
MS910、MX910、および
XM9100 Series 仕上げガ
イド

小冊子を作成する

• 一部のプリンタモデルでのみサポートされている機能があります。

• 印刷後、ページは揃えて半分に折り返され、小冊子となります。

• 用紙の長辺がトレイの正面を向くようにセットします。

• 小冊子の各ページのサイズが similar to the size of the オリジ
ナル原稿のサイズと同様になるようにするには、［小冊子のペー
ジで元のページサイズを維持］を選択します。この設定では、レタ
ーに印刷したステートメント、タブロイドに印刷したレター、A4 に
印刷した A5、A3 に印刷した A4 をサポートします。

• フィニシャで折る枚数は、用紙の厚さと印刷物をホチキスで留め
るかどうかによって異なります。

メモ：

– 90 g/m2（24 lb）より重い普通紙の場合、フィニッシャで折れ
るのは一度に 1 枚のみです。

– フィニッシャは、60 g/m2（16 lb）～ 200 g/m2（53 lb）の重さの
1 枚の表紙を折ることができます。

– フィニッシャは最大で、60 g/m2（16 lb）～ 90 g/m2（24 lb）の
重さの表紙 1 枚を含む 20 枚のホチキスで綴じられた用紙
を折ることができます。

– ホチキスで留められていない用紙の場合、フィニッシャはバ
ッチごとに 5 枚の用紙を折ることができます。すべてのバッ
チをとじて、小冊子の表紙を作成します。

操作パネルから小冊子を作成する
1 ホーム画面から、次のメニューを選択します。

［コピー］ > ［詳細オプション］ > ［小冊子を作成］ > ［片面の小冊子］
または［両面の小冊子］ > ［表紙の設定］

2 小冊子の表紙オプションを選択し、  をタッチします。

3 ［コピー］をタッチします。

コンピュータから小冊子を作成する

Windows の場合

1 ドキュメントを開いている状態で、［ファイル］ > ［印刷］をクリックし
ます。

2 ［プロパティ］、［基本設定］、［オプション］、または［セットアップ］を
クリックします。

3 ［小冊子］ > ［設定を編集する］をクリックします。

4 1 つまたは複数の小冊子設定を選択し、変更を適用します。

5 ［用紙/仕上げ］をクリックし、折りの設定を選択します。

6 変更を適用して、印刷ジョブを送信します。

Macintosh の場合

1 ドキュメントを開いている状態で、［ファイル］ > ［印刷］をクリックし
ます。

必要に応じて、［詳細を表示］または三角形をクリックしてその他
のオプションを表示します。

2 ［レイアウト］ > ［プリンタの機能］をクリックします。

3 ［機能セット］から小冊子セットを選択します。

4 1 つまたは複数の小冊子設定を選択します。

5 ［機能セット］から［仕上げ］を選択します。

6 折りの設定を選択し、印刷ジョブを送信します。

2 つ折りまたは 3 つ折りのページ
を作成する

メモ：

• 一部のプリンタモデルでのみサポートされている機能があります。

• 片面印刷の場合、印刷内容は用紙の内側です。

• フィニッシャは、レターおよび A4 用紙で 3 つ折りのページを作
成できます。

• フィニッシャは、60 g/m2（16 lb）～ 90 g/m2（24 lb）の重さの用紙
を折ることができます。

• 用紙の長辺がトレイの正面を向くようにセットします。

操作パネルから 2 つ折りまたは 3 つ折り
のページを作成する
1 ホーム画面から、次のメニューを選択します。

［コピー］ > ［詳細オプション］ > ［中折り］

2 ［2 つ折り］または［3 つ折り］を選択し、  をタッチします。

3 ［コピー］をタッチします。

コンピュータから 2 つ折りまたは 3 つ折り
のページを作成する

Windows の場合

1 ドキュメントを開いている状態で、［ファイル］ > ［印刷］をクリックし
ます。

2 プリンタを選択し、［プロパティ］ > ［用紙/仕上げ］をクリックします。

3 折りの設定を選択し、［OK］をクリックします。

4 次のように印刷ジョブを送信します。

Macintosh の場合

1 ドキュメントを開いている状態で、［ファイル］ > ［印刷］をクリックし
ます。

必要に応じて、［詳細を表示］または三角形をクリックしてその他
のオプションを表示します。

2 ［レイアウト］ > ［プリンタの機能］をクリックします。

3 ［機能セット］から［仕上げ］を選択します。

4 折りの設定を選択し、印刷ジョブを送信します。
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ホチキス留めおよび穴パンチ

メモ：

• 2500 枚トレイまたは 3000 枚トレイから印刷します。

• 500 枚トレイから印刷する場合、用紙の短辺がトレイの正面を向
くようにレターや A4 紙をセットします。
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