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トナーカートリッジの交換手順�

お問い合わせ先�

■お客様相談センター（全国共通番号）�

■Canonホームページ�

http://canon.jp

050-555-90061

用紙�

エラー�

印刷可�

取っ手�

黒色の転写ローラには�
触れないでください。�

搬送ローラ�

シ－ト�

■消耗品・オプション製品のご購入ご相談窓口�

■修理サービスご相談窓口�

ドラム保護シャッター�

かんたんメンテナンスガイドには、本プリンタのメ
ンテナンス方法の概要を紹介しています。�
ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限
事項は記載されていませんので、必ずユーザーズガ
イドもあわせてお読みください。�

ユーザーズガイドは付属のCD-ROM（LBP3600 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。�
�

■Windowsをお使いの場合�
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。�

■Macintoshをお使いの場合�
CD-ROMアイコン→［Manuals］→［ユーザーズガイド.pdf］の順にダブル
クリックします。�
※Macintosh上では、付属のCD-ROMのCD-ROM Setupは表示されません。�

ユーザーズガイドを見るには、
ここをクリックし、表示された
画面で［ユーザーズガイド］を
クリックします。�

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¥CNAB1MNU.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。）�

後上カバー�
オプションの両面ユニットを取り付けるときに、取り外しま
す。両面ユニットを取り付けていない場合は、後上カバーを
正しく取り付けておいてください。後上カバーが正しく取り
付けられていないと、プリンタステータスウィンドウ
（Windows）／プリントモニタ（Macintosh）に「両面ユ
ニットが正しくセットされていません」や「トナーカバーが
開いています」というエラーメッセージが表示されます。�

USBコネクタ�
USBケーブルの接続部です。
コンピュータなどのUSBポー
トに接続します。�

拡張ボードスロット�
オプションのネットワー
クボードを取り付けます。�

左カバー�
本プリンタでは使用しません。左カ
バーは開けないでください。�

吸気口�
プリンタ内部冷却用の吸気口です。�

吸排気口�
プリンタ内部冷却用の吸排気口です。�

用紙ランプ（赤色）�
点滅： 用紙なしの状態、または印刷するサイズ

の用紙がセットされていない状態。�

エラーランプ（赤色）�
点灯： サービスコールが発生している状態。�
点滅： エラーが発生していて印刷できない状態。�

印刷可ランプ（青色）�
点灯： 印刷可能な状態。�
点滅： 印刷中、ウォームアップ中、一時停止中

など、プリンタが何らかの処理または動
作を行っている状態。�

ランプ�
プリンタの状態を示すランプです。�

上カバー�
排紙部の紙づまりを除去するときに、ここを開けて
作業します。紙づまりを除去する場合は、上カバー
をゆっくりと強く押し上げ、必ず止まる位置まで完
全に開けてから行ってください。�

排紙トレイ�
印刷された用紙が下向
き（フェースダウン）
で排紙されます。�

電源スイッチ�
プリンタの電源をオン
／オフします。�

運搬用取っ手�
プリンタを運ぶときは、
ここを持ちます。�

用紙サイズ表示�
給紙カセットにセットした用紙サイズの用紙サイ
ズ表示板を差し込みます。�

給紙カセット�
最大250枚（64g/m2の場合）までのA3、B4、A4、B5、
A5、レジャー、リーガル、レター、エグゼクティブサイ
ズの用紙がセットできます。�

手差しトレイ�
用紙を手差しトレイから給紙するときに、用紙をセットします。また、
トナーカートリッジの交換や紙づまりを除去するときに、ここを開け
て作業します。�

用紙ガイド�
手差しトレイにセットした用
紙の幅に合わせてガイドの位
置を調整します。積載制限マー
クが付いており、このマーク
まで用紙をセットできます。�

補助トレイ�
A3やB4サイズなど大きい用
紙を排紙するときに、用紙が
垂れ下がらないように引き出
します。�

用紙押さえレバー�
手差しトレイにセットし
た用紙を固定するための
レバーです。�

定格銘板ラベル�
プリンタ識別のためのシリアルナン
バー（Serial No.）が記載されてい
ます。サービスや修理を受けるとき
に必要になります。明示されている
電流値は、平均消費電流です。�後下カバー�

オプションの両面ユニットを取り付
けるときに、取り外します。�

両面ユニット用コネクタ�
オプションの両面ユニット取
り付け用のコネクタです。�

電源コード差し込み口�
付属の電源コードをここ
に接続します。�

アース線端子�
付属のアース線をこの
端子に接続します。�

排気口�
プリンタ内部冷却用の
排気口です。�

手差しトレイを開ける。�

プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。定着器周辺には
触れないように注意してください。やけどの原因になることがあります。�

トナーカートリッジが寿命に近づくと、プリンタステータスウィ
ンドウ（Windows）／プリントモニタ（Macintosh）に以
下のメッセージが表示されます。�
※ここでは、Windowsの画面を例に説明しています。�

［受付時間］ <平日> 9:00～20:00 <土日祝日> 10:00～17:00�
 （1/1～3は休ませていただきます）�

※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。�
※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。�
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。�

消耗品・オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くのキヤノン製品取り扱い店にてお
買い求めください。ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。�

修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。ご不明な場合は、下記お客様相談セン
ターまでご相談ください。�

図のように緑色のトナーカバー
オープンボタンを押し、トナー
カバーを開ける。�

水を含ませて固く絞った布で、
透明のシートと銀色の搬送ロー
ラ付近に付いている紙粉やト
ナーをふき取る。�

新しいトナーカートリッジ
を保護袋から取り出す。�

タブに指をかけ、まっすぐ
引いて梱包材を外す。�

トナーカートリッジを図の
ように持ち、ゆっくりと5
～6 回振って、内部のトナー
を均一にならす。�

トナー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）を矢
印の方向にまっすぐ引き抜く。�

トナーカートリッジを平ら
な場所に置き、シーリング
テープを止めているテープ
を取り外す。�

梱包材を止めているテープ
を取り外す。�

トナーカートリッジを図の
ように持ち、本体に取り付
ける。�

手差しトレイを閉める。�トナーカバーの中央部を
持って、カチッと音がす
るまでしっかりとトナー
カバーを閉める。�

緑色の取っ手を持って、カチッ
と音がするまで、トナーカバー
をしっかりと開ける。�

トナーカートリッジの取っ手を持っ
て途中まで取り出し、途中から
図のように両手で取り出す。�

ドラム保護シャッターには触れないように気を付けて取り扱ってください。
また、指示された以外の部分は、持ったり、触れたりしないでください。�

トナーカートリッジを交換する前に、トナーカートリッジを図のように持
ち、ゆっくりと5～6回振って内部のトナーを均一にし、再度印刷してみ
てください。トナーが完全になくなるまで、しばらくの間印刷できること
があります。�
トナーカートリッジの取り付けは、         を参照してください。�

この操作を行っても印字がかすれたり、印字むらが出るときは、           
に進んでください。�

※ ふき取ったら、内部に水分が残らない
ように、乾いたやわらかい布でからぶ
きしてください。�

■トナーを使い切るには�

Step3

Step2

手差し搬送カバー�
（開けた状態）�
トナーカバー内部の紙づまりを除
去するときに、ここを開けて作業
します。�

用紙サイズ登録ダイヤル�
給紙カセットの用紙サイズを
設定します。�

用紙サイズ表示板差し込み口�
セットした用紙サイズに合った用紙
サイズ表示板をここに差し込みます。�

トナーカバーオープンボタン�
トナーカバーを開けるときに、ここを押します。�

トナーカートリッジガイド�
トナーカートリッジをセットす
るときは、両端の突起をこのガ
イドに合わせて押し込みます。�

転写ローラ�
印刷時にトナーを用紙に転
写させる重要な部品です。�

トナーカバー�
（開けた状態）�
トナーカートリッジの交換や
紙づまりを除去するときに、
ここを開けて作業します。�

用紙サイズ登録カバー�
（開けた状態）�
用紙サイズ表示板を用紙サイズ表示板差
し込み口に差し込むときや、用紙サイズ
登録ダイヤルを給紙カセットの用紙サイ
ズに設定するときに、ここを開けます。�



      

手差しトレイの用紙を取り除く�Step1 プリンタ内部の用紙を取り除く�Step2

紙づまりのメッセージが消えないときには�Step4

給紙部、排紙部の用紙を取り除く�Step3

ペーパーフィーダの用紙を取り除く�Option A

両面ユニットの用紙を取り除く�Option B

紙づまりの処理手順�

取っ手� 取っ手�

ba

a

位置決めピン�

OFF
ON

a

c

b

a b

取っ手�

�b

排紙ガイド�

a

取っ手�

上カバーを開ける。� 給紙カセットを引き出す。�

手差しトレイを開ける。�

■両面ユニットを装着していない場合�

※ 取り出したトナーカートリッジは、
保護袋に入れておいてください。�

※ 引き出しにくい場合は、給紙
カセットを少し持ち上げてか
ら水平に引き出します。�

※             の手順3へ�

※ オプションのペーパーフィーダか
ら給紙して紙づまりが起こったと
きは、             へ�

※ 上カバーが止まる位置まで完
全に開いていることを確認し
てから、つまっている用紙を
取り除いてください。上カ
バーが完全に開いていない状
態で、つまっている用紙を取
り除くとプリンタ故障の原因
になります。�

※ オプションの両面ユニットを使って、
両面印刷して紙づまりが起こった
ときは、             へ�

トナーカートリッジの取っ手を持っ
て途中まで取り出し、途中から
図のように両手で取り出す。�

プリンタ底面につまっている
用紙を取り除く。�

奥の搬送ガイドを、緑色
の取っ手を持って開ける。�

以下の操作を行います。�
�

1. 上カバーを開け、給紙カセットを引き出す。�
2. 手差しトレイを開け、トナーカバーを開けて
トナーカートリッジを取り外す。�

3. トナーカバーを閉め、手差しトレイを閉める。�

後下カバーを取り付ける。�

後下カバーを取り外す。�

以下の操作を行います。�
�

1. 給紙カセットを取り付ける。�
2. 手差しトレイを開け、トナーカバーを開けてトナーカー
トリッジを取り付ける。�

3. トナーカバーを閉め、手差しトレイを閉める。�
4. 上カバーを閉める。�

以下の操作を行います。�
�

1. プリンタの電源をオフにし①、
電源プラグをコンセントから
抜き②、アース線を専用の
アース線端子から取り外す③。�

2. すべてのインタフェースケー
ブルや電源コード、アース線
を取り外す。�

3. 上カバーを開け、給紙カセッ
トを引き出す。�

4. 手差しトレイを開け、トナー
カバーを開けてトナーカート
リッジを取り外す。�

5. トナーカバーを閉め、手差し
トレイを閉める。�

プリンタの背面から内部に用紙が
残っていないか確認する。�

手前の搬送ガイドを
閉める。�

両面後部ユニットを開ける。�

両面上カバーを閉める。�

両面後部ユニットを閉める。�

両面上カバーを開ける。�

上カバーを開ける。�

両面上カバー内につまっている
用紙を取り除く。�

上カバーを閉める。�

トナーカバーの中央部を持って、カチッ
と音がするまでしっかりとトナーカバー
を閉める。�

手差しトレイを閉める。�

両面後部ユニット内につまっている
用紙を取り除く。�

奥の搬送ガイドを閉める。�

給紙カセットをプリンタ
本体にセットする。�

排紙トレイ側からつまって
いる用紙を取り除く。�

図のように緑色のトナーカ
バーオープンボタンを押し、
トナーカバーを開ける。�

緑色の取っ手を持って、カチッ
と音がするまで、トナーカバー
をしっかりと開ける。�

トナーカバー内のダイヤルを矢印の方向に回
し、つまっている用紙を送り出し、つまって
いる用紙を取り除く。�

以下の操作を行います。�
�

1. 手差しトレイを開け、トナーカバー
を開ける。�

2. トナーカートリッジを保護袋から取
り出し、プリンタに取り付ける。�

3. トナーカバーを閉め、手差しトレイ
を閉める。�

4. 上カバーを閉める。�

排紙トレイ側につまって
いる用紙を取り除く。�

上カバーを閉めても、紙づま
りのメッセージが消えないと
いは、         へ�

プリンタ使用中は定着器周辺
が高温になっています。定着
器周辺には触れないように注
意してください。やけどの原
因になることがあります。�

つまっている用紙を取り
除く。�

手前の搬送ガイドを、緑色の取っ
手を持って開ける。�

給紙カセットをプリンタ
本体、ペーパーフィーダ
にセットする。�

ペーパーフィーダの上から順番に
１つずつ給紙カセットを引き抜き、
つまっている用紙を取り除く。�

つまっている用紙を取り
除く。�

Step3※             の手順3へ�

プリンタに紙がつまるとプリンタステータスウィン
ドウ（Windows）／プリントモニタ（Macintosh）
に次のメッセージが表示されます。次の手順にしたがっ
て、つまっている用紙を取り除きます。�
※ここでは、Windowsの画面を例に説明しています。�

紙づまりの処理は、上カバーを
ゆっくりと強く押し上げ、必ず
止まる位置まで完全に開けてか
ら行ってください。。上カバー
が完全に開いていない状態で、
つまっている用紙を取り除くと
プリンタ故障の原因になります。�

オプションを装着しているときに、紙づまりの処理
を行っても、プリンタステータスウィンドウ
（Windows）／プリントモニタ（Macintosh）に
給紙部や両面ユニットで紙づまりが起こっているこ
とを示すメッセージが表示されているときは、ペー
パーフィーダの給紙部、両面下カバー部に用紙が残っ
ていることを表わしています。次の手順でペーパー
フィーダの給紙部、両面下カバー部をチェックし、
つまっている用紙を取り除いてください。�

両面後部ユニットを
開ける。�

両面下カバーを閉める。�つまっている用紙を
取り除く。�

以下の操作を行います。�
�

1. 給紙カセットを取り付ける。�
2. 手差しトレイを開け、トナーカ
バーを開けてトナーカートリッ
ジを取り付ける。�

3. トナーカバーを閉め、手差しト
レイを閉める。�

4. 上カバーを閉める。�
5. すべてのインタフェースケーブ
ルや電源コード、アース線を取
り付ける。�

6. 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
トへ接続する。�

7. 電源スイッチの“I ”側を押し
てプリンタの電源をオンにする。�

両面ユニットの左右のロック解除レバーを押し上げ ①、
両面ユニットを取り外す②。�

両面下カバーを開ける。�

両面ユニットを起こし、
位置決めピンをプリンタ
の背面の穴に合わせて取
り付ける。�

両面後部ユニットを閉め、
両面ユニットを平らなと
ころに図のように置く。�

ペーパーフィーダを装着し
ている場合は、プリンタの
背面から内部に用紙が残っ
ていないか確認する。�

用紙が手差し搬送カバーの下にある場合は、緑
色の取っ手を持って手差し搬送カバーを開けて、
つまっている用紙を取り除き、手差し搬送カバー
を閉めます。�

用紙が排紙ガイドの下にある場合は、
排紙ガイドの取っ手を持ち上げて①、
つまっている用紙を取り除いてく
ださい②。�

手差しトレイを使用している場
合は、用紙押さえレバーを上げ、
つまっている用紙と、セットし
ている用紙を取り除き、用紙押
さえレバーを下げてください。�
※ つまった用紙が簡単に取り除
けない場合は、無理に引っぱ
らずに             へ�

両面後部ユニット内に用紙が見えない場合は、つまみ
を回して①、つまっている用紙を送り出し、つまって
いる用紙を取り除いてください②。�

※ オプションの両面
ユニットを使って、
両面印刷して紙づ
まりが起こったと
きは、             へ�

Step4

Option A Option B

Step3

■両面ユニットを装着している場合�

Step2

Option B

※プリンタの電源をオフにするため、印刷中のデータが消去されてしま
います。紙づまりを取り除いたあとに、再度印刷しなおしてください。�


