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梱包材＆テープの取り外しチェック�

かんたん�
操作ガイド�

�

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�

取扱説明書CD-ROM�
 ■ 設置ガイド�
 ■ ユーザーズガイド�
 ■ LIPSソフトウェアガイド／本編�
 ■ ネットワークガイド／本編�
 ■ LIPS機能ガイド�
 ■ リモートUIガイド�

LIPS V User Software CD-ROM�
 ■ プリンタドライバ�
 ■ ユーティリティソフト�

取扱説明書�
 ■ 設置時にお読みください�
 ■ かんたん操作ガイド�

交換用廃トナー容器�

FontGallery Deluxe CD�
全書体見本�

アース線�

トナーカートリッジ×4�
（Toner Cartridge 502）�

電源コード�

ドラムカートリッジ×4�
（Drum Cartridge 502）�

用紙サイズ表示板�

レーザビームプリンタ保証書�

フェライトコア�

用紙サイズシール�

テープ×6梱包材×1 テープ付き梱包材×1ヒモ付き金具×2 梱包材×1
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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。�

a
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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�
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上カバー�

前カバー�
給紙�
カセット�

このテープは後で取り外します。�

a
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ロック解除�
ボタン� 取っ手�
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ロック解除�
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cテープ付き梱包材�
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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�

「設置時にお読みください」について�

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、かんたん操作ガイドに記
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。�

1 2 3「取扱説明書」をクリックします。� 「LBP5900」を選択し、「読
む」をクリックします。�

読みたい取扱説明書名をクリッ
クします。�

「設置時にお読みください」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「取扱説明書CD-ROM」に収められている設置ガイド、LIPSソフトウェアガイド／本編、ネットワークガ
イド／本編もあわせてお読みください。また、「設置時にお読みください」に記載されている各部の名称が不明な場合は、「取扱説明書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CD-ROMに収められている取扱説明書を読むときは、次の手順を行ってください。�
�

※取扱説明書は、PDF形式で収められています。PDF形式の取扱説明書を表示するには、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。�

■取扱説明書CD-ROMについて�
�

本プリンタに付属の取扱説明書CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットすると、右のメニ
ュー画面が表示されます。（ここでは、Windowsの画面を例にしています。）�
�

Macintoshをお使いの場合、「Satera」アイコンをダブルクリックして、お使いのOSがMac OS Xの場合は「OSX_START」
アイコンを、お使いのOSがMac OS 8/9の場合は「OS8_9_START」アイコンをダブルクリックするとメニュー画面が表
示されます。お使いのOSと異なるアイコンをダブルクリックすると正常に動作しない場合があります。�

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。�

プリンタ本体は約52kg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。�

設置場所に運びます。�1 2 3

Adobe Acrobat 
Readerが起動し、�
取扱説明書が表示
されます。�

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。�

定着器を手前に倒します。�2図の位置にあるテープ（5箇
所）と梱包材を取り外します。�

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。�

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52kg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60.9kg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
93.9kg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「取扱説
明書CD-ROM」に収められている設置ガイドを必ずお読みください。�

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



       

のつづき�

オモテ面より�

プリンタの動作を確認する�

用紙のセット�

プリンタとパソコンの接続�

梱包材＆テープの取り�
外しチェック�

へ�へ�プ
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・ネットワーク�

・USB
・パラレルインタフェース�

・TCP/IP ・Windows

本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収めら
れているLIPSソフトウェアガイド／本編をご覧になり、
プリンタドライバをインストールしてください。�

・Macintosh ・その他�

本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収めら
れているLIPSソフトウェアガイド／本編をご覧になり、
プリンタドライバをインストールしてください。�

取扱説明書CD-ROM 取扱説明書CD-ROM 取扱説明書CD-ROM

本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収めら
れているネットワークガイド／本編をご覧になり、プ
ロトコルの設定をしてください。�

・SMB ・AppleTalk

を押します。�を押します。�

かんたん操作ガイド�
�

正しく動作しなかったり、エラーメッセージが
表示されているときは、ユーザーズガイド「第
5章 困ったときには」を参照してください。�

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。�

オンライン�

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。�

オンライン状態になっていない場
合、［オンライン］を押します。�

ディスプレイに「ステータ
スプリント」と表示されま
す。�

ステータスプリントがプリ
ントされます。�

ステータスプリントのプリ
ント例は、設置ガイド「ス
テータスプリントの内容」
（→P.4-4）を参照してく
ださい。正しくプリントさ
れた場合は次のステップへ、
正しくプリントされなかっ
た場合はStep2からの手順
をもう一度確認してくださ
い。�

実行�

本プリンタにはインタフェースケーブルは付属していません。お使いのパソコン、または接続方法に合わせてご用意ください。�

プリンタがオンラインになっ
ていることを確認します。�

ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ�

ｽﾃｰﾀｽﾌﾟﾘﾝﾄ     →�

ｽﾃｰﾀｽﾌﾟﾘﾝﾄ     →�

ｼﾞｯｺｳ ﾁｭｳ 

ｽﾃｰﾀｽﾌﾟﾘﾝﾄ     →�

ツメ� ツメ�

積載制限マーク�

積載制限マーク�

文字の向きを合わせます。

※上から見た図�

（約1秒間）�

5cm以内�

LANコネクタ�
Ethernetケーブル�

10BASE-T対応のパソコン�100BASE-TX対応のパソコン�

ハブ�

取っ手�

b

a

20 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。�

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�

三角マーク�
を合わせて�
ください。�

ロック解除レバー�

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�

ロック解除レバー�

三角マーク�
を合わせて�
ください。�

b

b

a

取っ手�

取っ手�

以下のオプション品を取り
付ける�

・RAM�
・ROM�
・ハードディスク�

オプション品の取り付けかたは、かん
たん操作ガイドに記載してあります。�

■ ネットワークと接続する場合�
ネットワークと接続する場合は、本プリンタのLANコネクタとハブのポートをLANケーブル（別
売のカテゴリ5用ツイストペアケーブル）で接続します。�

■ パラレルインタフェース、USBで接続する場合�
�

パラレルインタフェース、USBで接続する方法は、本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」
に収められている設置ガイドに記載してあります。�

1 プリンタの電源スイッチがオンになっていること
を確認します。�

2 ステータスプリントを出力しプリンタの動作を確認します。�

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。�

19 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。�

17 青色のロック解除レバーを「　　」の
位置までスライドさせて、ロックします。�

18 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。�

21 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。�

23 トナーカバー
を開けます。�

22 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。�

24 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。�

25 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。�

26 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。�

27 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。�

28 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。�

ロック解除レバー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。�

「14　トナー/カバー　カクニン」が
表示されます。�

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。�

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。�

1 図のようにLANケーブルにフ
ェライトコアを取り付けます。�

3 ケーブルガイドのフックを開けて、図のよう
にLANケーブルを通し、フックを閉めます。�

2 LANケーブルを本プリンタ背面の
LANコネクタへ接続します。�

フェライトコアは
プリンタに接続す
るコネクタから
5cm以内の場所に
取り付けます。�

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
ようにロック解除レバーの三角マークとラベ
ルの「　　」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。�
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　  、　で「IPモード」を選択したあと、　を押します。�
�

DHCP、BOOTP、RARPのいずれかを使用してIPアドレス
を設定する場合は、　、　で「ジドウ」を選択したあと、　
を押します。�
プリンタに直接IPアドレスを割り当てる場合は、　、　 で
「シュドウ」を選択したあと、　を押します。�

プリンタのプロトコル設定�

プリンタのプロトコル設定の準備�

プリンタのプロトコル設定�

3 　 、　で「TCP/IP　セッテイ」を

選択したあと、　 を押します。�

1 　 を押して、　、　で「インタフェース」を

選択したあと、　を押します。�

2 　 、　で「ヒョウジュンネットワーク」を

選択したあと、　を押します。�

4 IPアドレスの設定方法を選択します。� 6 プリンタの電源を入れな
おすか、ハードリセット
を行います。�

●手順4で「シュドウ」を選択した場合�
�

　 、　で「アドレス」を選択したあと、　を押して、「IPアドレス」、
「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を設定します。�

「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」は、以下の方法で設定してください。�

1.　　　、　　で目的のフィールドを選択します。�

2.　　　、　　で目的の数値を選択します。�

3.  すべてのフィールドに対して、1～2を繰り返します。�

4.　     を押します。�

5 プリンタのIPアドレスを設定します。�

●手順4で「ジドウ」を選択した場合�
�

　 、　で「プロトコル」を選択したあと、　を
押して、「DHCP」、「BOOTP」、「RARP」
をそれぞれ「オン」（使用する）か「オフ」（使
用しない）に設定します。�

1 2Webブラウザを起動して、［場所］または［ア
ドレス］に以下のURLを入力したあと、キ
ーボードの［ENTER］キーを押します。�

プリンタのプロトコル設定の準備をする方法は、以下
の3つあります。�
�

・プリンタの操作パネルによる設定�
・NetSpot Device Installerによる設定�
・ARP/PINGコマンドによる設定�
�

ここでは、プリンタの操作パネルによるプロトコル設
定の準備の手順を記載しています。NetSpo t  
Device Installer、ARP/PINGコマンドの設定方法
については、本プリンタに付属の「取扱説明書CD-
ROM」に収められているネットワークガイド／本編
に記載してあります。�

プリンタのプロトコル設定をする方法は、以下の2つあります。�
�

・リモートUIによる設定�
・FTPクライアントによる設定�
�

ここでは、リモートUIによるプロトコル設定の手順を記載しています。FTPクラ
イアントによる設定方法については、本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」
に収められているネットワークガイド／本編に記載してあります。�

［管理者モード］を選択したあと、
［OK］をクリックします。�

3 左側の［デバイス管理］のメニューから、
［ネットワーク］をクリックします。�

4 ［TCP/IP］の右にある［変更］を
クリックします。�

5 必要に応じて　 ～ 　の項目を設
定します。�

7 必要に応じて 　～ 　の項目を設
定します。�

http://＜プリンタのIPアドレスまたは名前＞/�
入力例：http://192.168.0.215/

6 必要に応じて　 ～ 　の項目を設
定します。�

［DNSプライマリサーバアドレス］に、DNSプラ
イマリサーバのIPアドレスを入力します。�
�

［DNSセカンダリサーバアドレス］に、DNSセカ
ンダリサーバのIPアドレスを入力します。�
�

［DNSホスト名］に、DNSサーバに登録する本プ
リンタのホスト名を設定します。�
�

［DNSドメイン名］に、本プリンタの所属するドメ
イン名を入力します。�
�

DNSサーバへの動的更新機能を使用する場合は、
［DNSの動的更新］を［オン］に設定します。�

これらを使用しない場合は、　 に進みます。� SMBネットワークを使用しない場合は、 　に進みます。�

［WINSによる名前解決］を［オン］に設定します。�
�

［WINSサーバアドレス］に、WINSサーバのIPア
ドレスを入力します。�

［WINSによる名前解決］を［オフ］に設定します。�

［FTP印刷］を［オン］に設定します。�
�

［FTP印刷ユーザ名］に、FTPサーバにログインするた
めのユーザ名を入力します。�
�

［FTP印刷パスワード］に、FTPサーバにログインする
ためのパスワードを入力します。�

［FTP印刷］を［オフ］に設定します。�

ARP/PING機能を使用する場合は、
［ARP/PING］を［オン］に設定します。�

ここでは、TCP/IPネットワークで本プリンタを使用するためのプロトコル設定の方法を記載しています。�
SMB、AppleTalkネットワークで本プリンタを使用するためのプロトコル設定の方法については、�
本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められているネットワークガイド／本編に記載してあります。�

実行� 実行�
実行�

実行�

実行�

実行�

実行� 実行�

実行�

　: LPDを設定します。�
�

●プリントアプリケーションとしてLPDを使用する場合�

●プリントアプリケーションとしてLPDを使用しない場合�

［LPD印刷］を［オン］に設定します。�
�

バナーページを出力する場合は、［LPDバナーページ
の印刷］を［オン］に設定します。�

［LPD印刷］を［オフ］に設定します。�

　: Rawを設定します。�
�

●プリントアプリケーションとしてRawを使用する場合�

●プリントアプリケーションとしてRawを使用しない場合�

［RAW印刷］を［オン］に設定します。�
�

双方向通信を行うときは、［双方向］を［オン］に設
定します。�

［RAW印刷］を［オフ］に設定します。�

　: BMLinkSを設定します。�
�

●BMLinkSを使用する場合�

●BMLinkSを使用しない場合�

［BMLinkS］を［使う］に設定します。�
�

［Discovery送信間隔］で、プリンタの機器情報をネッ
トワークに送信する間隔を設定します。�
�

必要に応じて､［組織名］、［支店名］、［ビル名］、
［階数］、［ブロック名］を設定します。�

［BMLinkS］を［使わない］に設定します。�

8 必要に応じて 　～ 　の項目を設
定します。�

　: HTTPを設定します。�

Webブラウザ（リモートUI）やBMLinkS、
IPP印刷を使用する場合は、［HTTP］
を［オン］に設定します。�

　: マルチキャスト探索を設定します。�
�

●マルチキャストを使用した探索に応答するように設定する場合�

●マルチキャストを使用した探索に応答しないように設定する場合�

［マルチキャスト探索応答］を［オン］に設定します。�
�

［スコープ名］に、NetSpot Device InstallerやNetSpot 
Consoleなどのユーティリティソフトウェアからマルチキャス
トによる特定のデバイスの探索をするときに使用するスコープ
名を入力します。�

［マルチキャスト探索応答］を［オフ］に設定します。�

　: SNTPを設定します。�
�

●SNTPクライアント機能を使用して時刻情報を得る場合�

●SNTPクライアント機能を使用して時刻情報を得ない場合�

［SNTP］を［オン］に設定します。�
�

　　でDNSを設定したときは、［NTPサーバ名］にNTPサー
バのサーバ名を入力します。　　でDNSを設定していない
ときは、［NTPサーバ名］にNTPサーバのIPアドレスを
入力します。�
�

NTPサーバへ時刻情報を問い合わせる間隔を、［ポーリン
グ間隔］で［1］～［48］（時間）の間で設定します。�

［SNTP］を［オフ］に設定します。�

　: IPP/IPPSを設定します。�
�

●プリントアプリケーションとしてIPP/IPPSを使用する場合�

●プリントアプリケーションとしてIPP/IPPSを使用しない場合�

［IPP印刷］を［オン］に設定します。�
�

IPPS（IPPの通信データのSSLによる暗号化）を使用する場
合は、［SSL］を［オン］にします。�

IPP認証機能を使用する場合は、［IPP認証］を［オン］にして、
［IPPユーザ名］にIPP認証で使用するユーザ名を、［IPPパ
スワード］に、IPP認証で使用するパスワードを入力します。�

［IPP印刷］を［オフ］に設定します。�

　: ［DHCPによるアドレス設定］、
［RARPによるアドレス設定］、
［BOOTPによるアドレス設定］の
うち、IPアドレスの設定に使用する
項目を［オン］にします。�

�

　: ［IPアドレス］、［サブネットマス
ク］、［ゲートウェイアドレス］を
設定します。�

　: DNSサーバ、DNSの動的更新機能を使用する
場合は、DNSを設定します。�

　: SMBネットワークを使用する場合は、WINS
を設定します。�

�

●WINSによる名前解決を使用しない場合�

●WINSによる名前解決を使用する場合�

　: FTP印刷を設定します。�
�

●プリントアプリケーションとしてFTPを使用する場合�

●プリントアプリケーションとしてFTPを使用しない場合�

　: ［スコープID］を入力します。�

　: FTPクライアントによる設定を行う場合は、
［FTP設定］を［オン］にします。�

　: ARP/PINGを設定します。�

ディスプレイに「インタフェース　センタク」と表示されます。� ディスプレイに「TCP/IP　セッテイ」と表示されます。� ディスプレイに「IPモード」と表示されます。�
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鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が行われていない場合は、［SSL］を［オン］
に設定できません。SSL暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、本プリンタ
に付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められているリモートUIガイドに記載してあります。�
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プリンタドライバをインストールする�のつづき�

8 ［プリンタ一覧］からインストールするプリンタを選択したあと、
［インストールするプリンタ一覧へ追加］をクリックします。�

9 ［インストールするプリンタの追加と
削除］ダイアログボックスの［OK］を
クリックします。�

10 インストールするプリンタを確認
したあと、［次へ］をクリックし
ます。�

11 ［インストールするプリンタ一覧］
を確認したあと、［開始］をクリ
ックします。�

12 「インストール開始後は中止するこ
とができません。よろしいですか？」
というメッセージが表示されたら、
［はい］をクリックします。�

13 インストールが終了して「READMEファイル
を読みますか？」というメッセージが表示され
たら、［はい］をクリックして、READMEフ
ァイルの内容を確認したあと閉じます。�

14 インストール完了の画面が表示されたら、
［終了］をクリックします。�

1 2プリンタを正しく接続したあと、
プリンタの電源が入っていること、
およびプリンタのオンラインラン
プが点灯していることを確認します。�

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし
て、CD-ROMメニューの［プリンタドライバイ
ンストール］をクリックします。�

3 ［次へ］をクリックします。� 4 内容を確認して、［使用許諾契約
の条項に同意します］を選択した
あと、［次へ］をクリックします。�

5 ［ネットワーク上のポートを探
索してインストール］を選択し
たあと、［次へ］をクリックし
ます。�

6 処理の選択画面で、［次へ］をクリックします。�
共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキャリブレー
ションを使用する場合は、プリントサーバでインストール
を行うときに［Canon Driver Information Assist Service］
にチェックマークを付けます。Canon Driver Information 
Assist Serviceが既にインストールされている場合は、チェッ
クマークを付けずに手順7に進みます。�

お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッ
セージが表示される場合があります。その場合は、コンピュー
タの再起動後にインストールを続けてください。�

Windowsファイアウォール機能を持っているOSをお使いの場合に、以下の画面が
表示されたら、［はい］または［いいえ］をクリックします。�
［はい］をクリックすると、Canon Driver Information Assist Serviceに対する
Windowsファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得やキャリブレー
ションを行えるようになります。�
［いいえ］をクリックすると、Canon Driver Information Assist Serviceは使用
できなくなります。�

7 ［追加と削除］をクリックし
ます。�

付属のCD-ROMのCD-ROMメニューからプリンタドライバのインストールを
行うと、お使いのOSによって以下のプリンタドライバがインストールされます。�
�

Windows 98/Me/NT4.0・・・・・・・・LIPS IVプリンタドライバ�
Windows 2000/XP/Server 2003・・・LIPS LXプリンタドライバ�

プリンタが探索されない（［プリンタ一覧］にプリンタが表示されない） 場合は、本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」
に収められているLIPSソフトウェアガイド／本編を参照して、他の方法でプリンタドライバをインストールしてください。�

プリンタの電源を入れなおすか、
ハードリセットを行います。�

9 設定が終了したら、［OK］をク
リックします。�

10

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。�

設置ガイド�
・プリンタを設置するには�
・パソコンと接続するには�
・オプション品を取り付けるには�

取扱説明書について�

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、付属の取扱説明書
CD-ROMに収められているPDFマニュアルです。�

CD-ROM

LIPSソフトウェアガイド�
／本編�

・プリンタドライバのインストール方法を知るには�
・印刷するには�
・添付ソフトウェアの使いかたを知るには�

CD-ROM

CD-ROM
ネットワークガイド�

／本編�
・いろいろなネットワークの設定方法
を知るには�

LIPS機能ガイド�・操作パネルを使ってプリンタを設定するには� 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� CD-ROM

・トラブルの簡単な解決法を知るには�
・プリンタの簡単な使いかたを知るには� かんたん操作ガイド�

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。�

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。�

ご
使
用
の
O
S
は
？�

本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収めら
れているLIPSソフトウェアガイド／本編をご覧になり、
プリンタドライバをインストールしてください。�

取扱説明書CD-ROM

・Windows

・Macintosh ・その他�

商標について�
Canon、Canonロゴ、LBP、LIPS、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。�
Apple、AppleTalk、Mac OS、Macintoshは、米国Apple Computer, Inc.の商標です。�
Microsoft、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における
登録商標です。�
Windows Server は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。�
Ethernet は、米国Xerox Corporationの商標です。�
BMLinkSは、社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）の商標です。�




