
情報ガイド

ヘルプメニュー

［ヘルプ］メニューには、一連のヘルプページが用意されています。このヘルプページは、プリンタ内に PDF ファイルとして格
納されています。ヘルプメニューには、プリンタの使い方やさまざまな作業に関する情報が用意されています。

プリンタには、英語版、フランス語版、ドイツ語版、スペイン語版が格納されています。その他の翻訳版については、
http://support.lexmark.com をご覧ください。

使用 目的

すべてのガイドを印刷 すべてのガイドを印刷します。

印刷品質 印刷品質の問題に関する情報を印刷します。

印刷ガイド 用紙およびその他の特殊用紙のセットに関する情報を印刷します。

用紙ガイド トレイおよびフィーダでサポートされている用紙サイズの一覧を印刷します。

印刷不良ガイド 印刷不良を解決する方法を印刷します。

メニューマップ コントロールパネルメニューと設定の一覧を印刷します。

情報ガイド さらに詳しい情報の入手先に関する情報を印刷します。

接続ガイド プリンタのローカル接続（USB）またはネットワーク接続に関する情報を印刷します。

移動ガイド（Moving Guide） プリンタを安全に移動する手順を印刷します。

消耗品ガイド（Supplies Guide） 消耗品を注文するのに必要な部品番号を印刷します。

設定シート

プリンタに同梱されている設定シートには、プリンタの設定方法が記載されています。

ソフトウェアおよびドキュメント CD
プリンタに同梱されているソフトウェアおよびドキュメント CD には、『ユーザーガイド』が含まれています。『ユーザーガイド』に
は、用紙のセット、印刷、消耗品の注文、問題の対処、紙詰まりの除去、プリンタの保守、ホーム画面のカスタマイズ、および
ソリューションの使用に関する情報が説明されています。

最新情報については、Lexmark の Web サイト（http://support.lexmark.com）をご覧ください。

その他の言語サポート

その他の言語の『ユーザーズガイド』、『クイックリファレンス』、『ネットワーキングガイド』は、ソフトウェアおよび付属の説明書
類 CD にあります。
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