
印刷ガイド
トレイを正しくセットし、用紙のタイプとサイズを正しく設定して、プリンタを最大限に活用します。

250 枚および 550 枚トレイに用紙をセットする

プリンタには、統合手差しフィーダーを備えた 250 枚トレイ（トレイ 1）が 1 台あります。250 枚トレイ、650 枚デュオトレイ、550
枚トレイは、同じ用紙サイズとタイプをサポートし、同じ方法でセットされます。

危険！ケガの恐れあり： 本機が不安定にならないように、用紙トレイは個別にセットしてください。すべてのトレイは必要
になるまで閉じた状態にします。

1 トレイを完全に引き出します。

メモ： ジョブの印刷中や、ディスプレイに［ビジー］が表示されている間は、トレイを取り外さないでください。紙詰まりの原
因となる可能性があります。

2 用紙がレターサイズの用紙よりも長い場合、トレイの背面にある長さガイドを押して広げます。

2

1
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3 長さガイドタブを握り、セットしている用紙のサイズに合った正しい位置までスライドします。

1

2

メモ： トレイの下部にあるサイズインジケータを使用して、ガイドの位置を決定します。

4 幅ガイドを握り、セットしている用紙のサイズに合った正しい位置までスライドします。

2

1

メモ： トレイの下部にある用紙サイズインジケータを使用して、ガイドの位置を決定します。

5 用紙を前後に曲げてほぐし、さばきます。用紙を折ったり畳んだりしないでください。平らな面で端をそろえます。
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6 推奨されている印刷面を上にして、用紙の束をセットします。

7 用紙ガイドを用紙の端で固定されるように配置します。

8 トレイを挿入します。

9 プリンタコントロールパネルから、［用紙］メニューで用紙サイズとタイプを設定し、トレイにセットされた用紙に一致させます。

メモ： 1 つのトレイで用紙サイズまたは用紙タイプを混合させると、紙詰まりの原因になることがあります。

650 枚デュオトレイに用紙をセットする

650 枚デュオトレイ（トレイ 2）は、550 枚トレイおよび統合 100 枚多目的フィーダから構成されています。このトレイは 250 枚
トレイおよびオプションの 550 枚トレイと同じ方法でセットされ、同じ用紙タイプとサイズをサポートします。ガイドタブの外観と
用紙サイズインジケータの場所のみが異なります。

危険！ケガの恐れあり： 本機が不安定にならないように、用紙カセットや用紙トレイは個別にセットしてください。その他
のすべてのトレイは必要になるまで閉じた状態にします。
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1

2

3

1 幅ガイドタブ

2 用紙サイズインジケータ

3 幅ガイドタブ

多目的フィーダーに用紙をセットする

1 多目的フィーダーのラッチを左側に押します。
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2 多目的フィーダーを開きます。

3 多目的フィーダーの拡張ガイドを引きます。

メモ： 多目的フィーダが最後まで拡張して開くように、ゆっくりと拡張ガイドを引き出します。

4 セットする用紙を準備します。

• 用紙を前後に曲げてほぐします。用紙を折ったり畳んだりしないでください。平らな面で端をそろえます。

• OHP フィルムは端を持ちます。平らな面で端をそろえます。

メモ： OHP フィルムの印刷面には触れないでください。印刷面に傷をつけないように気をつけてください。

• 封筒の束を前後に曲げてほぐします。平らな面で端をそろえます。

警告！破損の恐れあり： 切手、留め金、スナップ、窓、つや出し加工された内張り、封かん用口糊の付いた封筒は
絶対に使用しないでください。このような封筒を使用すると、プリンタに深刻な損傷が生じる可能性があります。
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5 最大用紙高さインジケータとタブを見つけます。

メモ： 用紙または特殊用紙の高さが、用紙ガイドにある最大用紙高さインジケータを超えないようにしてください。

1

2

5

4 3

1 幅ガイドタブ

2 最大用紙高さインジケータ

3 幅ガイド

4 フィーダーエクステンダ

5 用紙サイズインジケータ

6 用紙をセットし、幅ガイドが用紙の束の端に軽く触れるように、幅ガイドを調整します。

• 推奨印刷面を下にし、上端が最初に入るように、用紙、厚紙、および OHP フィルムをセットします。
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• フラップ面を上にして、用紙ガイドの右側に封筒をセットします。

メモ：

• ジョブが印刷中の間は、多目的フィーダに用紙をセットしたり、閉じたりしないでください。

• 一度にセットできる用紙サイズとタイプは 1 つのみです。

• 用紙は多目的フィーダーに平らに置いてください。用紙が多目的フィーダーに余裕を持って収まり、曲がったり、しわ
が寄ったりしていないことを確認してください。

7 プリンタコントロールパネルから、［用紙］メニューで用紙サイズとタイプを設定し、トレイにセットされた用紙に一致させます。

手差しフィーダに用紙をセットする

標準の 250 枚トレイには統合された手差しフィーダがあり、異なるタイプの用紙で一度に 1 ページ印刷するために使用でき
ます。

1 1 枚の用紙を手差しフィーダにセットします。

• 片面印刷の場合は、印刷面を下にします

• 両面印刷の場合は、印刷面を上にします

メモ： 印刷モードによって、異なる方法でレターヘッドをセットできます。

レターヘッドを使用した片面印刷 レターヘッドを使用した両面印刷

ABC

A
B

C

印刷ガイド
7 / 8 ページ



• フラップ面を上にして、用紙ガイドの右側に対して封筒をセットします。

2 先端が用紙ガイドに触れる位置まで、用紙を手差しフィーダにセットします。

メモ： 最高の印刷品質を実現するために、レーザープリンタ専用の高品質用紙のみを使用してください。

3 セットした用紙の幅に用紙ガイドを調整します。

警告！破損の恐れあり： 用紙を無理にフィーダに入れないでください。用紙を無理に入れると、紙づまりの原因になる場
合があります。

用紙サイズとタイプを設定する

1 プリンタコントロールパネルから、 次のメニューを選択します。

 >［設定］ >  >［用紙メニュー］ >  >［用紙サイズ/タイプ］ >

2 上下矢印ボタンを押してトレイまたはフィーダーサイズを選択し、  を押します。

3 上下矢印ボタンを押して用紙サイズを選択し、  を押します。

4 上下矢印ボタンを押してトレイまたはフィーダータイプを選択し、  を押します。

5 上下矢印ボタンを押して用紙タイプを選択し、  を押します。
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