梱包内容の確認
梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認
します。

1

(mm)
100

740

□アース線

「かんたん設置ガイド」では、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、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」、「ネットワークガイド」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、「ユーザーズガイド」をお読みください。

□プリンタ
次のものが取り付けられ
ています。
・給紙カセット
・定着器
・回収トナー容器

前カバー
135

1485

□トナーカートリッジ×4

□用紙サイズ表示板

3

取扱説明書を読むには
取扱説明書は付属のCD-ROM（LBP5610 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。

上カバー

給紙
カセット

□フェライトコア

100

□電源コード

(mm)

780

745

「かんたん設置ガイド」について

* 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。

2

設置場所を決めます。

1

100

かんたん設置ガイド

設置場所へ運び、梱包材を取り外す

図の位置にあるテープ（6箇所）を
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45kg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53.9kg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86.9kg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CD-ROMに収められている「ユーザーズガイド」
ド」を必ずお読みください。

前カバーを開けます。

4

設置場所に運び、ゆっくりとおろします。

5

1

□操作ガイドシート（4枚） □操作ガイドシートポケット

プリンタの電源が入って
いないことを確認します。

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。

定着器を手前に倒します。

6

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。
ロック解除ボタン

□ドラムカートリッジ×4

電源コード、
アース線の接続

絶対に給紙カセットや排紙部など、
運搬用取っ手以外の部分を持たな
いでください。落としてけがの原
因になることがあります。

定着器のヒモ付き金具は
ヒモを持って引き抜きます。

2

取っ手

b

a

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。

a

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。
このテープは後で
取り外します。

A4
A5
B4
11x17
B5
LTR
EXEC

※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。

LGL

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、次の方法で表示
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。）
・Windows Vista以外のOSの場合は、［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¥MInst.exe」と入力し、［OK］をク
リックします。
・Windows Vistaの場合は、［スタート］メニューの［検
索の開始］に「D:¥Japanese¥MInst.exe」と入力し、
キーボードの［ENTER］キーを押します。

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ガイド名の横にある［
］
をクリックします。

□かんたん設置ガイド

7

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、CD-ROMアイコン→［Manuals］の順にダブルクリックし、「ユーザー
ズガイド.pdf」をダブルクリックします。「オンラインマニュアル」は、CD-ROMの［CAPT］→［Japanese］→［Documents］
フォルダに［GUIDE-CAPT-x.xxJP.pdf］*というファイル名で収められています。

・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。

*「x.xx」はお使いのプリンタドライバのバージョンによって異なります。
※Macintosh上では、付属のCD-ROMのCD-ROM Setupは表示されません。

© CANON INC. 2007

a

3

□かんたん操作ガイド

1

2

b

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。

図の位置にあ

10 る テ ー プ を 取

給紙カセット内

11 部 の 梱 包 材 を 取

梱包材の取り外しチェック

a

上カバーを開けます。

4

b

11

手順6で取り外した
ヒモ付き金具×2

手順3と手順10
で取り外した
テープ×7

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。

ドラムカートリッジを箱から
取り出したあと、保護袋から
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。
a

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

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。

図の位置にあるテープ付き梱包材
（1個）を取り外します。

7

手順11で取り
外した梱包材×1

a

a

テープ付き梱包材

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。

12

取っ手

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。

13

b

a

図の位置にあるテー
プ（1枚）とタグ
（2個）を取り外
します。

b
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。

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。

14

テープ付き梱包材

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。

15

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。
●正しくない位置

16

●正しい位置

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。

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

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
ることを確認します。

ドラムカートリッジの突起部のラベルが見えている
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。

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。

梱包材の取り外しチェック
梱包材はすべて取り外しましたか？

手順5で取り外した
テープ付き乾燥剤×4

手順9と10で取り
外したテープ×16

手順8で取り外した
テープ付き梱包材×4

手順13で取り外した
シーリングテープ×4

24

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。
水色のつまみ

三角マークを合わ
せてください。

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。

20

プリンタの動作音が

25 止まるまで、約3〜

トナーカバー

26 を開けます。

4分お待ちください。

手順9で取り外した
テープ付き梱包材×8

印刷可ランプとエラーランプが点滅します。

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。

シアン

21

レバー

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。

レバー

突起
●ドラムカートリッジガイド（右）
イエロー

突起

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

22 しますb。

23

前カバーを閉めます。
a

取っ手

b ITBユニットカバー
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
a レバー 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。

トナーカートリッ

27 ジを箱から取り

28

a

b

b

b
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。

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。

マゼンタ
シアン
ブラック

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。

取っ手

出したあと、保
護パックから取
り出します。

プリンタの電源を入れてから、約3
〜4分でドラムカートリッジの準備
が完了します。
プリンタの動作音が止まったことを
確認して、次の手順へ進んでくださ
い。

三角マークを合わ
せてください。

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。

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。

突起

プリンタの電源スイッチの
I 側を押して、プリン
タの電源を入れます。

イエロー
マゼンタ

ブラック

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を図のように往復
10〜12回振ります。

18 ことを確認します。

●ドラムカートリッジガイド（左）

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

17

このテープもいっしょに
取り外してください。

b

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。

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。

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。

取っ手

ドラムカートリッジの青色の取っ手を
持ちます。

の順に取り外します。

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。

この部分を手で
押さえてください。

タブ

図の位置にあるテー

10 プ（3枚）をa、b

a

b

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。

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

c

a
上カバーの青色のロッ
ク解除ボタンを押しま
す。

8

a

テープ付き梱包材

c

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。

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。

c

b

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。

4

梱包材はすべて取り外しましたか？

り外します。

り外します。

c

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。

給紙カセットを止まる位置まで
引き出しますa。

給紙カセットをプリンタにセットします。

12

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。

a

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。

取っ手

ロック解除ボタン

a

3

b

* 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。

定着器を手前に倒します。

給紙カセットを引き出します。

b

取っ手

・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。

かんたん
操作ガイド

9

PRINTED IN JAPAN

カートリッジのセット
前カバーを開けます。

前カバーを閉めます。

8

取っ手

ペディスタル、ペーパーフィーダを取り付ける

■ Macintoshをお使いの場合

XX2007XXXX

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。

レーザビームプリンタ保証書

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、プリンタを
上に載せます。

FT5-1455 (020)

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。

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。

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。

A3

□CD-ROM
「LBP5610 User Software」
・CAPT(Canon Advanced
Printing Technology)
□用紙サイズシール
ソフトウェア
・USBクラスドライバ
・NetSpot Device Installer
・Canon CAPT Print Monitor
・FontGallery
・ユーザーズガイド
・ネットワークガイド
・リモートUIガイド
・Macintosh用オンラインマニュアル
・CAPT Windowsファイア
□保証書
ウォールユーティリティ

29

図のように取っ手を持って、トナーカートリッジを挿入しa、
止まるまでゆっくりと押し込みますb。
※上から見た図

ロック解除レバーを「

」の位置まで倒

30 して、トナーカートリッジをロックします。 31
ロック解除レバー

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。

※上から見た図

b
a
取っ手
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。

ウラ面へ

用紙のセット
1

給紙カセットを引き出します。

2

3
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。

後側の用紙ガイドのロック解除レバーを
つまみながら、セットする用紙に合わせ
て用紙ガイドを移動します。

4

USBケーブルでコンピュータと接続し、ソフトウェアをインストールする

側面の用紙ガイドのロック解除レバーを
つまみながら、セットする用紙に合わせ
て用紙ガイドを移動します。

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。

1

この部分を
セットする用
紙サイズに合
わせます。

後カバ ーを取り外
します。

プリンタの電源スイッ
チの ○ 側を押して、
プリンタの電源を切
ります。

2

解除

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。

解除
ロック

5

7

ツメ

ツメ

積載制限マーク

タのUSBポートへ接続し、
コンピュータの電源を入
れます。

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。

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。

9

給紙カセットをプ
リンタにセットし
ます。

6

・Windows Vista以外のOSの場合は、［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¥MInst.exe」と入力し、［OK］をクリックします。
・Windows Vistaの場合は、［スタート］メニューの［検索の開始］に
「D:¥Japanese¥MInst.exe」と入力し、キーボードの［ENTER］キーを押します。

［おまかせインストール］または［選
んでインストール］をクリックします。

7

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。

［USB接続でインストール］を選択したあと、

Windows Vistaを使用

11 ［次へ］をクリックします。

へ

12 している場合は、以下の

［ はい ］をクリッ

13 クします。

［インストール］をクリッ
クします。

8

内容を確認して、
［はい］
をクリックします。

9

［Readmeファイルの表示］
［次へ］をクリックします。
10
をクリックして、Readmeファ
イルの内容を確認し、閉じま
す。

手順6で［選んでインストール］を選択し
た場合は、［オンラインマニュアル］の
チェックマークを外してから［インストー
ル］をクリックします。

以下の画面が表示されたら、プリンタの

14 電源を入れます。

インストール結果を確

15 認して、
［次へ］をクリッ

画面が表示されますので、
［はい］をクリックします。

Windows XP SP2などのWindowsファイアウォール機能
を持っているOSを使用している場合、次の画面が表示され
ます。
プリンタの共有機能を使用する場合： ［はい］をクリックし
ます。インストールが完了したあと、「ユーザーズガイド」
を参照してプリンタの共有機能の設定を行ってください。
プリンタの共有機能を使用しない場合： ［いいえ］をクリッ
クします。

クします。

［今すぐコンピュータを再

16 起動する］にチェックマー

後カバーを取り付けてa、

17 閉めますb。

クを付けたあと、
［再起動］
をクリックします。

［いいえ］は、プリンタとインストール中
のコンピュータをLANケーブルで接続して
使用することがない場合にのみ選択してく
ださい。

a
b

お使いの環境によっては、インス
トールに時間がかかることがあり
ます。

・ネットワーク

へ

プリンタとコンピュータを
LANケーブルで接続する場合

●Macintoshをお使いの場合、ソフトウェアのインストール方法は「オンラインマニュアル」
を参照してください。

・Windows Vistaをお使いの場合、［自動再生］ダイアログボックスが表示された場合は、
［AUTORUN.EXEの実行］をクリックします。
・CD-ROM Setupが表示されない場合は、次の方法で表示します。（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。）

［おまかせインストール］は、プリンタドライバの他に取扱
説明書も同時にインストールできます。取扱説明書をインス
トールしない場合は、［選んでインストール］を選択します。

プリンタとコンピュータを
USBケーブルで接続する場合

付属のCD-ROM「LBP5610 User Software」を
CD-ROMドライブにセットします。
Windows Vistaをお使いの場合、［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックス
が表示された場合は、［許可］をクリックします。

後カバーを少し開けてからa、後
カバーを取り外しますb。

取っ手

用紙サイズ
設定スイッチ

・USB

5

a

積載制限マーク

接コプ
続ンリ
すピン
るュタ
方ーと
法タ
はを
？

USBケーブルのA タイプ

4 （平たい）側をコンピュー

b

用紙を図のように下へ押さえ、積載制限マー
クを超えていないか確認し、用紙ガイドに
付いているツメの下に用紙を入れます。

6

USB ケーブルのBタ
イプ（四角い ）側を本
プリンタのUSBコネ
クタへ接続します。

ロック

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。

用紙の後端を、用
紙ガイドに合わせ
てセットします。

3

USBクラスドライバおよびプリンタドライ
バのインストールが自動的に開始されます。

インストール完了後はCD-ROMドライブから
CD-ROMを取り出すことができます。

LANケーブルでコンピュータと接続し、ソフトウェアをインストールする

図のようにケーブルを後カバーの溝に通します。

ステータスプリントを印刷して動作確認をする
* Macintoshをお使いの場合、プリンタステータスプリントの印刷はできません。

1

後カバ ーを取り
外します。

2

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

LANケーブルを本
4
プリンタのLANコ
ネクタへ接続します。

LAN ケーブ
ルの反対側を
ハブに接 続し
ます。

5

プリンタの 電 源
が 入って いるこ
とを確認します。

プリンタのLNKランプ

6 （緑）が点灯しているこ
とを確認し、コンピュー
タの電源を入れます。

NB-C1
ERR LNK 100

ERR LNK 100

プリンタに接続
するコネクタ

b

内容を確認して、

10 ［はい］をクリッ

［ Readmeファ

クします。

［次へ ］をクリッ

12 クします。

［ネットワーク上のプリンタを探索してインストール］を

13 選択したあと、
［次へ］をクリックします。

ク リッ ク し て 、
Readmeファイ
ルの内容を確認し、
閉じます。

［おまかせインスト ール ］
8 または［選んでインストー
ル］をクリックします。

［インストール］を
9 クリックします。

・ Windows Vistaをお使いの場合、［自動再生］ダイアログボックスが表示された場合は、
［AUTORUN.EXEの実行］をクリックします。
・ CD-ROM Setupが表示されない場合は、次の方法で表示します。（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。）
・ Windows Vista以外のOSの場合は、［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¥MInst.exe」と入力し、［OK］をクリックします。
・ Windows Vistaの場合は、［スタート］メニューの［検索の開始］に「D:¥Japanese¥MInst.exe」
と入力し、キーボードの［ENTER］キーを押します。

14

［次へ］をクリックします。

16

Windows XP SP2などのWindowsファイアウォール機能
を持っているOSを使用している場合、次の画面が表示され
ます。
プリンタの共有機能を使用する場合：［はい］をクリック
します。インストールが完了したあと、「ユーザーズガイド」
を参照してプリンタの共有機能の設定を行ってください。
プリンタの共有機能を使用しない場合：［いいえ］をクリッ
クします。

・Windows Vistaの場合
［スタート］メニューから［コントロールパネル］を
選択し、［プリンタ］をクリックします。

［おまかせインストール］は、プリンタドライバの他に取扱
説明書も同時にインストールできます。取扱説明書をインス
トールしない場合は、［選んでインストール］を選択します。

1. 本プリンタを選択し、［追加］
をクリックします。

2. 手順15に
進みます。

1. ［不明なデバイス］と表示されて
いるプリンタを選択し、［IPア
ドレスの設定］をクリックします。

2. ［IPアドレスの設定］ダイアログボッ
クスでプリンタのIP アドレスを入
力し、［OK］をクリックします。

手順8で［選んでインストール］を選択
した場合は、［オンラインマニュアル］
のチェックマークを外してから［インストー
ル］をクリックします。

3. 本プリンタを選択し、［追加］
をクリックします。

［はい］をクリック

17 使用している場合は、 18 します。
以下の画面が表示
されますので、
［はい］
をクリックします。

インスト ール 結

19 果 を 確 認して 、
［次へ ］をクリッ
クします。

［今すぐコンピュータを

20 再起動する］にチェック

後 カ バ ーを 取り付 け

21 てa、閉めますb。

マークを付けたあと、
［再
起動］をクリックします。

［いいえ］は、プリンタとインストー
ル中のコンピュータをLANケーブ
ルで接続して使用することがない場
合にのみ選択してください。

a
b

お使いの環境によっては、インストール
に時間がかかることがあります。

Windows 2000/XP/Server 2003/Vistaの
場合は、標準TCP/IPポート（Standard
TCP/IP Port）が作成され、Windows 98/Me
の場合は、Canon CAPT Portが作成されます。

［Canon LBP5610］アイコンを
右クリックして、
ポップアップメニュー
から［印刷設定］を選択します。

3

Windows 98/Meの場合は、［プロパティ］を選択します。

［
］
（プリンタステータスウィ
ンドウを表示する）をクリック
して、プリンタステータスウィ
ンドウを起動します。

4

［オプション］メニューか
ら［ユーティリティ］→［プ
リンタステータスプリント］
を選択します。

5

［OK］をクリッ
クします。

● ［製品名］に［不明なデバイス］と表示されている場合

Windows XP SP2などのWindowsファイアウォール機能
を持っているOSをお使いで、Windowsファイアウォール
機能が有効になっている場合、次の画面が表示されます。
すでにプリンタのIPアドレスが設定されている場合は、［い
いえ］をクリックします。
ブロックを解除して、IPアドレスが設定されていないプリン
タを検出する場合は、［はい］をクリックします。

Windows Vistaを

2

・Windows XP Home Editionの場合
［スタート］メニューから［コントロールパネル］を
選択し、［プリンタとその他のハードウェア］→［プ
リンタとFAX］の順にクリックします。

［プリンタ一覧］の［製品名］に表示される内容によって、操作が異なります。

● ［製品名］に本プリンタの名称が表示されている場合

［開始］をクリックします。

［プリンタとFAX］または［プリンタ］フォルダ
を表示します。

・Windows XP Professional/Server 2003の場合
［スタート］メニューから［プリンタとFAX］を選択
します。

4. 手順15に
進みます。

［自動的に取得する］：DHCPを使用してIPアドレ
スを取得します（DHCPサーバが起動されている必
要があります）。DHCPサーバの設定については、ネッ
トワーク管理者へお問い合わせください。
［次のIPアドレスを使う］：直接IPアドレスを指定
します（IPアドレスはAAA.BBB.C.DDのように「.」
で数字を区切って入力します）。

15

1

・Windows 98/Me/2000の場合
［スタート］メニューから［設定］→［プリンタ］を
選択します。

●Macintoshをお使いの場合、ソフトウェアのインストール方法は「オンライ
ンマニュアル」を参照してください。

（A）：ERRランプ
（B）：LNKランプ
（C）：100ランプ

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。

11 イル の 表 示 ］を

Windows Vistaをお使いの場合、［ユーザーアカウント制御］ダイアログボッ
クスが表示された場合は、［許可］をクリックします。

100BASE-TXの場合
は、LNKランプと100
ランプが点灯していれ
ば正常です。

5cm以内

後カバーを少し開けてからa、後カバーを
取り外しますb。

付属のCD-ROM「LBP5610 User
Software」をCD-ROMドライブにセットします。

10BASE-Tの場合は、
LNKランプが点灯して
いれば正常です。

(A)
(B)
(C)

NB-C1

a

7

インストール完了後はCD-ROMドライブ
からCD-ROMを取り出すことができます。

図のようにケーブルを後カバーの溝に通します。

ステータスプリントの印刷例は、
「ユーザーズガイド」を参照し
てください。
正しく印刷されなかった場合は、
Step1からの手順をもう一度
確認してください。

取扱説明書について

●Windows XP SP2以降または
Windows Server 2003 SP1以降
をご使用のお客様へ
Windows XP SP2以降またはWindows
Server 2003 SP1以降の場合、プリン
タステータスウィンドウ*でステータスの
取得に時間がかかることがあります。
このような場合は、ネットワークガイド「第
2章 ネットワーク環境で印刷する環境を
設定するには」のインストール完了後の手
順を参照して、Windowsファイアウォー
ル機能でポートを開くように設定する事こ
とをおすすめします。
* ジョブの進行状況を参照したり、プリン
タの動作をコントロールすることがで
きるソフトウェア

プリンタの
セットアップが
完了しました
これで印刷が行えるよう
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。

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。

・トラブルの簡単な解決方法を知るには
・プリンタの簡単な使いかたを知るには
・プリンタを設置するには
・基本的な使いかたを知るには
・困ったときには

CD-ROM

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

かんたん操作ガイド
ユーザーズガイド

CD-ROM

・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

ネットワークガイド

CD-ROM

・Webブラウザからプリンタを操作・設定するには

リモートUIガイド

CD-ROM

・Macintosh用プリンタドライバの使用方法を知るには

オンラインマニュアル

CD-ROM

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
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