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取り付けの前に

取り付け手順

増設カセット ユニットを取り付け る前に、増設カセットユ ニットに以下のもの がすべ
て同梱されて いることを確認し てください。また、取り付け られている保護材 をすべ
て取り外してください。
• 増設カセットユニット本体
• 固定板（4 個）
• ネジ（4 個）
• 平コネクタケーブル（1 本）
• 小コネクタケーブル（1 本）
（1本。2段目、
3段目を増設する際に使用します。
）
• 小コネクタケーブル用延長ケーブル
取り付け作業にはプラスドライバが必要です。

2

abc

• 指示されている以外の分解は行わないでください。けがや感電、火傷の原因
となります。
• オプションの取り付けは、電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感
電の原因となるおそれがあります。

ade

• プリンタ本体は、右側の方が左側より重くなっています。プリンタ本体を持
ち上げる際に、重さの違いにご注意ください。
• オプションの両面印刷ユニットが装着されている場合は、両面印刷ユニット
を取り外してからプリンタを持ち上げてください。
• 本機を持ち上げる際は必ず 3 人以上で作業を行ってください。
本機の重量は、消耗品を含み LP-9500C は約 49kg、LP-9500CZ は約 57kg で
す。プリンタ本体を持ち上げる場合は、必ずプリンタ右側 / 左側 / 背面にあ
る取っ 手（くぼみ の部分）に手 をかけ て持ち 上げて ください。 他の部分 を
持って持ち上げると、プリンタの落下によるけがの原因となります。またプ
リンタ本体に無理な力がかかるため、プリンタの損傷の原因となります。
• プリンタ本体を持ち上げる場合、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿
勢で作業を行ってください。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの
破損の原因となります。
• プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に 10 度以上傾けないでください。
転倒などによる事故の原因となります。
• プリンタ本体をプリンタ台やキャスター（車輪）付きの台などに載せる場合、
必ず台を固定してから作業を行ってください。作業中に台が思わぬ方向に動
くと、けがやプリンタの損傷の原因となります。

LP-9500CZ は、標準で 1 段目の増設カセットユニットが装備されています。
LP-9500CZ に増設する場合は、２段目 /3 段目の増設カセットユニットについての説
明をお読みください。

p

プリンタ台を取り付ける場合は、1 番下の増設カセットユニットにプリンタ台
を取り付けてから以降の作業を行ってください。プリンタ台の取り付け方法に
ついては、プリンタ台に添付の取扱説明書をご覧ください。

A

プリンタの電源をオフにし、電源ケーブルを取り外します。

B

本機を持ち上げて水平に保ち、増設カセットユニットの上にプリンタ本体を置きます。

プリ ンタ本体と増 設カ
セ ットユ ニット の前面 を
合わせます。
2 段目、3 段目 の増設 カ
セットユニットの場合は、
1 つ上 の増設 カセット ユ
ニ ットの 前面を 合わせ ま
す。

プリ ンタ 本体 と増 設カ
セ ット ユニ ッ トの 前面 を
合わせます。
2 段目、
3 段目の増設カセッ
トユニットの場合は、1 つ
上 の増 設カ セ ット ユニ ッ
トの前面を合わせます。
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E

用紙カセットを引き出します。

プリンタと増設カセットユニットの背面（2 箇所）を固定板とネジで固定します。

固 定 板 とネ ジ で 固 定
します

w
D

固 定 板 と ネ ジ で 固定
します

用紙カセット内の底 板の上にある透明のシートは、円滑に紙送りをするための
付属品です。取り外さないでください。

p

MP カセットを少し引き出し、プリンタと増設カセットユニットの前面（2箇所）を固
定板とネジで固定します。

F

2 段目および 3 段目の増設カセットユニットを取り付けるときは、1 段上の増
設カセットユニットに固定板を取り付けてください。

①増設カセットユニットのコネクタカバーを取り外します。
②プリンタ背面のコネクタカバーを取り外します。
③プリンタ背面のコネクタカバー下部を取り除きます。

固 定板 と ネ ジ で 固 定
します

プリンタ背面の
コネクタカバー
増設カ セットユニ ットの
コネクタカバー

p

2 段目および 3 段目の増設カセットユニットを取り付けるときは、 1 段上の用
紙カセットを少し引 き出し、増設カセットユニットに固定板を取り付けてくだ
さい。

プリンタ背面の
コネクタカバー

取り除きます
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G

1 番下の増設カセットユニットのコネクタに、平コネクタケーブルと小コネクタケーブ
ルを接続します。

H

取り付けた平コネク タケーブルと小コネ クタケーブルを取付 板の穴に通してから、取
付板を 1 番下の増設カセットユニットに取り付けます。

③ネジで固定します

平コネクタケーブル

小コネクタケーブル

① 取付板の穴に
通して、

p

• ケーブル両側のコネクタの形状は異なります。増設カセットユニットのコネ
クタとケーブルのコネクタの形状を確認して、同じ形状のコネクタ同士を接
続してください。
• 2 段目、3 段目の増設カセットユニットを取り付ける場合は、増設カセットユ
ニットに同梱の延長ケーブルを小コネクタケーブルに取り付けてください。

小コネクタ用延長ケーブル
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小コネクタケーブル

② 取付板を 1 番下の増設カセット
ユニットに取り付けて、

I

平コネクタケーブルを 1 段上の増設カセットユニットの平コネクタに接続します。
増設カセットユニットを 1 段目のみ取り付ける場合（LP-9500C の場合）は、プリン

②平コネクタケーブルを 1 段上の増設カセットユニットの平コネクタに接続し
ます。

タ背面の平コネクタに接続します。
複数の増設カセットユニットを取り付ける場合は、G 〜 I を繰り返し行います。

< 例 1>1 段目の増設カセットユニットを取り付ける場合
プリンタ背面の平コネクタ

平コネクタ

平コネクタケーブル

平コネクタケーブル

< 例 2>2 段目の増設カセットユニットを取り付ける場合
① 1 段上の増設カセットユニットの取付板を取り外します。

③取付板を元に戻し、ネジ（2 本）で固定します。

ネジ（2 本）を取り外します

ネジ（2 本）で固定します
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J

小コネクタケーブルをプリンタ背面の小コネクタに接続します。
プリンタ背面には、小コネクタが 3 つあります。空いている小コネクタに接続してく
ださい。

L

プリンタ背面と増設カセットユニットのコネクタカバーを取り付けます。

M

取り外した電源ケーブルを元通りに取り付けます。

ケーブルを挟まないように注意してください。

プリンタ背面の小コネクタ

小コネクタケーブル

K

6

小コネクタケーブルをフックで固定します。

N

プリンタの［電源］スイッチのオン（｜）側を押します。

O

ステータ スシートを印刷して、増 設カセットユニットを 正しく認識している ことを確
認します。
ステータ スシートを印刷する と、オプションが正しく取 り付けられているか 確認でき
ます。
正しく取り付けられているときは、
［給紙装置］の項目に［カセット 1］
（1 段目）
、
［カ
セット 2］（2 段目）、
［カセット 3］
（3 段目）が印刷されます。

p

Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をする必要がありま
す。

以上で増設カセットユニットの取り付けは終了です。
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Note:
The translucent sheet in the bottom of the optional cassette is an attachment for
feeding paper smoothly.
Hinweis:
Das durchsichtige Blatt im Boden der optionalen Papierkassette dient zum
reibungslosen Papiereinziehen.
Remarque:
La feuille translucide dans le fond du bac optionnel est un accessoire qui facilite
l’avance du papier.

2

Nota:
La hoja translúcida de la parte inferior de la bandeja opcional es un accesorio para
facilitar el avance suave del papel.
Nota:
Il foglio trasparente nel fondo del cassetto opzionale, serve a facilitare il
trascinamento della carta.
Nota:
A folha transparente existente no fundo do alimentador opcional é um acessório
que se destina a facilitar o avanço suave do papel.
Opmerking:
Het doorschijnende vel onderaan de optionele cassette is bedoeld om het laden
van papier te vergemakkelijken.

3
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Nota:
Se installate un 2° cassetto opzionale, collegarlo alla porta immediatamente sopra
l'unità.
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Nota:
Se instalar um segundo alimentador opcional, ligue o conector à porta de ligação
acima da unidade.
Opmerking:
Indien u een tweede optionele cassette installeert, moet u de connector met de
poort net boven de eenheid verbinden.
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Note:
If you install a second optional cassette, attach the connector to the port directly
above the unit.
Hinweis:
Wenn Sie eine zweite optionale Papierkassette installieren, stecken Sie den
Anschlussstecker in den Anschluss direkt über der Einheit.
Remarque:
Si vous installez un second bac optionnel, fixez le connecteur au port droit situé
sous l’unité.
Nota:
Si instala una segunda bandeja opcional, fije el conector al puerto superior de la
unidad.
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13

15

Press the
Enter button on the control panel to print a Status Sheet
and confirm that the option is installed correctly.
Drücken Sie die Taste
am Bedienfeld, um ein Statusblatt
auszudrucken und zu überprüfen, ob die Option korrekt installiert ist.
Appuyez sur le bouton
Entrée du panneau de contrôle pour imprimer
une Feuille d’état et confirmer que l’option est installée correctement.
Pulse el botón Enter

del panel de control para imprimir una Hoja de
status y comprobar que la opción está instalada correctamente.
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Premete il tasto
3 sul pannello per stampare il Foglio di Stato, e la
conferma della corretta installazione dell'opzione.
Pressione a tecla ENTER
no painel de controlo para imprimir uma
Folha de Estado para verificar se a opção está correctamente instalada.
Druk op de knop
Enter op het controlepaneel om een statusvel af te
drukken en te controleren of de eenheid juist is geïnstalleerd.
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