
印刷ガイド
適切なカセットをセットし、正しい用紙の種類とサイズを設定して、プリンタを最大限に活用します。

カセットに用紙をセットする

プリンタでは、550 枚カセットとも呼ばれる標準カセット（カセット 1）、オプション 550 枚カセット、オプション 2,000 枚カセット、
多目的カセット、およびオプション 550 枚特殊用紙カセットの最大 5 つの給紙源から選択できます。 ほとんどの印刷ジョブで
使用する用紙または専用紙は、カセット 1 にセットします。 適切な用紙をセットすることで、紙づまりを防ぎ、問題のない印刷
を行うことができます。

メモ： 機種が C736n、C736dn、および C736dtn のプリンタは、オプションの給紙源を合計 4 つサポートします。 機種が
C734n、C734dn、C734dtn、および C734dw のプリンタは、オプションの給紙源を合計 3 つサポートします。

ジョブの印刷中、またはプリンタの操作パネルで［ビジー］が点滅しているときは、カセットを取り外さないでください。 このよう
な操作は紙詰りの原因となります。

1 ハンドルを握り、カセットを引き出します。 カセットを完全に取り外します。

カセットの下部のサイズインジケータを確認してください。 これらのインジケータを使用すると、ガイドを位置合わせしやす
くなります。
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2 幅ガイドタブを図のように締め付け、セットする用紙のサイズに適した位置にスライドさせます。

用紙カセットの左側にあるセットラインに注意してください。このラインは、用紙をセットできる最大の高さを示します。

3 長さガイドタブを締め付け、セットする用紙のサイズに適した位置にスライドさせます。

メモ： 長さガイドにはロックデバイスがあります。 カセットのロックを解除するには、図のように長さガイドの上部にあるボ
タンを左にスライドさせます。 長さを選択した後でカセットをロックするには、ボタンをスライドさせて右に戻します。

4 用紙は上下にまげてほぐし、パラパラめくります。 用紙を折ったり畳んだりしないでください。 平らな面で端を揃えます。

5 推奨される印刷面を上にして、用紙の束をセットします。 図に示すように、用紙をカセットの背面に向けてセットします。

片面印刷でプレプリントされたレターヘッド紙をセットする場合は、ヘッダーをカセットの前面に向けて置きます。

ABC
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6 カセットを合わせてから再度挿入します。

7 カセットに以前にセットされていたタイプとは異なるタイプの用紙をセットした場合は、プリンタの操作パネルでカセットの用
紙のタイプ設定を変更します。 詳細については、3 ページの「用紙のサイズとタイプを設定する」を参照してください。

用紙のサイズとタイプを設定する

メモ： 用紙のサイズとタイプに合ったカセットは、プリンタによって自動的に関連付けられます。 関連付けられたカセットの用紙
がなくなった場合は、別のカセットの用紙に印刷されます。

用紙のサイズとタイプを変更するには

1 プリンタの電源が入った状態で、［準備完了］と表示されていることを確認します。

2 プリンタのコントロールパネルから  を押します。

3 ［用紙メニュー］が表示されるまで下向きの矢印ボタンを押してから、  を押します。

4 ［用紙サイズ/タイプ］が表示されるまで下向きの矢印ボタンを押してから、  を押します。

5 正しいカセットが表示されるまで下向きの矢印ボタンを押してから、  を押します。

6  が正しいサイズの隣に表示されるまで下向きの矢印ボタンを押してから、  を押します。

7 使用可能な用紙タイプのリスト内をスクロールするには、左または右矢印ボタンを押します。 正しいタイプをハイライトして

から、  を押します。

［選択内容を送信中］と表示されます。 プリンタの操作パネルの表示が［用紙サイズ/タイプ］に戻ります。

8  を 3 回押して［準備完了］状態に戻ります。

印刷ガイド
ページ 3 / 3



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


