消耗品を取り付けます

セットアップガイド

/

1

感光体ユニットの取り付け

2

③保護カバーを横にずらしてからゆっくり上に
引き抜くようにして感光体（緑色のローラ
部分）から取り外します。

はじめにお読みください
本製品 を使用 可能 な状態 にす るま での手 順を 掲載し てい ます。本 書の 〜
の手順に従ってプリンタのセットアップを 行ってください。オプションの
取り付け方法 については、同梱の「製品ガイド」（紙マニュアル）を参照して
ください。また、本機のご使用にあたっては、同梱の「製品ガイド」
（紙マニュ
アル）の「製品をお使いいただく前に」を必ずお読みください。

本書で使用しているマークの意味は以下の通りです。
補足説明や参考情報を記載しています。

4
3

印刷する面を上にして、用紙の端をよく揃え
てから用紙をセットします（ここでは A4 サ
イズの用紙を横長にセットします）
。

①用紙ガイド（縦）のツマミ
をつまんで、セットする用
紙サイズに合わせ
（ここでは A4 サイズ
に合わせます）

カバ ー の両 端を 持 って
取り外します。

5

廃トナーボックス / フィルタの取り付け

6

②廃トナーボックス
を装着口の奥まで
ゆっくり差し込み
ます。

Eカバーを開けます。

①感光体ロックレバーを
固定位置まで回し

①廃トナーボックスを梱包箱から取り出して

②クリーニングノブ A をゆっ
くりと 2、3 回前後に動かし
て、元の位置に戻します。

②用紙ガイド（横）のツマミを
つまんで、用紙がセットでき
るように広げます。

7

最大セット容量（「MAX」表示）を越えて
セットしないでください。
目安：普通紙
（64g/m 2）を 250 枚セット可能

※工場出荷時、用紙カセット
はプリンタに取り付けられ
ていません。

4

②感光体ユニット
を装着口の奥ま
でゆっくり差し
込みます。

① D カバーを開けて

2

①矢印を合わ
せて

②保護材（白色の発泡材）
を取り外して

②感光体ロックレバーを
解除位置まで回します。

用紙をセットします
1

3

①感光体ユニットを梱包箱から取り出し

6

5

8

①フィルターを梱包箱から取り出して

②フィルターを装着口
の奥までゆっくり差
し込みます。

9

トナーカートリッジの取り付け

電源スイッチをオン（｜）
にします。

Eカバーを閉じます。

オン

①カバーを取り付けて
［用 紙サ イ ズ設 定］ダ イヤ ル を
「A4」に設定します。

用紙ガイド（横）のツマミ
をつまんで、用紙サイズに
合わせます。

A4 サイズ以外の用紙や、封筒・ハガキなどの特殊紙のセッ
ト方法または MP トレイへのセット方法については、同梱
の「クイックガイド」（紙マニュアル）や「ユーザーズガイ
ド」（PDF）を参照してください。

②用紙カセットをプリンタに
差し込んで取り付けます。

10

②緑色の交換ランプが点灯
するまで待ちます。

電源コードを接続します
1

プリンタ正面

2

プリンタ背面

①電源スイッチがオフ（○）に
なっていることを確認して

②プリンタ背面の
AC インレット
に電源コードを
差し込みます。

② AC100Vのコンセントに
プラグを差し込みます。

電源 コードを プリン タ右側に 配
線する場合は、プリンタ背面のク
ランプ（止め具）に電源コードを
通します。

K

C

Y

①取り付けるトナーカート
リッジの色に対応するボ
タンを 1 つ押して
M：マゼンタ K：ブラック
C：シアン
Y：イエロー

12

13
アース線接続端子

14

アース線

15

漏電による事故防止について
本製品の電源コードには、アース線（接地線）が付いています。アース線を接地すると、万が
一製品が漏電した場合に、電気を逃がし感電事故を防止することができます。コンセントにアー
スの接続端子がない場合は、アース端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めし
ます。コンセントの変更については、お近くの電気工事店にご相談ください。アース線が接地
できない場合でも、通常は感電の危険はありません。

ト ナーカー トリッジ を取り 付
けたら、D カバーを閉じます。
・LP-9200B：1 色（K）
・LP-9200C：4 色（CMYK）

①トナーカートリッジ
のセットカバーを起
こしてカチッと音が
するまで閉じて

②Eカバーを
閉じます。

アース線を電源コンセントに差し込
まないでください。アース線の接続
端子がある場合に接続します。

で押したボタンの色のトナーカートリッジを

梱包箱から取り出して

②ロックボタン（灰色）を
つまんで、トナーカート
リッジのセットカバーを
手前に開けます。

トナーカ ートリ ッジを 装
着口の奥 までゆ っくり 差
し込みます。

①アース線を接続
してから

10

①

②袋に入れたまま左右に
③袋から出して、保護カバー
傾けて 7 〜 8 回振り
を取り外します。

① Eカバーを開けて

電源コンセント側

100V

オフ

M

11

• LP-9200B の場合： 15

へ進みます。

• LP-9200C の場合： 10

〜

14

を繰り返して、残りの

トナーカートリッジ（CMY）をすべて取り付けます。

印刷可能になるまで待ちます。
• LP-9200B の場合：約 80 秒ほどお待ちください。
• LP-9200C の場合：約 5 分ほどお待ちください。

プリンタに異常がないかを確認します
1

③「ステータスシート印刷」とハイ
ライト表示されたことを確認し
（イメージ図）

＜例：LP-9200C ステータスシートのサンプル＞

2

ステータスシート印刷

② 2 回押して

オン
オフ
①電源スイッチが
オン（｜）で、液晶ディ
スプレイに「印刷できま
す」と表示されているこ
とを確認してから
© セイコーエプソン株式会社 2004
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電源スイッチをオフ（○）
にします。
④さらにもう一度
押します。

ステータスシートが印刷できない場合は、
「クイックガイド」
（紙マニュアル）を参照してください。

裏面に続く

オプションを取り付けます

■ Macintosh にインストールする場合
ネットワークインターフェイスを介してネットワークに接続している場合は、同梱の「ネットワーク設定ガイド」（PDF）を参照してください。

オプション品を購入されている場合は、ここでオプションの取り付けを行います。オプションの取り付けは、別冊の「製品ガイド」
（紙マニュアル）を参照して行ってください。

1

コンピュータと接続します

プリンタの電源がオフ（○）になっていることを確認してから、Macintosh を起動して
「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、インストーラを起動します。

Mac OS 9 の場合

2

画面の指示に従って、ウィルスチェックプログラムに対処します。

Mac OS X v10.2 以降の場合

コンピュータとの接続ケーブルは同梱されていません。お客様の使用環境によって接続ケーブルが異なりますので、別途用意していただく必要があります。
接続ケーブ ルの詳細は「ユーザ ーズガイド」（PDF）に掲載されておりますの で参考にしてく ださい。なお、ネット ワークに接続す る場合は、同梱の「ネ ットワーク簡単 セットアップ ガイド
（Windows）
」（紙マニュアル）や「ネットワーク設定ガイド」
（PDF）を参照してください。

■

USB 接続でお使いの場合

■

パラレル接続でお使いの場合

■

ネットワーク接続でお使いの場合
クリックします

① USB ケーブル
を差し込み

②もう一方のコネクタ
をコンピュータに接
続します。

①パラレルインター
フェイスケーブル
を差し込み

③もう一方のコネクタ
をコンピュータに接
続します。

①ダブルクリック
して開き

ダブルクリックします

②固定金具で固定して

① Ethernet ケーブル
を差し込み

②もう一方のコネクタ
を Ethernet ハブに接
続します。

3

②ダブルクリック
します

• インストール作業を進めるには、
［続ける］をクリックします。
• ウィルスチェックプログラムを先に終了させるには、
［インストール中止］をクリックします。

4

プリンタの機種名を選択します。

［ソフトウェアのインストール］をクリックします。

プリンタソフトウェアをインストールします

クリックします

プリンタソフトウェアをお使いいただくための Windows/Macintosh のシステム条件については、
「製品ガイド」（紙マニュアル）を参照してください。
また、プリンタを共有する環境でのインストールについては、
「ユーザーズガイド」（PDF）を参照してください。
なお、Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 および Mac OS X v10.2 以降の場合、管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってください。
インストールが終了すると「MyEPSON」のショートカットやエイリアスがデスクトップ上に作成され、ここからユーザー登録することができます。

選択します。

■ Windows にインストールする場合
ネットワークインターフェイスを介してネットワークに接続している場合は、同梱の「ネットワーク簡単セットアップガイド（Windows）」
（紙マニュアル）や「ネットワーク設定ガイド」
（PDF）を参照してください。

1

プリンタの電源がオフ（○）になっていることを確
認します。

2

Windows を起動して「EPSON プリンタソフトウェア CDROM」をセットし、ウィルスチェックプログラムに対処します。

3

プリンタの機種名を選択します。

使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、
［同意する］をクリックします。

5

インストールするソフトウェアを確認 して、通常はそのまま［インストール］をク
リックします。

6

以降は画面の指示に従ってインストール作業を進めます。
Mac OS 9 と Mac OS X でインストール手順が異なりますので、画面の指示に従ってください。
インストールが終了したら、プリンタを使用できる状態にします。
ご使用の Mac OS バージョンによって手順は異なります。

選択します。
電源スイッチは必ず
オフ（○）にします。
①確認して
クリックします

オフ

Mac OS 9 の場 合のみ表示され
ます

• インストール作業を進めるには、［続ける］をクリックします。
• ウィルスチェックプログラムを先に終了させるには、
［イ
ンストール中止］をクリックします。

4

［プリン タをロー カル（直接）接続 でセット アップ
する］をクリックします。

5

次に、使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、
②クリックします

［同意する］をクリックします。

Windows 2000/XP の場合は、
［ソフトウェアの

Windows 98/Me/NT4.0/Server 2003 の場 合 は、6 へ

インストール］をクリックします。

進みます。

インストールす る項目を選択する 場合のみ［選択画面］を クリックします。詳細 は、
「ユー
ザーズガイド」
（PDF）を参照してください。

Mac OS 9 の場合

Mac OS X v10.2 以降の場合

• Windows 2000/XP の場合のみ左の画面が表示されます。
• Windows 98/Me/NT4.0/Server 2003 の場合、左の画面
は表示されません。

クリックします
クリックします

7

Macintosh が再起動したら、プリンタの電源をオン（ I ）にして［セレクタ］を
開きます。

プリンタの電源をオン（ I ）にし、
［アプリケーション］−［ユーティリティ］フォ
ルダから［プリンタ設定ユーティリティ］/［プリントセンター］* を開きます。

②クリック
して

Windows 2000/XPの場合のみ表
示されます

*

①電源スイッチを
オン（｜）にして、

［マニュアルを見る］をクリックすると、
「ユーザーズガイド」
（PDF）
をご覧いただけます。なお、通常「ユーザーズガイド」（PDF）は
プリンタソフトウェアとともにインストールされます。

6

7

③クリック
します。

①電源スイッチを
オン（｜）にして、

オン

オン
②ダブルクリックします。

7

インストールするソフトウェアを確認して、通常
はそのまま［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インストールは終了です。

8

プリンタア イコンをクリ ックしてから、USB 接続の場合は［USB ポート］を、
FireWire 接続の場合は［FireWireポート］を、ネットワーク接続の場合はプリン
＜ USB 接続の場合＞
③クリックします。

②クリックして

8

USB 接続の場合は［EPSON USB］または［USB］を、FireWire 接続の場合は［EPSON
FireWi re］を選 択 し てプ リ ンタ を 追 加し ま す。ネッ ト ワー ク 接続 の 場 合は、［EPSON
AppleTalk］
、
［EPSON TCP/IP］または［Rendezvous］を選択してプリンタを追加します。

タ名をそれぞれ選択します。

インストールする項目を選択する場合のみ［選択画面］をクリック
します。詳細は、
「ユーザーズガイド」
（PDF）を参照してください。

①クリックして

＜ネットワーク接続の場合＞
③クリックします。

②クリックして

③クリック
して

＜ユーザー登録「MyEPSON」アシスタント＞
EPSON の会員制情報提供サービスです。詳細は「製品ガイド」
（紙
マニュアル）または「ユーザーズガイド」（PDF）の「サービス・
サポートのご案内」を参照してください。

⑤確認して

④クリック
して

⑥［プリンタ設定ユーティリティ］/［プリント
センター］を終了します。

①クリックして

後は画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

＜例＞［EPSON USB］選択時の場合
②選択して

①確認して

②クリックします

Mac OS X のバージョンに
よって名称は異なります。

①確認して

②クリックします

①クリックして
（必要に応じて AppleTalk ゾーンを選択）

Mac OS X v10.2 の場合、USB 接続しているプリ
ンタは電源をオン（ I ）にすると、自動的に追加
されるため、プリンタ名が表示されていることだ
けを確認してください。

最初に、使用可能なプリンタがない場合は追加を促すダ
イアログが表示されますので［追加］をクリックすると
上の画面が表示されます。な お、AppleTalk 接続の場合
は、必要に応じて AppleTalk Zone も選択してください。
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