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2 － エラーが発生したときは

エラーが発生したときは
本製品について詳しく解説した「ユーザーズガイド」（PDF）には困ったときのさまざま
な事例とその対応が掲載されていますので、問題解決のために是非一度ご覧ください。

パネルで確認する 

• 自動復帰できないエラーが発生した（エラーランプ点灯時）場合は、［印刷可］
スイッチを押してもエラーを解除することはできません。適切な処置を行ってエ
ラーを解除してください。 

• 消耗品がなくなった、または少なくなった場合のパネル表示（交換色は CMYK で表示） 

• 用紙が詰まった場合のパネル表示「紙を取り除いてください」 

• 用紙交換が必要な場合や用紙がなくなった場合のパネル表示

パネル表示 ：対処 参照ページ
XXXX トナーの交換時期が近付きました
XXXX トナーを交換してください
XXXX トナーが交換時期（エコ印刷モード）

：交換の準備をお勧めします。
：交換してください。
：交換をお勧めします。 

s 本書 10 ページ

感光体ユニットの交換時期が近付きました
感光体ユニットを交換してください
感光体ユニットが交換時期（エコ印刷モード）

：交換の準備をお勧めします。
：交換してください。
：交換をお勧めします。 

s 本書 12 ページ

廃トナーボックスの交換時期が近付きました
廃トナーボックスを交換してください

：交換の準備をお勧めします。
：交換してください。 s 本書 14 ページ

パネル表示 給紙装置 / 用紙サイズ表示 参照ページ
用紙を交換してください　XXXXX YYYYY XXXXX：給紙装置を表示

YYYYY：用紙サイズを表示 s 本書 16 ページ
紙をセットしてください　XXXXX YYYYY

［印刷可］スイッチ
エラーが発生した場合（エラー
ランプ点滅時）に押すと、自動
復帰できる場合があります。

［ジョブキャンセル］スイッチ
印刷を中止する場合に押します。 
• 1 回押すと、処理中の印刷ジョ
ブを削除します。 

• 約 2秒押すと、処理中のすべて
の印刷ジョブを削除します。

エラーランプ
エラーが発生した場合は、点灯
または点滅します。

液晶ディスプレイ
プリンタの状態を表示します。

データランプ
印刷データが残っているときや
処理中は点灯または点滅します。

［印刷可］ランプ
印刷できる場合は点灯し、印刷がで
きない状態の場合は消灯します。

発生している問題によって、ランプの状態（点灯、
点滅、消灯の組み合わせ）は異なります。詳しく
は、ユーザーズガイド（PDF）をご覧ください。

B 
s 本書 4 ページ「排紙口（Bカバー）で用紙が詰まった場合は」

A 
s 本書 4 ページ「プリンタ内部（Aカバー）で用紙が詰まった場合は」

MP 
s 本書 6 ページ「トレイ（標準）で用紙が詰まった場合は」

C1（標準用紙カセット）/ C2 ～C4（オプション増設カセットユニット） 
s 本書6 ページ「用紙カセット（標準カセット 1）で用紙が詰まった場合は」 
s 本書 8 ページ「用紙カセット（オプションカセット 2 ～4）で用紙

が詰まった場合は」

パネルに表示される説明に従って対処していただけます。



エラーが発生したときは － 3

EPSONプリンタウィンドウ !3で確認する
EPSON プリンタウィンドウ !3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタでき
るユーティリティです。EPSON プリンタウィンドウ !3をインストールしている場
合に、プリンタに問題が発生すると、コンピュータの画面上にポップアップウィン
ドウが開きます。メッセージに従って対処してください。

ステータスシートの印刷
ステータスシートは、プリンタの現在の状態や設定値を印刷したものです。
プリンタやオプションが正常に使用できるかどうかを確かめることができま
す。プリンタの動作に異常がないかを確認する場合に印刷してください。 

A 用紙が正しくセットされていること、印刷可ランプが点灯していることを確認します。 
B 以下のスイッチ操作を行います。 

• データランプが点滅し、ステータスシートが印刷されます（印刷を開始する
まで数秒時間がかかります）。 

• 印刷が終了すると印刷可ランプが点灯して、印刷可能な状態になります。

＜例＞WindowsのEPSONプリンタウィンドウ !3の場合

メッセージ

＜例：LP-9200C のステータスシート＞

印刷可ランプ

① 2 回押して

②確認して

③さらに1 回
　押します。

データランプ

プリンタ情報
ステータスシート印刷
YYYY
YYYY
YYYY

▲

▼



 

4 － 詰まった用紙の取り除き方

詰まった用紙の取り除き方
プリンタ内部（Aカバー）で用紙が詰まった場合は

A カバーを開けます。 詰まった用紙を取り除きます。
プリンタ内部で詰まった場合1

1 ロックを解除して

Aカバーを
開けます。 

2

2
詰まった用紙をゆっくり手前に引き抜きます。
問題なく取り除けたら、 へ進みます。4

詰まった用紙が
見あたらない場
合は、 へ進み
ます。

3

 

ade
使用中に A カバーを開けたときは、プリンタ内部の定
着器部分に触れないでください。内部は高温（約 200
度）になっているため、火傷のおそれがあります。

排紙口（Bカバー）で用紙が詰まった場合は

A カバーを開けます。 Bカバーを開けます。1

1 ロックを解除して

Aカバーを
開けます。 

2

2

Bカバーを開けます。



詰まった用紙の取り除き方 － 5

詰まった用紙を取り除きます。
両面印刷ユニット部で詰まった場合

Aカバーを閉じます。

A カバーを閉じると、紙の詰まったページ
から自動的に印刷を再開します。

3

両面印刷ユニット
部を持ち上げ

詰まった用紙を
ゆっくり手前に
引き抜きます。 

1

 

2

両面印刷
ユニット部

4

Aカバーを
閉じます。

詰まった用紙を取り除きます。 BカバーとA カバーを閉じます。

A/B カバーを閉じると、紙の詰まったペー
ジから自動的に印刷を再開します。

3
詰まった用紙を
ゆっくり上方向に
引き抜きます。 

ade
使用中にA カバーや Bカバーを開けたときは、プ
リンタ内部の定着器部分に触れないでください。
内部は高温（約200 度）になっているため、火傷
のおそれがあります。

4
Bカバーを閉じてから

A カバーを
閉じます。 

1

 

2



 

6 － 詰まった用紙の取り除き方

トレイ（標準）で用紙が詰まった場合は

トレイにセットしてある用紙を取り
外します。

詰まった用紙を取り除きます。
挿入口の奥を確認します。1

用紙を取り外します。

2

詰まった用紙をゆっくり
手前に引き抜きます。

用紙カセット（標準カセット1）で用紙が詰まった場合は

用紙カセットを引き抜きます。 詰まった用紙を取り除きます。
用紙カセット内と挿入口の奥を確認
します。

1

用紙カセットをプリンタ
から引き抜きます。

2

詰まった用紙をゆっくり
手前に引き抜きます。



詰まった用紙の取り除き方 － 7

トレイに用紙をセットし直します。 用紙をセットし直して A カバーを開閉す
ると、紙の詰まったページから自動的に印
刷を再開します。

紙詰まりエラーが解除されない場合は、プ
リンタ内部を確認します。 
s本書8 ページ「プリンタ内部（給紙部）
で用紙が詰まった場合は」

3

用紙をセットし
直して 

2

 

1

Aカバーを開閉
します。

用紙カセットを取り付けます。 用紙カセットを取り付けて A カバーを開
閉すると、紙の詰まったページから自動的
に印刷を再開します。

紙詰まりエラーが解除されない場合は、プ
リンタ内部を確認します。 
s本書8 ページ「プリンタ内部（給紙部）
で用紙が詰まった場合は」

オプションの増設カセットユニット（装着
時のみ）も確認します。 
s本書 8 ページ「用紙カセット（オプ
ションカセット 2 ～ 4）で用紙が詰
まった場合は」

3

3

用紙カセットを
プリンタの奥ま
で差し込み MPカセット内の

金属板を押し下げ
て用紙をセットし
直し 

1

 

2

Aカバーを開閉
します。



 

8 － 詰まった用紙の取り除き方

用紙カセット（オプションカセット2～4）で用紙が詰まった場合は

用紙カセットを引き抜きます。 詰まった用紙を取り除きます。
用紙カセット内と挿入口の奥を確認
します。

1

用紙カセットを
引き抜きます。

2

詰まった用紙をゆっくり
手前に引き抜きます。

プリンタ内部（給紙部）で用紙が詰まった場合は

A カバーを開けます。 詰まった用紙を取り除きます。1

1 ロックを解除して

Aカバーを
開けます。 

2

2

ade
使用中に Aカバーを開けたときは、定着器部分に
触れないでください。内部は高温（約 200度）に
なっているため、火傷のおそれがあります。

詰まった用紙を
ゆっくり上方向
に引き抜きます。



詰まった用紙の取り除き方 － 9

用紙カセットをプリンタに取り付けま
す。

用紙カセットを取り付けて A カバーを開
閉すると、紙の詰まったページから自動的
に印刷を再開します。

紙詰まりエラーが解除されない場合は、プ
リンタ内部を確認します。 
s本書8 ページ「プリンタ内部（給紙部）
で用紙が詰まった場合は」

3

用紙カセットを
ユニットの奥ま
で差し込み 

2

 
1

 

3
Aカバーを開閉
します。

用紙をセットし直し 
s22ページ

A カバーを閉じます。

Aカバーを閉じると、紙の詰まったページ
から自動的に印刷を再開します。

3

Aカバーを
閉じます。



 

10 － トナーカートリッジの交換方法

トナーカートリッジの交換方法

電源をオン（｜）にして交換する色を
確認し、Dカバーを開けます。
電源をオン（｜）にした直後は、プ
リンタが停止するまで D カバーを開
けないでください。

交換するトナーカートリッジの色を
選択します。1

1

電源がオフ（○）
の場合はオン
（｜）にして

Dカバーを開けます。

オン 

3

交換するトナーカートリッジの色
（CMYK）をパネルで確認してから 2

2

M

C

K

Y

1
トナーカートリッジの色の
ボタン（CMYK）を押し
M：マゼンタ K：ブラック
C：シアン Y：イエロー

緑色の交換ランプ
が点灯するまで待
ちます。 

2

新しいトナーカートリッジを用意し
ます。

トナーカートリッジをプリンタに取
り付けます。5

トナー カートリッジ
を袋から取り出し 

3

 

1

カバーを取り外し
ます。（回収・廃棄
時に使用しますの
で、捨てないでく
ださい。）

袋に入れたままトナーカートリッ
ジを 7～8 回ゆっくり振ってから 

2

トナーの付いた部分には触れないでください。

6

1

トナーカートリッ
ジの先端を装着口
に合わせて

ゆっくり奥まで差し込みます。 2



トナーカートリッジの交換方法 － 11

E カバーを開けて、セットカバーを押
し下げます。

トナーカートリッジを取り外します。3

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。E カバーを開けてから 

2

 
1

 

3

4

先端のつまみを
持って、トナー
カートリッジを
ゆっくり引き抜
きます。

トナーカートリッジのセットカバー
を起こして、カバーを閉じます。

カラーモデルで同時に複数のトナーカート
リッジを交換する場合は、D カバーを閉じな
いで へ戻ります。すべてのトナーカート
リッジを取り付けたら、D カバーを閉じて印
刷可能な状態になるまで待機します。

使用済みトナーカートリッジの処分
資源の有効活用と地球環境保全のために、
使用済みの消耗品の回収にご協力くださ
い。使用済みトナーカートリッジの回収方
法については、新しいトナーカートリッジ
に添付されておりますご案内シートを参
照してください。

やむを得ず、使用済みトナーカートリッジ
を処分される場合は、ポリ袋などに入れ
て、必ず地域の条例や自治体の指示に従っ
て廃棄してください。

トナーカートリッジは、購入時に取り付け
られていたカバーを取り付けてから回収
または廃棄してください。

7

2

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

Eカバー
を閉じ 1

Dカバーを閉じます。 3

2



 

12 － 感光体ユニットの交換方法

感光体ユニットの交換方法

電源をオン（｜）にしてパネルのメッ
セージを確認し、Dカバーを開けます。
電源をオン（｜）にした直後は、プ
リンタが停止するまで D カバーを開
けないでください。

感光体ユニットのロックレバーを解
除します。1

1

電源がオフ（○）
の場合はオン
（｜）にして

Dカバーを開けます。

オン 

3

感光体ユニットの交換メッセージ
をパネルで確認してから 2

2
ロックレバーを解除位置
まで回します。

感光体ユニットをプリンタに取り付け
ます。

感光体ユニットのロックレバーを固
定します。5

矢印を合わ
せて

感光体ユニットの下部に手を
添えて、装着口の奥までゆっく
り差し込みます。 

2

 

1

6

ロックレバーを固定位置
まで回します。

ロックレバーは必ず正しい位置に
戻してください。



感光体ユニットの交換方法 － 13

感光体ユニットを取り外します。 新しい感光体ユニットを用意します。3

先端のつまみを持って、感
光体ユニットの下部に手
を添えて、ゆっくり引き抜
きます。

4
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。

保護材（白色
の発泡材）を
取り外して 

1

感光体（緑色のドラム部分）には触れないでくだ
さい。また、直射日光や強い光に当てないでくだ
さい。室内の明かりの下でも 3 分以上放置しない
でください。 

2

クリーニングノブAをゆっくりと2、
3 回前後に動かします。

続いて、廃トナーボックスとフィルタを交
換してください。 
s 本書14 ページ「廃トナーボックスと
フィルタの交換方法」

使用済み感光体ユニットの処分
使用済み感光体ユニットを処分される場合
は、ポリ袋などに入れて必ず地域の条例や自
治体の指示に従って廃棄してください。

7

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。



 

14 － 廃トナーボックスとフィルタの交換方法

廃トナーボックスとフィルタの交換方法

D カバーとE カバーを開けます。 廃トナーボックスを取り外します。1

Dカバーを
開けて 

1

Eカバーを
開けます。 

2

2
先端のつまみを持って、廃トナー
ボックスをゆっくり引き抜きます。

使用済みの廃トナーボックスは、トナーがこぼれな
いように水平に持ってください。

フィルタを取り外します。 新しいフィルタを取り付けます。5

先端のつまみを持って、フィルタをゆっく
り引き抜きます。

使用済みのフィルタは、トナーがこぼれないように
水平に持ってください。

6

フィルタをゆっくり装着口の奥まで
差し込みます。



廃トナーボックスとフィルタの交換方法 － 15

使用済みの廃トナーボックスに
キャップを取り付けます。

新しい廃トナーボックスを取り付け
ます。3

1
キャップを廃トナー
ボックスの先端から
取り外して

キャップを廃トナーの
回収口に確実にはめ込
みます。 

2

4

廃トナーボックスをゆっくり装着口の奥まで
差し込みます。

E カバーとDカバーを閉じます。 使用済み廃トナーボックスと
フィルタの処分
使用済み廃トナーボックスとフィルタを
処分される場合は、ポリ袋などに入れて必
ず地域の条例や自治体の指示に従って廃
棄してください。

7

Dカバーを
閉じます。 

1

E カバーを
閉じて 

2



 

16 － 印刷可能な用紙とセット方法

印刷可能な用紙とセット方法
EPSON製の用紙

使用可能な一般の用紙種類

*1 再生紙は、一般の室温環境下（温度 15 ～ 25度、湿度 40～ 60%の環境）以外でご使用になると、印
刷品質が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがありますのでご注意ください。また、再
生紙の使用において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用することにより症
状が改善されることがあります。

*2 絵入りのハガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着して給紙できなくなる場
合がありますので、ご注意ください。また、4連郵便ハガキは使用できません。

*3 封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試
し印刷をすることをお勧めします。ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。

*4 厚紙の紙厚は 90g/m2を超えて 163g/m2以下のものを指しますが、本書では「91 ～ 163g/m2」とい
う記載をしています。

使用可能な用紙 型番（サイズ） 説明

普
通
紙

EPSON カラーレーザー
プリンタ用上質普通紙

LPCPPA3（A3）
LPCPPA4（A4）
LPCPPB4（B4）

普通紙への印刷において､最良の印刷品質を得るこ
とができる用紙です｡ MPトレイ､用紙カセット（標
準/オプション）のどちらからでも給紙できます｡

特
殊
紙

EPSON カラーレーザー
プリンタ用 OHP シート

LPCOHPS1（A4） EPSONカラーレーザープリンタ専用のOHPシー
トです｡MP トレイからのみ給紙できます｡ 
s 本書 30 ページ「OHP シートへの印刷」

使用可能な一般の用紙 説明

普
通
紙

コピー用紙 一般の複写機などで使用する用紙です｡

上質紙 紙厚は 64 ～90g/m2 の範囲内のものが使用可能です｡

再生紙 *1 紙厚は 64 ～90g/m2 の範囲内のものが使用可能です｡

特
殊
紙

郵便ハガキ *2 郵便ハガキが使用可能です。往復郵便ハガキの場合は、中央に折り跡のな
いものをお使いください。 
s 本書 24 ページ「ハガキへの印刷」

封筒 *3 使用できる定形サイズの封筒は洋形 0号、長形 3 号です。紙厚が 75 ～
90g/m2 の範囲内のものをお使いください。 
s 本書 26 ページ「封筒への印刷」

厚紙 *4 紙厚が 91 ～ 163g/m2 の範囲内の用紙（ケント紙を含む）をお使いくだ
さい。 
s 本書 28 ページ「厚紙への印刷」

ラベル紙 レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙で、台紙全体がラベルで
覆われているものをお使いください。 
s 本書 29 ページ「ラベル紙への印刷」

不定形紙 用紙幅が 98.5 ～297.0mm、用紙長が148.0 ～431.9mm、紙厚が64～
163g/m2の範囲内のものをお使いください。 
s 本書 31 ページ「不定形紙への印刷」
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セットできる用紙サイズと容量

*1 セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセットした
場合は、給紙不良などの原因となります。

*2 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 17mmまでセット可能です。
*3 ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。
*4 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 27mmまでセット可能です。
*5 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 53mmまでセット可能です。

給紙方法 用紙種類
用紙サイズ

（　）内は操作パネルの液晶

ディスプレイ上での表記です。

紙厚 容量*1

標
準
装
備
の
給
紙
装
置

MPトレイ 普通紙、
EPSONカラーレーザー
プリンタ用上質普通紙

A3、A4、A5、B4、B5、Letter（LT）、
Half-Letter（HLT）、Legal（LGL）、
Gove rnment Lette r（GLT）、
Government Legal（GLG）、
Ledger（B）、Executive（EXE）、F4

64～ 90g/m2 150 枚 *2

特
殊
紙

郵便ハガキ 100 × 148mm（ハガキ） 190g/m2 50 枚 *2

往復郵便ハガキ 148 × 200mm（Wハガキ）

封筒*3 洋形 0号、長形 3号 75～ 90g/m2 15 枚 *2

ラベル紙 A4 91～163g/m2 50 枚 *2

厚紙 A3、A4、A5、B4、B5、Letter（LT）、
Half-Letter（HLT）、Legal（LGL）、
Gove rnment Lette r（GLT）、
Government Legal（GLG）、
Ledger（B）、Executive（EXE）、F4

91～163g/m2 75 枚 *2

不定形紙 幅：98.5 ～ 297.0mm
長さ：148.0 ～ 431.9mm

64～ 90 g/m2 150 枚 *2

91～163g/m2 75 枚 *2

EPSONカラーレーザー
プリンタ用 OHPシート

A4 100g/m2 60 枚 *2

用紙カセット 普通紙、
EPSONカラーレーザー
プリンタ用上質普通紙

A3、A4、B4、B5、Letter（LT）、
Legal（LGL）、Ledger（B）

64～ 90g/m2 250 枚 *4

オ
プ
シ
ョ
ン

増設カセット
ユニット
（LPA3CZ1CU2/
LPA3CZ1CT2/
LPA3CZ1CC2）

普通紙、
EPSONカラーレーザー
プリンタ用上質普通紙

A3、A4、B4、B5、Letter（LT）、
Legal（LGL）、Ledger（B）

64～ 90g/m2 500 枚 *5
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トレイ（標準）への用紙のセット

トレイを開きます。 A3、B4、Ledger（B）、Legal（LGL）
サイズの用紙をセットする場合は、ト
レイを引き延ばします。

1

トレイを手前に
開きます。

2

トレイを引き延ばし
ます。

印刷する面を下にして用紙をセット
します。

用紙ガイドを用紙の端に合わせま
す。4

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。普通紙（64g/m2）で150枚セットできます。

＜例：トレイ通常時 /横長セット時＞

5

用紙ガイドのツマ
ミをつまんで、用
紙サイズに合わせ
ます。

＜例：トレイ通常時 /横長セット時＞
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用紙のセット方向は用紙サイズによって異なります。下表を参照して、用紙ガイド
を用紙がセットできるように移動します。3

用紙ガイドのツマ
ミをつまんで外側
にずらします。

＜トレイ通常時＞

トレイ通常時 トレイ引き出し時

用紙を横長にセット
A4、B5、Letter、Executive、
Goverment Letter、封筒（洋形0号）

－
（この組み合わせはありません）

用紙を縦長にセット
A5、Half-Letter、Government Legal、
F4、郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、
封筒（長形3 号）

A3、B4、Legal、Ledger

＜トレイ引き出し時＞

用紙ガイドのツマ
ミをつまんで外側
にずらします。
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用紙カセット（標準カセット1）への用紙のセット

用紙カセットを引き抜いて、カバー
を取り外します。

A3、B4、Ledger（B）、Legal（LGL）
サイズの用紙をセットする場合は、用
紙カセットの後部を引き伸ばします。

1

1

カバーの両端を持っ
て取り外します。 
2

用紙カセットを
引き抜いて

2

ロックレバーを
外側にスライド
して解除し 

2
ロックレバーを
内側にスライド
して固定します。

後部を止まるまで引き伸ばして

ロックレバーが
正常な位置で
ロックされてい
ることを確認し
てください。 

3

 

1

印刷する面を上にして用紙をセット
します。

用紙ガイド（横）を用紙の端に合わ
せます。4

＜用紙カセット引き出し時＞

＜用紙カセット通常時＞

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。普通紙（64g/m2）で250枚セットできます。

5

＜例：用紙カセット通常時＞

用紙ガイドと用紙サイズがきちんと
合っていることを確認してください。

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。
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用紙のセット方向は用紙サイズによって異なります。下表を参照して、用紙ガイド
（縦）/（横）を用紙がセットできるように移動します。3

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 

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 

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。

用紙カセット通常時 用紙カセット引き出し時

用紙を横長にセット A4、B5、Letter －（この組み合わせはありません）

用紙を縦長にセット －（この組み合わせはありません） A3、B4、Legal、Ledger 

1

 

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。

＜用紙カセット通常時＞ ＜用紙カセット引き出し時＞

カバーを用紙カセットに取り付けて、
プリンタに取り付けます。

［用紙サイズ設定］ダイヤルを、セッ
トした用紙サイズに設定します。
設定できる用紙サイズは、A3、A4、
B4、B5、Legal（LG 14"）、Letter
（LT）、Ledger（LD17"）です。

6

1

カバーを取り
付けて

プリンタに差
し込みます。 

2

＜例：用紙カセット通常時＞

7

セットした用紙サイズ
に設定します。
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増設カセットユニット（オプションカセット 2～4）への用紙のセット

用紙カセットを引き抜いて、カバー
を取り外します。

ここでは、プリンタのすぐ下に装着した増設カ
セットユニット（用紙カセット1）を図示して
説明します。さらに2 段装着できる増設カセッ
トユニット（用紙カセット2 ～ 3）の場合も、
同様の手順で用紙をセットしてください。

A3、B4、Ledger（B）、Legal（LGL）
サイズの用紙をセットする場合は、用
紙カセットの後部を引き伸ばします。

1

1

カバーの両端を持っ
て取り外します。 

2

用紙カセットを
引き抜いて

2

1
ロックレバー（左右
2 箇所）を外側にス
ライドして解除し 

2

ロックレバー（左右 2
箇所）を内側にスライ
ドして固定します。

後部を止まるまで引き伸ばして

ロックレバーが正常な位
置でロックされているこ
とを確認してください。 

3

印刷する面を上にして用紙をセット
します。

用紙ガイド（横）を用紙の端に合わ
せます。4

MA
X

MA
X

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。普通紙（64g/m2）で500枚セットできます。

＜用紙カセット引き出し時＞

＜用紙カセット通常時＞

5

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。

＜例：用紙カセット通常時＞

用紙ガイドと用紙サイズがきちんと
合っていることを確認してください。
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用紙のセット方向は用紙サイズによって異なります。下表を参照して、用紙ガイド
（縦）/（横）を用紙がセットできるように移動します。3

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 

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。

用紙カセット通常時 用紙カセット引き出し時

用紙を横長にセット A4、B5、Letter －（この組み合わせはありません）

用紙を縦長にセット －（この組み合わせはありません） A3、B4、Legal、Ledger 

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 

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。

＜用紙カセット通常時＞ ＜用紙カセット引き出し時＞

カバーを用紙カセットに取り付けて、増
設カセットユニットに取り付けます。

［用紙サイズ設定］ダイヤルを、セッ
トした用紙サイズに設定します。

［用紙サイズ設定］ダイヤルで設定できる
用紙サイズは、A3、A4、B4、B5、Legal
（LG14"）、Letter（LT）、Ledger（LD17"）
です。増設カセットユニットでは、その他
の用紙サイズは設定（使用）できません。

6

1

カバーを取り
付けて

増設カセット
ユニットに差
し込みます。 

2

＜例：用紙カセット通常時＞

7

セットした用紙サイズに
設定します。
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ハガキへの印刷
ハガキへの印刷には制約や注意事項がありますので、必ず「ユーザーズガイド」
（PDF）をお読みください。ここでは主な事項についてのみ記載してあります。 

• 郵便ハガキおよび往復郵便ハガキを使用できます。 
• 往復郵便ハガキは折り跡がないものを使用してください。 
• ハガキに印刷する前に、同じサイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向
などの確認をしてください。 

• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせ
てセットしてください。 

• 裏面（または表面）に印刷したハガキの反対面に印刷する場合は、ハガキの反り
を直してからプリンタにセットしてください。 

• 印刷する面を下に向けてセットしてください。宛名印字をする場合は、宛名面を下
にしてセットします。 

• ハガキへの印刷は、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これはハガキ
に対して良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度を調整しているため
です。

両面印刷する場合は、良好な印刷結果を得るために、宛名面を印刷してか
ら、通信面を印刷してください。

郵便ハガキで宛名のある面に印字する場合

往復郵便ハガキで宛名のある面に印字する場合

セット枚数：50枚または総厚 17mm（MP トレイのみ）
印刷面：下
セット方向：縦長

操作パネルでの設定：
［MPトレイサイズ］で［はがき］または［往復はがき］に設定

給紙方向
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*1 片面印刷後さらにもう一方の面に印刷する場合は、［用紙種類］を［ハガキ（裏面）］に設定してください。

プリンタドライバの設定 ダイアログ 項目 設定値

郵便ハガキ Windows 基本設定 用紙サイズ ［ハガキ100 × 148mm］

給紙装置 ［MPトレイ］

用紙種類 ［指定しない］、［ハガキ（裏面）］*1

Mac OS 9 用紙設定 用紙サイズ ［ハガキ］

プリント 給紙装置 ［MPトレイ］

用紙種類 ［指定しない］、［ハガキ（裏面）］*1

Mac OS X
（v10.2以降）

ページ設定 用紙サイズ ［ハガキ］

印刷設定 給紙装置 ［MPトレイ］

用紙種類 ［指定しない］、［ハガキ（裏面）］*1

往復郵便ハガキ Windows 基本設定 用紙サイズ ［往復ハガキ148 × 200mm］

給紙装置 ［MPトレイ］

用紙種類 ［指定しない］、［ハガキ（裏面）］*1

Mac OS 9 用紙設定 用紙サイズ ［往復ハガキ］

プリント 給紙装置 ［MPトレイ］

用紙種類 ［指定しない］、［ハガキ（裏面）］*1

Mac OS X
（v10.2以降）

ページ設定 用紙サイズ ［往復ハガキ］

印刷設定 給紙装置 ［MPトレイ］

用紙種類 ［指定しない］、［ハガキ（裏面）］*1
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封筒への印刷

封筒への印刷には制約や注意事項がありますので、必ず「ユーザーズガイド」（PDF）
をお読みください。ここでは主な事項についてのみ記載してあります。 
• 本機で使用可能な封筒のサイズは、洋形 0号、長形 3号のみです。紙厚は 75g/m2～
90g/m2のものをお勧めします。  

• 封筒の品質は、製造メーカー* によって異なります。また、封筒の紙種、保管お
よび印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に
試し印刷することをお勧めします。また、大量の封筒を購入する前にも、必ず試
し印刷をして、印刷の状態を確認してください。
*ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。 

• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、 先端を数ミリ上に反ら
せてセットしてください。 

• 印刷結果が思う向きにならない場合は、［180度回転印刷］（Windows プリンタ
ドライバの［応用設定］ダイアログ）/（Mac OS 9* プリンタドライバの［用紙
設定］ダイアログ）をご利用ください。
* Mac OS 9.x でのみ設定できます。Mac OS X v10.2以降では設定できません。 

• 封筒への印刷は、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これは封筒に対
して良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度を調整しているためです。 

• 封筒に印刷する場合は、必ずプリンタ内部の封筒レバー（左右）を［封筒］に設
定してください。

封筒に印刷する場合は、必ずプリンタ内部の封筒レバー（左右）を「封筒」
に設定してください。封筒以外の用紙に印刷する場合は、封筒レバーを必
ず元の位置（[ 標準 ]）に戻してください。封筒レバーが正しく設定されて
いないと、正しく給紙できない場合や、印刷品質が低下する場合がありま
す。

封筒レバー
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• フラップの形状が台形の封筒をお使いください。フラップの形状が三角の封筒
は、正常な給紙や排紙ができません。また、フラップを折り曲げない状態で用紙
長が148mmより長い封筒* を使用してください（例：洋形 0号の封筒の場合、
用紙長は120mmありますので、28mm より長いフラップが必要です）。ただし、
フラップ長が45mm以下の封筒を使用してください。
* ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。

プリンタドライバ
の設定

ダイアログ 項目 設定値

Windows 基本設定 用紙サイズ ［洋形 0号 120 ×235mm］、
［長形 3号 120 ×235mm］

給紙装置 ［MPトレイ］

Mac OS 9 用紙設定 用紙サイズ ［洋形 0号］、［長形 3号］

プリント 給紙装置 ［MPトレイ］

Mac OS X
（v10.2以降）

ページ設定 用紙サイズ ［洋形 0号］、［長形 3号］

印刷設定 給紙装置 ［MPトレイ］

洋形 0 号
長形 3 号

セット枚数：15枚または総厚17mm（MPトレイのみ）
印刷面：下（封筒裏面を上）
セット方向：
　洋形0号：フラップ部を開いたまま、フラップ部が
　給紙方向に対して後方になるように横長にセット
　長形3号：フラップ部を開いたまま、フラップ部が
　給紙方向に対して後方になるように縦長にセット

操作パネルでの設定：
［MPトレイサイズ］で［洋形0号］、または［長形3号］に設定

給紙方向
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厚紙への印刷 

• 紙厚91 ～163g/m2 の厚紙を使用してください。 
• 厚紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量の厚紙を購入する前や大
量の印刷を行う前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。 

• 厚紙への印刷は、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これは厚紙に対
して良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度を調整しているためです。 

• 厚紙の裏面へ印刷する場合は、反りを十分直してからセットしてください。

*1 片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合は、［用紙種類］を［厚紙（裏面）］に設定してください。

プリンタドライバ
の設定

ダイアログ 項目 設定値

Windows 基本設定 用紙サイズ 印刷データで設定した用紙のサイズを設定

給紙装置 ［MPトレイ］

用紙種類 ［厚紙］、［厚紙（裏面）］*1

Mac OS 9 用紙設定 用紙サイズ 印刷データで設定した用紙のサイズを設定

プリント 給紙装置 ［MPトレイ］

用紙種類 ［厚紙］、［厚紙（裏面）］*1

Mac OS X
（v10.2以降）

ページ設定 用紙サイズ 印刷データで設定した用紙のサイズを設定

印刷設定 給紙装置 ［MPトレイ］

用紙種類 ［厚紙］、［厚紙（裏面）］*1

セット枚数：75枚または総厚17mm（MPトレイのみ）
印刷面：下
セット方向：横長または縦長（用紙サイズにより異なる） 
s 本書 18ページ「トレイ（標準）への用紙のセット」

操作パネルでの設定： 
•［MPトレイサイズ］で用紙サイズを設定 
•［プリンタ設定］の［紙種］で［厚紙］を設定

給紙方向
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ラベル紙への印刷
ラベル紙への印刷には制約や注意事項がありますので、必ず「ユーザーズガイド」
（PDF）をお読みください。ここでは主な事項についてのみ記載してあります。 
• A4サイズのラベル紙しか使用できません。 
• ラベル紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量のラベル紙を購入す
る前や大量の印刷を行う前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してく
ださい。 

• レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙を使用してください。

プリンタドライバ
の設定

ダイアログ 項目 設定値

Windows 基本設定 用紙サイズ ［A4 210 × 297mm］

給紙装置 ［MPトレイ］

用紙種類 ［ラベル］

Mac OS 9 用紙設定 用紙サイズ ［A4］

プリント 給紙装置 ［MPトレイ］

用紙種類 ［ラベル］

Mac OS X
（v10.2以降）

ページ設定 用紙サイズ ［A4］

印刷設定 給紙装置 ［MPトレイ］

用紙種類 ［ラベル］

セット枚数：50枚または総厚17mm（MPトレイのみ）
印刷面：ラベルが貼ってある面を下
セット方向：横長

操作パネルでの設定： 
•［MPトレイサイズ］を［A4］に設定 
•［MPトレイタイプ］を［ラベル］に設定

給紙方向
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OHPシートへの印刷
OHP シートへの印刷には制約や注意事項がありますので、必ず「ユーザーズガイ
ド」（PDF）をお読みください。ここでは主な事項についてのみ記載してあります。 
• EPSON カラーレーザープリンタ専用OHP シート（型番：LPCOHPS1/サイズ：A4）
を使用してください（以下「専用 OHPシート」と記載）。 

• 専用OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱
いください。専用 OHPシートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場
合があります。 

• 印刷直後の専用OHP シートは熱くなっていますのでご注意ください。 
• 市販のラミネートフィルムを使用すると、専用OHP シートの光の透過性が向上
し、よりきれいに投影することができます。 

• 専用OHP シートには裏表がありますので、下図を参考に表面を下に向けてセッ
トしてください。

プリンタドライバ
の設定

ダイアログ 項目 設定値

Windows 基本設定 用紙サイズ ［A4 210 × 297mm］

給紙装置 ［MPトレイ］

用紙種類 ［OHP シート］

Mac OS 9 用紙設定 用紙サイズ ［A4］

プリント 給紙装置 ［MPトレイ］

用紙種類 ［OHP シート］

Mac OS X
（v10.2以降）

ページ設定 用紙サイズ ［A4］

印刷設定 給紙装置 ［MPトレイ］

用紙種類 ［OHP シート］

セット枚数：60 枚または総厚17mm（MPトレイのみ）
印刷面：下（左図参照）
セット方向：横長

操作パネルでの設定： 
•［MPトレイサイズ］を［A4］に設定 
•［MPトレイタイプ］を［OHP シート］に設定

［EPSON］と［おもて］の表示が
逆に読めるようにセット

給紙方向
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不定形紙への印刷 

• 本機で使用できる不定形紙のサイズは、用紙幅 98.5～ 297.0mm、用紙長 148.0 ～
431.9mm です。 

• 不定形紙への印刷は、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これは不定形紙
に対して良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度を調整しているためです。 

• 用紙のセット方向は、［ユーザー定義サイズ］（Windows）/［カスタム用紙（サ
イズ）］（Macintosh）で設定した通りにプリンタにセットしてください。

* ［厚紙］に設定して片面印刷した後にさらにもう一方の面に印刷する場合は、［用紙種類］を［厚紙（裏
面）］に設定してください。

不定形紙に印刷する場合は、必ずプリンタドライバの［ユーザー定義サイ
ズ］（Windows）/［カスタム用紙（サイズ）］（Macintosh）で用紙サイズを
指定してください。用紙サイズの異なる定形紙などを選択して印刷し続け
た場合、プリンタ内部の定着器が破損する場合があります。

プリンタドライバ
の設定

ダイアログ 項目 設定値

Windows 基本設定 用紙サイズ ［ユーザー定義サイズ］で設定
給紙装置 ［MPトレイ］
用紙種類 セットした用紙の種類に合わせて設定*

Mac OS 9 用紙設定 用紙サイズ ［カスタム用紙］で設定
プリント 給紙装置 ［MPトレイ］

用紙種類 セットした用紙の種類に合わせて設定*
Mac OS X
（v10.2以降）

ページ設定 用紙サイズ ［カスタム用紙サイズ］で設定
印刷設定 給紙装置 ［MPトレイ］

用紙種類 セットした用紙の種類に合わせて設定*

セット枚数（紙厚によって異なる）
　紙厚 64～ 90g/m2：150枚 *（MPトレイのみ）
　紙厚 91～ 163g/m2：75枚 *（MPトレイのみ）
　*または総厚 17mmまで
印刷面：下
セット方向：横長または縦長（用紙サイズにより異なる） 
s 本書 18ページ「トレイ（標準）への用紙のセット」

操作パネルでの設定：
特に設定の必要はありません。

給紙方向

給紙方向�

150

210 給紙方向�

210

150

＜例＞
ユーザー定義サイズ /
カスタム用紙を
「150× 210mm」に
設定した場合

＜例＞
ユーザー定義サイズ/
カスタム用紙を
「210× 150mm」に
設定した場合
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トラブルが解決しないときは
症状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラブル
かを判断します。

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、使用アプリケーションと
そのバージョン、その他の周辺機器の型番など）と、本機の名称や製造番号 *2 などを
ご確認のうえ、ご連絡ください。
*1 Mac OS X の場合は、プリンタドライバやユーティリティからステータスシートを印刷できませんの
で、Mac OS Xに付属の［テキストエディット］などのアプリケーションソフトから印刷できるかどう
か確認してください。

*2 本機の製造番号は製品ガイド「プリンタの概仕様」の「製造番号の表示位置」を参照してご確認ください。

また、EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、以
下のアドレスにてインターネットによる情報の提供を行っています。
アドレス：http://www.i-love-epson.co.jp 

t 操作パネルからステータスシートが印刷できますか？ 
s 本書 3 ページ「ステータスシートの印刷」

印刷できる 印刷できない

プリンタ本体に問題はありません。 
t プリンタドライバまたはユー

ティリティからステータスシー

トが印刷*1 できますか？

プリンタ本体のトラブルです。 
t 保守契約をされていますか？

できる できない している していない

エプソンインフォメー
ションセンターにご相
談ください。ご相談先は
本書の巻末に記載され
ています。 

• ドライバの設定、接続
ケーブルの仕様や状
態を再確認してくだ
さい。 

• ネットワーク接続し
ている場合は、ネット
ワーク管理者にご相
談ください。

保守契約店にご相談く
ださい。

以下ページをご覧くだ
さい。 
s 製品ガイドまたはユー

ザーズガイド（PDF）
「保守サービスのご案
内」

ご相談先は本書の巻末
に記載されています。
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