本書では、プリンターの設置方法を説明しています。設置
を始める前に、別冊の『ユーザーズマニュアル』の「安全
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にお使いいただくために」を必ずお読みください。

1

同梱品を確認する

USB ケーブル（推奨２m）またはネットワークケーブル
と、用紙（注 1）は、お客様で用意してください。
（注 1）インクジェット専用紙は使用できません。

● プリンター本体

● 設置手順書（本書）

● 保証書（箱に貼ってあります）

● ユーザーズマニュアル

● 電源コード

41

トナーカートリッジをセットする

2

3

4

● NEC サービス網一覧表
サイドカバーを開けます。

● スタートアップ CD-ROM

● プリンターソフトウエア CD-ROM

ビデオに従って、本機を
設置できます。

ビデオを見ながらセットする場合

2a

スタートアップ CDROM でセットする

TCP/IP 以外のネットワーク
の設定については、CD 内に
収録されているマニュアルを
ご覧ください。

本書を見ながらセットする場合

2b

梱包用テープを
取り外す

オレンジ色のつまみを持ち、4 つの
トナーカートリッジをセットします。

8 本のテープを
引き抜きます。

トナーカートリッジのオレンジ色のつまみを、本体に押し付けながら
左側（操作パネル側）に止まるまでスライドさせセットします。

引き抜いたテープ

5
6

オプション品を取り付ける
電源を入れる

サイドカバーを閉めます。

各製品に付属の設置手順書に従って、取り付けてください。

1

2
電源を入れてから約 2 分
しても、操作パネルに [ プ
リントデキマス ] と表示さ
れない場合は、『ユーザー
ズマニュアル』の「困った
ときには」を参照してくだ
さい。

8 本のテープは、ここでは
取り外さないでください。

「スタートアップ CD-ROM」
は、Windows 98/Me には
対応していません。

7

用紙をセットする

1

2

３か所のテープを取り外します。

『スタートアップ CD-ROM』の [ セットアップ開始 ] ボタンを
クリックし、「設置ガイド」をスタートさせます。
ビデオに従ってセットしてください。

3

設置時には A4 サイズ以上の用紙をセットしてください。設置時にその他のサイズの
用紙をセットする場合は、『ユーザーズマニュアル』を参照してください。

3

保護紙を取り外す
トレイを引き抜きます。

自動的に上記の画面が表示されない場合は、

用紙ガイドクリップの
つまみを用紙サイズに
合わせ、用紙をセットします。

トレイを元に戻します。
排出された用紙がすべり落ちるのを防ぐ
ため、排出延長トレイを引き出します。

CD-ROM のドライブ＞setup.exe
をダブルクリックしてください。

ネットワーク接続の場合は手順

終了！

テープの上を持ち、手前に引っ張って
保護紙を取り外します。

8 に、USB 接続の場合の場合は手順 10 に進みます
うら面につづく

8

IP アドレスを設定する

操作パネルの操作を間違ったら

で①に戻ります。

操作パネルで IP アドレス (IPv4) を設定する方法を説明します。
IPv6 の IP アドレスを設定する場合は、『活用マニュアル』「1 章 IP アドレス（IPv6）を
設定する」を参照してください。

10

USB ケーブル、またはネットワーク
ケーブルを接続する
ネットワーク
コネクター

IP アドレスとゲートウェイアドレスは、お客様ごとに異なります。
設定するアドレスはネットワーク管理者に確認してください。

USB
コネクター

プリント デキマス

メニュー
レポート/リスト

IPアドレス シュトクホウホウ
パネル *

2回

IPv4
IPアドレス シュトクホウホウ

IPv4

キカイ カンリシャ メニュー
ネットワーク/ポートセッテイ

IPアドレス
000.000.000.000*

〈▲〉または〈▼〉ボタンを押して値を
入力します。

ネットワーク接続の場合

USB 接続すると [ 新しいハードウエア
の検出ウィザード ] 画面が表示される
場合があります。
その場合は [ キャンセル ] ボタンをク
リックし、手順 11 に進みます。

IPアドレス
サブネット マスク
255.255.255.000*

IPv4
サブネット マスク

〈▲〉または〈▼〉ボタンを押して値を
入力します。ボタンを押し続けると、値
が 10 ずつ変わります。

ネットワーク/ポートセッテイ
Ethernetセッテイ

TCP/IP モード
IPドウサ
IPv4
デュアルスタック*

続けて、サブネットマスクとゲートウエイ
アドレスを設定します。

〈▲〉または〈▼〉ボタンを押して値を
入力します。ボタンを押し続けると、値
が 10 ずつ変わります。

ゲートウェイ アドレス
192.168.001.254*

IPアドレス
192.168.001.100*

IPv4
IPアドレス シュトクホウホウ

4回

IPv4
IPアドレス

『スタートアップ CD-ROM』の
[ カスタムインストール ] ボタン
をクリックします。

ゲートウェイ アドレス
000.000.000.000*

IPアドレス
192.168.001.100*

TCP/IP
IPドウサ モード

11

プリンタードライバーをインストールする

IPv4
ゲートウェイ アドレス

IPアドレス
192.000.000.000*

ネットワーク/ポートセッテイ
TCP/IP

IPアドレス シュトクホウホウ
パネル

USB 接続の場合

サブネット マスク
255.255.255.000*

メニュー
キカイ カンリシャ メニュー

IPアドレス シュトクホウホウ
DHCP/Autonet *

サブネット マスク
255.255.000.000*

自動的に上記の画面が表示されない場合は、CD-ROM のドライブ＞setup.exe を
ダブルクリックしてください。

これでセットアップ終了！
●よくある質問

設定がすべて終了したので、プリンターの
電源を切 / 入します。

IPv4
サブネット マスク

USB 接続したらウィザード画面が起動した
USB 接続すると Windows のウィザード画面が表示される場合があります。その場合は [ キャンセル ] ボタンを
クリックして、次の手順に進んでください。

設定した IP アドレスは、設定リストを
印刷して確認できます。
『ユーザーズマニュアル』の「設定リスト
をプリントする」を参照してください。

PC 起動時に立ち上がる画面を消したい
画面右下の [ 設定 ...] をクリックして、ランチャー設定画面で
[Windows 起動時にランチャーを起動する ] のチェックを
はずしてください。

ピーという音を消したい
工場出荷時は、準備完了時やエラー発生時などに音が鳴る設定になっています。これらの音を鳴らさないように
設定する場合は、『活用マニュアル』 の「7.15 音の設定を変更する」を参照してください。

9

その他のネットワークを設定する
その他のネットワーク環境を設定する場合は、『プリンターソフトウエア CD-ROM』内のマニュアル (HTML) を参照してください。

CD-ROM の TOP メニュー＞マニュアル / 製品情報＞マニュアル（HTML)＞機種固有マニュアル（PDF)

すぐに印刷したい
工場出荷時は、1 分間印刷しないとプリンターは「節電状態」になり、次の印刷開始の際に通常よりも時間がか
かります。設定を変更する場合は、『活用マニュアル』 の「2.4 節電モードを設定 / 解除する」を参照してくだ
さい。

設定を変更すると、消費電力が増える場合があります。
*1 『活用マニュアル』は、プリンターソフトウエア CD-ROM に収録されています。

