
情報ガイド

ヘルプメニュー

［ヘルプ］メニューは、プリンタに PDF として保存されている一連のヘルプページで構成されています。 ヘルプページには、プ
リンタの使用および印刷タスクの実行に関する情報が含まれています。

プリンタには、英語版、フランス語版、ドイツ語版、スペイン語版のヘルプが保存されています。 その他の言語のヘルプは
http://support.lexmark.com で入手できます。

メニュー項目 説明

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 印刷品質に関する問題の解決方法についての情報を提供します。

印刷ガイド 用紙またはその他の専用紙のセットに関する情報を提供します。

用紙ガイド トレイおよびフィーダでサポートされる用紙の大きさが一覧で表示されます。

印刷不良ガイド 印刷不良の解決方法についての情報を提供します。

メニューマップ プリンタの操作パネルのメニューと設定の一覧が表示されます。

情報ガイド 追加情報を見つけるためのヘルプを提供します。

接続ガイド プリンタのローカル接続（USB）とネットワーク接続に関する情報を提供します。

移動ガイド プリンタを安全に移動するための手順を説明します。

消耗品ガイド 消耗品を注文する際の品番が記載されています。

セットアップシート

プリンタに同梱されている『セットアップシート』には、プリンタの設定についての情報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。

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

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ついての詳細は、『ユーザーズガイド』の「ホーム画面アプリケーショ
ンを設定および使用する」セクションを参照してください。

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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