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かんたん設置ガイド かんたん設置ガイド 

電源コード、アース線の接続 

梱包材の取り外し 

カートリッジのセット 

梱包内容の確認・設置場所へ運ぶ 

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 

梱包材＆テープの取り外しチェック 
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テープ×7 テープ付き梱包材×1ヒモ付き金具×2 梱包材×1
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ITBユニットカバー 

b
a

前カバーを閉めます。 

図のように、両手で前カバーに手をそえてa、両手で前カバーを
押して閉めますb。 
前カバーは、図のように前カバーの前部を押して閉めてください。 
前カバー左右のレバー部を持って閉めると、指を挟んでけがの原
因になることがあります。 
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このテープもいっしょに 
取り外してください。 

取っ手 

取っ手 

タブ 

本体外観 

a
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ボタン 取っ手 
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ロック解除 
ボタン 

取っ手 

b

b

b
取っ手 
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取っ手 

取扱説明書を読むには、ここを
クリックし、表示された画面で
参照する取扱説明書をクリック
します。 
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必ず、図に示すスペースを確保してください。 
プリンタ本体は約50kgあり、トナーカートリッジとドラムカートリッジを取り付
けると約58.9kgになります。オプションのペーパーフィーダを3台取り付けると約
91.9kgになります。 
必ず、本プリンタやオプション品の質量に耐えられる十分な強度のある場所に設置
してください。ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所、
パソコンラックの上段などに設置しないでください。落ちたり倒れたりして、けが
の原因になることがあります。 
本プリンタを設置する前に、詳しい設置環境について、本プリンタに付属の「設置
時にお読みください」を必ずお読みください。 
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テープ付き梱包材 
a

b

この部分を手で押さえながら 
テープを取り外してください。 

テープ付き梱包材 

このテープは後で取り外します。 

設置時にお読みください 

最初にお読みください。 
このたびはキヤノンLBP5600SEをお買い上げいただき、ありがとうございます。 
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 

プリンタを箱から取り出して、設置します 

電源コードとアース線を接続します 

ドラムカートリッジをセットします 

トナーカートリッジをセットします 

用紙をセットします 

ソフトウェアをインストールし、コンピュータと接続します  

オプション品を取り付けます 
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定着器を手前に倒します。 2図の位置にあるテープ（6箇
所）を取り外します。 

1 前カバーを開
けます。 

3 定着器のヒモ付き
金具はヒモを持っ
て引き抜きます。 

4 取っ手を持って定着器を元の位置に戻しa、左右の取
っ手を図のように押しますb。 

6

6 図の位置にあるテー
プ付き梱包材（1個）
を取り外します。 

給紙カセット内
部の梱包材を取
り外します。 

8 給紙カセットを引き出します。 109 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。 11

上カバーを開けます。 

2前カバーを開け
ます。 

1 定着器を手前に倒します。 

3 ドラムカートリッジを箱か
ら取り出したあと、保護袋
を取り出し、注意事項が記
載されている用紙をドラム
カートリッジから取り外して、
よく読みます。 

4 図の位置にあるテー
プ付き乾燥剤（1個）
を取り外します。 

5

図のように定着器の左右にある緑色のロック解除ボタンを押しながらa、
取っ手を持って定着器を手前に倒しますb。 

定着器に取り付けられているヒモ付き金具は、次の手順で取り外します。
定着器が手前に倒れていない状態でヒモ付き金具を取り外さないでください。 

前カバー右側にあるレバーを押し
ながら、前カバーを手前に開けま
す。 

5 ITBユニットカバー
の裏側にある梱包
材を取り外します。 

梱包材にはテープが付いています。
梱包材はテープと一緒に取り外します。 

後カバーを止めているテープを取り外すときは、図のよう
に手で後カバーを押さえながら、テープを取り外します。 

給紙カセットを止まる位置まで
引き出しますa。 

給紙カセットの手前を少し持ち上げてからb、
図のように手をそえて引き出しますc。 

図のように給紙カセットを両手で持って、
止まる位置まで差し込みますa。 

給紙カセットの手前を少し持ち上げてからb、給紙カセットの
前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込
みますc。 

図のように定着器の左右にある緑色のロック解除ボタンを押しながらa、
取っ手を持って定着器を手前に倒しますb。�

上カバーのレバーを持って、上カバーを
開けます。 
ドラムカートリッジを取り付ける位置は、
奥からイエロー、マゼンタ、シアン、ブ
ラックとなっています。 

上カバーの青色のロッ
ク解除ボタンを押しま
す。 

用紙はテープをはがして
からa、取り外しますb。 テープ付き乾燥剤はテープをはがしてからa、

取り外しますb。 

前カバー右側にあるレバーを押しな
がら、前カバーを手前に開けます。 

テープ付き梱包材は、テープを取り外しa、
梱包材も同時に取り外します。梱包材が取り
外せない場合は、倒してからb、取り外しま
すc。 

7 図の位置にあるテー
プ付き梱包材（1個）
を取り外します。 

テープ付き梱包材は、テープを取り外しa、
梱包材も同時に取り外します。梱包材が取り
外せない場合は、倒してからb、取り外しま
すc。 

8 図の位置にあるテープ
付き梱包材（1個）を
取り外します。 

9 図の位置にあるテー
プ（1枚）とタグ（2
個）を取り外します。 

テープ付き梱包材は、テープをはがしてからa、
梱包材を引き抜いてくださいb。 
テープを取り外す際は、青色のシャッターを手で
押さえながらゆっくりと取り外します。 

10 図の位置にあるテープ
（3枚）をa、bの順
に取り外します。 

bで取り外すテープは、テープの後端にもう1枚のテ
ープが貼り付いていますので、いっしょに取り外し
ます。 

11 ドラムカートリッジの青色の取っ手を持ち、図のように
往復10～12回振って、内部の現像剤を均一にならします。 

12 平らな場所に用紙などを敷いて、
その上にドラムカートリッジを置き、
シーリングテープのタブを図のよ
うに倒します。 

ドラムカートリッジの青色の取っ手を
持ちます。 

ドラムカートリッジを図のように往復
10～12回振ります。 

ITBユニットカバー 定着器 給紙カセット内部 

図の位置にある
テープを取り外
します。 

7

「かんたん設置ガイド」について 
「かんたん設置ガイド」には、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、注意事項や制限事項は記載されていませ
んので、必ず本プリンタに付属の「設置時にお読みください」もあわせてお読みください。また、「かんたん設置ガイド」に記載されている各
部の名称が不明な場合は、本プリンタに付属のCD-ROMに収められている「ユーザーズガイド」をお読みください。 

■取扱説明書を読むには 
 

取扱説明書は付属のCD-ROM（LBP5600SE User Software）にPDFファイルで収められています。 
PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/ 
Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールして
ください。 

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると次の画面（CD-ROM Setup）
が表示されます。 

 

※すでにCD-ROMがセットされている場合は、いったんCD-ROMを取り出してもう
一度セットします。 

CD-ROMをセットしてもCD-ROM Setupが表示されないときは・・・ 
 

CD-ROM Setupが表示されない場合は、［スタート］メニューから［ファイル名を指定して実行］を選択して
「D:¥Japanese¥CNAC2MNU.exe」と入力し、［OK］をクリックします。（ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記して
います。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。） 

ペディスタル、ペーパーフィーダを取り付ける 
オプションのペディスタル、
ペーパーフィーダを装着する
場合は、ペディスタル、ペー
パーフィーダを設置場所に運
び、プリンタ本体を上に載せ
ます。 

・ペーパーフィーダの取り付けかたは、
「設置時にお読みください」に記載
してあります。 
・ペディスタルの取り付けかたは、ペ
ディスタルに付属の取扱説明書を参
照してください。 

設置時に 
お読みください 

梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。 設置場所を決めます。 設置場所に運びます。 1 2 3

プリンタ本体は約50kgあります。必ず、 
矢印で示した部分を持ち、 
4人以上で運んでください。 

□ プリンタ本体 
（給紙カセット、定着器、 
廃トナー容器が取り 
付けられています。） 

□ 保証書 

□ アース線 

□ トナーカートリッジ×4 □ 電源コード 

□ ドラムカートリッジ×4 □ 用紙サイズ表示板 

□ フェライトコア 

□ 用紙サイズシール 

□ 設置時にお読みください 

□ かんたん設置ガイド 

□CD-ROM 
「LBP5600SE User Software」 
・CAPT(Canon Advanced Printing  
　Technology)ソフトウェア 
・USBクラスドライバ 
・NetSpot Device Installer 
・Canon CAPT Print Monitor 
・FontGallery 
・設置時にお読みください 
・ユーザーズガイド 
・ネットワークガイド／本編 
・リモートUIガイド 
・CAPT Windows 
　ファイアウォールユーティリティ 

□ FontGallery全書体見本 

□ かんたんメンテナンスガイド 

1 アース線端子の
ネジをゆるめて
取り外し、付属
のアース線をネ
ジ止めします。 

2 電源コード差し込
み口に、付属の電
源コードをしっか
りと差し込みます。 

3 アース線を専用のアース線
端子へ、電源プラグを電源
コンセントへ接続します。 



         

プリンタのセットアップ 
が終了しました 

これでプリントが行えるようになりました。 
本プリンタに付属の取扱説明書をお読みになり、 
プリンタの機能を十分にご活用ください。 

取扱説明書について パソコンの接続と 
プリンタドライバのインストール 

のつづき 

オモテ面より 

用紙のセット 

設置時にお読みください 
・プリンタを設置するには 
・コンピュータと接続するには 
・印刷できるようにするには 

ユーザーズガイド ・基本的な使いかたを知るには 
・困ったときには CD-ROM

CD-ROM

このマークが付いているガイドは、付属のCD-ROMに
収められているPDFマニュアルです。 

CD-ROM

ネットワークガイド／スタート編 

ネットワークガイド／本編 CD-ROM

CD-ROMリモートUIガイド ・Webブラウザからプリンタを操作・設定するには 

かんたんメンテナンスガイド 

このマークが付いているガイドは、製品に同梱されて
いる紙マニュアルです。 

・ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには 
・ネットワーク環境でプリンタを管理するには 

・プリンタの簡単なメンテナンス方法を知るには 

・ネットワーク環境で印刷するための準備をするには 

PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe 
Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロー
ドし、インストールしてください。 

商標について 
Canon、Canonロゴ、LBP、NetSpotは、キヤノン株式会社の商標です。 
FontGalleryは、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 
Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の商標です。 

オプションのネットワークボードを装着している場合のみ 
（オプションのネットワークボードに同梱されています） 

オプションのネットワークボードを装着している場合のみ 

オプションのネットワークボードを装着している場合のみ 

梱包材＆テープの 
取り外しチェック 

 
ご使用前に必ず本書をお読みください。 
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 JPN

ネットワークガイド／スタート編ネットワークガイド／スタート編

レーザビームプリンタ 

トナーカートリッジとトナーカバー
にある文字の向きが合うように取り
付けます。 

ロック解除レバーの三角マーク
をトナーカートリッジの三角マ
ークに合わせます。 

a

b

ロック解除レバー 

ここに合わせます 

※上から見た図 

左側の用紙サイズ 
は、この部分をセッ 
トする用紙サイズに 
合わせます。 

右側の用紙サイズ 
は、この部分をセッ 
トする用紙サイズに 
合わせます。 

この部分を
セットする用
紙サイズに合
わせます。 

ツメ ツメ 

積載制限マーク 

積載制限マーク 

取っ手 

b

a

図のように、両手で前カバーに手をそえてa、両
手で前カバーを押して閉めますb。 
前カバーは、図のように前カバーの前部を押して
閉めてください。 
前カバー左右のレバー部を持って閉めると、指を
挟んでけがの原因になることがあります。 

この部分を手で 
押さえてください。 

レバー レバー 

●ドラムカートリッジガイド（左） 

●ドラムカートリッジガイド（右） 

突起 

イエロー 

マゼンタ 

シアン 

ブラック 

イエロー 

マゼンタ 

シアン 
ブラック 

突起 

a レバー 

b ITBユニット 
　 カバー 

用紙サイズ設定スイッチ 

取っ手 

●正しい位置 ●正しくない位置 

ロック 

解除 

ロック 

解除 

テープ×4 テープ付き 
梱包材×2

テープ付き 
乾燥剤×1

テープ付き 
梱包材×1

シーリングテープ×1

ドラムカートリッジ 

a

取っ手 

b

b

取っ手 

三角マーク 
を合わせて 
ください。 

水色のつまみ 

水色のつまみ 

三角マーク 
を合わせて 
ください。 

突起 
3色のラベルの色がすべて見
えていることを確認してくだ
さい。 

●正しい位置 ●正しくない位置 

※上から見た図 
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LBP5600SE User Software

設置時にお読みください 

設置時にお読みください 

ネットワークガイド／ 
スタート編 

本プリンタのCD-ROMに収められているプリンタドライバをインストール
します。 
 

※インストール方法は、お使いの環境によって異なります。 

■USB環境で使用する 
（プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続する）場合 
 
USB環境でプリンタを使用する場合は、USBケーブルを接続して、
プリンタドライバをインストールしてください。USBケーブルの接
続やプリンタドライバのインストールについては、プリンタに付属
の「設置時にお読みください」を参照してください。 

■ネットワーク環境で使用する 
（オプションのネットワークボードを取り付けて、プリンタと
コンピュータをLANケーブルで接続する）場合 

 
ネットワーク環境でプリンタを使用する場合は、ネットワークボー
ドを取り付けてLANケーブルを接続し、プリンタドライバをインストー
ルしてください。ネットワークボードの取り付けやLANケーブルの
接続については、プリンタに付属の「設置時にお読みください」を、
プリンタドライバのインストールについては、オプションのネットワー
クボードに付属の「ネットワークガイド／スタート編」を参照して
ください。 

5 用紙の後端を、
用紙ガイドに合
わせてセットし
ます。 

4 側面の用紙ガイドのロック解
除レバーをつまみながら、セ
ットする用紙サイズに合わせ
ます。 

1 給紙カセットを引き出します。 

2 セットする用紙に合わせて、給紙
カセットの長さを調節します。 

3 後側の用紙ガイドのロック解除レ
バーをつまみながら、セットする
用紙サイズの位置に合わせます。 

21 取っ手を持って定着器を元の位置に戻しa、
左右の取っ手を図のように押しますb。 

19 取り付けた色のドラムカ
ートリッジの水色のつま
みを「固定」の位置まで
スライドさせて、ドラム
カートリッジを固定します。 

17 左右のドラムカートリッジガ
イド付近にあるレバーが、図
のように正しい位置にあるか
確認します。 

20 すべてのドラムカートリッジを取り付け
たら、上カバーを閉めます。 

23 プリンタの電
源スイッチの
“I”側を押し
て、プリンタ
の電源をオン
にします。 

25 トナーカバー
を開けます。 

24 プリンタの動
作音が止まる
まで、約3～
4分お待ちく
ださい。 

26 トナーカート
リッジを箱か
ら取り出した
あと、保護パッ
クから取り出
します。 

27 図のようにトナー
カートリッジの取
っ手部分を下側に
して、上下に往復
10回振って、内
部のトナーを均一
にならします。 

28 図のように取っ手を持って、トナーカートリッジを
本体に挿入しa、止まるまでゆっくりと押し込みま
すb。 

29 ロック解除レバーを「　　」の位置まで
倒して、トナーカートリッジをロックし
ます。 

30 すべてのトナー
カートリッジを
取り付けたら、
トナーカバーを
閉めます。 

9 給紙カセットをプリ
ンタ本体にセットし
ます。 

8 用紙サイズ設定スイッチ
の取っ手を持って、用紙
サイズ設定スイッチの三
角マークをセットした用
紙のサイズに合わせます。 

7 用紙サイズ表示板に、
セットした用紙サイズ
のシールを貼り、給紙
カセット前面の用紙サ
イズ表示板差し込み口
に差し込みます。 

6 用紙が側面の用紙ガイ
ドにあるツメの下に入
るように、用紙を押さ
えます。 

正しい位置にレバーがないとドラムカートリッジ
を取り付けることはできません。図のようにレバ
ーを正しい位置まで押し上げます。 図のようにドラムカートリッジの左右の突起を

ドラムカートリッジガイドに挿入します。 
ドラムカートリッジは奥に突き
当たるまで確実に取り付けます。 

水色のつまみの三角マークとラベルの三角
マークが合う位置までスライドさせます。 

プリンタの上カバーはレバーを持ってa、
ゆっくりと閉めます。 
上カバーを勢いよく閉めると、ITB ユニ
ットカバーbが元の位置に戻らず、プリ
ンタが破損する原因になります。 

図のように上カバーの
「PUSH」と記載され
ている部分を押して、
上カバーを突き当たる
まで確実に閉めます。 

図のようにレバー
を持って、上カ
バーが開かないこ
とを確認します。 

トナーカートリッジを取り
付ける位置は奥からイエロ
ー、マゼンタ、シアン、ブ
ラックとなっています。 

印刷可ランプとエラーランプが点滅
します。 

プリンタの電源をオン
にしてから、約3～4分
でドラムカートリッジ
の準備が完了します。
ドラムカートリッジの
準備が完了すると、プ
リンタの動作音が止ま
ります。電源をオンに
したあと、4分以上待
ってから、次の手順へ
進んでください。 

左右のレバーが正しい位置にあることを確認して
ください。正しい位置になっていない場合は、手
でレバーを正しい位置に動かしてください。 

18 ドラムカートリッジの突起部のラベル
が見えていることを確認します。 

3色のラベルの色すべてが
手前に見えない場合は、一
度取り出して、突起を矢印
の方向にカチッと止まるま
で回してから、取り付け直
してください。 

給紙カセットを止まる位置まで引き出し、手前を少し
持ち上げてから、手をそえて引き出します。 

給紙カセットを両手で持って、止まる位置まで
差し込み、手前を少し持ち上げてから、給紙カ
セットの前面が、プリンタの前面と揃うまで、
しっかりと奥まで押し込みます。 

ドラムカートリッジを押さえながらシ
ーリングテープ（長さ約70cm）をゆ
っくりと水平にまっすぐ引き抜きます。
シーリングテープを引き抜く際、重く
なる場合がありますが故障ではありま
せんので最後まで完全に引き抜きます。 

13 左右のドラムカートリッジガイド付近にあるレバーが、
図のように正しい位置にあるか確認します。 

15ドラムカートリッジをセットする前に、
図のように水色のつまみの三角マーク
とラベルの「解除」の三角マークの位
置を同じ位置に合わせてください。 

14 ドラムカートリッジを
本体にブラック（K）、
シアン（C）、マゼンタ
（M）、イエロー（Y）
の順で取り付けます。 

16

ドラムカートリッジをセット
するときは、図のように青色
の取っ手を持ちます。 

22 前カバーを閉めます。 


