
印刷ガイド

トレイをセットする

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。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。

1 トレイを完全に引き出します。

メモ： ジョブの印刷中や、プリンタディスプレイに［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 幅ガイドのタブをつまんで、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。
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3 長さガイドのロックを解除します。長さガイドのタブをつまんで、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。
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メモ：

• レター、リーガル、A4 などの一部の用紙サイズの場合、長さガイドタブを握り、後方にスライドし、用紙の全長が収ま
るようにします。

• リーガルサイズの用紙を設置すると長さガイドがベースからはみ出し用紙が埃にさらされます。用紙を埃から保護す
るために別途防塵カバーを購入できます。詳細については、カスタマサポートまでお問い合わせください。

• 標準トレイに A6 用紙を設置するには長さガイドのタブをつまみ、トレイ中心にある A6 サイズ位置までスライドさせ
ます。

• 幅と長さガイドがそれぞれトレイの底にある用紙サイズインジケータの位置と合っていることを確認します。
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4 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。

5 用紙の束をセットします。

メモ：

• 再生紙またはプレプリント紙を使用するときには、印刷面を下にしてセットします。

• 穴あき用紙は、上端の穴がトレイの正面を向くようにセットします。
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• レターヘッド紙は、用紙の上端がトレイの正面を向くように下向きにセットします。両面印刷の場合、レターヘッド紙
は、用紙の下端がトレイの正面を向くように上向きにセットします。

• 用紙が幅ガイドの側面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。
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6 トレイを挿入します。

1

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。

メモ： 正しい用紙サイズとタイプをセットし、紙詰まりや印刷品質の問題が発生しないようにしてください。

用紙サイズとタイプを設定する

ホーム画面から、次のメニューを選択します。

   > ［用紙メニュー］   > ［用紙サイズ/タイプ］   >トレイ を選択  > 用紙のサイズまたはタイプを選択   > 
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