクリック
すると、［印刷設定］ダイアログが表示されます。  ダイアログでは、印刷ジョブ
に関する以下のようなオプションを選択できます。

• 印刷する部数を選択します。

• 両面コピーを作成します。

• 用紙の種類を選択します。

• 透かしを追加します。

• 画像を補正します。

• 設定を保存します。

メモ： 印刷設定はプリンタソフトウェアと共に自動的にインストールされます。

これら追加のプログラムを 初のインストール時にインストールしなかった場合は、インストールソフトウェア CD を
もう一度セットし、［既にソフトウェアはインストールされています］画面から［追加ソフトウェアのインストール］を選択
します。

Macintosh 用プリンタソフトウェアを使用する

名称 はたらき

［プリント］ダイアログ 印刷設定の調整、および印刷ジョブのスケジュールを行います。

［プリンタサービス］ダイアログ • プリンタユーティリティにアクセスします。

• トラブルシューティングを行います。

• 消耗品を注文します。

• Lexmark の連絡先を表示します。

• 弊社の連絡先を表示します。

• コンピュータにインストールされているプリンタソフトウェアのバージョンを確認します。

プリンタソフトウェアのインストール時には、アプリケーションも同時にインストールされます。 これらのアプリケーショ
ンは、インストール後に Finder デスクトップに表示されるプリンタフォルダに保存されています。

1 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリックします。

2 使用するアプリケーションのアイコンをダブルクリックします。

名称 はたらき

Lexmark AIO ナビ • 写真や文書をスキャンします。

• スキャンジョブの設定を変更します。

Lexmark FAX ユーティリティ • FAX ジョブの設定を変更します。

• 短縮ダイヤルリストの作成および編集を行います。

Lexmark Network Card Reader • ネットワークプリンタにセットされたメモリデバイスの内容を表示します。

• ネットワーク経由でメモリデバイスの写真および文書をコンピュータに転送し
ます。

プリンタのセットアップ
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名称 はたらき

Lexmark プリンタユーティリティ • カートリッジの取り付けに関するヘルプを表示します。

• テストページを印刷します。

• プリントヘッドの調整パターンを印刷します。

• プリントカートリッジのノズルを清掃します。

• 消耗品を注文します。

• ユーザー登録を行います。

• カスタマサポートに連絡します。

Lexmark ワイヤレス設定アシスタント プリンタをワイヤレスネットワーク上にセットアップします。

メモ： 購入したプリンタの機能に応じて、これらのアプリケーションが付属していない場合があります。

背面 USB ポートと Quick Connect ノートパソコンポートを切り
替える（選択された機種のみ）
プリンタが背面 USB ポート経由でデスクトップコンピュータに接続されており、ノートパソコンを Quick Connect ノー
トパソコンポート経由でプリンタに接続する場合、Quick Connect ノートパソコンポートの接続が背面 USB ポートの
接続より優先されます。 デスクトップコンピュータのアクティブな印刷ジョブはキャンセルされる場合があります。 ポ
ートを切り替える前に、デスクトップコンピュータのアクティブなジョブを一時停止またはキャンセルします。

デスクトップコンピュータからノートパソコンに切り替える

1 デスクトップコンピュータのアクティブなジョブを一時停止またはキャンセルします。

2 USB ケーブルをノートパソコンに接続し、次にプリンタ前面の Quick Connect ノートパソコンポートに接続します。

警告！破損の恐れあり： プリンタがメモリデバイスにアクセスしている間は、Quick Connect ノートパソコンポー
トの USB ケーブルを接続または取り外ししないでください。

3 ノートパソコンにプリンタソフトウェアをまだインストールしていない場合は、インストールします。

Windows の場合

a ソフトウェア CD をセットします。

b 初期画面が表示されるまでしばらく待ちます。

しばらくしても初期画面が表示されない場合は、以下のいずれかを行います。

Windows Vista の場合

1  をクリックします。

2 ［検索の開始］ボックスに「D:\setup.exe」と入力します（D はお使いの CD または DVD ドライブ名に

置き換えてください）。

Windows XP 以前の OS の場合

1 ［スタート］ボタンをクリックします。

2 ［ファイル名を指定して実行］をクリックします。

3 「D:\setup.exe」と入力します（D はお使いの CD または DVD ドライブのドライブ文字に置き換えてく

ださい）。

c 画面に表示される手順に従います。

プリンタのセットアップ
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Macintosh の場合

a ソフトウェア CD をセットします。

b 初期画面が表示されるまでしばらく待ちます。

メモ： しばらくしても初期画面が表示されない場合は、デスクトップの CD アイコンをクリックします。

c ［インストール］をダブルクリックします。

d 画面に表示される手順に従います。

プリンタのセットアップ
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プリンタをワイヤレスネットワーク上にインストールす
る（一部の機種のみ）

ワイヤレスネットワークの互換性
お使いのプリンタには、IEEE 802.11g ワイヤレスプリントサーバーが内蔵されています。 プリンタは、Wi-Fi 認証を
受けた IEEE 802.11 b/g/n ルーターと互換性があります。 802.11 n を使用するルーターでは 802.11 g モードの設
定がメーカーや機種によって異なるため、問題が発生する場合は、現在の設定でこのモードを使用するデバイスと
の互換性があるかどうかについて、ルーターの製造元に確認してください。

プリンタをワイヤレスネットワーク上にセットアップするために必
要な情報
ワイヤレスで印刷できるようにプリンタをセットアップするには、以下の情報が必要です。

• ワイヤレスネットワークの名前。 これは、SSID（Service Set ID）とも呼ばれます。

• ネットワークで暗号化によるセキュリティが使用されているかどうか。

• セキュリティキー（WEP キーまたは WPA パスフレーズ）。これは、ネットワークで暗号化によるセキュリティが使
用されている場合に、ネットワーク上でのデバイス相互の通信を実現するためのものです。

無線アクセスポイント（無線ルーター）で WEP（Wired Equivalent Privacy）セキュリティが使用されている場合、WEP
キーは次の条件を満たしています。

• 10 桁または 26 桁の 16 進表記。 16 進表記では A ～ F（または a ～ f）および 0 ～ 9 を使用します。

または

• 5 桁または 13 桁の ASCII 文字表記。 ASCII 文字とは、キーボードで入力できる英数字および記号です。

無線アクセスポイント（無線ルーター）で WEP（Wi-Fi Protected Access）セキュリティが使用されている場合、WPA
パスフレーズは次の条件を満たしています。

• 8 ～ 63 桁の ASCII 文字表記。 WPA パスフレーズで使用する ASCII 文字では大文字と小文字が区別されます。

または

• 64 桁の 16 進表記。 16 進表記では A ～ F（または a ～ f）および 0 ～ 9 を使用します。

お使いのワイヤレスネットワークがセキュリティ保護されていない場合は、セキュリティキーはありません。 お使いの
ネットワークリソースを侵入者が不正に使用する可能性があるため、セキュリティを保護しないでワイヤレスネットワ
ークを使用することはお勧めできません。

メモ： 大文字と小文字を区別してセキュリティキーと SSID を正確にメモし、後で参照できるように安全な場所に保管
してください。 下の表を使用して、これらの情報を書き留めます。

プリンタをワイヤレスネットワーク上にインストールする（一部の機種のみ）
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項目 記入欄

SSID（ワイヤレスネットワーク名）

セキュリティキー（WPA キーまたは WPA パスフレーズ）

メモ： コンピュータが接続されているネットワークの SSID が不明の場合は、コンピュータのネットワークアダプタ用
のワイヤレスユーティリティを起動して、ネットワーク名を確認します。 お使いのネットワークの SSID またはセキュリ
ティ情報が見つからない場合は、無線アクセスポイント（無線ルーター）に付属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。

プリンタをワイヤレスネットワーク上にインストールする
プリンタをワイヤレスネットワーク上にインストールする前に、以下の点をチェックします。

• プリンタの初期設定を完了している。

• ワイヤレスネットワークのセットアップが完了し、正しく機能している。

• 使用しているコンピュータが、プリンタをセットアップするワイヤレスネットワークに接続されている。

Windows の場合

1 ソフトウェア CD をセットします。

2 初期画面が表示されるまでしばらく待ちます。

しばらくしても初期画面が表示されない場合は、以下のいずれかを行います。

Windows Vista の場合

a  をクリックします。

b ［検索の開始］ボックスに「D:\setup.exe」と入力します（D はお使いの CD または DVD ドライブ名に置き

換えてください）。

Windows XP 以前の OS の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［ファイル名を指定して実行］をクリックします。

c 「D:\setup.exe」と入力します（D はお使いの CD または DVD ドライブのドライブ文字に置き換えてくださ

い）。

3 初期画面に表示される手順に従って、プリンタをセットアップします。

Macintosh の場合

1 インストール CD をセットします。

2 初期画面が表示されるまでしばらく待ちます。

メモ： しばらくしても初期画面が表示されない場合は、デスクトップの CD アイコンをクリックします。

3 ［インストール］をダブルクリックします。

4 初期画面に表示される手順に従って、プリンタをセットアップします。
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ワイヤレスインストールに関する手順（フランスのお客様）
以下の手順は、LiveBox、AliceBox、N9UF Box、FreeBox、または Club Internet をお使いのお客様のためのもの
です。

1 お使いのボックスがワイヤレス対応で、ワイヤレスネットワーク上で有効になっていることを確認してください。 ボ
ックスをワイヤレスで使用するための設定の詳細については、ボックスに付属のマニュアルを参照してください。

2 プリンタをインストールする前に、ボックスとコンピュータの電源がオンになっていて、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ことを確認します。

3 プリンタに付属のセットアップ手順に従い、プリンタをセットアップします。

4 ボックスの背面に登録（関連付け）用のボタンがある場合は、ネットワークの選択を求めるメッセージが表示され
たらボタンを押します。

メモ： 登録（関連付け）用ボタンを押したら、5 分以内にプリンタのインストールを完了してください。

5 コンピュータの画面を見て、接続するネットワークを選択します。 表示されているネットワークを使用する場合
は、［<ネットワーク名> に接続］を選択してから、［次へ］をクリックします。

表示されているネットワークを使用しない場合は、以下の手順に従います。

a ［別のネットワークに接続します］を選択して、［続行］をクリックします。

b 利用可能なネットワークの一覧から、使用するネットワークを選択して、［続行］をクリックします。

6 ネットワークキーを入力して、［続行］をクリックします。

メモ： WEP キー、WPA キー、または WPA2 キーは、ボックスの底面、付属の操作ガイド、またはボックスの
Web 管理ページに表示されています。 ワイヤレスネットワーク用のキーを変更した場合は、その際に設定した
キーを使用してください。

7 画面に表示される手順に従ってインストールを完了します。

IP アドレスを手動で設定する
ほとんどのワイヤレスネットワークでは、プリンタには DHCP 経由で自動的に IP アドレスが割り当てられます。

ワイヤレスプリンタのセットアップ中、次の場合、手動でプリンタに IP アドレスを割り当てるよう求められます。

• 他のネットワークデバイスに手動で IP アドレスを割り当てた。

• 特定の IP アドレスを割り当てる必要がある。

• プリンタをリモートサブネットに移動した。

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。

Wi-Fi インジケータのランプの色についての説明
Wi-Fi インジケータのランプを見ると、プリンタのネットワーク状態を確認できます。

Wi-Fi インジケータのランプの色の意味について、以下に説明します。

• オフ：プリンタの電源がオフであるか、プリンタがウォームアップ中であるか、プリントサーバーが取り付けられて
いないか、または内蔵プリントサーバーが正しく接続されていないことを示しています。
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以下の場合にランプはこの状態になります。

– プリンタの電源がオフの場合。

– プリンタが節電モードにある場合。

– プリンタに内蔵プリントサーバーが取り付けられておらず、USB ケーブルを使用してコンピュータに接続され
ている場合。

• オレンジ：プリンタはワイヤレスネットワークで使用するために設定中であるか、インフラストラクチャモードで使用
するために内蔵プリントサーバーが設定されていないか、アドホックモードで使用するために内蔵プリントサーバ
ーが設定の待機中であることを示しています。

以下の場合にランプはこの状態になります。

– コンピュータと接続せずにプリンタを使用している場合。

– プリンタをワイヤレスネットワーク上にセットアップしている場合。

– プリンタがアドホックネットワーク用にセットアップされ、ワイヤレスネットワーク名（SSID）をブロードキャストし
ている場合。

• オレンジの点滅：以下のいずれかを示しています。

– プリンタが無線アクセスポイント（無線ルーター）の通信範囲外にある場合。

– プリンタは無線アクセスポイント（無線ルーター）と通信しようとしており、無線アクセスポイント（無線ルータ
ー）の電源がオフであるか、正しく動作していない場合。

– プリンタが無線アクセスポイント（無線ルーター）との通信を確立しようとしている場合。

プリンタをワイヤレスネットワーク上で使用するためにセットアップ済みの場合にこの状態が発生します。 プ
リンタが設定済みの場合、プリンタの電源をオフにしてからもう一度オンにするたびに、内蔵プリントサーバー
は無線アクセスポイント（無線ルーター）に接続しようとします。

– プリンタのワイヤレス設定が有効ではない場合。

• グリーン：プリンタはワイヤレスネットワークに接続されています。

お使いのワイヤレスネットワーク上でセットアップ済みのプリンタを使用する場合に、ランプはこの状態になります。

• グリーンの点滅：プリンタの内蔵プリントサーバーは更新中です。

インストール後にワイヤレス設定を変更する
ネットワーク構成、セキュリティキーなど、プリンタのワイヤレス設定を変更するには、以下の手順に従います。

Windows の場合

1 以下のいずれかを実行します。

• Windows Vista の場合は、  をクリックします。

• Windows XP 以前の場合は、［スタート］ボタンをクリックします。

2 ［すべてのプログラム］または［プログラム］をクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。

3 ［ツール］ ［Lexmark ワイヤレス接続ユーティリティ］の順にクリックします。

メモ： インストール用ケーブルが接続されていない場合は、セットアップ手順の途中で、ケーブルを使用してプリ
ンタをもう一度コンピュータに接続するよう求められる場合があります。

4 コンピュータの画面に表示される指示に従ってソフトウェアを再インストールし、必要な変更を行います。
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Macintosh の場合

1 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリックします。

2 ［Lexmark ワイヤレス設定アシスタント］をダブルクリックします。

3 画面に表示される手順に従います。

［ネットワーク設定］メニューを使用する
［ネットワーク設定］メニューは、プリンタがワイヤレスプリントサーバー内蔵モデルで、プリンタがネットワークに接続
されている場合のみ使用できます。 このメニューを使用して、プリンタのワイヤレス設定の表示、ネットワーク設定ペ
ージの印刷、および内蔵ワイヤレスプリントサーバーのリセットを行えます。

1 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

2 ［ネットワーク設定］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

タブ名 説明

設定ページの印刷 ネットワーク設定ページを印刷します。

ワイヤレス情報 現在アクティブであるネットワークの名前および接続の信号の強度を表示します。

TCP/IP ネットワーク設定を表示します。

ファイルの印刷 ファイルの印刷ジョブに使用するネットワークコンピュータを自動または手動で選
択します。

• 自動選択が設定されている場合は、プリンタによってネットワークコンピュー
タが自動で選択されます。

• 設定が手動になっている場合、または自動選択設定時にプリンタが検出した
ネットワークコンピュータで PIN が必要な場合は、［ファイルの印刷］メニュー
でネットワークコンピュータを選択する必要があります。

プリントサーバーを出荷時設定に戻す 内蔵ワイヤレスプリントサーバーを出荷時の設定にリセットします。

［ワイヤレス設定］メニュー

タブ名 説明

SSID 現在の SSID（Service Set Identifier）の名前を表示します。

信号の強さ ワイヤレス信号強度を表示します。

［TCP/IP］メニュー

タブ名 説明

IP アドレスの表示 現在プリンタに割り当てられている IP アドレスを表示します。

IP ネットマスクの表示 現在プリンタに設定されているサブネットマスクを表示します。

IP ゲートウェイの表示 現在ネットワークに設定されているゲートウェイ IP アドレスを表示します。
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他のコンピュータにプリンタをインストールする
プリンタを設定すると、ネットワーク上の任意のコンピュータからワイヤレスでアクセスできます。 ただし、プリンタに
アクセスする各コンピュータにプリンタドライバをインストールする必要があります。 各コンピュータにドライバをイン
ストールするにはセットアップソフトウェアを起動する必要がありますが、プリンタの設定を再度行う必要はありません。

Windows の場合

1 インストール CD をセットします。

2 初期画面が表示されるまでしばらく待ちます。

しばらくしても初期画面が表示されない場合は、以下のいずれかを行います。

Windows Vista の場合

a  をクリックします。

b ［検索の開始］ボックスに「D:\setup.exe」と入力します（D はお使いの CD または DVD ドライブ名に置き

換えてください）。

Windows XP 以前の OS の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［ファイル名を指定して実行］をクリックします。

c 「D:\setup.exe」と入力します（D はお使いの CD または DVD ドライブのドライブ文字に置き換えてくださ

い）。

3 コンピュータの画面に表示される手順に従って、設定済みのプリンタを新しいコンピュータにインストールします。

Macintosh の場合

1 インストール CD をセットします。

2 初期画面が表示されるまでしばらく待ちます。

メモ： しばらくしても初期画面が表示されない場合は、デスクトップの CD アイコンをクリックします。

3 ［インストール］をダブルクリックします。

4 コンピュータの画面に表示される手順に従って、設定済みのプリンタを新しいコンピュータにインストールします。
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ワイヤレスの詳細設定

ワイヤレスネットワーク（アドホック）を作成する

ワイヤレスネットワークをセットアップするには、無線アクセスポイント（無線ルーター）を使用することをお勧めしま
す。 この方法でセットアップされたネットワークは、インフラストラクチャネットワークと呼ばれます。 インフラストラクチ
ャネットワークを使用している場合は、お使いのプリンタをこのネットワークで使用できるように設定する必要があり
ます。

無線アクセスポイントを使用していない場合、またはワイヤレスネットワークアダプタを使用して、プリンタとコンピュ
ータの間に独立したネットワークをセットアップする場合は、アドホックネットワークをセットアップできます。

Windows Vista の場合

1  をクリックします。

2 ［コントロール パネル］をクリックします。

3 ［ネットワークとインターネット］をクリックします。

4 ［ネットワークと共有センター］で、［ネットワークへの接続］をクリックします。

5 ［ネットワークに接続］ダイアログで、［ワイヤレス アドホック（コンピュータ相互）ネットワークを設定します］をクリ
ックしてから［次へ］をクリックします。

6 ［ワイヤレス アドホック ネットワークをセットアップします］ウィザードの手順に従います。 セットアップの中で、以
下の手順に従います。

a コンピュータとプリンタの間のネットワークで使用するネットワーク名または SSID を作成します。

b ワイヤレスのセットアップを行う際に参照できるように、ボックスに入力したネットワーク名はメモしておいてく
ださい。 大文字と小文字を区別し、正確なスペルで書き留めてください。

SSID（ワイヤレスネットワーク名）

c ［セキュリティの種類］ドロップダウンメニューに移動し、［WEP］を選択して、セキュリティキー（またはパスワ
ード）を作成します。

WEP キーは、次のいずれかの条件を満たす文字列です。

• 10 桁または 26 桁の 16 進表記。 16 進表記では A ～ F（または a ～ f）および 0 ～ 9 を使用します。

または

• 5 桁または 13 桁の ASCII 文字表記。 ASCII 文字とは、キーボードで入力できる英数字および記号です。

メモ： アドホックネットワークでは、セキュリティの設定は必須ではありません。 インフラストラクチャネ
ットワークに比べてアドホックネットワークの範囲は限定されるため、不正な侵入者が接続する可能性
は高くありません。

d ワイヤレスのセットアップを行う際に参照できるように、ボックスに入力したパスワードはメモしておいてくださ
い。 大文字と小文字を区別し、正確なスペルで書き留めてください。

セキュリティキー（ネットワークを保護する場合）

これで、Windows Vista でアドホックネットワークを使用できます。 このネットワークが［ネットワークに接続］ダイ
アログで［使用可能なネットワーク］に表示されている場合、コンピュータがアドホックネットワーク用に設定されて
いることを示します。

7 ［コントロール パネル］とその他のウィンドウを閉じます。
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8 プリンタを初めてワイヤレスネットワーク上にセットアップする場合は、インストール CD をセットして、初期画面に
表示される指示に従います。

それ以外の場合

a  をクリックします。

b ［すべてのプログラム］をクリックします。

c プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択して、［ツール］ ［Lexmark ワイヤレス接続ユーティリティ］の
順にクリックします。

9 使用可能なネットワークが表示されたら、作成したネットワーク名とセキュリティ情報を入力します。 インストーラ
により、プリンタをこのコンピュータで使用するための設定が行われます。

10 後で参照できるように、ネットワーク名とセキュリティ情報は安全な場所に保管してください。

Windows XP 以前の OS の場合

1 ［スタート］ボタンをクリックします。

2 ［コントロール パネル］をクリックします。

3 ［ネットワークとインターネット接続］をクリックします。

4 ［ネットワーク接続］をクリックします。

5 お使いのワイヤレスネットワーク接続のアイコンを右クリックします。

6 ポップアップメニューに［有効にする］が表示されている場合は、これをクリックします。

メモ： ［有効にする］が表示されていない場合は、ワイヤレス接続は既に有効です。

7 ［ワイヤレスネットワーク接続］アイコンを右クリックします。

8 ［プロパティ］をクリックします。

9 ［ワイヤレスネットワーク］タブをクリックします。

メモ： ［ワイヤレスネットワーク］タブが表示されていない場合は、お使いのワイヤレス設定はサードパーティ製ソ
フトウェアによって管理されています。 ワイヤレスネットワーク（アドホック）をセットアップするには、そのソフトウ
ェアを使用する必要があります。 アドホックネットワークの作成方法の詳細については、サードパーティ製ソフト
ウェアのマニュアルを参照してください。

10 ［Windows でワイヤレスネットワークの設定を構成する］チェックボックスをオンにします。

11 ［優先ネットワーク］で、既存のネットワークをすべて削除します。

a 削除するネットワークを選択します。

b ［削除］をクリックして、ネットワークをリストから削除します。

12 ［追加］をクリックして、アドホックネットワークを作成します。

13 ［ネットワーク名（SSID）］ボックスに、ワイヤレスネットワークに付ける名前を入力します。

14 ワイヤレスのセットアップを行う際に参照できるように、付けた名前はメモしておいてください。 大文字と小文字を
区別し、正確なスペルで書き留めてください。

SSID（ワイヤレスネットワーク名）

15 ［ネットワーク認証］がリストに表示されている場合は、［開く］を選択します。
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16 ［データの暗号化］リストから、［WEP］を選択します。

メモ： アドホックネットワークでは、セキュリティの設定は必須ではありません。 インフラストラクチャネットワーク
に比べてアドホックネットワークの範囲は限定されるため、不正な侵入者が接続する可能性は高くありません。

17 必要に応じて、［キーは自動的に提供される］チェックボックスをオフにします。

18 ［ネットワーク キー］ボックスに、セキュリティキーを入力します。

19 ワイヤレスユーティリティを実行する際に参照できるように、入力したセキュリティキーはメモしておいてください。
大文字と小文字を区別し、正確なスペルで書き留めてください。

セキュリティキー（ネットワークを保護する場合）

メモ： パスワード（セキュリティキー）の詳細については、「トラブルシューティング」の章で、「ワイヤレスに関する
トラブルシューティング」のセクションの「セキュリティキーを確認する」を参照してください。

20 ［ネットワーク キーの確認入力］ボックスに、同じセキュリティキーを入力します。

21 ［これはコンピュータ相互（ad hoc）のネットワークで、ワイヤレス アクセス ポイントを使用しない］を選択します。

22 ［OK］を 2 回クリックして、開いている 2 つのウィンドウを閉じます。

23 コンピュータで新しい設定が認識されるまでに、数分かかる場合があります。 ネットワークの状態を確認するに
は、以下の手順に従います。

a ［ワイヤレスネットワーク接続］アイコンを右クリックします。

b ［利用できるワイヤレス ネットワークの表示］を選択します。

• ネットワークがリストに表示されている場合で、コンピュータが接続されていない場合は、アドホックネット
ワークを選択して［接続］をクリックします。

• ネットワークが表示されていない場合は、しばらく待ってから［ネットワークの一覧を 新の情報に更新］
をクリックします。

24 プリンタを初めてワイヤレスネットワーク上にセットアップする場合は、インストール CD をセットして、初期画面に
表示される指示に従います。

それ以外の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［すべてのプログラム］または［プログラム］をクリックします。

c プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択して、［ツール］ ［Lexmark ワイヤレス接続ユーティリティ］の
順にクリックします。

25 使用可能なネットワークが表示されたら、手順 11 ～ 16 で作成したネットワーク名とセキュリティ情報を入力しま
す。ユーティリティにより、プリンタをこのコンピュータで使用するための設定が行われます。

26 後で参照できるように、ネットワーク名とセキュリティ情報は安全な場所に保管してください。

Macintosh の場合

1 コンピュータの電源がオンになっていることを確認します。

2 ネットワーク名を作成します。

Mac OS X 10.5 の場合

a Finder デスクトップで  ［システム環境設定］の順にクリックします。

b ［ネットワーク］をクリックします。
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c ［AirMac］をクリックします。

d ［ネットワーク名］ポップアップメニューから、［ネットワークを作成］をクリックします。

e アドホックネットワークの名前を作成して、［OK］をクリックします。

Mac OS X バージョン 10.4 以前の場合

a Finder デスクトップで、［移動］ ［アプリケーション］の順にクリックします。

b ［アプリケーション］フォルダで、［インターネット接続］をダブルクリックします。

c ツールバーで、［AirMac］をクリックします。

d ［ネットワーク］ポップアップメニューから、［ネットワークを作成］をクリックします。

e アドホックネットワークの名前を作成して、［OK］をクリックします。

3 ワイヤレスユーティリティを実行する際に参照できるように、付けた名前はメモしておいてください。 大文字と小文
字を区別し、正確なスペルで書き留めてください。

SSID（ワイヤレスネットワーク名）

4 プリンタを初めてワイヤレスネットワーク上にセットアップする場合は、インストール CD をセットして、Finder デス
クトップにあるプリンタのインストーラアイコンをダブルクリックし、初期画面に表示される指示に従います。

初めてでない場合は、Finder デスクトップのプリンタフォルダをダブルクリックして、［Lexmark ワイヤレス設定
アシスタント］をダブルクリックします。

5 メッセージが表示されたら、作成したネットワーク名とセキュリティ情報を入力します。

ユーティリティにより、プリンタをこのコンピュータで使用するための設定が行われます。

6 後で参照できるように、ネットワーク名とセキュリティ情報は安全な場所に保管してください。

既存のワイヤレスネットワーク（アドホック）にプリンタを追加する

Windows の場合

1 以下のいずれかを実行します。

• Windows Vista の場合は、  をクリックします。

• Windows XP 以前の場合は、［スタート］ボタンをクリックします。

2 ［すべてのプログラム］または［プログラム］をクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。

3 ［Lexmark ワイヤレス接続ユーティリティ］をクリックします。

4 初期画面に表示される手順に従います。

Macintosh の場合

1 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリックします。

2 ［Lexmark ワイヤレス設定アシスタント］をダブルクリックします。

3 初期画面に表示される手順に従います。
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よくあるご質問

ネットワークとは

ネットワークとは、コンピュータ、プリンタ、イーサネットハブ、無線アクセスポイント、ルーターなど、ケーブルまたはワ
イヤレス接続を介して相互に接続され、通信を行うデバイスの集合のことです。 ネットワークには、有線、無線、また
はその両方のデバイスを使用するように設計されたものがあります。

有線ネットワーク上のデバイスは、ケーブルを使用して相互に通信します。

ワイヤレスネットワーク上のデバイスは、ケーブルではなく電波を使用して相互に通信します。 デバイスがワイヤレ
スで通信できるようにするには、ワイヤレスプリントサーバーを内蔵または外部に取り付けて、電波を送受信できる
ようにする必要があります。

家庭用ネットワークの構成方法

デスクトップコンピュータまたはノートパソコンとプリンタがネットワーク上で相互に通信するには、ケーブルで接続さ
れているか、ワイヤレスネットワークアダプタが組み込まれているか、取り付けられている必要があります。

ネットワークは 2 種類の方法でセットアップできます。 一般的な 5 つの例を以下に示します。

メモ： 次の図のプリンタは、内蔵プリントサーバーが取り付けられていて、ネットワーク上で通信できます。

有線ネットワークの例

• デスクトップコンピュータ、ノートパソコン、プリンタは、イーサネットケーブルでハブ、ルーター、またはスイッチに
接続されています。

• ネットワークは、DSL またはケーブルモデムを介してインターネットに接続されています。

Internet

ワイヤレスネットワークの例

4 種類の一般的なワイヤレスネットワークの例を下に示します。

• 実例 1： ノートパソコンとプリンタがワイヤレスで接続され、インターネットに接続されている

• 実例 2： デスクトップコンピュータ、ノートパソコン、プリンタがワイヤレスで接続され、インターネットに接続されて
いる
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• 実例 3： デスクトップコンピュータ、ノートパソコン、プリンタがワイヤレスで接続され、インターネットには接続され
ていない

• 実例 4： ノートパソコンとプリンタがワイヤレスで接続され、インターネットには接続されていない

実例 1： ノートパソコンとプリンタがワイヤレスで接続され、インターネットに接続されている

• デスクトップコンピュータはイーサネットケーブルによって無線ルーターに接続されています。

• ノートパソコンとプリンタはワイヤレスでルーターに接続されています。

• ネットワークは、DSL またはケーブルモデムを介してインターネットに接続されています。

Internet

実例 2： デスクトップコンピュータ、ノートパソコン、プリンタがワイヤレスで接続され、インターネットに接続
されている

• デスクトップコンピュータ、ノートパソコン、プリンタは、ワイヤレスで無線ルーターに接続されています。

• ネットワークは、DSL またはケーブルモデムを介してインターネットに接続されています。

Internet
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実例 3： デスクトップコンピュータ、ノートパソコン、プリンタがワイヤレスで接続され、インターネットには接
続されていない

• デスクトップコンピュータ、ノートパソコン、プリンタは、ワイヤレスで無線アクセスポイント（無線ルーター）に接続
されています。

• ネットワークはインターネットへ接続されていません。

実例 4： ノートパソコンとプリンタがワイヤレスで接続され、インターネットには接続されていない

• ノートパソコンは、無線ルーターを経由せず、ワイヤレスで直接プリンタに接続されています。

• ネットワークはインターネットへ接続されていません。

• この構成はアドホックネットワークと呼ばれます。

インストール用ケーブルが必要な理由

お使いのワイヤレスネットワーク上にプリンタをセットアップする場合、インストール用ケーブルを使用してプリンタを
一時的にコンピュータに接続する必要があります。 この接続は、プリンタのワイヤレス設定をセットアップするために
一時的に使用されます。

インストールするコンピュータの小さな長方形の USB ポートと、プリンタの正方形の USB ポートとを、インストール
用ケーブルで接続します。

プリンタをワイヤレスネットワーク上にインストールする（一部の機種のみ）

46



インストールケーブルの接続方法は？

インストールケーブルは、コンピュータの USB ポートとプリンタ背面の正方形のコネクタに接続します。 このように接
続すると、ネットワーク接続またはローカル接続されたインストール用にプリンタを設定できます。

1 大きい長方形のコネクタをコンピュータのいずれかの USB ポートに接続します。 USB ポートはコンピュータの
前面または背面に位置し、横向きまたは縦向きです。

2 小さい正方形のコネクタをプリンタに接続します。

3 画面上に表示される手順に従います。
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インフラストラクチャネットワークとアドホックネットワークの違いとは？

ワイヤレスネットワークは、インフラストラクチャモードまたはアドホックモードのいずれかで動作可能です。

インフラストラクチャモードでは、ワイヤレスネットワーク上のすべての機器はワイヤレスルータを介して互いに通信
を行います。 ワイヤレスネットワーク上の機器は、現在のネットワークで有効な IP アドレスを持つ必要があり、ワイ
ヤレスルータ（ワイヤレスアクセスポイント）と同じ SSID およびチャネルを共有しています。

アドホックモードでは、ワイヤレスネットワークアダプタを搭載したコンピュータがワイヤレスプリントサーバを搭載した
プリンタと直接通信を行います。 コンピュータは現在のネットワークで有効な IP アドレスを持ち、アドホックモードに
設定される必要があります。 ワイヤレスプリントサーバは、コンピュータが使用するのと同じ SSID およびチャネルを
使用するように設定される必要があります。

以下の表に、2 種類のワイヤレスネットワークの特性と要件を比較します。

インフラ アドホック

特性

通信 ワイヤレスアクセスポイント（ワイヤレスルー
タ）経由

機器間で直接

セキュリティ セキュリティオプションの詳細

範囲 ワイヤレスアクセスポイント（ワイヤレスルー
タ）の範囲および数値にて決定

ネットワーク上の個々の機器の範囲に制限

速度 通常はより速い 通常はより遅い

すべての機器の要件

各機器の固有の IP アドレス はい はい

設定されたモード インフラストラクチャモード アドホックモード

同じ SSID はい、ワイヤレスアクセスポイント（ワイヤレ
スルータ）を含みます

はい

同じチャネル はい、ワイヤレスアクセスポイント（ワイヤレ
スルータ）を含みます

はい

Lexmark では、プリンタに付属のインストール CD を使用してインフラストラクチャモードでネットワークをセットアップ
することをお勧めします。

インフラストラクチャモードが推奨されるセットアップ方法なのは、以下の特質によります。

• 強化されたネットワークセキュリティ

• 強化された信頼性

• 高速化したパフォーマンス

• 簡素化したセットアップ

信号強度を確認する

無線デバイスには、無線信号を送受信するためのアンテナが組み込まれています。 プリンタのネットワーク設定ペ
ージの一覧に表示されている信号強度は、送信信号が受信される強度を示しています。 信号強度は、さまざまな要
因によって決まります。 1 つの要因は、他の無線デバイスや、電子レンジなどの他の電気製品からの干渉です。 も
う 1 つの要因は、距離です。 ほとんどの場合、2 つの無線デバイス間の距離が広がるほど通信信号が弱くなります。
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また、コンピュータが受信する信号の強度が、設定中のプリンタとネットワークとの接続に影響する場合もあります。
お使いのコンピュータにワイヤレスアダプタが取り付けられている場合、システムトレイにアダプタソフトウェアのアイ
コンが表示されていることがあります。 このアイコンをダブルクリックすると、コンピュータがネットワークから受信して
いる無線信号の強度を確認することができます。

信号強度を改善するには、干渉の原因を取り除くか、無線デバイスを無線アクセスポイント（無線ルーター）の近くに
移動します。

ワイヤレス信号強度の改善方法

ワイヤレスプリンタがネットワーク上で通信できない主な原因は、ワイヤレス信号の強度の問題です。 信号が弱す
ぎる場合、ひずみが多い場合、または障害物がある場合は、アクセスポイントとプリンタの間で情報を伝達できない
ことがあります。 プリンタがアクセスポイントから強い信号を受信しているかどうか確認するには、ネットワーク設定
ページを印刷します。 信号品質のフィールドに、プリンタが受信しているワイヤレス信号の相対的強度が示されてい
ます。 信号強度は一時的に低下する場合もありますが、表示上は信号強度が高い場合でも、特定の条件下では低
下する場合もあります。

アクセスポイントとプリンタの間の信号強度に問題があると考えられる場合は、以下のいずれかを試してみてください。

メモ：

• アドホックネットワークの場合は、アクセスポイントで示されるコンピュータの位置を調整します。

• アドホックネットワークは、インフラストラクチャネットワークより範囲が狭くなります。 通信に問題があるような場
合は、プリンタをコンピュータに近づけてみてください。

プリンタを無線アクセスポイント/無線ルーターの近くに移動します。

プリンタがアクセスポイントから遠すぎる場合は、ネットワーク上の他のデバイスと通信できません。 ほとんどの室
内ワイヤレスネットワークでは、アクセスポイントとプリンタの間の 大距離は約 30 m です。 この距離は、ネット
ワークの配置およびアクセスポイントの性能に応じて、長くなる場合も短くなる場合もあります。

アクセスポイントとプリンタの間の障害物を取り除きます。

アクセスポイントからのワイヤレス信号は、ほとんどの物体を通過します。 壁、床、家具などは、ほとんどの場合
ワイヤレス信号の障害にはなりません。 ただし、密度が高すぎるために信号が通過できない物体もあります。 以
下のような金属とコンクリートが含まれる物体は、信号を遮断する可能性があります。

• 分電盤などの壁

• ダクト

• 窓枠

• ポール、屋内補強柱

• 金属製オフィス家具、キャビネット

• エレベータ

• スチールドア

• 鉄筋の入った壁などの構造材

プリンタとアクセスポイントの位置を調整して、これらの物体で信号が遮断されないようにします。
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干渉の原因を取り除く

他の種類の無線周波数により、ネットワークのワイヤレス信号に問題が発生する場合があります。 これらの干渉
が原因で、印刷に関する問題が起きたり起きなかったりする場合があります。 一般に、以下のものが干渉の原因
となります。

• コードレス電話

• 電子レンジ

• 冷蔵庫などの電気器具

• Bluetooth デバイス

• 他のワイヤレスネットワーク

• モーター

可能な場合は、原因となる可能性のあるこれらの機器をオフにしてください。 ワイヤレスネットワークでの印刷中
は電子レンジやコードレス電話を使用しないようにしてください。

近くで別のワイヤレスネットワークを使用している場合は、アクセスポイントのワイヤレスチャンネルを変更します。

アクセスポイントをプリンタの上に設置しないでください。 プリンタがワイヤレス信号に干渉する場合もあります。

信号が吸収されないようにネットワークを調整する

ワイヤレス信号が物体を通過できる場合でも、信号は若干弱まります。 通過する物体が多すぎる場合は、非常に
弱くなることがあります。 あらゆる物体はワイヤレス信号が通過する際に信号の一部を吸収しますが、特定の種
類の物体では吸収量が多く、通信に関する問題の原因となります。 信号が吸収されないようにするには、アクセ
スポイントとプリンタの間に以下のものがないようにしてください。

• 紙の束または本

• 2 箇所以上の壁または床

• 人通りの多い場所

• 水を含む物体（水槽など）

• 植木

信号が吸収されないように、アクセスポイントはできるだけ高い位置に設置してください。

SSID とは

SSID（Service Set Identifier）は、ワイヤレスネットワークを識別する名前です。 ネットワーク上のすべてのデバイス
には、ワイヤレスネットワークの SSID が設定されている必要があります。設定されていない場合、相互に通信する
ことはできません。 通常、範囲内にあるワイヤレスデバイスがネットワークに接続できるように、ワイヤレスネットワ
ークでは SSID がブロードキャストされます。 ただし、セキュリティ確保のために SSID がブロードキャストされない
場合もあります。

SSID は、32 文字以内の英数字で構成されます。
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ネットワークで使用しているセキュリティの種類を確認するには

プリンタをワイヤレスネットワーク上で使用するために正しく設定するには、セキュリティキーおよびセキュリティモー
ドに関する情報が必要です。 この情報を確認するには、無線アクセスポイント（無線ルーター）に付属のマニュアル
を参照するか、無線アクセスポイント（無線ルーター）に関するホームページを参照するか、システム管理担当者に
問い合わせてください。

メモ： ネットワークセキュリティキーは、無線アクセスポイント（無線ルーター）のパスワードとは異なります。 パスワー
ドは、無線アクセスポイント（無線ルーター）の設定を操作するためのものです。 セキュリティキーは WEP キーまた
は WPA パスフレーズのことで、プリンタとコンピュータをワイヤレスネットワークに参加させるためのものです。

USB 接続とワイヤレス接続の併用

プリンタは、以下の方法で設定できます。

• ローカル接続（USB ケーブルを使用してコンピュータに接続）

• ワイヤレスネットワーク

• ワイヤレスネットワークとローカル接続の併用

プリンタへの接続でワイヤレスとローカル接続を併用するには、セットアップ用ソフトウェアをもう一度実行して、接続
タイプを追加する必要があります。

MAC アドレスとは？

MAC（Media Access Control：媒体アクセス制御）アドレスとは、ネットワーク機器のハードウェアに関連付けられて
いる 48 ビットの識別子です。 MAC アドレスは、機器のソフトウェアではなくハードウェアに結び付けられているた
め、物理アドレスと呼ばれることもあります。 MAC アドレスは、01-23-45-67-89-AB のような形式の 16 進数で表さ
れます。

ネットワーク上での通信が可能なすべての機器は MAC アドレスを持ちます。 Ethernet かワイヤレスかにかかわら
ず、すべてのネットワークプリンタ、コンピュータ、およびルータが MAC アドレスを持っています。

ネットワーク機器の MAC アドレスを変更することは可能ですが、一般的には行いません。 そのため、MAC アドレス
は永久的なものとみなされます。 IP アドレスは簡単に変更されるため、ネットワーク上の特定の機器を識別する方
法としては MAC アドレスの方が信頼できます。

セキュリティ機能を備えたルータでは、ネットワーク上の MAC アドレスのフィルタリングが可能です。 この機能を使
用すると、MAC アドレスで識別される機器一覧を管理して、そこからネットワークにアクセスできます。 MAC アドレ
スフィルタリングを使用すると、ワイヤレスネットワーク上の侵入者などの望ましくない機器からネットワークへのアク
セスを防止できます。 MAC アドレスフィルタリングはまた、新しい機器をルータの許可アドレス一覧に追加するのを
忘れた場合には、正当なアクセスも防ぎます。 ネットワークで MAC アドレスフィルタリングを使用している場合、プリ
ンタの MAC アドレスを許可されている機器一覧に必ず追加してください。

MAC アドレスの確認方法

ほとんどのネットワーク機器には、ネットワーク上で他のデバイスから区別するための固有のハードウェア識別番号
が付けられています。 これは、MAC（Media Access Control：媒体アクセス制御）アドレスと呼ばれます。

プリンタをワイヤレスネットワーク上にインストールする（一部の機種のみ）
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MAC アドレスは英数字の組み合わせで、プリンタの背面に表示されています。

UAA: XX   XX   XX   XX   XX   XX

UAA:
XX   X

X   X
X   X

X   X
X   X

X

メモ： MAC アドレスの一覧をアクセスポイント（ルーター）にセットアップすると、MAC アドレスが一致するデバイスの
みをネットワーク上で操作できるようになります。 これは MAC アドレスフィルタリングと呼ばれます。 アクセスポイン
ト（ルーター）で MAC アドレスフィルタリングが有効の場合で、プリンタをネットワークに追加するには、プリンタの
MAC アドレスを MAC アドレスフィルタの一覧に追加する必要があります。

IP アドレスとは

IP アドレスとは、IP ネットワーク上のデバイス（ワイヤレスプリンタ、コンピュータ、無線アクセスポイントなど）が相互
に識別し、通信を行うために使用される固有の数字です。 IP ネットワーク上のデバイスは、有効な IP アドレスを固
有で割り当てられている場合にのみ、相互に通信できます。 IP アドレスが固有であるとは、同じネットワーク上の複
数のデバイスで同じ IP アドレスが使用されていないということです。

IP アドレスは、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせです。 たとえば、192.168.100.110 などと表記され

ます。

TCP/IP とは

ネットワークが機能できるのは、ケーブルまたは無線信号を介して、コンピュータ、プリンタ、およびその他の装置が
相互にデータを送信できるからです。 このデータ転送は、プロトコルという一連のデータ送信規則によって実現され
ています。 プロトコルは言語の一種と考えることができ、言語同様、他者との意思疎通を行うことができるようにする
ための規則があります。

使用されるプロトコルはネットワークの種類によって異なりますが、TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet
Protocol）が も一般的なプロトコルです。 インターネットや、企業および家庭のネットワークのほとんどにおいて、デ
ータ送信の際には TCP/IP が使用されます。

コンピュータは言葉を理解できないため、数字を使用して意思疎通を行います。そのため、TCP/IP を使用して通信
するネットワーク上の各装置の IP アドレスが必要になります。 IP アドレスは、本質的に一意である、数字形式のコ
ンピュータ名です。ネットワークにおけるデータ転送に使用されます。 TCP/IP では、ネットワーク上のさまざまな装
置に対する要求およびそれらによるデータの受信を IP アドレスによって確認できます。

プリンタをワイヤレスネットワーク上にインストールする（一部の機種のみ）
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IP アドレスの確認方法

Windows コンピュータの IP アドレスを確認する方法

1 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

a  をクリックします。

b ［すべてのプログラム］ ［アクセサリ］の順にクリックします。

c ［コマンド プロンプト］をクリックします。

Windows XP 以前の OS の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［すべてのプログラム］または［プログラム］［アクセサリ］［コマンド プロンプト］の順にクリックします。  

2 「ipconfig」と入力します。

3 Enter キーを押します。

IP アドレスは、192.168.0.100 などのピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。

Macintosh コンピュータの IP アドレスを確認する方法

1 ［システム環境設定］の順にクリックします。

2 ［ネットワーク］をクリックします。

Mac OS X 10.5 の場合

a ［AirMac］をクリックします。

b ［詳細］をクリックします。

c ［TCP/IP］をクリックします。

IP アドレスは、192.168.0.100 などのピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。

Mac OS X バージョン 10.4 以前の場合

a ［表示］ポップアップメニューから、［AirMac］を選択します。

b ［TCP/IP］をクリックします。

IP アドレスは、192.168.0.100 などのピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。

プリンタの IP アドレスを確認する方法

• プリンタのネットワーク設定ページを参照すると、プリンタの IP アドレスを確認できます。

IP アドレスの割り当て方法

IP アドレスは、DHCP を使用するネットワークによって自動で割り当てられる場合があります。 コンピュータにプリン
タがセットアップされると、このアドレスを使用して、すべての印刷ジョブがネットワーク経由でプリンタに送信されます。

IP アドレスが自動で割り当てられなかった場合、ワイヤレスプリンタのセットアップ中に、使用できるプリンタの一覧
からプリンタを選択した後で、アドレスとその他のネットワーク情報を手動で入力するよう求められます。

プリンタをワイヤレスネットワーク上にインストールする（一部の機種のみ）
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キーインデックスとは

無線アクセスポイント（無線ルーター）には、WEP キーを 4 種類まで設定できます。 ただし、ネットワーク上で同時に
使用できるキーは 1 種類のみです。 キーには番号が付けられ、キーの番号はキーインデックスと呼ばれます。 無
線アクセスポイント（無線ルーター）で複数の WEP キーが設定されている場合、ワイヤレスネットワーク上のすべて
のデバイスには同じキーインデックスが設定されている必要があります。

プリンタは 初のキーを使用するように設計されています。 キーを選択するオプションがある場合は、ネットワーク
上のすべてのワイヤレスデバイスで、 初の WEP キーを使用するように設定してください。 また、無線アクセスポ
イント（無線ルーター）で 1 番目のキーを使用するように設定してください。 初のキーのインデックスは通常 0 です
が、一部のデバイスでは 1 の場合もあります。

プリンタをワイヤレスネットワーク上にインストールする（一部の機種のみ）
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用紙のセット

用紙のセット
1 以下の点をチェックしてください。

• インクジェットプリンタ用の用紙を使用してください。

• フォトペーパー、光沢紙、またはマット紙をセットする場合は、光沢のある面、または印刷面を手前に向けて
セットします（印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください）。

• 一度印刷した用紙や、曲がった用紙は使用しないでください。

• 普通紙以外の用紙を使用する場合は、用紙に付属する説明書に従ってください。

• プリンタに用紙を無理に押し込まないでください。

2 用紙をセットする前に、用紙ガイドをスライドさせて用紙サポートの端まで広げてください。

3 用紙を縦にして用紙サポートの中央にセットし、用紙ガイドを用紙の左右の端に合わせて調整します。

メモ： 紙づまりを避けるため、用紙ガイドに合わせたときに用紙が曲がっていないことを確認してください。

さまざまな種類の用紙をセットする

普通紙

100 枚までセットできます（厚さによって異なります）。

以下の点をチェックしてください。

• インクジェットプリンタ用の用紙を使用します。

• 用紙は用紙サポートの中央にセットします。

• 用紙ガイドを用紙の端に合わせます。

マット紙、フォトペーパー、光沢紙

25 枚までセットできます。

以下の点をチェックしてください。

• 光沢のある印刷面を手前に向けてセットします （印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書
を参照してください）。

• 用紙は用紙サポートの中央にセットします。

用紙のセット
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• 用紙ガイドを用紙の端に合わせます。

メモ： 写真の場合は乾燥に多少時間がかかります。 インクで汚れないように、排出された写真は 1 枚ずつ取り除い
て乾かします。

封筒

封筒は 10 枚までセットできます。

1

以下の点をチェックしてください。

• 封筒の印刷面を手前に向けてセットします。

• 切手を貼る位置を左上にします。

• インクジェットプリンタ用の封筒を使用します。

• 封筒は用紙サポートの中央にセットします。

• 用紙ガイドを封筒の両端に合わせます。

警告！破損の恐れあり： 金属のクリップ、とじひも、折金具などのある封筒を使用しないでください。

メモ：

• 飾り窓、目打ち、切欠き、エンボス模様などのある封筒をセットしないでください。

• 糊のついた封筒を使用しないでください。

• 封筒の場合は乾燥に多少時間がかかります。 インクで汚れないように、排出された封筒は 1 枚ずつ取り除い
て乾かします。

ラベル用紙

25 枚までセットできます。

以下の点をチェックしてください。

• ラベル用紙の印刷面を手前に向けてセットします。

• ラベル用紙の上部をプリンタ側にしてセットします。

• ラベル用紙の端から 1 mm 以内にラベルの粘着面がないものを使用します。

• ラベル用紙は使い切ってください。 一部使用されたラベル用紙（ラベルのない部分があるもの）を使用すると、印
刷中にラベルがはがれ、紙づまりの原因となります。

• ラベル用紙は用紙サポートの中央にセットします。

• 用紙ガイドをラベル用紙の端に合わせます。

メモ： ラベル用紙の場合は乾燥に多少時間がかかります。 インクで汚れないように、排出されたラベル用紙は 1 枚
ずつ取り除いて乾かします。

OHP フィルム

10 枚までセットできます。

用紙のセット
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以下の点をチェックしてください。

• OHP フィルムのざらざらした方の面を手前に向けてセットします。

• 取り外し可能なテープが OHP フィルムに貼付されている場合は、テープの位置をプリンタ側にしてセットします。

• OHP フィルムは用紙サポートの中央にセットします。

• 用紙ガイドを OHP フィルムの端に合わせます。

メモ：

• 裏紙のある OHP フィルムの使用はお勧めできません。

• OHP フィルムの場合は乾燥に多少時間がかかります。 インクで汚れないように、排出された OHP フィルムは
1 枚ずつ取り除いて乾かします。

アイロンプリント紙

10 枚までセットできます。

以下の点をチェックしてください。

• アイロンプリント紙のパッケージに記載されたセット手順に従います。

• アイロンプリント紙の印刷面を手前に向けてセットします。

• アイロンプリント紙は用紙サポートの中央にセットします。

• 用紙ガイドをアイロンプリント紙の端に合わせます。

メモ： より良い品質で印刷するには、1 ページずつ印刷してください。

グリーティングカード、インデックスカード、フォトカード、ポストカード

カードは 25 枚までセットできます。

1

以下の点をチェックしてください。

• カードの印刷面を手前に向けてセットします。

• カードは用紙サポートの中央にセットします。

• 用紙ガイドをカードの端に合わせます。

メモ： フォトカードの場合は乾燥に多少時間がかかります。 インクで汚れないように、排出されたフォトカードは 1 枚
ずつ取り除いて乾かします。

任意サイズ用紙

100 枚までセットできます（厚さによって異なります）。

以下の点をチェックしてください。

• 用紙の印刷面を手前に向けてセットします。

• 以下の範囲の用紙サイズを使用できます。

用紙のセット
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幅：

– 76.2 ～ 215.9 mm

– 3.0 ～ 8.5 インチ

長さ：

– 127.0 ～ 355.6 mm

– 5.0 ～ 17.0 インチ

• 用紙は用紙サポートの中央にセットします。

• 用紙ガイドを用紙の端に合わせます。

バナー紙

20 枚までセットできます。

W

F
I

I
PRINTING

以下の点をチェックしてください。

• バナー紙をセットする前に、用紙サポートから他の用紙をすべて取り除きます。

• バナーの印刷に必要な枚数のみの用紙を切り離します。

• バナー紙を重ねてプリンタの後ろの平らな場所に置きます。

• バナー紙の先端をプリンタに差し込みます。

• 用紙は用紙サポートの中央にセットします。

• 用紙ガイドを用紙の端に合わせます。

用紙のセット
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原稿を原稿台にセットする
写真、テキストドキュメント、雑誌記事、新聞、その他の印刷物をスキャンして印刷することができます。ドキュメントを
スキャンして FAX で送信できます。

メモ： 原稿台の 大スキャン範囲は、216 x 297 mm（8.5 x 11.7 インチ）です。

1 原稿カバーを開きます。

W

F
I

I
PRINTING

2 原稿を下向きにして原稿台に置き、右下角に合わせます。

W

F
I

I
PRINTING

メモ： 写真は図のようにセットします。

用紙のセット
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3 原稿カバーを閉じて、スキャンする画像の縁が黒くならないようにします。

W

F
I

I
PRINTING

自動用紙センサーを使用する
プリンタには、自動用紙センサーが付属しています。用紙センサーがプリンタにセットされた用紙の種類を自動的に
検出し、設定を調整します。たとえば写真を印刷する場合は、プリンタにフォトペーパーをセットします。プリンタは用
紙の種類を検出し、写真印刷に 適な印刷結果が得られるように設定を調整します。

用紙のセット
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印刷
その他の印刷処理の手順については、プリンタソフトウェア関連のヘルプを参照してください。

基本的なドキュメントの印刷

文書を印刷する

1 用紙をセットします。

2 以下のいずれかを実行して印刷します。

Windows の場合

a Windows アプリケーションで文書を開いた状態で、［ファイル］ ［印刷］の順にクリックします。

b ［プロパティ］、［設定］、［オプション］、または［セットアップ］をクリックします。

c 印刷品質、印刷部数、使用する印刷用紙、印刷方法を選択します。

d ［OK］をクリックして、プリンタソフトウェアのダイアログボックスをすべて閉じます。

e ［OK］または［印刷］をクリックします。

Macintosh の場合

a Macintosh アプリケーションで文書を開いた状態で、［ファイル］ ［プリント］の順にクリックします。

b ［プリンタ］ポップアップメニューからプリンタを選択します。

c 印刷オプションのポップアップメニューから、印刷品質、印刷部数、使用する印刷用紙、印刷方法を選択します。

d ［プリント］をクリックします。

ホームページを印刷する

Lexmark ツールバーを Web ブラウザにインストールするよう選択した場合、これを使用して任意のホームページか
ら印刷用のページを作成できます。

メモ：

• Windows の場合、このソフトウェアは Microsoft Internet Explorer 5.5 以降または Firefox に対応しています。

• Macintosh の場合、このソフトウェアは Firefox に対応しています。

印刷
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1 用紙をセットします。

2 対応するブラウザでホームページを開きます。

3 印刷オプションを選択して、ページを印刷します。

印刷する前に、設定を変更したり、プレビューを表示することもできます。

文書を 2 部以上印刷する

Windows の場合

1 文書を開いた状態で、［ファイル］ ［プリント］の順にクリックします。

2 ［プロパティ］、［設定］、［オプション］、または［セットアップ］をクリックします。

3 ［印刷設定］タブの［コピー］セクションで、印刷する部数を入力します。

4 ［OK］をクリックして、プリンタソフトウェアのダイアログボックスをすべて閉じます。

5 ［OK］または［印刷］をクリックします。

Macintosh の場合

1 文書を開いた状態で、［ファイル］ ［プリント］の順にクリックします。

2 ［プリンタ］ポップアップメニューからプリンタを選択します。

3 ［部数］フィールドで、印刷する部数を入力します。

4 ［印刷］をクリックします。

部単位で印刷する

文書を 2 部以上印刷する場合、部単位で印刷するか、ページごとに印刷するかを選択できます。

部単位 ページごと

Windows の場合

1 文書を開いた状態で、［ファイル］ ［プリント］の順にクリックします。

2 ［プロパティ］、［設定］、［オプション］、または［セットアップ］をクリックします。

3 ［印刷設定］タブの［枚数］セクションで、印刷する枚数を入力して、［部単位で印刷］を選択します。

4 ［OK］をクリックして、プリンタソフトウェアのダイアログボックスをすべて閉じます。

5 ［OK］または［印刷］をクリックします。

メモ： 部単位印刷オプションは、2 部以上印刷する場合にのみ使用できます。
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Macintosh の場合

1 文書を開いた状態で、［ファイル］ ［プリント］の順にクリックします。

2 ［枚数］フィールドで、印刷する枚数を入力して、［丁合い］を選択します。

3 ［印刷］をクリックします。

メモ： 写真を印刷するとき、汚れないように、プリンタから排出された写真は 1 枚ずつ取り除き、乾いてから重ねます。

逆順で印刷する

Windows の場合

1 文書を開いた状態で、［ファイル］ ［印刷］の順にクリックします。

2 ［プロパティ］、［設定］、［オプション］、または［セットアップ］をクリックします。

3 ［印刷設定］タブの［コピー］セクションで、［逆順で印刷］を選択します。

4 ［OK］をクリックして、プリンタソフトウェアのダイアログボックスをすべて閉じます。

5 ［OK］または［印刷］をクリックします。

Macintosh の場合

1 文書を開いた状態で、［ファイル］ ［プリント］の順にクリックします。

2 ［プリンタ］ポップアップメニューからプリンタを選択します。

3 以下のいずれかを実行します。

Mac OS X 10.5 および 10.4 の場合

a 印刷オプションのポップアップメニューから［用紙処理］を選択します。

b ［ページの順序］メニューから［逆送り］を選択します。

Mac OS X 10.3 の場合

a 印刷オプションのポップアップメニューから［用紙処理］を選択します。

b ［逆順で印刷］を選択します。

4 ［印刷］をクリックします。

複数ページを 1 枚の用紙に印刷する（割り付け）

Windows の場合

1 文書を開いた状態で、［ファイル］ ［プリント］の順にクリックします。

2 ［プロパティ］、［設定］、［オプション］、または［セットアップ］をクリックします。

3 ［アドバンス］タブで、［レイアウト］ドロップダウンメニューから［割り付け］を選択します。

4 各ページに印刷するページ数を選択します。

各ページの印刷領域の周りに枠を付ける場合は、［ページ枠の印刷］を選択します。
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5 ［OK］をクリックして、プリンタソフトウェアのダイアログボックスをすべて閉じます。

6 ［OK］または［印刷］をクリックします。

Macintosh の場合

1 文書を開いた状態で、［ファイル］ ［プリント］の順にクリックします。

2 印刷オプションのポップアップメニューから［レイアウト］を選択します

• ［ページ数/枚］ポップアップメニューから、1 枚の用紙に印刷するページ数を選択します。

• ［レイアウト方向］から、1 枚の用紙に印刷するページの順序を示すアイコンを選択します。

• 割り付けた各ページに境界線を印刷する場合は、［境界線］ポップアップメニューから線の種類を選択します。

3 ［印刷］をクリックします。

メモリカードまたはフラッシュメモリの文書を印刷する

ファイル印刷機能を有効にするには、以下が必要です。

• プリンタが USB ケーブルまたはネットワーク経由でコンピュータに接続されている。

• プリンタとコンピュータの電源がオンになっている。

• メモリカードまたはフラッシュメモリにプリンタでサポートされている文書ファイルが保存されている。

• コンピュータに、メモリデバイスにあるファイルの形式をサポートするアプリケーションがインストールされている。

1 メモリカードまたはフラッシュメモリをセットします。

以下の種類のファイルが認識されます。

• .doc（Microsoft Word）

• .xls（Microsoft Excel）

• .ppt（Microsoft PowerPoint）

• .pdf（Adobe Portable Document Format）

• .rtf（リッチテキスト形式）

• .docx（Microsoft Word Open Document Format）

• .xlsx（Microsoft Excel Open Document Format）

• .pptx（Microsoft PowerPoint Open Document Format）

• .wps（Microsoft Works）

• .wpd（WordPerfect）

メモリデバイスがセットされたことをプリンタが認識すると、「メモリカードを検出しました」または「記憶装置を検出
しました」というメッセージがプリンタの操作パネルのディスプレイに表示されます。

2 メモリデバイスに保存されているファイルが文書のみの場合、プリンタが自動的にファイル印刷モードに切り替わ
ります。

メモリデバイスに文書ファイルおよび画像ファイルが保存されている場合は、 を押して文書を選択します。

3 以下のいずれかを実行します。
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USB 接続

a 矢印ボタンを押して、印刷する文書のファイル名または文書を保存するメモリデバイスのフォルダを選択しま
す。

b を押してから を押し、文書の印刷を開始します。

ワイヤレス接続（選択された機種のみ）

a プリンタがネットワークコンピュータに接続するか、または使用可能なコンピュータのネットワークの検索を終
えるのを待ちます。

［コンピュータの選択］が表示されたら、矢印ボタンを押してネットワークコンピュータを選択し、 を押します。

メモ：

• コンピュータで PIN が必要な場合は、PIN の入力を求めるメッセージが表示されます。 コンピュータへの
コンピュータ名と PIN の割り当てについては、お使いのオペレーティングシステムに関連するプリンタソ
フトウェアのヘルプを参照してください。

• 矢印ボタンを使用して各桁の値（デフォルトの値は 0000）を増減し、桁ごとに を押して選択します。

b 矢印ボタンを押して、印刷する文書のファイル名または文書を保存するメモリデバイスのフォルダを選択しま
す。

c を押してから を押し、文書の印刷を開始します。

特殊なドキュメントの印刷
プリンタソフトウェアと共にインストールされるプログラムを使用して、特殊なドキュメントを印刷することもできます。
詳細については、プログラムに関連するヘルプを参照してください。

対応している普通紙以外の用紙の種類を選択する
• マット紙 - つや消し仕上げのフォトペーパーで、高画質の画像を印刷する場合に使用します。

• フォトペーパー/光沢紙 - 特殊コーティングを施した写真専用紙です。 画像がくっきりとシャープに印刷されるた
め、写真の印刷専用に使用します。

• Lexmark ハイグレードフォト光沢紙 - Lexmark プリンタ専用に設計された、高品質の汎用インクジェットフォトペ
ーパーですが、すべてのインクジェットプリンタで使用できます。 高画質な仕上がりを低価格で実現します。

• Lexmark プレミアムフォト光沢紙 - Lexmark evercolorTM インクの定着が良いように設計された高光沢のフォト
ペーパーで、鮮やかな画質で印刷できます。 写真を印刷して、フレームやアルバムに飾ったり、友達や家族に送
るために 適な用紙です。

• Lexmark PerfectFinishTM フォトペーパー - Lexmark インクジェットプリンタ専用に設計されたフォトペーパー
ですが、すべてのインクジェットプリンタで使用できます。 プロフェッショナル画質の光沢のある写真印刷専用に
使用します。 純正の Lexmark evercolor 2 インクをお使いいただくと、色あせに強く、防水性の高い、 高の仕
上がりで印刷できます。

• OHP フィルム - 主に OHP プロジェクター用に使用される、透明なプラスティック製の用紙です。

• カード用紙 - グリーティングカードなど、丈夫な印刷物を印刷するための非常に厚手の用紙です。

• アイロンプリント紙 - 画像を裏返しに印刷し、アイロンで布にプリントするための用紙です。
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封筒に印刷する

1 プリンタに封筒をセットします。

1

2 以下のいずれかを実行します。

Windows の場合

a 文書を開いた状態で、［ファイル］ ［プリント］の順にクリックします。

b ［プロパティ］、［設定］、［オプション］、または［セットアップ］をクリックします。

c ［印刷設定］タブの［用紙の種類］一覧から［普通紙］を選択します。

d ［用紙サイズ］一覧から、封筒のサイズを選択します。

メモ： 任意サイズの封筒に印刷するには、［任意サイズ］を選択して封筒の高さと幅を指定します。

e 印刷方向を［縦］または［横］から選択します。

f ［OK］をクリックして、プリンタソフトウェアのダイアログボックスをすべて閉じます。

g ［OK］または［印刷］をクリックします。

Macintosh の場合

a 必要に応じて、［ページ設定］ダイアログの設定を変更します。

1 文書を開いた状態で、［ファイル］ ［ページ設定］の順にクリックします。

2 ［対象プリンタ］ポップアップメニューから、封筒のサイズを選択します。 封筒のサイズがリストにない場合
は、カスタムサイズを設定します。

3 印刷方向を選択します。

4 ［OK］をクリックします。

b 必要に応じて、［プリント］ダイアログの設定を変更します。

1 文書を開いた状態で、［ファイル］ ［プリント］の順にクリックします。

2 ［プリンタ］ポップアップメニューで、使用するプリンタを選択します。

3 ［印刷］をクリックします。

メモ：

• 通常は、横向きを使用します。

• アプリケーションでも印刷方向の設定が同じであることを確認してください。

ラベルシートにプリントする

1 ラベル用紙をプリンタにセットします。

2 以下のいずれかを実行します。
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Windows の場合

a 文書を開いた状態で、［ファイル］ ［プリント］の順にクリックします。

b ［プロパティ］、［設定］、［オプション］、または［セットアップ］をクリックします。

c ［印刷設定］タブの［用紙サイズ］ドロップダウンメニューから、ラベル用紙のサイズを選択します。 ラベル用紙
のサイズがリストにない場合は、カスタムサイズを設定します。

必要に応じて、［用紙の種類］ドロップダウンメニューから適切な用紙の種類を選択します。

d ［OK］をクリックして、プリンタソフトウェアのダイアログボックスをすべて閉じます。

e ［OK］または［印刷］をクリックします。

Macintosh の場合

a 必要に応じて、［ページ設定］ダイアログの設定を変更します。

1 文書を開いた状態で［ファイル］ ［ページ設定］の順に選択します。

2 ［対象プリンタ］ポップアップメニューで、使用するプリンタを選択します。

3 ［用紙サイズ］ポップアップメニューから、ラベル用紙のサイズを選択します。 ラベル用紙のサイズがリス
トにない場合は、カスタムサイズを作成します。

b 必要に応じて、［プリント］ダイアログの設定を変更します。

1 文書を開いた状態で、［ファイル］ ［印刷］の順にクリックします。

2 ［プリンタ］ポップアップメニューで、使用するプリンタを選択します。

3 印刷オプションのポップアップメニューから［印刷品質/用紙の種類］を選択します。

4 ［用紙の種類］ポップアップメニューから、用紙の種類を選択します。

5 ［印刷品質］メニューで、［高速］以外の印刷品質を選択します。

ラベル用紙をセットする際のヒント

• ラベル用紙は上から順にプリンタに給紙されます。

• ラベル用紙の端から 1 mm 以内にラベルの粘着面がないものを使用してください。

• 用紙ガイドがラベル用紙の端に合っていることを確認してください。

• ラベルシートは使い切ってください。 一部使用されたラベル用紙（ラベルのない部分があるもの）を使用すると、
印刷中にラベルがはがれ、紙づまりの原因となります。

メモ： ラベル用紙の場合は乾燥に多少時間がかかります。 インクで汚れないように、排出されたラベル用紙は 1 枚
ずつ取り除いて乾かします。

任意サイズの用紙に印刷する

この手順を開始する前に、任意サイズの用紙をプリンタにセットしてください。詳細については、「用紙のセット」の章
を参照してください。

Windows の場合

1 文書を開いた状態で、［ファイル］ ［印刷］の順にクリックします。

2 ［プロパティ］、［設定］、［オプション］、または［セットアップ］をクリックします。

［印刷設定］タブが表示されます。

3 ［用紙オプション］セクションで、［用紙の種類］のリストから［任意サイズ］を選択します。

［任意サイズの設定］ダイアログボックスが表示されます。
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4 サイズの数値を設定する単位を選択します（インチまたは mm）。

5 ［OK］をクリックして、開いているプリンタソフトウェアのダイアログボックスをすべて閉じます。

6 文書を印刷します。

Macintosh の場合

1 文書を開いた状態で、［ファイル］ ［ページ設定］の順にクリックします。

2 ［用紙サイズ］ポップアップメニューから、［カスタムサイズを管理］を選択します。

3 カスタムサイズを作成します。

a ［+］ボタンをクリックします。

b ［用紙サイズ］メニューで、用紙の幅と高さを入力します。

c ［プリンタの余白］ポップアップメニューで、使用するプリンタを選択します。余白はプリンタが設定します。

余白を設定する場合は、［ユーザー定義］を選択して、［プリンタの余白］セクションに余白を入力します。

d ダイアログの左のカスタムサイズの一覧で［名称未設定］をダブルクリックして、設定した任意サイズの用紙
の名前を入力します。

e ［OK］をクリックします。

4 ［用紙サイズ］ポップアップメニューをもう一度開き、手順 3d で追加した任意サイズの用紙の名前を選択します。

5 ［印刷］をクリックします。

印刷設定の保存と削除

Windows の場合

1 文書を開いた状態で、［ファイル］ ［プリント］の順にクリックします。

2 ［プロパティ］、［設定］、［オプション］、または［セットアップ］をクリックします。

3 設定を調整します。

4 ［プロファイル］をクリックして、［現在の設定を保存］をクリックします。

5 空いている設定を選択して、名前を割り当てます。

メモ： 1 番目の場所には出荷時の設定が保存されています。この設定を変更したり削除したりすることはできま
せん。

6 ［保存］をクリックします。

7 開いているソフトウェアのダイアログボックスをすべて閉じます。

メモ：

• 印刷設定を読み込むには、［プロファイル］ ［プロファイルの復元］の順にクリックして、使用するプロファイルの
名前を選択します。

• 設定を削除するには、［プロファイル］ ［設定の削除］の順にクリックします。 削除する設定を選択して、［削除］
をクリックします。
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Macintosh の場合

［プリセット］ポップアップメニューを使用すると、使用頻度の高い印刷設定を保存できます。 印刷設定をプリセットに
保存すると、ジョブを実行するたびに印刷設定を調整する必要がありません。

1 文書を開いた状態で、［ファイル］ ［プリント］の順にクリックします。

2 印刷オプションのポップアップメニューから変更する設定を選択して、設定を変更します。

3 ［プリセット］ポップアップメニューから［別名で保存］を選択します。

［プリセットを保存］ダイアログが表示されます。

4 プリセットの名前を入力します。

5 ［OK］をクリックします。

印刷ジョブの管理

印刷ジョブを一時停止する

Windows のプリンタフォルダを使用する

1 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

a  をクリックします。

b ［コントロール パネル］をクリックします。

c ［ハードウェアとサウンド］で、［プリンタ］をクリックします。

Windows XP の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［プリンタと FAX］をクリックします。

Windows 2000 の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［設定］［プリンタ］の順にクリックします。 

2 プリンタを右クリックして、［一時停止］を選択します。

Windows のタスクバーを使用する

1 タスクバーのプリンタアイコンをダブルクリックします。

2 ドキュメント名を右クリックして、［一時停止］を選択します。
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Macintosh の場合

1 文書の印刷中に、ドックのプリンタアイコンをクリックします。

印刷キューダイアログが表示されます。

2 以下のいずれかを実行します。

• 特定の印刷ジョブを一時停止するには、文書名を選択して［保留］をクリックします。

• キュー内のすべての印刷ジョブを一時停止するには、［一時停止］または［ジョブを停止］をクリックします（使
用しているオペレーティングシステムのバージョンによって異なります）。

印刷ジョブを再開する

Windows のプリンタフォルダを使用する

1 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

a  をクリックします。

b ［コントロール パネル］をクリックします。

c ［ハードウェアとサウンド］で、［プリンタ］をクリックします。

Windows XP の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［プリンタと FAX］をクリックします。

Windows 2000 の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［設定］［プリンタ］の順にクリックします。 

2 プリンタ名を右クリックして、［開く］を選択します。

3 以下のいずれかを実行します。

• 特定の印刷ジョブを再開するには、文書名を右クリックして［再開］をクリックします。

• キュー内のすべての印刷ジョブを再開するには、［プリンタ］をクリックして［一時停止］の選択を解除します。

Windows のタスクバーを使用する

1 タスクバーのプリンタアイコンをダブルクリックします。

2 ドキュメント名を右クリックして、［再開］を選択します。

Mac OS X バージョン 10.5 を使用する

1 メニューバーから ［システム環境設定］［プリントとファクス］の順にクリックします。  

2 ［プリント キューを開く］タブをクリックします。

印刷キューダイアログが表示されます。

• 特定の印刷ジョブを再開するには、文書名を選択して［再開］をクリックします。

• キュー内のすべての印刷ジョブを再開するには、［再開］をクリックします。
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Mac OS X バージョン 10.4 以前を使用する

1 メニューバーから［移動］［ユーティリティ］［プリントセンター］または［プリンタ設定ユーティリティ］の順にクリッ
クします。  

［プリンタリスト］ダイアログが表示されます。

2 プリンタをダブルクリックします。

印刷キューダイアログが表示されます。

3 以下のいずれかを実行します。

• キュー内のすべての印刷ジョブを再開するには、［ジョブを開始］をクリックします。

• 特定の印刷ジョブを再開するには、文書名を選択して［再開］をクリックします。

印刷ジョブをキャンセルする

プリンタの操作パネル

 ボタンを押します。

プリンタの［印刷の進行状況］ウィンドウを使用する

［印刷の進行状況］ウィンドウは、印刷ジョブを送信するたびに画面の右下に自動的に表示されます。 ［印刷中止］
をクリックして、印刷ジョブをキャンセルします。

Windows のプリンタフォルダを使用する

1 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

a  をクリックします。

b ［コントロール パネル］をクリックします。

c ［ハードウェアとサウンド］で、［プリンタ］をクリックします。

Windows XP の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［プリンタと FAX］をクリックします。

Windows 2000 の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［設定］［プリンタ］の順にクリックします。 

2 プリンタ名を右クリックして、［開く］を選択します。

3 以下のいずれかを実行します。

• 特定の印刷ジョブをキャンセルするには、文書名を右クリックして［キャンセル］を選択します。

• キュー内のすべての印刷ジョブをキャンセルするには、［プリンタ］［すべてのドキュメントの取り消し］をクリ
ックします。 
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Windows のタスクバーを使用する

1 タスクバーのプリンタアイコンをダブルクリックします。

2 以下のいずれかを実行します。

• 特定の印刷ジョブをキャンセルするには、文書名を右クリックして［キャンセル］を選択します。

• キュー内のすべての印刷ジョブをキャンセルするには、［プリンタ］［すべてのドキュメントの取り消し］をクリ
ックします。 

Macintosh の場合

1 文書の印刷中に、ドックのプリンタアイコンをクリックします。

2 印刷キューダイアログからキャンセルするジョブを選択して［削除］をクリックします。
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写真の印刷、コピー、スキャン
プリンタソフトウェアと共にインストールされるプログラムを使用して、写真をカスタマイズして印刷することもできま
す。詳細については、プログラムに関連するヘルプを参照してください。

メモリカードをセットする
1 メモリカードをセットします。

• 製品名の書かれている側を上にしてカードをセットします。

• カードに矢印のマークがついている場合は、矢印をプリンタ側に向けていることを確認します。

• 必要に応じて、メモリカードに付属しているアダプタにカードを接続してから、スロットにセットします。

1 2

スロット メモリカード

1 • SD メモリカード

• SDHC メモリーカード（アダプタ付）

• microSD カード（アダプタ付）

• miniSD カード（アダプタ付）

• マルチメディアカード（MMC）

• RS-MMC（リデューストサイズ マルチメディアカード）（アダプタ付）

• MMC モバイル（アダプタ付）

• メモリースティック

• メモリースティック PRO

• メモリースティック Duo （アダプタ付）

• メモリースティック PRO デュオ（アダプタ付）

• xD-ピクチャーカード

• xD-ピクチャーカード（タイプ H）

• xD-ピクチャーカード（タイプ M）

2 • コンパクトフラッシュ Type I / II

• マイクロドライブ
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2 プリンタの上のメモリカードスロット付近のランプが点灯するまでお待ちください。 メモリカードの読み込みやデー
タ送信の際には、ランプが点滅します。

警告！破損の恐れあり： メモリカードから印刷またはデータの読み書きを行っている間は、ケーブル、ネットワー
クアダプタ、その他のコネクタ、メモリカード、プリンタの図で示した範囲などに手を触れないでください。 データ
が失われる可能性があります。 また、メモリカードから印刷またはデータの読み書きを行っている間は、カード
を取り外さないでください。

メモリカードがセットされたことをプリンタが認識すると、「メモリカードを検出しました」というメッセージがプリンタ
の操作パネルのディスプレイに表示されます。

プリンタがメモリカードを認識しない場合は、カードをスロットからいったん抜き、もう一度セットします。

メモ：

• プリンタで読み取れるのは一度に 1 枚のメモリカードだけです。 メモリカードを 2 枚セットすると、どちらかのメモ
リカードを取り外すように指示するメッセージがディスプレイに表示されます。

• メモリカードがカードスロットにセットされているときに、フラッシュメモリまたは大容量ストレージモードに設定され
たデジタルカメラが PictBridge ポートにセットされると、使用するメモリデバイスの指定を求めるメッセージがデ
ィスプレイに表示されます。

フラッシュメモリをセットする
1 フラッシュメモリをプリンタの前面にある PictBridge ポートにセットします。

メモ： フラッシュメモリが直接接続できないときは、アダプタが必要になる場合もあります。

2 フラッシュメモリがセットされたことをプリンタが認識するまでお待ちください。 フラッシュメモリが認識されると、
「記憶装置を検出しました」というメッセージが表示されます。

プリンタがフラッシュメモリを認識しない場合は、メモリをいったん抜き、もう一度セットします。

警告！破損の恐れあり： フラッシュメモリから印刷またはデータの読み書きを行っている間は、ケーブル、ネット
ワークアダプタ、その他のコネクタ、フラッシュメモリ、プリンタの図で示した範囲などに手を触れないでください。
データが失われる可能性があります。 また、フラッシュメモリから印刷またはデータの読み書きを行っている間
は、フラッシュメモリを取り外さないでください。
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メモ： プリンタで読み取れるのは一度に 1 台のデバイスだけです。 複数のデバイスをセットすると、プリンタが認識
するデバイスの指定を求めるメッセージがディスプレイに表示されます。

写真の取り込みおよび管理

メモリデバイスの写真をコンピュータに転送する

プリンタの操作パネル

メモ：

• メモリデバイスの接続をサポートしない外部ネットワークアダプタを経由してメモリデバイスからコンピュータに写
真をコピーすることはできません。

• プリンタでコンピュータ（およびそのコンピュータに要求される PIN）の選択が必要となる場合があります。

1 メモリカード、フラッシュメモリ、または大容量ストレージモードに設定されたデジタルカメラをセットします。

2 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

3 ［写真の保存］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

4 以下のいずれかを実行します。

USB 接続

a  ボタンを押します。

b  ボタンを押します。

c コンピュータの画面で、コンピュータに写真を保存するオプションを選択します。

d 画面に表示される手順に従います。

ワイヤレス接続（選択された機種のみ）

a ［ネットワーク］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

b メッセージが表示されたら、矢印ボタンを押して写真を保存するネットワークコンピュータを選択し、 を押し
ます。

メモ：

• コンピュータで PIN が必要な場合は、PIN の入力を求めるメッセージが表示されます。 ネットワークコン
ピュータへのコンピュータ名と PIN の割り当てについては、お使いのオペレーティングシステムに関連す
るプリンタソフトウェアのヘルプを参照してください。

• 矢印ボタンを使用して各桁の値（デフォルトの値は 0000）を増減し、桁ごとに を押して選択します。
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c コンピュータの画面で、コンピュータに写真を保存するオプションを選択します。

d 画面に表示される手順に従います。

Windows で Lexmark Productivity Studio を使用する

• Lexmark Productivity Studio がインストールされ、プリンタが USB ケーブルでコンピュータに接続されている場
合、メモリデバイスのセット時にプログラムが起動します。 コンピュータの画面に表示される手順に従って、写真
を転送します。

• プリンタがネットワーク経由でコンピュータに接続されている場合は、以下の手順に従います。

1 以下のいずれかを実行します。

– Windows Vista の場合は、  をクリックします。

– Windows XP 以前の場合は、［スタート］ボタンをクリックします。

2 ［すべてのプログラム］または［プログラム］をクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。

3 ［Lexmark Productivity Studio］をクリックします。

4 メイン画面の［写真の印刷］セクションで、［ライブラリへダウンロード］をクリックします。

5 メモリデバイスの場所を参照し、［転送］をクリックします。

6 ネットワークプリンタを選択します。

7 メモリデバイスをネットワークプリンタにセットします。

8 画面に表示される手順に従います。

Macintosh で Lexmark Network Card Reader を使用する

プリンタがネットワーク経由でコンピュータに接続されている場合、Lexmark Network Card Reader を使用してメモ
リカードまたはフラッシュメモリからコンピュータに写真を転送できます。 プリンタでコンピュータ（およびそのコンピュ
ータに要求される PIN）の選択が必要となる場合があります。

1 メモリカード、フラッシュメモリ、または大容量ストレージモードに設定されたデジタルカメラをセットします。

2 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリックします。

3 ［Lexmark Network Card Reader］アイコンをダブルクリックします。

4 コピー元リストから使用するプリンタのを選択し、 をクリックします。

ダイアログにメモリデバイスに保存されている写真のサムネイルが表示されます。

5 サムネイルやプレビューを拡大するには、 をクリックしてスライドバーをドラッグします。

6 保存する写真を選択して、［保存］をクリックします。

7 保存する写真や文書があるフォルダへ移動し、［保存］をクリックします。

メモ： 詳細については、アプリケーションに関連するヘルプを参照してください。

Macintosh で標準のイメージキャプチャアプリケーションを使用する

プリンタが USB ケーブルでコンピュータに接続され、メモリデバイスがコンピュータにセットされた際に起動するアプ
リケーションが設定されている場合、そのアプリケーションが自動で起動します。 そのアプリケーションを使用してコ
ンピュータへ写真を転送します。
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メモリカードからフラッシュメモリへ写真を転送する

1 メモリカードをプリンタにセットします。

2 メモリカードが検出されたら、［写真の保存］が表示されるまで矢印ボタンを押します。

3 プリンタにフラッシュメモリをセットし、［USB メモリ］が表示されるまで矢印ボタンを押します。

4 矢印ボタンを使用して保存オプションを選択します。 すべての写真、 も新しい写真、または日付の範囲の写真

を転送できます。 選択したら を押します。

5 プリンタの操作パネルに表示される手順に従います。

メモ：

• フラッシュメモリのメモリが不足している場合は、ディスプレイにメッセージが表示されます。

• 画面にコピー完了のメッセージが表示されるまで、フラッシュメモリは取り外さないで下さい。

写真の印刷
写真の印刷オプションおよびカスタマイズオプションの詳細については、プリンタソフトウェアと共にインストールされ
るプログラムに関連するヘルプを参照してください。

プリンタの操作パネルを使用して写真を印刷する

1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーをセットします （印刷面がどちらかわからない場合は、用紙
に付属する説明書を参照してください）。

2 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

3 メモリカード、フラッシュメモリ、または大容量ストレージモードに設定されたデジタルカメラをセットします。

4 ［かんたんフォトプリント］または［写真の印刷］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

メモ：

• 写真をすばやく印刷したい場合は、［かんたんフォトプリント］を選択します。

• 印刷する前に写真をカスタマイズしたい場合は、［写真の印刷］を選択します。

5 矢印ボタンを押して写真を印刷するオプションを選択し、 を押します。

メモ： も新しい写真、すべての写真、日付の範囲の写真、またはセレクトシートの番号で選択した写真を選ん
で印刷できます。 印刷の前に写真の番号を確認する場合は、セレクトシートを印刷します。

6 以下のいずれかを実行します。

• ［かんたんフォトプリント］メニューの場合は、矢印ボタンを使用して、用紙サイズと写真サイズを選択します。

選択の都度 を押します。

• ［写真の印刷］メニューの場合は、矢印ボタンを使用して、写真サイズ、用紙サイズ、用紙の種類、レイアウ

ト、および写真の画質を選択し、写真の明るさとカラー効果を調整します。 選択の都度 を押します。

7  ボタンを押します。

メモ： 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでくださ
い。 高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存
する前に、少なくとも 24 時間乾かしてください。
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プリンタソフトウェアを使用してコンピュータから写真を印刷する

1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーをセットします （印刷面がどちらかわからない場合は、用紙
に付属する説明書を参照してください）。

2 写真を印刷するには、以下の手順に従います。

Windows の場合

a 以下のいずれかを実行します。

• Windows Vista の場合は、  をクリックします。

• Windows XP 以前の場合は、［スタート］ボタンをクリックします。

b ［すべてのプログラム］または［プログラム］をクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。

c ［Lexmark Productivity Studio］を選択します。

メモ： プリンタソフトウェアのインストール中にこのプログラムのインストールを選択したかどうかによって、こ
のプログラムがプリンタプログラムのフォルダ内に表示されない場合があります。

d 印刷する写真を開きます。

e コンピュータの画面に表示される手順に従って写真を編集し、写真を印刷します。 プログラムに関連するヘ
ルプを表示することもできます。

Macintosh の場合

a 必要に応じて、［ページ設定］ダイアログの設定を変更します。

1 写真を開いた状態で［ファイル］ ［ページ設定］の順に選択します。

2 ［対象プリンタ］ポップアップメニューからプリンタを選択します。

3 ［用紙サイズ］ポップアップメニューから、セットした用紙サイズを選択します。

4 ［OK］をクリックします。

b 必要に応じて、［プリント］ダイアログの設定を変更します。

1 写真を開いた状態で、［ファイル］ ［プリント］の順に選択します。

2 ［プリンタ］ポップアップメニューからプリンタを選択します。

3 印刷オプションのポップアップメニューから［印刷品質/用紙の種類］を選択します。

• ［用紙の種類］ポップアップメニューから、用紙の種類を選択します。

• ［印刷品質］メニューで、［自動］または［写真］を選択します。

4 ［印刷］をクリックします。

メモ： 用紙センサーが付属している場合でも、現在の印刷ジョブでセンサーをオフにして、手動で用紙の種類を
選択することもできます。

プリンタソフトウェアを使用してメモリデバイスから写真を印刷する

1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーをセットします （印刷面がどちらかわからない場合は、用紙
に付属する説明書を参照してください）。

2 メモリカード、フラッシュメモリ、または大容量ストレージモードに設定されたデジタルカメラをセットします。

3 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

4 ［写真の保存］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

5 コンピュータへ写真を転送します。
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USB 接続

a  ボタンを押します。

b Windows を使用している場合、以下の手順に従います。

Lexmark Productivity Studio がインストールされている場合、メモリデバイスのセット時にプログラムが起動
します。 コンピュータの画面に表示される手順に従って、コンピュータへ写真を転送し、コンピュータにインス
トールされているプログラムを使用して写真を印刷します。

Macintosh を使用している場合、以下の手順に従います。

コンピュータに iPhoto がインストールされている場合、メモリデバイスのセット時にプログラムが起動します。
コンピュータの画面に表示される手順に従って、コンピュータへ写真を転送し、コンピュータにインストールさ
れているアプリケーションを使用して写真を印刷します。

ワイヤレス接続（選択された機種のみ）

a ［ネットワーク］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

b メッセージが表示されたら、矢印ボタンを押して写真を保存するネットワークコンピュータを選択し、 を押し
ます。

c Windows を使用している場合、以下の手順に従います。

1 以下のいずれかを実行します。

• Windows Vista の場合は、  をクリックします。

• Windows XP 以前の場合は、［スタート］ボタンをクリックします。

2 ［すべてのプログラム］または［プログラム］をクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択
します。

3 ［Lexmark Productivity Studio］をクリックします。

4 メイン画面の［写真の印刷］セクションで、［ライブラリへダウンロード］をクリックします。

5 メモリデバイスの場所を参照し、［転送］をクリックします。

6 ネットワークプリンタを選択します。

7 コンピュータの画面に表示される手順に従って写真を転送し、写真を印刷します。

Macintosh を使用している場合、以下の手順に従います。

プリンタがネットワーク経由でコンピュータに接続されている場合は、Lexmark Network Card Reader がコ
ンピュータで起動します。

アプリケーションを使用するコンピュータへ写真を転送し、コンピュータにインストールされているアプリケーシ
ョンを使用して写真を印刷します。

Lexmark Network Card Reader による写真の転送の詳細については、アプリケーションに関連するヘルプ
を参照してください。

プリンタの操作パネルを使用して写真にカラー効果を適用する

プリンタの操作パネルを使用して、写真にカラー効果を適用できます。

1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーをセットします （印刷面がどちらかわからない場合は、用紙
に付属する説明書を参照してください）。

2 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

3 メモリカードまたはフラッシュメモリをセットします。

4 ［写真の印刷］が表示されるまで矢印ボタンを押します。
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5 矢印ボタンを押して写真の印刷方法に関するオプションを選択し、 を押します。

メモ： も新しい写真、すべての写真、日付の範囲の写真、または選択した番号の写真を印刷できます。

ディスプレイに［濃度］と表示されます。

6 矢印ボタンを押して写真の明るさを調整し、 を押します。

ディスプレイに［カラー効果］と表示されます。

7 矢印ボタンを押して、カラー効果オプションを選択します。 写真の自動修整や、セピア色、アンティークグレイ、ま

たはアンティークブラウンでの印刷を選択できます。 選択したら を押します。

メモ： 現在のメモリカードまたはフラッシュドライブを取り外すまで、印刷するすべての写真にカラー効果が適用
されます。

8 矢印ボタンを使用して、写真サイズ、用紙サイズ、用紙の種類、レイアウト、および写真の画質を選択します。 選
択の都度 を押します。

9 ボタンを押して、写真を印刷します。

メモ： また、Lexmark Productivity Studio を使用してカラー効果を適用することもできます（ソフトウェアのインストー
ル中にこのプログラムがインストールされている場合）。 写真へのカラー効果の適用の詳細については、プログラム
に関連するヘルプを参照してください。

PictBridge 対応デジタルカメラから写真を印刷する

PictBridge とは、コンピュータを使用せずにデジタルカメラから直接印刷するための技術で、多くのデジタルカメラで
利用できます。 プリンタに PictBridge 対応のデジタルカメラを接続すると、カメラを使用して写真の印刷を制御でき
ます。

1 USB ケーブルの一方の端をカメラに接続します。

メモ： カメラに付属する USB ケーブルのみを使用してください。

2 ケーブルのもう一方の端末をプリンタ前面の PictBridge ポートに接続します。
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メモ：

• PictBridge 対応のデジタルカメラが、正しい USB モードに設定されていることを確認してください。 カメラ
の USB 設定が間違っていると、カメラは USB ストレージデバイスとして検出されるか、プリンタの操作パネ
ルにエラーメッセージが表示されます。 詳細については、カメラのマニュアルを参照してください。

• プリンタで読み取れるのは一度に 1 台のデバイスだけです。

警告！破損の恐れあり： PictBridge 対応デジタルカメラから印刷している間は、USB ケーブル、ネットワークア
ダプタ、その他のコネクタ、プリンタの図で示した範囲などに手を触れないでください。 データが失われる可能性
があります。 また、PictBridge 対応デジタルカメラから印刷している間は、USB ケーブルまたはネットワークア
ダプタを取り外さないでください。

3 PictBridge 接続が正常に行われると、ディスプレイに次のメッセージが表示されます。 「PictBridge カメラを

検出。 OK を押して設定を変更。」

4 カメラを使って写真を選択して印刷します。 必要な場合は、Pictbridge メニューを使用して、印刷する写真の用
紙サイズ、用紙の種類、写真サイズ、およびレイアウトを選択することもできます。

を押して PictBridge を表示し、選択の都度 を押します。

メモ：

• プリンタで他のジョブが実行されている間にカメラをセットする場合は、そのジョブが終了するのを待ってからカメ
ラからの印刷を行います。

• カメラで写真の印刷を制御する方法については、カメラのマニュアルの指示を参照してください。

セレクトシートを使用してメモリデバイス上の写真を印刷する

1 レターサイズまたは A4 サイズの普通紙をセットします。

2 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

3 メモリカードまたはフラッシュメモリをセットします。

4 ［セレクトシート］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

5 矢印ボタンを押してセレクトシートを印刷するオプションを選択します。

以下の種類のセレクトシートを印刷できます。

• メモリデバイス内のすべての写真

• メモリデバイスに 20 枚以上の写真がある場合、新しい順に 20 枚の写真

• カード内の写真が別の日に撮影されている場合、日付別の写真 このオプションを選択する場合は、プリンタ

の操作パネルの矢印ボタンを使用して日付の範囲を選択し、 ボタンを押して設定を保存します。
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6  ボタンを押します。

セレクトシートが印刷されます。

7 セレクトシートの指示に従って、印刷する写真、印刷部数、赤目修整、ページレイアウト、印刷オプション、用紙サ
イズを選択します。

メモ： 選択する場合は、丸を完全に塗りつぶしてください。

8 セレクトシートを下向きにして原稿台にセットします。

ディスプレイに［セレクトシートのスキャン］と表示されます。

メモ： このオプションが画面に表示されない場合は、表示されるまで矢印ボタンを押します。

9  ボタンを押します。

セレクトシートがスキャンされます。

10 用紙を光沢のある印刷面を手前に向けて、用紙サポートの中央に縦にセットします。 （印刷面がどちらかわから
ない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください）。

メモ： セレクトシートで選択したサイズに一致する用紙がセットされていることを確認します。

11 ボタンを押して、写真を印刷します。

メモ： 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。 
高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、
少なくとも 24 時間乾かしてください。

DPOF を使用してデジタルカメラから写真を印刷する

一部のデジタルカメラでは、DPOF（デジタルプリントオーダーフォーマット）を使用できます。 お使いのカメラが DPOF
対応の場合、メモリカードをカメラに入れたままで、印刷する写真と印刷枚数、および印刷設定を指定できます。 メモ
リカードをプリンタにセットするか、カメラをプリンタに接続すると、プリンタがこれらの設定を認識します。

メモ： メモリカードをカメラに入れたままで写真サイズを指定する場合、プリンタにセットした用紙が DPOF で指定す
るサイズ以上であることを確認してください。

1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーをセットします （印刷面がどちらかわからない場合は、用紙
に付属する説明書を参照してください）。

2 メモリカードをセットします。

メモリカードがセットされたことをプリンタが認識すると、「メモリカードを検出しました」というメッセージがプリンタ
の操作パネルのディスプレイに表示されます。

3 ［写真の印刷］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

4 ［写真の印刷］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押して写真を印刷します。

メモ： このオプションはメモリカードに有効な DPOF ファイルが検出された場合にのみ表示されます。

メモ： 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。 
高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、
少なくとも 24 時間乾かしてください。
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コピー

コピーを作成する
1 用紙をセットします。

2 原稿を下向きにして原稿台にセットします。

3 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

4 矢印ボタンを押してコピーの枚数を選択して  or を押し、カラーコピーまたはモノクロコピーを設定します

メモ： プリンタがカラーモードのときは、 ランプが点灯します。 プリンタがモノクロモードのときは、 ラン
プが点灯します。

5  ボタンを押します。

写真をコピーする
1 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーをセットします （印刷面がどちらかわからない場合は、用紙

に付属する説明書を参照してください）。

2 写真を下向きにして原稿台にセットします。

3 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

4 ［写真をもう一度印刷］が表示されるまで を押します。

5 ［はい］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

6 選択する用紙サイズが表示されるまで矢印ボタンを押します。 選択したい用紙サイズがリストにない場合は、
［その他］を選択します。 ディスプレイに追加の用紙サイズオプションが表示されます。

選択したら を押します。

7  ボタンを押します。

メモ： 用紙サポーターにフォトペーパーがセットされていることを確認します。

メモ： 印刷された写真が汚れたり傷ついたりしないように、印刷面に触ったり、物にぶつけたりしないでください。 
高品質で印刷するには、印刷された用紙は 1 枚ずつ排紙トレイから取り出し、重ねたり、飾ったり、保存する前に、
少なくとも 24 時間乾かしてください。

画像を拡大または縮小する
1 用紙をセットします。

2 原稿を下向きにして原稿台にセットします。

3 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

4 ［拡大縮小］が表示されるまで を押します。

5 希望の設定が表示されるまで矢印ボタンを押します。
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メモ：

• ［任意倍率］を選択した場合は、 を押して次のメニューに進み、希望の設定が表示されるまで矢印ボタン

を押します。 を押して、選択した設定を保存します。

• ［フチなし］を選択した場合は、選択したサイズの用紙にフチなしコピーを印刷するため、必要に応じて文書
または写真が拡大または縮小されます。 適な状態で拡大/縮小を行うにはフォトペーパーを使用し、用紙
の種類は［写真］に設定するか、プリンタの自動検出を使用してください。

6  ボタンを押します。

メモ： コピーが完了したら、 を押して標準設定に戻します。 プリンタを 2 分以上操作しない場合は、拡大/縮小設
定も 100% に戻ります。

コピー品質を調整する
1 用紙をセットします。

2 原稿を下向きにして原稿台にセットします。

3 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

4 ［品質］が表示されるまで を押します。

5 矢印ボタンを押してコピー品質を［自動］、［高速］、［標準］、または［高品質］に設定し、 を押して設定を保存し
ます。

6  ボタンを押します。

コピーの濃度を調整する
1 用紙をセットします。

2 原稿を下向きにして原稿台にセットします。

3 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

4 ［濃度］が表示されるまで、 を押します。

5 矢印ボタンを押してスライドバーを調整し、 を押して設定を保存します。

メモ： 左矢印ボタンを押すとコピーは薄くなり、右矢印ボタンを押すとコピーは濃くなります。

6  ボタンを押します。

プリンタの操作パネルから部単位でコピーを作成する
文書を 2 部以上印刷する場合、部単位で印刷するか、ページごとに印刷するかを選択できます。

部単位 ページごと
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1 用紙をセットします。

2 原稿を下向きにして原稿台にセットします。

3 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

4 矢印ボタンを押して印刷する枚数を選択し、 を押します。

5 ［部単位］が表示されるまで を押します。

6 ［オン］が表示されるまで矢印ボタンを押します。

7  ボタンを押すと、ページの画像がプリンタのメモリに保存されます。

8 他のページをスキャンするかどうか尋ねるメッセージが表示されたら、 を押します。

9 原稿の次のページを下向きにして原稿台にセットしてから、 ボタンを押します。

10 コピーするページがすべてプリンタのメモリに保存されるまで、手順 8 および 9 を繰り返します。

11 他のページをスキャンするかどうか尋ねるメッセージが表示されたら、［いいえ］が表示されるまで矢印ボタンを押

し、 を押して印刷を開始します。

1 ページに同じ画像を繰り返す
1 枚の用紙に同じページの画像を複数回繰り返して印刷できます。 このオプションは、ラベルやシール、チラシ、配
布用資料などを作成するときに便利です。

1 用紙をセットします。

2 原稿を下向きにして原稿台にセットします。

3 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

4 ［ページ数/枚］が表示されるまで を押します。

5 矢印ボタンを押して 1 ページに画像を繰り返す回数を選択します。 1 回、4 回、9 回、16 回のうちから選択します。

6  ボタンを押します。

複数ページを 1 枚の用紙にコピーする（割り付け）
［割り付け］設定では、それぞれのページの画像を縮小して印刷し、1 枚の用紙に複数のページをコピーすることが
できます。 たとえば、割り付け設定を使用して 1 枚に 4 ページの画像を印刷するよう設定する場合、20 ページの文
書を 5 ページにまとめることができます。

1 用紙をセットします。

2 原稿を下向きにして原稿台にセットします。

3 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

4 ［ページ数/枚］が表示されるまで を押します。

5 矢印ボタンを押して、1 枚の用紙にコピーするページ数を選択します。 1 枚の用紙には、1 ページ、2 ページ、4
ページの画像をコピーするよう選択できます。

6  ボタンを押すと、ページの画像がプリンタのメモリに保存されます。
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7 別のページをスキャンするかどうかを尋ねるメッセージが表示されたら、 ボタンを押して［はい］を選択します。

8 原稿の次のページを下向きにして原稿台にセットしてから、 ボタンを押します。

9 コピーするページがすべてプリンタのメモリに保存されるまで、手順 7 および 8 を繰り返します。

10 他のページをスキャンするかどうか尋ねるメッセージが表示されたら、［いいえ］が表示されるまで矢印ボタンを押

し、 を押して印刷を開始します。

コピージョブをキャンセルする
1  ボタンを押します。

スキャンが停止し、読み取りヘッドがホーム位置に戻ります。

2  ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。
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スキャン
スキャンオプションおよびスキャン画像のカスタマイズオプションの詳細については、プリンタソフトウェアと共にイン
ストールされるプログラムに関連するヘルプを参照してください。

原稿をスキャンする
写真、テキスト文書、雑誌記事、新聞、その他の印刷物をスキャンして印刷することができます。 また、ドキュメント
をスキャンして FAX で送信できます。

プリンタの操作パネルを使用する

1 原稿カバーを開いて、原稿を下向きにして原稿台にセットします。

W

F
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2 原稿カバーを閉じて、スキャンする画像の縁が黒くならないようにします。

3 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

ディスプレイに［スキャン先］と表示されます。 スキャン画像は、コンピュータ、フラッシュメモリ、メモリカード、また
はネットワーク上のコンピュータへ送信できます。

• スキャン画像をコンピュータへ送信する場合は、以下の手順に従います。

a  ボタンを押します。

b プリンタがスキャンアプリケーションリストのダウンロードを終了するまで待ちます。

c 目的のアプリケーションが表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

d 矢印ボタンを使用して画質と原稿の画像サイズを選択し、選択の都度 を押します。

e  ボタンを押します。

• スキャン画像をメモリカードまたはフラッシュメモリへ送信する場合は、以下の手順に従います。

a メモリデバイスをセットします。

メモ： メモリデバイスがライトプロテクトされていないことを確認します。

b ［メモリカード］または［USB メモリ］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。
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c 矢印ボタンを使用して画質と原稿の画像サイズを選択し、選択の都度 を押します。

d  ボタンを押します。

メモ： ファイルが保存されたことを示すメッセージが表示されるまで、メモリデバイスは取り外さないで
下さい。

• スキャン画像をネットワーク経由でコンピュータへ送信する場合は、以下の手順に従います（選択された機種
のみ）。

a ［ネットワーク］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

b メッセージが表示されたら、ネットワークコンピュータの名前が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押
します。

メモ：

– コンピュータで PIN が必要な場合は、PIN の入力を求めるメッセージが表示されます。 ネットワーク
コンピュータへのコンピュータ名と PIN の割り当てについては、お使いのオペレーティングシステムに
関連するプリンタソフトウェアのヘルプを参照してください。

– 矢印ボタンを使用して各桁の値（デフォルトの値は 0000）を増減し、桁ごとに を押して選択します。

c プリンタがスキャンアプリケーションリストのダウンロードを終了するまで待ちます。

d 目的のアプリケーションが表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

e 矢印ボタンを使用して画質と原稿の画像サイズを選択し、選択の都度 を押します。

f  ボタンを押します。

メモ： ファイルが保存されたことを示すメッセージが表示されるまで、メモリデバイスは取り外さないで
下さい。

Windows の場合

1 原稿カバーを開いて、原稿を下向きにして原稿台にセットします。

2 原稿カバーを閉じて、スキャンする画像の縁が黒くならないようにします。

3 以下のいずれかを実行します。

• Windows Vista の場合は、  をクリックします。

• Windows XP 以前の場合は、［スタート］ボタンをクリックします。

4 ［すべてのプログラム］または［プログラム］をクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。

5 ［Lexmark Productivity Studio］をクリックします。

6 メイン画面の［写真の印刷］セクションで、［スキャン］をクリックします。

7 画面に表示される手順に従います。

Macintosh の場合

1 原稿カバーを開いて、原稿を下向きにして原稿台にセットします。

2 原稿カバーを閉じて、スキャンする画像の縁が黒くならないようにします。

3 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリックします。

4 ［XXXX Series センター］アイコンをダブルクリックします（XXXX はプリンタのシリーズ名）。

5 ［スキャン原稿の種類は？］メニューで、スキャンする文書の種類を選びます。

6 ［スキャン］をクリックします。
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カラー原稿またはモノクロ原稿をスキャンする
1 原稿カバーを開いて、原稿を下向きにして原稿台にセットします。

2 原稿カバーを閉じて、スキャンする画像の縁が黒くならないようにします。

3 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

4 矢印ボタンを押してスキャン画像の送信先を選択します。 スキャン画像は、コンピュータ、フラッシュメモリ、メモ
リカード、またはネットワーク上のコンピュータへ送信できます。

5 送信先が表示されたら、 を押します。

6 モノクロの原稿をスキャンするには、 を押します。

メモ： スキャンモード使用時の標準設定はカラースキャンです。 カラー原稿をスキャンする場合は、 を押す
必要はありません。

7  ボタンを押します。

写真をスキャンして編集する
1 原稿カバーを開いて、原稿を下向きにして原稿台にセットします。

2 原稿カバーを閉じて、スキャンする画像の縁が黒くならないようにします。

3 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

4 ［コンピュータ］または［ネットワーク］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

メモ： ［ネットワーク］を選択した場合は、ネットワークコンピュータの選択を求めるメッセージが表示されます。 メ
ッセージが表示されたら、選択するネットワークコンピュータの名前が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押
します。

5 プリンタがアプリケーションリストのダウンロードを終了するまで待ちます。

メモ： このリストは、プリンタで利用できるアプリケーションからダウンロードされます。 コンピュータに写真編集
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します。

6 アプリケーションのリストで、選択するアプリケーションが表示されるまで矢印ボタンを押します。

7  ボタンを押します。

スキャン画像は選択した写真編集アプリケーションへ送られます。

ネットワーク経由でスキャンしてコンピュータに取り込む
1 以下の点をチェックしてください。

• プリンタがプリントサーバーまたはワイヤレスネットワーク接続経由でネットワークに接続されている。

• プリンタ、プリントサーバー（使用している場合）、スキャン画像を受信するコンピュータの電源がオンになって
いる。

• プリンタがネットワーク経由でスキャンできるように設定されている。

2 原稿を下向きにして原稿台にセットします。

3 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

スキャン

89



4 ［ネットワーク］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

5 メッセージが表示されたら、矢印ボタンを押してスキャン画像を送信するネットワークコンピュータの名前を選択

し、 を押します。

メモ：

• コンピュータで PIN が必要な場合は、PIN の入力を求めるメッセージが表示されます。 ネットワークコンピュ
ータへのコンピュータ名と PIN の割り当てについては、お使いのオペレーティングシステムに関連するプリ
ンタソフトウェアのヘルプを参照してください。

• 矢印ボタンを使用して各桁の値（デフォルトの値は 0000）を増減し、桁ごとに を押して選択します。

6 プリンタがスキャンアプリケーションリストのダウンロードを終了するまで待ちます。

7 目的のアプリケーションが表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

8  ボタンを押します。

スキャンをキャンセルする

プリンタの操作パネル

プリンタの操作パネルから開始したスキャンジョブをキャンセルするには、 を押します。

Windows の場合

Lexmark Productivity Studio から開始したスキャンジョブをキャンセルするには、コンピュータの画面で［中止］をク
リックします。

Macintosh の場合

Lexmark AIO ナビから開始したスキャンジョブをキャンセルするには、コンピュータの画面で［キャンセル］をクリック
します。
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FAX
FAX を送信する前に、以下の点をチェックしてください。

• 使用可能な FAX モデム付きのコンピュータにプリンタが接続され、コンピュータで FAX が設定され、電話線が
コンピュータに接続され、プリンタとコンピュータの電源がオンになっている。

• Lexmark FAX ナビと Lexmark Productivity Studio がコンピュータにインストールされている。これら追加のプ
ログラムを 初のインストール時にインストールしなかった場合は、インストールソフトウェア CD をもう一度セッ
トし、［既にソフトウェアはインストールされています］画面から［追加ソフトウェアのインストール］を選択します。

コンピュータを使用して FAX を送信する
文書をスキャンしてコンピュータに保存し、ソフトウェアを使用して FAX で送信することができます。

Windows の場合

1 原稿を下向きにして原稿台にセットします。

2 以下のいずれかを実行します。

• Windows Vista の場合は、  をクリックします。

• Windows XP 以前の場合は、［スタート］ボタンをクリックします。

3 ［すべてのプログラム］または［プログラム］をクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。

4 ［Lexmark Productivity Studio］をクリックします。

5 ［ホーム］画面で、［FAX］をクリックします。

6 ［文書］オプションを選択します。

7 ［開始］をクリックします。

8 送信先の情報を入力して、［次へ］をクリックします。

メモ： FAX 番号には、数字、コンマ、ピリオド、スペース、および * # + - ( ) の記号を 64 桁まで含めることができ
ます。

9 送付状の情報を入力して、［次へ］をクリックします。

10 FAX に追加して送信する文書がある場合は、ここで追加して［次へ］をクリックします。

11 FAX を送信するには、以下の手順に従います。

• すぐに送信する場合は、［すぐに送信］オプションを選択します。

• 指定時刻に送信する場合：

a ［送信日時の指定］オプションを選択します。

b 日時を設定します。

12 FAX を用紙に印刷する場合は、［送信後、FAX を印刷する］を選択します。

13 ［送信］をクリックします。

FAX

91



Macintosh の場合

1 原稿を下向きにして原稿台にセットします。

2 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリックします。

3 ［XXXX Series センター］アイコンをダブルクリックします（XXXX はプリンタのシリーズ名）。

4 ［スキャン原稿の種類は？］メニューで、スキャンする文書の種類を選びます。

5 ［取り込んだ画像を何に使いますか？］ポップアップメニューで、［ファクス］を選択します。

6 ［画像の取り込み先］ポップアップメニューで、［プレビュー］を選択します。

7 複数のページを FAX する場合は、［出力する前に複数ページの原稿をスキャンする］を選択します。

8 ［スキャン］をクリックします。

［スキャン］ダイアログが開き、文書のプレビューが表示されます。

9 ［スキャン］ダイアログで、［ファイル］［印刷］をクリックします。 

10 以下のいずれかを実行します。

• Mac OS X バージョン 10.4 以降の場合は、［PDF］ドロップダウンメニューで［PDF をファクス］を選択します。

• Mac OS X バージョン 10.3 の場合は、［FAX］をクリックします。

11 ［宛先］フィールドに送信先 FAX 番号を入力します。

をクリックして、アドレス帳（Macintosh に組み込まれているアプリケーション）から送信先を選択することもで
きます。 アドレス帳では FAX 番号が登録されている連絡先のみが表示されます。

12 送付状を添付する場合は、［添付する］を選択し、FAX の件名および受取人へのメッセージを入力します。

13 ［FAX］をクリックします。

FAX を受信する

Windows の場合

1 以下のいずれかを実行します。

• Windows Vista の場合は、  をクリックします。

• Windows XP 以前の場合は、［スタート］ボタンをクリックします。

2 ［すべてのプログラム］または［プログラム］をクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。

3 ［Lexmark Productivity Studio］をクリックします。

4 初期画面の左ウィンドウ枠にある［設定］領域で、［FAX のセットアップと管理］をクリックします。

5 ［クイックセレクト］メニューで、［FAX のプロパティ］をクリックします。

6 ［着信音と自動受信］タブをクリックします。

7 ［FAX の自動受信］セクションで、［自動受信］ドロップダウンリストから［オン］を選択します。

8 スケジュールで設定した時刻に自動受信機能のオン/オフを切り替えるには、ドロップダウンリストから使用する
設定を選択します。
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9 プリンタが自動的に FAX を受信するまでの呼び出し回数を設定するには、［受信の設定］セクションで［呼出音
の回数］ドロップダウンリストから設定を選択します。

10 設定を保存するには［OK］をクリックします。

Macintosh の場合

Mac OS X 10.5 の場合

1 メニューバーで  ［システム環境設定］の順にクリックします。

2 ［プリントとファクス］をクリックします。

3 FAX リストで［内蔵モデム］をクリックします。

4 ［受信オプション］をクリックします。

5 ［このコンピュータで FAX を受信する］を選択します。

6 ［出力先］を選択し、ポップアップメニューからプリンタを選択します。

7 必要に応じて他の設定をカスタマイズし、［OK］をクリックします。

Mac OS X 10.4 の場合

1 メニューバーで  ［システム環境設定］の順にクリックします。

2 ［プリントとファクス］をクリックします。

3 ［FAX］タブをクリックします。

4 ［このコンピュータで FAX を受信する］を選択します。

5 ［FAX モデムの設定］をクリックします。

FAX リストが表示されます。

6 ［内蔵モデム］をクリックして FAX リストを閉じます。

7 ［プリンタで出力］を選択し、ポップアップメニューからプリンタを選択します。

8 必要に応じて、その他の設定を変更します。

Mac OS X 10.3 の場合

1 メニューバーで  ［システム環境設定］の順にクリックします。

2 ［プリントとファクス］をクリックします。

3 ［FAX］タブをクリックします。

4 ［このコンピュータで FAX を受信する］を選択します。

5 ［プリンタで出力］を選択し、ポップアップメニューからプリンタを選択します。

6 必要に応じて、その他の設定を変更します。
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プリンタのメンテナンス

プリントカートリッジのメンテナンス

プリントカートリッジを取り付ける

1 メンテナンスカバーを開き、カートリッジホルダーのレバーを押し下げます。

2 使用済みのプリントカートリッジを取り外します。

3 新品のプリントカートリッジを取り付ける場合は、カラーカートリッジの裏面と下からテープをはがし、右側のホル
ダーに取り付けてから、固定カバーを閉じます。

警告！破損の恐れあり： カートリッジの裏の接触面または下のノズルに手を触れないでください。

プリンタのメンテナンス
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4 パッケージにブラックカートリッジが付属している場合は、ブラックカートリッジの裏面と下からテープをはがし、左
側のホルダーに取り付けてから、固定カバーを閉じます。

警告！破損の恐れあり： カートリッジの裏の接触面または下のノズルに手を触れないでください。

5 メンテナンスカバーに手をはさまないように注意しながら、プリンタを閉じます。

使用済みのカートリッジを取り外す

1 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。

2 メンテナンスカバーを持ち上げます。

プリンタのメンテナンス
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印刷中でなければ、カートリッジホルダーが取り付け位置まで移動して停止します。

3 カートリッジホルダーのレバーを押し下げて、ホルダーのカバーを持ち上げます。

W
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4 使用済みのカートリッジを取り外します。

メモ： もう片方のカートリッジも取り外す場合は、手順 3 と 4 を繰り返します。

印刷カートリッジのインク補充について

インクを補充したカートリッジを使用したために発生したプリンタの不具合および損傷の修理には、保証が適用され
ません。Lexmark では、インクを補充したカートリッジの使用はお勧めしません。カートリッジにインクを補充すると、
印刷品質に影響し、プリンタに損傷を与える可能性があります。 適な品質で印刷するには、Lexmark 純正の消耗
品を使用してください。

Lexmark 純正のカートリッジを使用する

Lexmark プリンタ、カートリッジ、フォトペーパーは同時に使用することで 高の印刷品質が得られるように設計され
ています。

［Lexmark 純正カートリッジではありません］というメッセージが表示されたら、Lexmark 純正以外のカートリッジが

取り付けられています。

Lexmark 純正のカートリッジを使用しているのに［Lexmark 純正カートリッジではありません］というメッセージが表

示される場合は、以下の手順に従います。

1 メッセージの［詳しい説明］をクリックします。

2 ［Lexmark 純正品以外のカートリッジを報告する］をクリックします。

プリンタのメンテナンス
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表示されたカートリッジについて再度メッセージを表示しないようにするには、以下の手順に従います。

• 新しい Lexmark カートリッジと交換します。

• コンピュータから印刷している場合は、メッセージの［詳しい説明］をクリックしてチェックボックスを選択し、［閉じる］
をクリックします。

• コンピュータと接続せずにプリンタを使用している場合は、［キャンセル］ボタンを押します。

Lexmark 純正以外のインクまたはカートリッジを使用したために発生したプリンタの損傷については、Lexmark の
保証は適用されません。

カートリッジを調整する

プリンタの操作パネル

1 レターサイズの普通紙をセットします。

2 プリンタの操作パネルで を押してから を押します。

3 ［プリントヘッド調整］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

調整パターンが印刷されます。

Windows の場合

1 レターサイズの普通紙をセットします。

2 以下のいずれかを実行します。

• Windows Vista の場合は、  をクリックします。

• Windows XP 以前の場合は、［スタート］ボタンをクリックします。

3 ［すべてのプログラム］または［プログラム］をクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。

4 プリンタフォルダから、［メンテナンス］ ［プリントヘッド調整］の順にクリックします。

5 ［印刷］をクリックします。

6 画面に表示される手順に従います。

Macintosh の場合

1 レターサイズの普通紙をセットします。

2 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリックします。

3 プリンタのユーティリティアイコンをダブルクリックします。

4 ［メンテナンス］タブで、［プリントヘッド調整］をクリックします。

5 画面に表示される手順に従います。

印刷品質を改善するためにプリントヘッドを調整した場合は、文書をもう一度印刷します。 引き続き印刷品質が改善
されない場合は、ノズルを清掃します。
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プリントカートリッジのノズル清掃

プリンタの操作パネル

1 レターサイズの普通紙をセットします。

2 プリンタの操作パネルで を押してから を押します。

3 ［ノズル清掃］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

インクが強制的にノズルに送られ、詰まったノズルが清掃されて、ページが印刷されます。

4 文書をもう一度印刷して、印刷品質が改善されているか確認します。

Windows の場合

1 レターサイズの普通紙をセットします。

2 以下のいずれかを実行します。

• Windows Vista の場合は、  をクリックします。

• Windows XP 以前の場合は、［スタート］ボタンをクリックします。

3 ［すべてのプログラム］または［プログラム］をクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。

4 プリンタフォルダから、［メンテナンス］ ［ノズル清掃］の順にクリックします。

5 ［印刷］をクリックします。

インクが強制的にノズルに送られ、詰まったノズルが清掃されて、ページが印刷されます。

6 文書をもう一度印刷して、印刷品質が改善されているか確認します。

Macintosh の場合

1 レターサイズの普通紙をセットします。

2 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリックします。

3 プリンタのユーティリティアイコンをダブルクリックします。

4 ［メンテナンス］タブで［ノズル清掃］をクリックします。

インクが強制的にノズルに送られ、詰まったノズルが清掃されて、ページが印刷されます。

5 文書をもう一度印刷して、印刷品質が改善されているか確認します。

印刷品質が改善されない場合は、さらに 2 回までノズルを清掃してみるか、またはノズルと接触面の汚れをふき取
ってみます。

インク残量をチェックする

プリンタの操作パネル

1 プリンタの操作パネルで を押してから を押します。

2 ボタンをもう一度押します。

3 ［カラーインク］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

カラーカートリッジのインク残量をチェックしてください。 必要に応じて新しいカートリッジを取り付けます。
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4  ボタンを押します。

5 ブラックカートリッジがパッケージに付属しており、プリンタにセットされている場合は、［ブラックインク］が表示さ

れるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

ブラックカートリッジのインク残量をチェックしてください。 必要に応じて新しいカートリッジを取り付けます。

6 設定メニューが終了するまで を押すか、または他のモードのボタンを押します。

Windows の場合

Lexmark サービスセンターを使用してカートリッジのインク残量をチェックします。

1 以下のいずれかを実行します。

• Windows Vista の場合は、  をクリックします。

• Windows XP 以前の場合は、［スタート］ボタンをクリックします。

2 ［すべてのプログラム］または［プログラム］をクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。

3 ［Lexmark サービスセンター］を選択します。

4 Lexmark サービスセンターをまだダウンロードしていない場合はダウンロードします。

5 ［プリンタのメンテナンス］ページで、カートリッジのインク残量をチェックします。

必要に応じて新しいカートリッジを取り付けます。

Macintosh の場合

1 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリックします。

2 プリンタのユーティリティアイコンをダブルクリックします。

Lexmark プリンタユーティリティが表示されます。

3 カートリッジに「!」のマークが表示されている場合、インクレベルが低下しています。 必要に応じて新しいカートリ
ッジを取り付けます。

ノズルと接触面に付着しているインクをふき取る

1 プリントカートリッジを取り外します。

2 清潔で糸くずの出ない布を水で湿らせ、平らな場所に置きます。

3 布にノズルを 3 秒間ほど押し当ててから、図に示す方向に拭き取ります。
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4 布の汚れていない部分にもう一度ノズルを 3 秒間ほど押し当ててから、図に示す方向に拭き取ります。

5 布の汚れていない部分を使用して手順 3 と 4 を繰り返し、ノズルと接触面を完全に乾かします。

6 プリントカートリッジを取り付けなおしてから、文書をもう一度印刷します。

7 印刷品質が改善されない場合は、ノズルを清掃してから、文書をもう一度印刷します。

8 手順 7 をあと 2 回まで繰り返します。

9 それでも印刷品質が改善されない場合は、プリントカートリッジを交換してください。

プリントカートリッジの取り扱い上の注意
• 新しいカートリッジは、取り付け準備ができるまでパッケージに入れたままにしてください。

• カートリッジは交換または清掃する場合を除き、プリンタから取り外さないでください。取り外して保管する際に
は、密閉した容器に保管してください。カートリッジをプリンタから取り外して長時間放置すると、プリンタに取り付
けたときに正しく印刷されなくなります。

原稿台を清掃する
1 清潔で柔らかく、糸くずの出ない布を水で湿らせます。

2 原稿台の汚れをふき取ります。

メモ： 表面のインクや修正液などが完全に乾いてから、原稿を原稿台にセットしてください。

プリンタの表面を清掃する
1 プリンタの電源をオフにし、電源コードを壁のコンセントから抜いたことを確認します。

危険！感電の恐れあり： 感電しないように、作業を始める前に電源コードを壁のコンセントから抜き、プリン
タに接続されたすべてのケーブルを抜いてください。

2 用紙サポートと排紙トレイから用紙を取り除きます。
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3 清潔で柔らかく、糸くずの出ない布を水で湿らせます。

警告！破損の恐れあり： プリンタの表面を傷める可能性がありますので、家庭用洗剤は使用しないでください。

4 排紙トレイに付着したインクの汚れを拭き取り、プリンタの表面だけを拭いてください。

警告！破損の恐れあり： 湿った布で内部を拭くと、プリンタが破損する可能性があります。

5 新しい印刷ジョブを開始する前に、用紙サポートと排紙トレイが乾いていることを確認してください。

消耗品の注文

プリントカートリッジを注文する

Lexmark 3600-4600 Series モデル（Lexmark 3690 および Lexmark 4690 モデルを除く）

品名 商品コード 標準的な 大印刷枚数（平均）1

ブラックカートリッジ 36A

印刷枚数に関する情報は、www.lexmark.com/pageyields に掲載されて
います。

ブラックカートリッジ 2 36

ブラックカートリッジ（大容量） 36XLA

ブラックカートリッジ（大容量）2 36XL

カラーカートリッジ 37A

カラーカートリッジ 2 37

カラーカートリッジ（大容量） 37XLA

カラーカートリッジ（大容量）2 37XL

フォトカートリッジ 31 情報なし

1 連続して印刷を行う場合の値です。 ISO/IEC 24711 に準拠して公表されている印刷枚数です。
2 使用許諾付き回収対象カートリッジ

Lexmark 3690 および Lexmark 4690 モデル

項目 商品コード 標準的な 大印刷枚数（平均）1

ブラックカートリッジ 4A

印刷枚数に関する情報は、www.lexmark.com/pageyields に掲載されています。
ブラックカートリッジ 2 4

カラーカートリッジ 5A

カラーカートリッジ 2 5

フォトカートリッジ 31 情報なし

1 連続して印刷を行う場合の値です。 ISO/IEC 24711 に準拠して公表されている印刷枚数です。
2 使用許諾付き回収対象カートリッジ
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用紙とその他の消耗品を注文する

消耗品を購入したり、お近くの販売店を検索したりするには、www.lexmark.com から弊社のホームページにアク
セスしてください。

写真などの高画質画像を 適な品質で印刷するには、Lexmark ハイグレードフォト光沢紙または Lexmark
PerfectFinish フォトペーパーと、Lexmark 純正プリントカートリッジを使用してください。

品名 説明

Lexmark ハイグレードフォト光沢紙 • レター

• A4

• 4 x 6 インチ

• 100 x 150 mm

Lexmark PerfectFinish フォトペーパー • レター

• A4

• 4 x 6 インチ

• 100 x 150 mm

• L

USB ケーブル 商品コード 1021294

工場出荷時の設定に戻す

すべての設定をリセットする

プリンタのメニューを使用しなくても、プリンタを工場出荷時の設定に戻すことができます。

メモ： 工場出荷時の設定に戻すと、それまでに選択したプリンタの設定がすべて消去されます。

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。 を 2 秒間押し続け、プリンタの電源を切ります。 ［セッ

トアップ］メニューで節電タイムアウトを設定した場合は、設定した時間の間 を押し続けます。

2 プリンタの操作パネルの および を押し続け、 を押して電源を入れます。

メニューの設定をリセットする

1 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

2 ［標準設定］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

3 ［標準設定にする］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

4 ［出荷時設定］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

5 ボタンをもう一度押します。

6 メッセージが表示されたら、矢印ボタンを押して言語を選択し、 を押します。

7 矢印ボタンを押して国を選択し、 を押します。

ディスプレイに［初期設定完了］と表示されます。
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トラブルシューティング

プリンタのトラブルシューティング用ソフトウェアを使用する
（Windows のみ）
Lexmark サービスセンターには、トラブルシューティングを段階的に実行できるヘルプと、プリンタのメンテナンス操
作およびカスタマサポートへのリンクが含まれています。

Lexmark サービスセンターを開くには、以下のいずれかの方法を使用します。

方法 1 方法 2

エラーメッセージのダイアログが表示された場合は、
［詳細については、Lexmark サービスセンターにアクセ
スしてください］のリンクをクリックします。

1 以下のいずれかを実行します。

• Windows Vista の場合は、  をクリックします。

• Windows XP 以前の場合は、［スタート］ボタンをクリッ
クします。

2 ［すべてのプログラム］または［プログラム］をクリックして、
プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。

3 ［Lexmark サービスセンター］を選択します。

セットアップに関するトラブルシューティング

液晶ディスプレイに異なる言語が表示される

以下の点を調べて、 いずれかを試してください。

初期設定中に言語の設定を変更する

初期設定のとき、およびプリンタを出荷時設定にリセットしたときには、言語の選択を求めるメッセージが表示され
ます。

言語を選択するには、選択する言語がディスプレイに表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

初期設定の終了後に別の言語を選択する

初期設定時に設定した言語が正しくなかった場合は、プリンタの言語設定を変更することができます。

1 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

2 を押してから を押します。

3 ボタンをもう一度押します。

4 選択する言語がディスプレイに表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

5 確認できたら、 を押して言語を変更します。
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電源ボタンのランプが点灯しない

以下の点を調べて、いずれかを試してみてください。

電源ボタンを押す

 ボタンを押してプリンタの電源をオンにしたことを確認します。

電源コードを抜いてからもう一度差し込む

1 電源コードのプラグをコンセントから抜いてから、プリンタ側のプラグを抜きます。

2 電源コードをプリンタの電源部にしっかりと差し込みます。

1

2

3 他の電気製品で使用していたコンセントに電源プラグを差し込みます。

4  のランプが点灯していない場合は、  ボタンを押します。

ソフトウェアがインストールされていない

インストール中に問題が発生した場合、プリンタフォルダ内にお使いのプリンタが表示されていない場合、または印
刷ジョブの送信時にお使いのプリンタを選択できない場合は、ソフトウェアをアンインストールしてから再インストール
してみてください。

その他、以下の点を調べて、 いずれかを試してみてください。

オペレーティングシステムに対応していることを確認する

以下のオペレーティングシステムがサポートされています。 Windows Vista、Windows XP、Windows 2000
Service Pack 3 以上、Mac OS X 10.5、10.4 および 10.3。

コンピュータがプリンタのパッケージに表示されている 小システム要件を満たして
いることを確認する

USB 接続を確認する

1 USB ケーブルに傷などがないかチェックします。 ケーブルが破損している場合は、新しいものに交換します。

2 USB ケーブルの正方形のプラグをプリンタの背面にしっかりと差し込みます。

3 USB ケーブルの長方形のプラグをコンピュータの USB ポートにしっかりと差し込みます。

USB ポートには USB マーク  が表示されています。

トラブルシューティング

104



電源部を接続しなおす

1  ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。

2 電源コードをコンセントから抜きます。

3 電源コードをプリンタから静かに取り外します。

4 電源コードをプリンタにもう一度接続します。

5 電源コードをコンセントにもう一度接続します。

6  ボタンを押してプリンタの電源をオンにします。

WINDOWS のセキュリティプログラムを一時的に無効にする

1 開いているすべてのアプリケーションを閉じます。

2 セキュリティプログラムをすべて無効にします。

3 以下のいずれかを実行します。

• Windows Vista の場合は、  をクリックします。

• Windows XP 以前の場合は、［スタート］ボタンをクリックします。

4 ［コンピュータ］または［マイ コンピュータ］をクリックします。

5 CD または DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。

6 必要に応じて、setup.exe をダブルクリックします。

7 コンピュータの画面に表示される手順に従って、ソフトウェアをインストールします。

8 インストールを完了したら、セキュリティプログラムをもう一度有効にしてください。

ページが印刷されない

以下の点を調べて、 いずれかを試してみてください。

メッセージを確認する

エラーメッセージが表示されている場合は、エラーを解消してからもう一度印刷してみます。

電源を確認する

 のランプが点灯していない場合は、電源コードがプリンタに正しく接続され、他の電気製品で使用していた正常
な電源コンセントに接続されていることを確認します。

用紙を取り除いてから、もう一度セットする

インクを確認する

インク残量をチェックして、必要に応じて新しいプリントカートリッジと交換します。
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カートリッジをチェックする

1 プリントカートリッジを取り外します。

2 ラベルやテープが取り外されていることを確認します。

1 2

1 2

3 カートリッジを取り付けなおします。

プリンタのデフォルト設定と一時停止設定をチェックする

Windows の場合

1 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

a  をクリックします。

b ［コントロール パネル］をクリックします。

c ［ハードウェアとサウンド］で、［プリンタ］をクリックします。

Windows XP の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［プリンタと FAX］をクリックします。

Windows 2000 の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［設定］［プリンタ］の順にクリックします。 

2 プリンタをダブルクリックします。

3 ［プリンタ］をクリックします。

• ［一時停止］の横にチェックマークがないことを確認します。

• ［通常使うプリンタに設定］の横にチェックマークが表示されていない場合、ファイルを印刷するたびにプリ
ンタを選択する必要があります。
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Macintosh の場合

Mac OS X 10.5 の場合

1 Finder デスクトップで  ［システム環境設定］ ［プリントとファクス］をクリックします。

2 ［通常使うプリンタ］ポップアップメニューで、通常使うプリンタに設定されているか確認します。

プリンタが通常使うプリンタではない場合、ファイルを印刷するたびにプリンタを選択する必要があります。

通常使うプリンタに設定する場合は、［通常使うプリンタ］ポップアップメニューでプリンタを選択します。

3 ［プリント キューを開く］タブをクリックします。

印刷キューダイアログが表示されます。

印刷ジョブが保留の状態でないことを確認します。 印刷ジョブが保留になっている場合は、以下の手順に従い
ます。

• 特定の印刷ジョブを再開するには、文書名を選択して［再開］をクリックします。

• キュー内のすべての印刷ジョブを再開するには、［再開］をクリックします。

Mac OS X バージョン 10.4 以前の場合

1 Finder デスクトップで、［移動］［ユーティリティ］［プリントセンター］または［プリンタ設定ユーティリティ］の
順にクリックします。  

［プリンタリスト］ダイアログが表示されます。

2 プリンタをダブルクリックします。

印刷キューダイアログが表示されます。

• 印刷ジョブが保留の状態でないことを確認します。

印刷ジョブが保留になっている場合は、以下の手順に従います。

– 特定の印刷ジョブを再開するには、文書名を選択して［再開］をクリックします。

– キュー内のすべての印刷ジョブを再開するには、［ジョブを開始］をクリックします。

• 太字になっていないプリンタは通常使うプリンタではありません。 ファイルを印刷するたびにプリンタを選択
する必要があります。

通常使うプリンタに設定する場合は、以下の手順に従います。

a ［プリンタリスト］ダイアログに戻り、プリンタを選択します。

b ［デフォルトにする］をクリックします。

電源部を抜いてからもう一度差し込む

1  ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。

2 電源コードをコンセントから抜きます。

3 電源部をプリンタから取り外します。

4 電源部をプリンタにもう一度接続します。

5 電源コードをコンセントにもう一度接続します。

6  ボタンを押してプリンタの電源をオンにします。
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ソフトウェアを削除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、プリンタフォルダ内にお使いのプリンタが表示されていない場合、または
印刷ジョブの送信時にお使いのプリンタを選択できない場合は、ソフトウェアをアンインストールしてから再インス
トールしてみてください。

プリンタの電源に関するトラブルを解決する

プリンタとコンピュータのデータ通信にトラブルが発生しています。

以下の点を調べて、 いずれかを試してみてください。

プリンタの電源部が正しく接続されていることを確認する

1  ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。

2 電源コードをコンセントから抜きます。

3 電源部をプリンタから取り外します。

4 電源部をプリンタにもう一度接続します。

5 電源コードをコンセントにもう一度接続します。

6  ボタンを押してプリンタの電源をオンにします。

プリンタが休止状態でないことを確認する

電源ボタンがゆっくり点滅している場合、プリンタは休止状態です。

1 電源コードをコンセントから抜きます。

2 10 秒間待ってから、電源コードを壁のコンセントに差し込みます。

3  ボタンを押してプリンタの電源をオンにします。

ソフトウェアの削除と再インストール

プリンタが正しく動作しない場合や、プリンタを使用すると通信エラーメッセージが表示される場合は、プリンタソフト
ウェアのアンインストールと再インストールが必要となる場合があります。

Windows の場合

1 以下のいずれかを実行します。

• Windows Vista の場合は、  をクリックします。

• Windows XP 以前の場合は、［スタート］ボタンをクリックします。

2 ［すべてのプログラム］または［プログラム］をクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。

3 ［アンインストール］を選択します。

4 コンピュータの画面に表示される手順に従って、プリンタソフトウェアを削除します。

5 プリンタソフトウェアを再インストールする前にコンピュータを再起動してください。

6 ［新しいハードウェアの検出］ウィザードの画面で［キャンセル］をクリックします。
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7 インストール CD をセットし、コンピュータの画面に表示される手順に従って、ソフトウェアを再インストールします。

コンピュータの再起動後にインストール画面が自動的に表示されない場合は、以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

a  をクリックします。

b ［検索の開始］ボックスに「D:\setup.exe」と入力します（D はお使いの CD または DVD ドライブ名に置き

換えてください）。

Windows XP 以前の OS の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［ファイル名を指定して実行］をクリックします。

c 「D:\setup.exe」と入力します（D はお使いの CD または DVD ドライブのドライブ文字に置き換えてくださ

い）。

Macintosh の場合

1 開いているすべてのアプリケーションを閉じます。

2 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリックします。

3 ［アンインストーラ］アイコンをダブルクリックします。

4 コンピュータの画面に表示される手順に従って、プリンタソフトウェアを削除します。

5 プリンタソフトウェアを再インストールする前にコンピュータを再起動してください。

6 インストール CD をセットし、コンピュータの画面に表示される手順に従って、ソフトウェアを再インストールします。

ソフトウェアが正しくインストールされない場合は、www.lexmark.com から弊社のホームページにアクセスして、
新のソフトウェアがないか確認します。

1 アメリカ合衆国以外の場合は、国と地域を選択してください。

2 ［ドライバ＆ダウンロード］のリンクをクリックします。

3 プリンタの種類を選択します。

4 プリンタの機種名を選択します。

5 お使いのオペレーティングシステムを選択します。

6 ダウンロードするファイルを選択し、画面の指示に従います。

Windows で USB ポートを有効にする

コンピュータの USB ポートが有効かどうかを確認するには、以下の手順に従います。

1 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

a  ［コントロール パネル］の順にクリックします。

b ［システムとメンテナンス］ ［システム］の順にクリックします。

c ［デバイス マネージャ］をクリックします。
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Windows XP の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［コントロール パネル］ ［パフォーマンスとメンテナンス］ ［システム］の順にクリックします。

c ［ハードウェア］タブで、［デバイス マネージャ］をクリックします。

Windows 2000 の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［設定］ ［コントロール パネル］ ［システム］の順にクリックします。

c ［ハードウェア］タブで、［デバイス マネージャ］をクリックします。

2 ［USB（ユニバーサル シリアル バス）コントローラ］の横にあるプラス記号（+）をクリックします。

［USB Host Controller］および［USB ルートハブ］が一覧に表示されている場合、USB ポートは有効です。

詳細については、コンピュータのマニュアルを参照してください。

ワイヤレスに関するトラブルシューティング

ワイヤレスに関するトラブルシューティング用チェックリスト

ワイヤレスプリンタのトラブルシューティングを行う前に、以下を確認します。

• プリンタに電源部が接続され、  のランプが点灯している。

• SSID を正しく設定している。

プリンタで使用している SSID を確認するには、ネットワーク設定ページを印刷します。

SSID を正しく設定しているかどうか不明な場合は、ワイヤレス設定をもう一度実行します。

• WEP キーまたは WPA パスフレーズを正しく設定している（ネットワークが保護されている場合）。

無線アクセスポイント（無線ルーター）にログインして、セキュリティ設定を確認します。

セキュリティキーとはパスワードのようなものです。 WEP、WPA、または WPA2 を使用する同じワイヤレスネッ
トワーク上のすべてのデバイスは、同じセキュリティキーを共有します。

セキュリティ情報を正しく設定しているかどうか不明な場合は、ワイヤレス設定をもう一度実行します。

• ワイヤレスネットワークが正しく機能している。

ワイヤレスネットワーク上の他のコンピュータにアクセスしてみます。

お使いのネットワークからインターネットへアクセスできる場合は、ワイヤレス接続経由でインターネットへ接続し
てみます。

• プリンタがワイヤレスネットワークの範囲内にある。

ほとんどのネットワークでは、プリンタは無線アクセスポイント（無線ルーター）から 30 m 以内に設置されている
必要があります。

• プリンタは無線信号の障害物から離れた場所に設置されている。

アクセスポイントとプリンタの間に金属製の物体がある場合は移動します。

金属の柱、壁、鉄筋やコンクリートなどの柱などで、プリンタと無線アクセスポイントの間がさえぎられないように
設置してください。
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• ワイヤレス信号の障害となる可能性がある他の電子機器とプリンタを離して設置している。

ベビーモニタ、コードレス電話、セキュリティカメラ、他のワイヤレスネットワーク、一部の Bluetooth 機器などの
多くの装置から、無線信号への干渉が発生する場合があります。

• Wi-Fi インジケータのランプが点灯している。

• 印刷を行うコンピュータにプリンタドライバがインストールされている。

• プリンタポートが正しく選択されている。

• コンピュータとプリンタが同じワイヤレスネットワークに接続されている。

ネットワーク設定ページを印刷する

ネットワーク設定ページには、プリンタの IP アドレスや MAC アドレスなど、お使いのプリンタの設定の一覧が印刷
されます。 ネットワーク設定ページは、ワイヤレスプリントサーバーがプリンタに内蔵されている場合にのみ印刷で

きます。

1 普通紙をセットします。

2 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

3 ［ネットワーク設定］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

ディスプレイに［設定ページの印刷］と表示されます。

4  ボタンを押します。

5 ボタンをもう一度押します。

ネットワーク設定ページが印刷されます。

USB ケーブルを接続した後、ワイヤレス設定を続行できない

USB ケーブルを確認します

USB ケーブルを接続した後で、設定用ソフトウェアを使用してワイヤレス印刷用の設定を続行できない場合は、ケ
ーブルに問題がある可能性があります。 いずれかを試してみてください。

• USB ケーブルに傷などがないか確認します。 USB ケーブルに傷がある場合は、新しいものを使用してください。

• プリンタとコンピュータに USB ケーブルを直接接続します。 ハブ、スイッチボックス、ドッキングステーションなど
が、USB 接続の障害となる場合があります。
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• USB ケーブルが正しく接続されていることを確認します。

1 USB ケーブルの大きめで長方形のプラグを、コンピュータの USB ポートに差し込みます。 USB ポートは、
コンピュータの前面または背面などにある横または縦向きのポートです。

2 小さめで正方形のコネクタをプリンタに接続します。

ワイヤレスネットワーク経由で印刷できない

インストール中に問題が発生した場合、プリンタフォルダ内にお使いのプリンタが表示されていない場合、または印
刷ジョブの送信時にお使いのプリンタを選択できない場合は、ソフトウェアをアンインストールしてから再インストール
してみてください。

以下の点を調べて、 いずれかを試してみてください。

コンピュータが無線アクセスポイント（無線ルーター）に接続されていることを確認す
る

• お使いの Web ブラウザを起動し、任意のサイトにアクセスして、インターネットにアクセスできるかどうか確認
します。

• 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。
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コンピュータとプリンタを無線ルーターの近くに移動する

802.11b または 802.11g ネットワークでの装置間の 大距離は約 90 m ですが、 適な状態で使用するための
大距離は、通常 30 ～ 45 m です。

アクセスポイントを移動して干渉をなくす

電子レンジなどの電気製品、コードレス電話、ベビーモニタ、セキュリティカメラなどの装置から、一時的に干渉が
発生している場合があります。 アクセスポイントがこれらの装置に近すぎないかどうか確認してください。

プリンタがコンピュータと同じワイヤレスネットワーク上にあるかどうか確認する

ネットワーク設定ページを印刷します。 ネットワーク設定ページの印刷についての詳細については、プリンタに付
属のマニュアルを参照してください。

プリンタが使用している SSID がワイヤレスネットワークの SSID と同じであることを確認します。 ネットワーク SSID
の確認方法が分からない場合は、以下の手順のいずれかに従います。

Windows の場合

1 無線アクセスポイント（無線ルーター）の IP アドレスを、ブラウザのアドレス領域に入力します。

無線アクセスポイントの IP アドレスが不明の場合は、以下の手順に従います。

a 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

1  をクリックします。

2 ［すべてのプログラム］ ［アクセサリ］の順にクリックします。

3 ［コマンド プロンプト］をクリックします。

Windows XP 以前の OS の場合

1 ［スタート］ボタンをクリックします。

2 ［すべてのプログラム］または［プログラム］［アクセサリ］［コマンド プロンプト］の順にクリックします。  

b 「ipconfig」と入力します。

c Enter キーを押します。

• 通常、"Default Gateway" のエントリが無線アクセスポイントを示します。

• IP アドレスは、192.168.0.100 などのピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示され
ます。IP アドレスの 初の数字は 10 または 169 である場合もあります。これは、お使いのオペレーテ
ィングシステムまたはワイヤレスネットワークソフトウェアによって異なります。

2 メッセージが表示されたら、お使いの無線アクセスポイント（無線ルーター）のユーザー名とパスワードを入力
します。

3 ［OK］をクリックします。

4 メインページで、［ワイヤレス］などの設定保存先をクリックします。 SSID が表示されます。

5 SSID、セキュリティタイプ、WEP キー/WPA パスフレーズをメモします（表示される場合）。

メモ： 大文字と小文字を区別して、ネットワーク情報を正確にメモしてください。

6 後で参照できるように、SSID と WEP キーまたは WPA パスフレーズは安全な場所に保管してください。
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Macintosh を AirMac ベースステーションで使用する

Mac OS X 10.5 の場合

1 メニューバーで  ［システム環境設定］の順にクリックします。

2 ［ネットワーク］をクリックします。

3 ［AirMac］をクリックします。

コンピュータが接続されているネットワークの SSID が、［ネットワーク名］ポップアップメニューに表示されます。

4 SSID をメモします。

Mac OS X バージョン 10.4 以前の場合

1 メニューバーから、［移動］ ［アプリケーション］の順にクリックします。

2 ［アプリケーション］フォルダで、［インターネット接続］をダブルクリックします。

3 ツールバーで、［AirMac］をクリックします。

コンピュータが接続されているネットワークの SSID が、［ネットワーク］ポップアップメニューに表示されます。

4 SSID をメモします。

Macintosh を無線アクセスポイント（無線ルーター）で使用する

1 お使いの無線アクセスポイント（無線ルーター）の IP アドレスをブラウザのアドレス領域に入力して、手順 2 に
進みます。

無線アクセスポイント（無線ルーター）の IP アドレスが不明の場合は、以下の操作を行います。

Mac OS X 10.5 の場合

a メニューバーで  ［システム環境設定］の順にクリックします。

b ［ネットワーク］をクリックします。

c ［AirMac］をクリックします。

d ［詳細］をクリックします。

e ［TCP/IP］をクリックします。

通常、［ルーター］のエントリが無線アクセスポイント（無線ルーター）を示します。

Mac OS X バージョン 10.4 以前の場合

a メニューバーで  ［システム環境設定］の順にクリックします。

b ［ネットワーク］をクリックします。

c ［表示］ポップアップメニューから、［AirMac］を選択します。

d ［TCP/IP］をクリックします。

通常、［ルーター］のエントリが無線アクセスポイント（無線ルーター）を示します。

2 ユーザー名とパスワードの入力を求めるメッセージが表示されたら、入力します。

3 ［OK］をクリックします。

4 メインページで、［ワイヤレス］などの設定保存先をクリックします。 SSID が表示されます。

5 SSID、セキュリティタイプ、WEP キー/WPA パスフレーズをメモします（表示される場合）。
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メモ：

• 大文字と小文字を区別して、ネットワーク情報を正確にメモしてください。

• 後で参照できるように、SSID と WEP キーまたは WPA パスフレーズは安全な場所に保管してください。

WEP キーまたは WPA パスフレーズを確認する

WEP キー

以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

• 10 桁または 26 桁の 16 進表記。 16 進表記では A ～ F（または a ～ f）および 0 ～ 9 を使用します。

または

• 5 桁または 13 桁の ASCII 文字表記。 ASCII 文字とは、キーボードで入力できる英数字および記号です。
WEP キーで使用する ASCII 文字では大文字と小文字が区別されます。

WPA または WPA2 パスフレーズ

以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

• 8 ～ 63 桁の ASCII 文字表記。 WPA パスフレーズで使用する ASCII 文字では大文字と小文字が区別され
ます。

または

• 64 桁の 16 進表記。 16 進表記では A ～ F（または a ～ f）および 0 ～ 9 を使用します。

メモ： この情報が不明の場合は、ワイヤレスネットワークのマニュアルを参照するか、ワイヤレスネットワークの設
定を行った担当者に問い合わせてください。

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、
無線アクセスポイント（無線ルーター）への接続を許可されるアドレスの一覧に、プリンタの MAC アドレスを追
加する必要があります。

• 無線アクセスポイント（無線ルーター）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、プリンタ
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、ワイヤレスネットワークのマニュアルを参照するか、ワイヤレスネットワークの設
定を行った担当者に問い合わせてください。

コンピュータでファイアウォールが設定されている場合で印刷できない

Microsoft 以外のサードパーティ製ファイアウォールを使用している場合に、ワイヤレス印刷を実行できない場合が
あります。 プリンタとコンピュータが正しく設定され、ワイヤレスネットワークが動作しているのにワイヤレス印刷を実
行できない場合、原因はファイアウォールである可能性があります。 コンピュータで Windows ファイアウォール以外
のファイアウォールを使用している場合は、以下のいずれかを試してみます。

• メーカーが提供する 新アップデートを使用して、ファイアウォールを更新します。 手順については、お使いのフ
ァイアウォールのマニュアルを参照してください。

• プリンタのインストールまたは印刷を行う際に、プログラムでファイアウォール越しのアクセスが要求される場合
は、実行を許可します。

• ファイアウォールを一時的に無効にしてから、コンピュータにワイヤレスプリンタをインストールします。 ワイヤレ
スインストールを完了したら、ファイアウォールをもう一度有効にしてください。
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Wi-Fi インジケータのランプが点灯していない

電源を確認する

 のランプが点灯していることを確認します。

Wi-Fi インジケータのランプはグリーンで点灯しているが、印刷できない（Windows
の場合）

ワイヤレス印刷用の設定を完了し、すべての設定が正しいはずであるのに印刷できない場合は、以下のいずれか
を試してください。

ワイヤレスインストールの完了処理を行う

ワイヤレス設定が完了したことを示す画面が表示されるまで、印刷を実行したり、インストール CD を取り出した
り、インストール用ケーブルを取り外さないでください。

プリンタを有効化する

プリンタが有効であることを確認します。

1 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

a  をクリックします。

b ［コントロール パネル］をクリックします。

c ［ハードウェアとサウンド］で、［プリンタ］をクリックします。

Windows XP の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［プリンタと FAX］をクリックします。

Windows 2000 の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［設定］ ［プリンタ］の順にクリックします。

2 新しいプリンタを右クリックします。 メニューに［プリンタをオンラインで使用する］が表示されている場合は、こ
れを選択します。

3 ［プリンタ］または［プリンタと FAX］ウィンドウを閉じて、印刷しなおします。

ワイヤレスプリンタを選択する

以前はプリンタをローカル接続で使用していた場合に、ワイヤレスで印刷するには、ワイヤレスプリンタの選択が
必要となる場合があります。

1 以下のいずれかを実行します。
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Windows Vista の場合

a  をクリックします。

b ［コントロール パネル］をクリックします。

c ［ハードウェアとサウンド］で、［プリンタ］をクリックします。

Windows XP の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［プリンタと FAX］をクリックします。

Windows 2000 の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［設定］ ［プリンタ］の順にクリックします。

2 「コピー 1」という名称のプリンタがフォルダ内にあるかどうかをチェックします。 ある場合は、［コピー 1］のプリ
ンタを右クリックして、メニューから［プリンタをオンラインで使用する］をクリックします。

3 ［プリンタ］または［プリンタと FAX］ウィンドウを閉じて、印刷しなおします。

ワイヤレスポートを選択する

以前はプリンタをローカル接続で使用していた場合に、ワイヤレスで印刷するには、ワイヤレスプリンタの選択が
必要となる場合があります。

1 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

a  をクリックします。

b ［コントロール パネル］をクリックします。

c ［ハードウェアとサウンド］で、［プリンタ］をクリックします。

Windows XP の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［プリンタと FAX］をクリックします。

Windows 2000 の場合

a ［スタート］ボタンをクリックします。

b ［設定］ ［プリンタ］の順にクリックします。

2 プリンタを右クリックして、メニューから［プロパティ］を選択します。

3 ［ポート］タブをクリックします。

4 選択したポートを探します。 選択したポートには、［ポート］列にチェックマークが付いています。

5 選択したポートの［説明］列に［USB ポート］と表示されている場合は、リストをスクロールして、［説明］列が［プ
リンタ ポート］のポートを選択します。

6 ［OK］をクリックしてから、印刷しなおします。
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インストール中に Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点滅している（Windows
の場合）

Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点滅している場合、プリンタはワイヤレスネットワーク用にセットアップされ
ているが、設定されたネットワークに接続できないことを示します。 干渉または無線アクセスポイント（無線ルータ
ー）からの距離が原因で、プリンタがネットワークに参加できないか、接続するために設定の変更が必要となる可能
性があります。

以下の点を調べて、 いずれかを試してみてください。

アクセスポイントの電源がオンになっていることを確認する

アクセスポイントをチェックして、必要な場合は電源をオンにします。

アクセスポイントを移動して干渉をなくす

電子レンジなどの電気製品、コードレス電話、ベビーモニタ、セキュリティカメラなどの装置から、一時的に干渉が
発生している場合があります。 アクセスポイントがこれらの装置に近すぎないかどうか確認してください。

外部アンテナを調整してみる

通常、アンテナは垂直の状態で も感度が高くなります。 プリンタと無線アクセスポイントのアンテナの角度を変
えてみると、感度が向上する場合があります。

プリンタを移動する

プリンタをアクセスポイントの近くに移動します。 802.11b または 802.11g ネットワークでの装置間の 大距離は
約 90 m ですが、 適な状態で使用するための 大距離は、通常 30 ～ 45 m です。

ネットワークの信号強度は、ネットワークセットアップページで確認できます。

セキュリティキーを確認する

WEP セキュリティを使用している場合

有効な WEP キーは以下の条件を満たしています。

• 10 桁または 26 桁の 16 進表記。 16 進表記では A ～ F（または a ～ f）および 0 ～ 9 を使用します。

または

• 5 桁または 13 桁の ASCII 文字表記。 ASCII 文字とは、キーボードで入力できる英数字および記号です。

WPA セキュリティを使用している場合

有効な WPA パスフレーズは以下の条件を満たしています。

• 8 ～ 63 桁の ASCII 文字表記。 WPA パスフレーズで使用する ASCII 文字では大文字と小文字が区別され
ます。

または

• 64 桁の 16 進表記。 16 進表記では A ～ F（または a ～ f）および 0 ～ 9 を使用します。

お使いのワイヤレスネットワークがセキュリティ保護されていない場合は、セキュリティキーはありません。 お使い
のネットワークリソースを侵入者が不正に使用する可能性があるため、セキュリティを保護しないでワイヤレスネッ
トワークを使用することはお勧めできません。
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MAC アドレスを確認する

ネットワークで MAC アドレスフィルタリングを使用している場合、プリンタの MAC アドレスがフィルタリングのリス
トに含まれていることを確認します。 含まれていると、プリンタをネットワーク上で使用できます。 （⇒ 51 ページの
「MAC アドレスの確認方法」）

アクセスポイントに PING を行い、ネットワークが機能していることを確認する

1 アクセスポイントの IP アドレスが不明の場合は、IP アドレスを確認します。

a 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

1  をクリックします。

2 ［すべてのプログラム］ ［アクセサリ］の順にクリックします。

3 ［コマンド プロンプト］をクリックします。

Windows XP 以前の OS の場合

1 ［スタート］ボタンをクリックします。

2 ［すべてのプログラム］または［プログラム］ ［アクセサリ］ ［コマンド プロンプト］の順にクリックします。

b 「ipconfig」と入力します。

c Enter キーを押します。

• 通常、"Default Gateway" のエントリがアクセスポイントを示します。

• IP アドレスは、192.168.0.100 などのピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示され
ます。IP アドレスの 初の数字は 10 または 169 である場合もあります。これは、お使いのオペレーテ
ィングシステムまたはワイヤレスネットワークソフトウェアによって異なります。

2 アクセスポイントに PING を行う

a 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

1  をクリックします。

2 ［すべてのプログラム］ ［アクセサリ］の順にクリックします。

3 ［コマンド プロンプト］をクリックします。

Windows XP 以前の OS の場合

1 ［スタート］ボタンをクリックします。

2 ［すべてのプログラム］または［プログラム］ ［アクセサリ］ ［コマンド プロンプト］の順にクリックします。

b 「ping」の次にスペースを入力し、次に無線アクセスポイントの IP アドレスを入力します。 例：

ping 192.168.0.100

c Enter キーを押します。

3 アクセスポイントが応答しているかどうかを確認します。

• アクセスポイントが応答した場合、"Reply from" で始まる数行のメッセージが表示されます。

プリンタがワイヤレスネットワークに接続されていない可能性があります。 プリンタの電源をオフにしてから
再度オンにし、再接続してみてください。

• アクセスポイントが応答しない場合、数秒後に "Request timed out" と表示されます。
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次の方法を試してください。

a 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

1  をクリックします。

2 ［コントロール パネル］をクリックします。

3 ［ネットワークとインターネット］をクリックします。

4 ［ネットワークと共有センター］をクリックします。

Windows XP 以前の OS の場合

1 ［スタート］ボタンをクリックします。

2 ［コントロール パネル］をクリックします。

3 ［ネットワーク接続］をクリックします。

b 表示されている接続から適切なものを選択します。

メモ： コンピュータがイーサネットケーブルを使用してアクセスポイントに接続されている場合、接続
名に "無線" または "ワイヤレス" という語句が付いていない場合があります。

c 接続を右クリックして、［修復］をクリックします。

ワイヤレスセットアップをもう一度行う

ワイヤレス設定を変更した場合、プリンタのワイヤレスセットアップをもう一度行う必要があります。 WEP または
WPA キー、チャンネル、またはその他のネットワーク設定を手動で変更したり、アクセスポイントを出荷時の設定
に戻した場合など、何らかの理由で設定が変更される場合があります。

ワイヤレス設定をもう一度行うと、プリンタをワイヤレスで使用するために設定したときの設定ミスによる問題を解
決できる場合があります。

メモ：

• ネットワーク設定を変更した場合は、すべてのネットワーク機器の設定を変更してから、アクセスポイントの設
定を変更します。

• アクセスポイントの設定を既に変更した場合は、その他のネットワーク機器をネットワーク上に配置するに
は、すべての機器の設定を変更する必要があります。

1 以下のいずれかを実行します。

• Windows Vista の場合は、  をクリックします。

• Windows XP 以前の場合は、［スタート］ボタンをクリックします。

2 ［すべてのプログラム］または［プログラム］をクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。

3 ［ツール］ ［Lexmark ワイヤレス接続ユーティリティ］の順にクリックします。

メモ： セットアップ手順の途中で、インストール用ケーブルを使用してプリンタをもう一度コンピュータに接続する
よう求められる場合があります。

4 画面に表示される手順に従います。
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インストール中に Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点滅している（Macintosh
の場合）

Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点滅している場合、プリンタはワイヤレスネットワーク用にセットアップされ
ているが、設定されたネットワークに接続できないことを示します。 干渉または無線アクセスポイント（無線ルータ
ー）からの距離が原因で、プリンタがネットワークに参加できないか、接続するために設定の変更が必要となる可能
性があります。

以下の点を調べて、 いずれかを試してみてください。

無線アクセスポイントの電源がオンになっていることを確認する

無線アクセスポイントをチェックして、必要な場合は電源をオンにします。

無線アクセスポイントを移動して干渉をなくす

電子レンジなどの電気製品、コードレス電話、ベビーモニタ、セキュリティカメラなどの装置から、一時的に干渉が
発生している場合があります。 無線アクセスポイントがこれらの装置に近すぎないかどうか確認してください。

外部アンテナを調整してみる

通常、アンテナは垂直の状態で も感度が高くなります。 プリンタと無線アクセスポイントのアンテナの角度を変
えてみると、感度が向上する場合があります。

プリンタを移動する

プリンタを無線アクセスポイントの近くに移動します。 802.11b または 802.11g ネットワークでの装置間の 大距
離は約 90 m ですが、 適な状態で使用するために有効な距離は、通常 30 ～ 45 m です。

ネットワークの信号強度は、ネットワークセットアップページで確認できます。

セキュリティキーを確認する

WEP セキュリティを使用している場合

有効な WEP キーは以下の条件を満たしています。

• 10 桁または 26 桁の 16 進表記。 16 進表記では A ～ F（または a ～ f）および 0 ～ 9 を使用します。

または

• 5 桁または 13 桁の ASCII 文字表記。 ASCII 文字とは、キーボードで入力できる英数字および記号です。

WPA セキュリティを使用している場合

有効な WPA パスフレーズは以下の条件を満たしています。

• 8 ～ 63 桁の ASCII 文字表記。 WPA パスフレーズで使用する ASCII 文字では大文字と小文字が区別され
ます。

または

• 64 桁の 16 進表記。 16 進表記では A ～ F（または a ～ f）および 0 ～ 9 を使用します。

お使いのワイヤレスネットワークがセキュリティ保護されていない場合は、WEP キーまたは WPA パスフレーズ
はありません。 お使いのネットワークリソースを侵入者が不正に使用する可能性があるため、セキュリティを保護
しないでワイヤレスネットワークを使用することはお勧めできません。
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MAC アドレスを確認する

ネットワークで MAC アドレスフィルタリングを使用している場合、プリンタの MAC アドレスがフィルタリングのリス
トに含まれていることを確認します。 含まれていると、プリンタをネットワーク上で使用できます。

アクセスポイントに PING を行い、ネットワークが機能していることを確認する

1 AirMac の状態をチェックし、無線アクセスポイントの IP アドレスが不明の場合は、IP アドレスを確認します。

Mac OS X 10.5 の場合

a メニューバーで  ［システム環境設定］の順にクリックします。

b ［ネットワーク］をクリックします。

c ［AirMac］をクリックします。

状態をチェックできます。 オンになっている必要があります。 オフになっている場合は、［AirMac を入にす
る］をクリックします。

AirMac の状況インジケータも緑で表示されている必要があります。 緑で表示されている場合、ポートはア
クティブ（オン）で、接続されています。

メモ：

• 黄色で表示されている場合、ポートはアクティブですが接続されていません。

• 赤で表示されている場合、ポートは未設定です。

d ［詳細］をクリックします。

e ［TCP/IP］をクリックします。

• IP アドレスは、192.168.0.100 などのピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示され
ます。

• 通常、［ルーター］のエントリが無線アクセスポイントを示します。

Mac OS X バージョン 10.4 以前の場合

a  ［システム環境設定］の順にクリックします。

b ［ネットワーク］をクリックします。

c 必要に応じて、［表示］ポップアップメニューの［ネットワークの状況］を選択します。

AirMac の状況インジケータは緑で表示されている必要があります。 緑で表示されている場合、ポートはア
クティブ（オン）で、接続されています。

メモ：

• 黄色で表示されている場合、ポートはアクティブですが接続されていません。

• 赤で表示されている場合、ポートは未設定です。

d ［表示］ポップアップメニューから、［AirMac］を選択します。

e ［TCP/IP］をクリックします。

• IP アドレスは、192.168.0.100 などのピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示され
ます。

• 通常、［ルーター］のエントリが無線アクセスポイントを示します。

2 無線アクセスポイントに PING を行います。

a メニューバーから、［移動］ ［ユーティリティ］の順にクリックします。

b ［ネットワークユーティリティ］をダブルクリックします。
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c ［PING］タブをクリックします。

d ネットワークアドレス領域に、無線アクセスポイントの IP アドレスを入力します。 例：

10.168.0.100

e ［PING］をクリックします。

3 無線アクセスポイントが応答した場合、アクセスポイントから受信したバイト数を示す数行のメッセージが表示
されます。 これで、お使いのコンピュータがアクセスポイントに接続されていることを確認できます。

無線アクセスポイントが応答しない場合、何も表示されません。 問題を解決するには、ネットワーク診断を利
用できます。

ワイヤレスセットアップをもう一度行う

1 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリックします。

2 ［Lexmark ワイヤレス設定アシスタント］をダブルクリックします。

3 画面に表示される手順に従います。

Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点灯したままである

Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点灯している場合、プリンタが以下の状態であることを示しています。

• ワイヤレスネットワークで使用できるように設定中である。

• インフラストラクチャモードでは設定されていない。

• アドホックモードでの設定の待機中である。

干渉または無線アクセスポイント（無線ルーター）からの距離が原因で、プリンタがネットワークに参加できないか、
接続するために設定の変更が必要となる可能性があります。

以下の点を調べて、 いずれかを試してみてください。

ネットワーク名を確認する

お使いのネットワークの名前が、付近の別のネットワークと同じでないことを確認します。 たとえば、隣人が同じメ
ーカーの出荷時設定のネットワーク名を使用している場合、プリンタが隣人のネットワークに接続している可能性
があります。

固有のネットワーク名を使用していない場合は、無線アクセスポイント（無線ルーター）のマニュアルを参照して、
ネットワーク名の設定方法を確認してください。

ネットワーク名を新しく設定する場合、プリンタとコンピュータの SSID を同じネットワーク名に再設定する必要があ
ります。

セキュリティキーを確認する

WEP セキュリティを使用している場合

有効な WEP キーは以下の条件を満たしています。

• 10 桁または 26 桁の 16 進表記。 16 進表記では A ～ F（または a ～ f）および 0 ～ 9 を使用します。

または

• 5 桁または 13 桁の ASCII 文字表記。 ASCII 文字とは、キーボードで入力できる英数字および記号です。
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WPA セキュリティを使用している場合

有効な WPA パスフレーズは次の条件を満たしています。

• 8 ～ 63 桁の ASCII 文字表記。 WPA パスフレーズで使用する ASCII 文字では大文字と小文字が区別され
ます。

または

• 64 桁の 16 進表記。 16 進表記では A ～ F（または a ～ f）および 0 ～ 9 を使用します。

お使いのワイヤレスネットワークがセキュリティ保護されていない場合は、セキュリティキーはありません。 お使い
のネットワークリソースを侵入者が不正に使用する可能性があるため、セキュリティを保護しないでワイヤレスネッ
トワークを使用することはお勧めできません。

プリンタを移動する

プリンタを無線アクセスポイント（無線ルーター）の近くに移動します。 802.11b または 802.11g ネットワークでの
装置間の 大距離は約 90 m ですが、 適な状態で使用するための 大距離は、通常 30 ～ 45 m です。

ネットワークの信号強度は、プリンタのネットワーク設定ページで確認できます。

MAC アドレスを確認する

ネットワークで MAC アドレスフィルタリングを使用している場合、プリンタの MAC アドレスがフィルタリングのリス
トに含まれていることを確認します。 含まれていると、プリンタをネットワーク上で使用できます。 （⇒ 51 ページの
「MAC アドレスの確認方法」）

ワイヤレスプリントサーバーが取り付けられていない

インストール中に、プリンタにワイヤレスプリントサーバーが取り付けられていないことを示すメッセージが表示され
る場合があります。 プリンタがワイヤレス印刷に対応しているかどうか不明な場合は、以下の操作を行ってみます。

電源を確認する

 のランプが点灯していることを確認します。

ワイヤレス印刷中に「通信に関する問題」メッセージが表示される

ノートパソコンの節電設定が有効の場合に、ワイヤレス印刷を実行しようとすると、コンピュータの画面に「通信に関
する問題」メッセージが表示される場合があります。 これは、ノートパソコンのハードディスクの電源がオフになって
いる場合に表示されます。

このメッセージが表示された場合は、しばらく待ってから印刷しなおします。 ノートパソコンの電源がオンになり、ワイ
ヤレスネットワークに再接続されるまでには数秒間かかります。

プリンタとノートパソコンがネットワークに接続されるまで十分な時間をおいてもこのメッセージが再度表示される場
合は、ワイヤレスネットワークに問題がある可能性があります。 ノートパソコンとプリンタに IP アドレスが正しく設定
されていることを確認します。 IP アドレスの確認方法については、53 ページの「IP アドレスの確認方法」を参照して
ください。
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プリンタまたはノートパソコンに IP アドレスが設定されていない場合、またはどちらかのアドレスが 169.254.x.y（x
と y は 0 ～ 255 の数値）の場合は、以下の手順に従います。

1 有効な IP アドレスが設定されていないデバイス（ノートパソコン、プリンタ、または両方）をシャットダウンします。

2 デバイスの電源をオンにします。

3 プリンタの IP アドレスを再確認します。

ノートパソコンまたはプリンタの IP アドレスが正しく設定されない場合は、ワイヤレスネットワークに問題がある可能
性があります。 お使いの無線アクセスポイント（無線ルーター）が動作してることを確認して、無線信号の障害物を取
り除きます。

仮想プライベートネットワーク（VPN）への接続時に失われたプリンタとの通信

ほとんどの仮想プライベートネットワーク（VPN）への接続時、ローカルネットワーク上のワイヤレスプリンタへの接続
は失われます。 VPN を使用する場合、通信を行えるのは VPN のみであることがほとんどであり、同時に他のネッ
トワークと通信することはできません。 ローカルネットワークと VPN への接続を同時に行いたい場合は、VPN のシ
ステムサポート担当者によるスプリットトンネリングの有効化が必要です。 セキュリティ上または技術上の理由によ
り、一部の組織ではスプリットトンネリングが許可されないのでご注意下さい。

内蔵ワイヤレスプリントサーバーを出荷時の設定に戻す

1 プリンタの操作パネルで、  ボタンを押します。

2 ［ネットワーク設定］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

3 ［プリントサーバーを出荷時設定に戻す］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

4 ［はい］が表示されるまで矢印ボタンを押し、 を押します。

内蔵ワイヤレスプリントサーバーが出荷時の設定にリセットされます。 確認するには、ネットワーク設定ページを
印刷します。
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通知

製品に関する情報

製品名：

Lexmark 3600 Series

機種番号：

4438

機種：

001, 002

製品名：

Lexmark 4600 Series

機種番号：

4438

機種番号 2：

W02、W03、WE2、WE3

商標と著作権

2008 年 11 月

以下の段落は、このような条項が該当地域の法令と矛盾する国では適用されません。 Lexmark International, Inc.
は本ドキュメントを「現状有姿」で提供し、明示的または黙示的であるかを問わず、商品性および特定目的に対する
適合性の黙示的保証を含み、これに限定されないその他すべての保証を否認します。一部の地域では特定の商取
引での明示的または黙示的な保証に対する免責を許可していない場合があり、これらの地域ではお客様に対して
本条項が適用されない場合があります。

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.
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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

© 2008 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。

evercolor および PerfectFinish は、Lexmark International, Inc. の商標です。

その他の商標の所有権は、各社に帰属します。

ライセンスに関する通知

次の文書を参照するには、ソフトウェア CD の \Drivers\XPS ディレクトリにある Zopen.PDF を開いてください。

高周波エネルギーの放射に対する被爆

お使いのプリンタにワイヤレスネットワークカードが取り付けられている場合、以下の規定が適用されます。

本機器の高周波放射出力は、FCC の高周波エネルギーに対する被爆制限値よりはるかに低いものです。アンテナ
および人体から本機器までの距離を 低 20 cm（8 インチ）確保することにより、FCC の高周波エネルギーに対す
る被爆制限を満たすことができます。

VCCI 規定（日本のみ）

騒音発生レベル

ISO 7779 に基づく以下の測定が実施され、ISO 9296 に準拠することが報告されました。

メモ： お使いの製品に一部のモードが適用されない場合もあります。
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距離 1 m での平均音圧（単位 dBA）

印刷時 50

スキャン時 40

コピー時 50

準備完了時 聴取不能

これらの数値は変更される場合があります。 新の値については、www.lexmark.co.jp を参照してください。

廃棄電気・電子機器（WEEE）指令

WEEE のロゴは、EU 諸国での電気製品のリサイクルプログラムおよびその手順に関する特定の情報を示したもの
です。弊社では、製品のリサイクルを推進しています。リサイクルに関するお問い合わせの場合は、
www.lexmark.co.jp から Lexmark ホームページにアクセスし、お近くの販売店の連絡先をお調べください。

製品の廃棄

プリンタまたは消耗品は、一般の家庭ごみと一緒に捨てないでください。廃棄とリサイクルの方法については、お住
まいの地方自治体にお問い合わせください。

温度に関する情報

操作環境の温度 15 ～ 32° C（60 ～ 90° F）

輸送時の温度 -40 ～ 60° C（-40 ～ 140° F）

保管時の温度 1 ～ 60° C（34 ～ 140° F）

Energy Star（国際エネルギースター）プログラム

起動画面に「ENERGY STAR」マークが表示される Lexmark 製品は、出荷時に EPA（Environmental Protection
Agency）ENERGY STAR 要件に準拠するよう構成されていることが、Lexmark によって認定されています。
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消費電力

製品の消費電力

次の表は、本製品の消費電力を示したものです。

メモ： お使いの製品に一部のモードが適用されない場合もあります。

モード 説明 消費電力（W）

印刷時 製品がデータ入力により印刷を行っているとき。 Lexmark 3600 Series：22.1、Lexmark 3600es
Series：11.47、Lexmark 4600 Series：24.3

コピー時 製品が原稿のコピーを行っているとき。 Lexmark 3600 Series：22.5、Lexmark 3600es
Series：12.38、Lexmark 4600 Series：29.2

スキャン時 製品が原稿のスキャンを行っているとき。 Lexmark 3600 Series：10.7、Lexmark 3600es
Series：9.62、Lexmark 4600 Series：12.5

準備完了時 プリンタが印刷ジョブを待機しているとき。 Lexmark 3600 Series：9.0、Lexmark 3600es Series：
8.73、Lexmark 4600 Series：12.0

節電 製品がパワーセーブモードの状態にあるとき。 Lexmark 3600 Series：4.8、Lexmark 3600es Series：
5.27、Lexmark 4600 Series：6.5

オフ時 製品の電源コードがコンセントに差し込まれてい
て、電源スイッチはオフの状態のとき。

Lexmark 3600 Series：0.2、Lexmark 3600es Series：
0.25、Lexmark 4600 Series：0.2

上記の消費電力は、時間平均で測定したものです。瞬間的な消費電力は、時間平均の値よりも大幅に上回る場合
があります。

これらの数値は変更される場合があります。 新の値については、www.lexmark.com を参照してください。

節電

本製品では、「節電モード」と呼ばれる省エネモードが使用できるように設計されています。節電モードは、EPA スリ
ープモードと同じ機能です。節電モードでは、一定時間未使用の場合に消費電力が低く抑えられます。本製品が使
用されない状態で、節電モード タイムアウトと呼ばれる一定の時間が経過すると、自動的に節電モードに切り替わり
ます。

本製品の工場出荷時の節電モード タイムアウト（分）： 60

オフモード

オフモードでも、わずかながら電力を消費します。製品の電力消費を完全になくすには、電源コードをコンセントから
抜いてください。

合計の消費電力量

合計の消費電力量を計算することも、役に立つ場合があります。消費電力の単位はワットで表されているため、実
際の消費電力量を計算するには、それぞれの運転モードにおける動作時間をかける必要があります。合計の消費
電力量は、それぞれの運転モードにおける消費電力量を合計したものとなります。
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Lexmark ライセンス契約

以下の文書をお読みください。本製品を使用した場合、このライセンス契約のすべての条項に拘束されることをお客
様が同意したものといたします。このライセンス契約の条項に同意しない場合は、未使用の状態で製品をすぐに返
送し、購入代金の返金を請求してください。この製品を第三者に使用させる目的でインストールした場合、製品の使
用によりユーザーがこれらの条項に同意したものとみなされることを、お客様がユーザーに伝達するものといたします。

カートリッジ返却ライセンス契約

お客様は、本プリンターと共に出荷されるインクカートリッジは特許製品であり、下記のライセンス条件・合意事項に
服することを承諾します。同梱された特許製品であるインクカートリッジは 1 回のみ使用可能であり、所定量のイン
クが使用 されると動作を停止するように設計されています。交換が必要となる時点におけるカートリッジの残存イン
ク量は一定ではありません。このような 1 回のみの使用がなされると、インクカートリッジを使用するライセンスは終
了しますので、使用済みのカートリッジは必ずレックスマークに返却しなければなりません。返却された使用済みの
カートリッジは再生、詰め替え、またはリサイクルされます。お客様が今後上記の条件を満たしたカートリッジを購入
された場合、同条件が購入したカートリッ ジに適用されることを承諾したとみなされます。お客様がこの 1 回のみ使
用可能ライセンス条件・合意事項を承諾しない場合は、本製品を元の梱包にて販売店にご返却ください。なお、以上
の条件が適用されない交換用のカートリッジは、弊社製品購入サイトにてご購入いただけます。

Lexmark ソフトウェアライセンス契約

このソフトウェアライセンス契約（以下「ライセンス契約」といいます）は、個人または単一の団体であるお客様と
Lexmark International, Inc.（以下「Lexmark」といいます）との間で、Lexmark または Lexmark の供給元との間で
書面により締結された Lexmark 製品またはソフトウェアプログラムに関するその他のソフトウェアライセンス契約に
服しない限度において、お客様と Lexmark との間の法的契約事項を示すもので、Lexmark 製品と関連して使用す
るために Lexmark によってインストールまたは提供されるすべてのソフトウェアプログラムの使用に関する事項を定
めたものです。「ソフトウェアプログラム」という用語には、機械言語による命令、画像および録音などのオーディ
オ/ビジュアルコンテンツ、および関連するメディア、印刷物、電子的文書が含まれ、Lexmark 製品に組み込みまた
は同梱の状態で配布、または製品と共に使用されるものを示します。

1 限定保証：Lexmark は、ソフトウェアプログラムが格納されているメディア（ディスケットまたはコンパクトディスク
など）がある場合には、保証期間内の通常の使用環境において材質上および加工上の欠陥がないことを保証し
ます。保証期間は 90 日間とし、ソフトウェアプログラムが 初のエンドユーザーに配送された日から起算しま
す。この限定保証は、Lexmark または Lexmark の正規販売店または代理店から新しく購入されたソフトウェア
プログラム用メディアにのみ適用されます。メディアがこの限定保証の条件を満たしていないと判断される場合、
Lexmark はソフトウェアプログラムを交換いたします。

2 免責条項および保証の制限：本ライセンス契約に別段の定めがなく、また法律で許容される範囲において、
Lexmark および Lexmark の供給元はソフトウェアプログラムを「現状有姿」で提供し、明示的または黙示的であ
るかを問わず、権原、非侵害、商品性、特定目的に対する適合性、およびウィルスがないことに関する保証を含
むがこれに限定されないソフトウェアプログラムに関するすべての保証を否認します。本契約は、適宜適用さ
れ、除外または変更を認められない黙示の保証もしくは条件を規定し、または Lexmark に義務を課する特定の
法規との関連で解釈されます。当該法規が適用される場合、Lexmark に可能な限度で、Lexmark は当該法規
違反については、ソフトウェアプログラムの交換、またはソフトウェアプログラムの購入代金の返金のいずれか一
方に責任を限定するものとします。

3 付与されるライセンス：Lexmark は、お客様が本ライセンス契約のすべての条項に従う限りにおいて、お客様に
以下の権利を許諾します。

a 使用：お客様はソフトウェアプログラムを 1 部使用することができます。「使用する」とは、ソフトウェアプログ
ラムを保存、ロード、インストール、実行、または表示することを指します。Lexmark によってソフトウェアプロ
グラムの同時使用が許諾されている場合、認証されるユーザー数を Lexmark とのライセンス契約に指定さ
れた数に限定する必要があります。ソフトウェアプログラムのコンポーネントを複数のコンピュータに分割して
使用することはできません。お客様は、ソフトウェアプログラムによって通常コンピュータの画面に表示され
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る、商標、社名、商取引用デザイン、または知的所有権に関する通知の視覚的表示を、上書き、変更、消
去、不明瞭化、改変、または強調を解除するといった効果を及ぼすような方法で、ソフトウェアプログラムの
全部または一部を使用しないことに同意するものとします。

b コピー：お客様は、元のソフトウェアプログラムの所有権に関する通知をすべてコピーに含める限りにおい
て、バックアップ、資料化、またはインストールのみの目的でソフトウェアプログラムのコピーを 1 部作成する
ことができます。お客様は、ソフトウェアプログラムをいかなる公共または分散型ネットワークにコピーするこ
とはできません。

c 権利の留保：すべてのフォントを含むソフトウェアプログラムの著作権および所有権は、Lexmark International,
Inc. またはその供給元に帰属します。Lexmark は、本ライセンス契約で明示的に許諾されていないすべて
の権利を留保します。

d フリーウェア：本ライセンス契約の条項に関わらず、第三者によって公共の使用を許諾されているソフトウェア
（以下「フリーウェア」といいます）で構成されるソフトウェアプログラムの部分は全て、契約が個別に存在する
場合、開封により自動的に同意したものとみなされる契約の場合、またはダウンロード時に適用される電子
的ライセンス条項の場合のいずれかに関わらず、そのフリーウェアに適用されるソフトウェアライセンス契約
の条項に基づくものとします。お客様によるフリーウェアの使用については、そのライセンス条項のみが適用
されるものとします。

4 譲渡：お客様は、ソフトウェアプログラムを別のエンドユーザーに譲渡することができます。譲渡する場合、すべ
てのソフトウェアコンポーネント、メディア、印刷物、および本ライセンス契約を含める必要があり、お客様はソフト
ウェアプログラムまたはそのコンポーネントのコピーを保持することはできません。委託など、間接的な方法で譲
渡することはできません。譲渡に先立ち、ソフトウェアプログラムの譲渡を受けるエンドユーザーは、本ライセンス
契約のすべての条項に同意する必要があります。ソフトウェアプログラムが譲渡される際、お客様のライセンス
は自動的に終了します。本ライセンス契約に定めのある場合を除き、ソフトウェアプログラムを貸与、サブライセ
ンス、または委譲することはできません。また、これらを目的とする行為はすべて無効です。

5 アップグレード：ソフトウェアプログラムのアップグレードを使用するには、Lexmark によってアップグレード対象と
特定される元のソフトウェアプログラムのライセンスを 初に取得する必要があります。アップグレード後は、アッ
プグレード対象であった元のソフトウェアプログラムを使用することはできません。

6 リバースエンジニアリングに関する制限：お客様は、相互運用性、エラー修正、およびセキュリティ試験の目的で
適用法の下で明示的に許可されている場合を除きその限度において、ソフトウェアプログラムを改変、暗号解
読、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、またはその他の方法により変換することはできま
せん。法律でそのような権利が付与されている場合、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、または逆コンパ
イルを行おうとする際には Lexmark に書面で通知してください。ソフトウェアプログラムの合法的な使用におい
て必要とされない限り、ソフトウェアプログラムの暗号を解読することはできません。

7 追加ソフトウェア：Lexmark により、更新または追加ソフトウェアに伴って他の契約条項が提供されない限り、本
ライセンス契約は、Lexmark が提供する元のソフトウェアプログラムの更新または追加ソフトウェアにも適用され
るものとします。

8 救済の限定：適用法で許容される範囲において、Lexmark およびその供給元、関連企業、販売店のすべての責
任とお客様が受ける唯一の救済は、以下のとおりです。Lexmark は前述の明示的限定保証を提供します。
Lexmark が欠陥のあるメディアに対する救済を保証どおりに行わない場合、お客様はライセンスを終了すること
ができ、ソフトウェアのすべてのコピーを返却することにより、お客様は返金を受けることができます。

9 責任の限定：適用法で許容される範囲において、Lexmark の限定保証に起因する請求、または本契約が適用
されるその他の請求が行われた場合、その行為または根拠（契約、不履行、禁反言、過失、不実表示、または不
法行為）の別に関わらず、すべての種類の損害に対する Lexmark および販売店の責任範囲は、US $5,000、
または損害の原因、請求原因の対象もしくは請求原因に直接関係するソフトウェアプログラムのライセンスに対
して Lexmark または正規販売店に支払われた金額を超えないものとします。

いかなる場合も、すべての特別、付随的、間接的、懲戒的、懲罰的、もしくは派生的な損害（利益または収入の
減少、貯蓄の減少、データもしくは記録の使用障害・損失・誤謬・破損、第三者による請求、不動産もしくは有形
資産への損害、ソフトウェアプログラムのすべての使用形態または使用不能に起因もしくは関連する、またはそ
の他の本ライセンス契約に関連するプライバシーの侵害を含むがこれに限定されない損害）に対し、または第三
者からの請求に基づくお客様からの請求に対し、保証もしくは契約の不履行および不法行為（過失または厳格
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責任を含む）を含むがこれに限定されない請求の性質のいかんに関わらず、また Lexmark、その供給元、関連
企業、または販売店が事前にそのような損害の可能性について通知を受けていたかどうかに関わらず、損害の
排除が法律上無効であると判断される場合を除き、Lexmark、その供給元、子会社、または販売店はいかなる
責任も負いません。前段に示した救済がその本質的な目的を満たすことができない場合でも、上記の制限が適
用されるものとします。

10 契約期間：本ライセンス契約は、終了または拒否されない限り有効であるものとします。お客様は、ソフトウェア
プログラムのすべてのコピー、およびすべての修正プログラム、マニュアル、すべての形式の付随物、または本
契約に記載するその他の物品を破棄することにより、いつでも本ライセンスを拒否または終了できるものとしま
す。Lexmark は、お客様が本ライセンス契約のいずれかの条項を遵守しない場合、通知によりお客様のライセ
ンスを終了することができます。ライセンスが終了された場合、お客様は、ソフトウェアプログラムのすべてのコピ
ー、およびすべての修正プログラム、マニュアル、およびすべての形式の付随物を破棄することに同意するもの
とします。

11 税：お客様は、本契約またはソフトウェアプログラムの使用に起因する、すべての物品・サービス、および個人財
産に課せられる税金を含むがこれに限定されないすべての税金を支払う義務を負うことに同意するものとします。

12 訴訟の制限：適用法に別途の定めがある場合を除き、両当事者は、訴訟の形態にかかわらず、本契約に起因
する訴訟を、その訴訟の原因が発生した時点から 2 年経過後は行わないものとします。

13 適用法：本契約は、アメリカ合衆国ケンタッキー州法に準拠するものとします。その他のいかなる管轄権におけ
る法制度も選択できないものとします。国際動産売買契約に関する国際連合条約は適用されません。

14 アメリカ合衆国政府の権利制限：本ソフトウェアプログラムは私的費用のみによって開発されました。ソフトウェア
プログラムの使用に関するアメリカ合衆国政府の権利は、本契約に記載されたとおりとし、DFARS 252.227-7014
および FAR の同種条項（または同等の関係当局の規制または契約条項）によって制限されています。

15 データ使用に関する合意：お客様は、ソフトウェアプログラムに関してお客様の要求により実行されたサポートサ
ービスの際にお客様が提供した情報を、Lexmark、関連企業、およびその代理人が収集および使用することに
合意するものとします。Lexmark は、これらのサービスを提供するために必要とされる場合を除き、お客様を個
人的に識別する形式でこれらの情報を使用しないことに同意するものとします。

16 輸出に関する制限：お客様は以下を行わないものとします。(a) ソフトウェアプログラムまたはそれから直接生成
されるすべての製品を、適用される輸出関連法のいずれかに違反して、直接的または間接的な方法で取得、輸
送、譲渡、または再輸出すること。(b) 核兵器、化学兵器、または生物兵器の拡散を含むがこれに限定されな
い、適用される輸出関連法で禁じられる目的のためにソフトウェアプログラムの使用を許可すること。

17 契約への電子的な合意：お客様と Lexmark は、本ライセンス契約へ電子的形式で合意するものとします。すな
わち、お客様が本製品を使用すると、本ライセンス契約の条項および条件に合意したものとし、Lexmark との契
約書に署名したものとみなされます。

18 契約の能力および権限：お客様は、本ライセンス契約に署名する場所において、法的に成人であることを表明す
るものとします。また、該当する場合、お客様の雇用者または主責任者により、本契約を締結する権限を正式に
付与されているものとします。

19 終性条項：本ライセンス契約（ソフトウェアプログラムに含まれる、本ライセンス契約へのすべての補遺または
修正条項を含む）は、ソフトウェアプログラムに関するお客様と Lexmark の間の完全合意です。本契約に別段
の定めのない限り、これらの条項及び条件は、ソフトウェアプログラムまたは本ライセンス契約でカバーされる事
項に関する、口頭または書面による従前または同時の一切の通信、提案、および表明に優先するものとします
（これらの外的条項が、本ライセンス契約の条項、またはお客様と Lexmark によって署名された、ソフトウェアプ
ログラムの使用に関する書面でのその他の合意事項に反しない場合を除きます）。サポートサービスに関する
Lexmark のポリシーまたはプログラムのいずれかが本ライセンス契約の条項に反する場合、本ライセンス契約
の条項により支配されるものとします。
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ネットワークに関する用語集

アドホックモード 無線デバイスの設定で、無線アクセスポイントまたはルーターを使用せずに他
の無線デバイスと直接通信するもの。

アドホックネットワーク アクセスポイントを使用しないワイヤレスネットワーク。

AutoIP アドレス ネットワークデバイスによって自動的に割り当てられる IP アドレス。デバイス
が DHCP を使用するように設定され、利用可能な DHCP サーバーがない場
合は、デバイスによって AutoIP アドレスが割り当てられる場合があります。

BSS（Basic Service Set） Basic Service Set とは、使用しているワイヤレスネットワークの種類を示しま
す。BSS タイプは、インフラストラクチャネットワークまたはアドホックネットワー
クのいずれかです。

チャンネル 複数の無線デバイスが相互に通信する際に使用する特定の無線周波数。同
じネットワーク上のすべてのデバイスは、同じチャンネルを使用する必要があ
ります。

DHCP（Dynamic Host Configuration
Protocol：動的ホスト構成プロトコル）

DHCP サーバーで使用される言語。

DHCP IP アドレス DHCP サーバーによって自動的に割り当てられる IP アドレス。

DHCP サーバー ネットワーク上の各デバイスに固有の IP アドレスを割り当てるコンピュータま
たはルーター。固有のアドレスを割り当てることにより、競合しないようにします。

IP（Internet Protocol：インターネットプロ
トコル）アドレス

コンピュータまたはプリンタのネットワークアドレス。ネットワーク上の各デバイ
スには固有のネットワークアドレスがあります。アドレスはユーザーが手動で設
定するか（静的 IP アドレス）、DHCP サーバーによって自動で割り当てられる
か（DHCP IP アドレス）、デバイスによって自動で割り当てられます（AutoIP ア
ドレス）。

ipconfig Windows コンピュータの IP アドレスやその他のネットワーク情報を表示する
ためのコマンド。

インフラストラクチャモード 無線デバイスの設定で、無線アクセスポイントまたはルーターを使用して他の
無線デバイスと直接通信するもの。

インストール用ケーブル 一部のインストール手順で、プリンタとコンピュータを一時的に接続するケーブ
ル。

内蔵ワイヤレスプリントサーバー コンピュータとプリンタがケーブルを使用せずにネットワーク上で相互に通信す
るためのデバイス。

MAC（Media Access Control：媒体アク
セス制御）アドレス

ネットワーク上の各デバイスを一意に識別するハードウェアアドレス。通常、
MAC アドレスはデバイスに表示されています。

MAC アドレスフィルタリング ネットワーク上で通信可能な MAC アドレスを指定することにより、ワイヤレス
ネットワークへのアクセスを制限する方法。この設定は、無線ルーターまたは
アクセスポイントで指定することができます。

ネットワークアダプタ/カード コンピュータまたはプリンタがネットワーク上で相互に通信可能するためのデバ
イス。

ネットワークハブ 複数のデバイスを有線ネットワークに接続するためのデバイス。

ネットワーク名 134 ページの「SSID（Service Set Identifier）」 を参照。

PING コンピュータが別のデバイスと通信できるかどうかを確認するためのテスト。

プリンタのニックネーム ネットワーク上でプリンタを識別するためにプリンタに割り当てる名前。
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ルーター 単一のインターネット接続を複数のコンピュータまたはデバイスで共有するた
めのデバイス。基本的なルーターでは、ネットワークトラフィックが制御されます。

SSID（Service Set Identifier） ワイヤレスネットワークの名前。プリンタをワイヤレスネットワークに接続する場
合、プリンタはネットワークと同じ SSID を使用する必要があります。ネットワー
ク名または BSS（Basic Service Set）とも呼ばれます。

セキュリティキー ネットワークのセキュリティ保護のために使用される、WEP キーや WPA パス
フレーズなどのパスワード。

信号強度 送信信号が受信される強度の測定値。

静的 IP アドレス ユーザーが手動で割り当てる IP アドレス。

スイッチ ネットワークハブと同様に、異なるネットワークを相互に接続するデバイス。

UAA（Universally Administered
Address）

ネットワークプリンタまたはプリントサーバーにメーカーで割り当てられたアドレ
ス。UAA を確認するには、ネットワーク設定ページを印刷して UAA の項目を
探します。

USB ケーブル パラレルケーブルより高速でプリンタとコンピュータを接続する軽量で柔軟なケ
ーブル。

USB ポート コンピュータの背面にある小さな長方形のポートで、USB ケーブルを使用して
周辺機器をコンピュータに接続し、高速通信を行うための部分。

WEP（Wired Equivalent Privacy） ワイヤレスネットワークに不正なアクセスが行われることを防止するためのセ
キュリティ設定。セキュリティ設定には、他に WPA と WPA2 があります。

Wi-Fi 相互運用可能なワイヤレス LAN（WLAN）を作成するために使用される技術を
示す業界用語。

無線アクセスポイント ワイヤレスデバイスを接続してワイヤレスネットワークを形成するためのデバイ
ス。

無線ルーター 無線アクセスポイントとしても機能するルーター。

WPA（Wi-Fi Protected Access） ワイヤレスネットワークに不正なアクセスが行われることを防止するためのセ
キュリティ設定。WPA は、アドホックワイヤレスネットワークではサポートされま
せん。セキュリティ設定には、他に WEP と WPA2 があります。

WPA2 WPA の新バージョン。従来のルーターではサポートされない場合が多くありま
す。セキュリティ設定には、他に WPA と WEP があります。
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