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ご使用のプリンタのメーカーを選択してください。 

・CANON 

・EPSON 

・XEROX 

・RICOH 

  

使用メーカーを選ぶ 
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製品の機種一覧が表示されます、ご使用機種を選択してください。 

・LBP6300/6600/6330/6340/251/252/6700/6710 

・LBP7200C/7200CN/7600C 

  

機種を選ぶ（CANON） 
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製品の機種一覧が表示されます、ご使用機種を選択してください。 

・LP-S2000/3000/3500/4200 

・LP-S5300/5000/LP-M5000 

・LP-S3250/3550/4250 

  

機種を選ぶ（EPSON） 
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製品の機種一覧が表示されます、ご使用機種を選択してください。 

・DocuPrint 3000/3100/3010 

・DocuPrint C3350/3450d 

・DocuPrint C2250/C3360 

・DocuPrint C4000d/C5000d 

  

機種を選ぶ（XEROX） 
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製品の機種一覧が表示されます、ご使用機種を選択してください。 

・IPSIO SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330 

・IPSIO SP6410/6420/6430/6440/6450 

・IPSIO SP C710/C711/ C720/C721/C740/C750/C751 

 

  

機種を選ぶ（RICOH） 
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 (LBP6300/6600/6330/6340/251/252/6700/6710) 

次のサンプルから、同じ症状または近い症状を選択してください。 

 

 

 

 

線      帯       白抜け      擦ったら剥がれる   全体に色がつく 

 

 

 

 

 

点汚れ          部分汚れ          二重写り        真っ白 

 

 

  

 

 

真っ黒      紙詰まり      薄い       色むら     にじみ 

 

 

 

 

 

異音      

  

症状を選ぶ 
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(LBP7200C/7200CN/7600C) 

次のサンプルから、同じ症状または近い症状を選択してください。 

 

 

 

線           帯                   白抜け         擦ったら剥がれる 

 

 

 

 

全体に色がつく         点汚れ       部分汚れ 

 

 

 

二重写り             色むら           真っ白 

 

 

 

 

真っ黒           色味不良              うすい 

 

 

  

異音       にじみ            

  

症状を選ぶ 
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(LP-S2000/3000/3500/4200) 

次のサンプルから、同じ症状または近い症状を選択してください。 

 

 

 

 

線       帯        白抜け    擦ったら剥がれる  全体に色がつく 

 

 

 

 

 

点汚れ          部分汚れ            二重写り       真っ白 

 

 

  

 

 

真っ黒     紙詰まり         薄い      色むら      にじみ 

 

 

 

 

異音        

  

症状を選ぶ 
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(LP-S5300/5000/LP-M5000) 

次のサンプルから、同じ症状または近い症状を選択してください。 

 

 

 

線           帯                  白抜け          擦ったら剥がれる 

 

 

  

 

全体に色がつく         点汚れ       部分汚れ 

 

 

 

二重写り             色むら        真っ白 

 

 

 

 

真っ黒           色味不良               うすい 

 

 

  

異音           にじみ  

  

症状を選ぶ 
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(LP-S3250/3550/4250) 

次のサンプルから、同じ症状または近い症状を選択してください。 

 

 

 

 

線        帯         白抜け    擦ったら剥がれる  全体に色がつく 

 

 

 

 

 

点汚れ          部分汚れ           二重写り       真っ白 

 

 

  

  

 

真っ黒     紙詰まり       薄い       色むら      にじみ 

 

 

 

 

異音         

症状を選ぶ 
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(DocuPrint 3000/ 3100/ 3010) 

コピーやプリント結果に問題がある場合の対処方法について説明します。 

次のサンプルを見て、同じ症状をクリックしてください。 

 

 

 

 

線       帯       白抜け    擦ったら剥がれる  全体に色がつく 

 

 

 

 

 

点汚れ          部分汚れ           二重写り       真っ白 

 

 

  

 

 

真っ黒     紙詰まり       薄い       色むら      にじみ 

 

 

 

 

 

異音        

症状を選ぶ 
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(DocuPrint C3350/3450d) 

コピーやプリント結果に問題がある場合の対処方法について説明します。 

次のサンプルを見て、同じ症状をクリックしてください。 

 

 

 

線           帯                  白抜け        擦ったら剥がれる 

 

 

 

 

全体に色がつく         点汚れ       部分汚れ 

 

 

 

二重写り             色むら        真っ白 

 

 

 

真っ黒           色味不良              うすい 

 

 

  

 

異音      にじみ     紙詰まり                

  

症状を選ぶ 
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(DocuPrint C2250/3360) 

コピーやプリント結果に問題がある場合の対処方法について説明します。 

次のサンプルを見て、同じ症状をクリックしてください。 

 

 

 

線          帯                  白抜け         擦ったら剥がれる 

 

 

 

全体に色がつく          点汚れ       部分汚れ 

 

 

 

二重写り               色むら        真っ白 

 

 

 

 

真っ黒           色味不良              うすい 

 

 

  

 

異音       にじみ   

  

症状を選ぶ 
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(IPSIO SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330) 

コピーやプリント結果に問題がある場合の対処方法について説明します。 

次のサンプルを見て、同じ症状をクリックしてください。 

 

 

 

線      帯      白抜け     擦ったら剥がれる   全体に色がつく 

 

 

 

 

点汚れ          部分汚れ          二重写り       真っ白 

  

 

  

 

真っ黒     紙詰まり      薄い        色むら      にじみ 

 

 

 

 

異音         

  

症状を選ぶ 
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(IPSIO SP6410/6420/6430/6440/6450) 

コピーやプリント結果に問題がある場合の対処方法について説明します。 

次のサンプルを見て、同じ症状をクリックしてください。 

 

 

 

線       帯          白抜け   擦ったら剥がれる   全体に色がつく 

  

 

 

 

点汚れ          部分汚れ          二重写り       真っ白 

 

 

  

 

真っ黒           薄い       色むら        にじみ 

 

 

 

 

異音        

  

症状を選ぶ 
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（DocuPrint C4000d/C5000d） 

コピーやプリント結果に問題がある場合の対処方法について説明します。 

次のサンプルを見て、同じ症状をクリックしてください。 

 

 

 

線          帯                   白抜け         擦ったら剥がれる 

 

 

 

全体に色がつく          点汚れ            部分汚れ 

 

 

 

二重写り            色むら        真っ白 

 

 

 

真っ黒          色味不良               うすい 

 

 

  

 

異音      にじみ      

  

症状を選ぶ 
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(IPSIO SP C710/C711/ C720/C721/C740/C750/C751) 

コピーやプリント結果に問題がある場合の対処方法について説明します。 

次のサンプルを見て、同じ症状をクリックしてください。 

 

 

 

線           帯                   白抜け       擦ったら剥がれる 

 

 

 

全体に色がつく         点汚れ           部分汚れ 

 

 

 

二重写り            色むら          真っ白 

 

 

 

真っ黒           色味不良              うすい 

 

 

  

異音         にじみ   

  

症状を選ぶ 
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(LBP6300/6600/6330/6340/251/252/6700/6710 線) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジを交換する。 

1. 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出します。 

2. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、5~6 回振ります。 

3. トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉めます。 

 

原因２：定着ユニット汚れ  

対処方法：定着クリーニング（プリンタに液晶パネルがないモデルの場合）を実施する。 

1. 手差しトレイに、A4 サイズの普通紙をセットします。 

2. 右下のタスクバーに表示されているメニューから、プリンタを選択します。 

(Windows 7 の場合)   

3. オプションメニューからユーティリティ→クリーニングを選択します。 

4. OK をクリックすると、クリーニングページが印刷されます。 

続いて、印刷されたクリーニングページを使用して定着クリーニングを実行します。 

5. 手差しトレイに用紙セットされている場合はセットされている紙を取り除きます。 

6. 印刷された面を上にして、手差しトレイにクリーニングページをセットします。 

用紙がゆっくり送られて、定着ローラーの清掃が開始されます。（約 60 秒） 

 

定着クリーニング（プリンタに液晶パネルがあるモデルの場合）を実施する。 

1. ＊のボタンを押します。 

2. ▲／▼で＜調整/メンテナンス＞を選び、OK ボタンを押します。 

3. ＜定着器のクリーニング＞を選び、OK を押します。 

4. 表示されている用紙がセットされていることを確認し、OK ボタンを押します。 

5. OK ボタンを押し、クリーニング用紙を印刷します。 

対処方法 
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6. 手差しトレイに用紙セットされている場合はセットされている紙を取り除きます。 

7. OK ボタンを押すと、クリーニングが開始されます。（約 60 秒） 

 

上記手順は以下のアドレスから動画でもご確認いただけます。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6700_fuser_cleaning.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6700_fuser_cleaning.html
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(LBP6300/6600/6330/6340/251/252/6700/6710 帯) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出します。 

2. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、5~6 回振ります。 

3. トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉めます。 

 

原因２：電極部の汚れ 

対処方法：電極部を清掃する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6300_cleaning_terminal.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6300_cleaning_terminal.html
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 (LBP6300/6600/6330/6340/251/252/6700/6710 白抜け) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出します。 

2. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、5~6 回振ります。 

3. トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉めます。 

 

原因２：レーザー部の汚れ 

対処方法：レーザー部の清掃をする。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual//LBP6300_cleaning_laser.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6300_cleaning_laser.html
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 (LBP6300/6600/6330/6340/251/252/6700/6710 擦ったら剥がれる) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出します。 

2. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、5~6 回振ります。 

3. トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉めます。 

 

原因２：定着ユニット汚れ 

対処方法：定着クリーニング（プリンタに液晶パネルがないモデル）を実施する。 

1. 手差しトレイまたは給紙カセットに、A4 サイズの普通紙をセットします。 

2. 右下のタスクバーに表示されているメニューから、プリンタを選択します。 

(Windows 7 の場合)   

3. オプションメニューからユーティリティー→クリーニングを選択します。 

4. OK をクリックすると、クリーニングページが印刷されます。 

続いて、印刷されたクリーニングページを使用して定着クリーニングを実行します。 

5. 手差しトレイに用紙セットされている場合はセットされている紙を取り除きます。 

6. 印刷された面を上にして、手差しトレイにクリーニングページをセットします。 

用紙がゆっくり送られて、定着ローラーの清掃が開始されます。（約 60 秒） 

 

定着クリーニング（プリンタに液晶パネルがあるモデル）を実施する。 

1. ＊のボタンを押します。 

2. ▲／▼で＜調整/メンテナンス＞を選び、OK ボタンを押します。 

3. ＜定着器のクリーニング＞を選び、OK を押します。 

4. 表示されている用紙がセットされていることを確認し、OK ボタンを押します。 

5. OK ボタンを押し、クリーニング用紙を印刷します。 

対処方法 
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6. 手差しトレイに用紙セットされている場合はセットされている紙を取り除きます。 

7. OK ボタンを押すと、クリーニングが開始されます。（約 60 秒） 

上記手順は以下のアドレスから動画でもご確認いただけます。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6700_fuser_cleaning.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因３：プリンタと外気温の温度差 

対処方法：温度差をなくす。 

1. 一度時間をおき、プリンタの温度と外気温を同じにします。 

2. 印刷を行います。 

 

原因４：用紙厚さのミスマッチ 例：厚紙を普通紙設定で印刷している 

対処方法１：用紙厚さの設定を変更する。（パソコンから変更する） 

1. アプリケーションソフトのファイルメニューから印刷を選択します。 

2. プリンタを選択して、プロパティまたは詳細設定をクリックします。 

3. 給紙部と用紙種類を選択します。 

(1) 給紙ページを表示します。 

(2) 使用する給紙部を設定します。 

(3) 給紙部にセットした用紙の種類を選択します。 

4. 必要に応じて、その他の印刷条件を設定します。 

5. 設定内容を確認して OK をクリックします。 

  

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6700_fuser_cleaning.html


24 

 

 

 

対処方法２：用紙厚さの設定を変更する。（プリンタから変更する） 

1. ▲/▼で＜用紙設定＞を選択します。 

2. ＜カセット 1＞または＜カセット 2＞を選び、OK を押します。 

3. 用紙サイズを選び、OK を押します。 

4. 用紙の種類を選び、OK を押します。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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 (LBP6300/6600/6330/6340/251/252/6700/6710 全体に不要な色がつく) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出します。 

2. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、5~6 回振ります。 

3. トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉めます。 

 

原因２：本体に異物がある 

対処方法：異物を見つけ、除去する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6300_cleaning.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因３：定着ユニットの汚れ 

対処方法：定着クリーニング（プリンタに液晶パネルがないモデル）を実施する。 

1. 手差しトレイまたは給紙カセットに、A4 サイズの普通紙をセットします。 

2. 右下のタスクバーに表示されているメニューから、プリンタを選択します。 

(Windows 7 の場合)   

3. オプションメニューからユーティリティー→クリーニングを選択します。 

4. OK をクリックすると、クリーニングページが印刷されます。 

続いて、印刷されたクリーニングページを使用して定着クリーニングを実行します。 

5. 手差しトレイに用紙セットされている場合はセットされている紙を取り除きます。 

6. 印刷された面を上にして、手差しトレイにクリーニングページをセットします。 

用紙がゆっくり送られて、定着ローラーの清掃が開始されます。（約 60 秒） 

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6300_cleaning.html
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定着クリーニングをする。（プリンタに液晶パネルがあるモデル）を実施する。 

1. ＊のボタンを押します。 

2. ▲／▼で＜調整/メンテナンス＞を選び、OK ボタンを押します。 

3. ＜定着器のクリーニング＞を選び、OK を押します。 

4. 表示されている用紙がセットされていることを確認し、OK ボタンを押します。 

5. OK ボタンを押し、クリーニング用紙を印刷します。 

6. 手差しトレイに用紙セットされている場合はセットされている紙を取り除きます。 

OK ボタンを押すと、クリーニングが開始されます。（約 60 秒） 

上記手順は以下のアドレスから動画でもご確認いただけます。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6700_fuser_cleaning.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

 

  

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6700_fuser_cleaning.html
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(LBP6300/6600/6330/6340/251/252/6700/6710 点汚れ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出します。 

2. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、5~6 回振ります。 

3. トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉めます。 

 

原因２：プリンタ内部の汚れ 

対処方法：プリンタ清掃をする。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6300_cleaning.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6300_cleaning.html
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原因３：定着ユニットの汚れ 

対処方法：定着クリーニング（プリンタに液晶パネルがないモデルの場合）を実施する。 

1. 手差しトレイまたは給紙カセットに、A4 サイズの普通紙をセットします。 

2. 右下のタスクバーに表示されているメニューから、プリンタを選択します。 

(Windows 7 の場合)   

3. オプションメニューからユーティリティー→クリーニングを選択します。 

4. OK をクリックすると、クリーニングページが印刷されます。 

続いて、印刷されたクリーニングページを使用して定着クリーニングを実行します。 

5. 手差しトレイに用紙セットされている場合はセットされている紙を取り除きます。 

6. 印刷された面を上にして、手差しトレイにクリーニングページをセットします。 

用紙がゆっくり送られて、定着ローラーの清掃が開始されます。（約 60 秒） 

 

定着クリーニング（プリンタに液晶パネルがあるモデルの場合）を実施する。 

1. ＊のボタンを押します。 

2. ▲／▼で＜調整/メンテナンス＞を選び、OK ボタンを押します。 

3. ＜定着器のクリーニング＞を選び、OK を押します。 

4. 表示されている用紙がセットされていることを確認し、OK ボタンを押します。 

5. OK ボタンを押し、クリーニング用紙を印刷します。 

6. 手差しトレイに用紙セットされている場合はセットされている紙を取り除きます。 

OK ボタンを押すと、クリーニングが開始されます。（約 60 秒） 

上記手順は以下のアドレスから動画でもご確認いただけます。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6700_fuser_cleaning.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6700_fuser_cleaning.html
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(LBP6300/6600/6330/6340/251/252/6700/6710 部分汚れ) 

以下のような要因が考えられます 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換 

1. 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出します。 

2. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、5~6 回振ります。 

3. トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉めます。 

 

原因２：プリンタ本体 汚れ 

対処方法：用紙経路の清掃をする。 

下の URL をクリックして下さい。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual//LBP6300_cleaning_terminal.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因：定着ユニット汚れ 

対処方法：定着クリーニング（プリンタに液晶パネルがないモデルの場合）を実施する。 

1. 手差しトレイまたは給紙カセットに、A4 サイズの普通紙をセットします。 

2. 右下のタスクバーに表示されているメニューから、プリンタを選択します。 

(Windows 7 の場合)   

3. オプションメニューからユーティリティー→クリーニングを選択します。 

4. OK をクリックすると、クリーニングページが印刷されます。 

続いて、印刷されたクリーニングページを使用して定着クリーニングを実行します。 

5. 手差しトレイに用紙セットされている場合はセットされている紙を取り除きます。 

6. 印刷された面を上にして、手差しトレイにクリーニングページをセットします。 

用紙がゆっくり送られて、定着ローラーの清掃が開始されます。（約 60 秒） 

 

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6300_cleaning_terminal.html
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対処方法：定着クリーニング（プリンタに液晶パネルがあるモデルの場合）を実施する。 

1. ＊のボタンを押します。 

2. ▲／▼で＜調整/メンテナンス＞を選び、OK ボタンを押します。 

3. ＜定着器のクリーニング＞を選び、OK を押します。 

4. 表示されている用紙がセットされていることを確認し、OK ボタンを押します。 

5. OK ボタンを押し、クリーニング用紙を印刷します。 

6. 手差しトレイに用紙セットされている場合はセットされている紙を取り除きます。 

OK ボタンを押すと、クリーニングが開始されます。（約 60 秒） 

上記手順は以下のアドレスから動画でもご確認いただけます。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6700_fuser_cleaning.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6700_fuser_cleaning.html
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(LBP6300/6600/6330/6340/251/252/6700/6710 二重写り) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出します。 

2. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、5~6 回振ります。 

3. トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉めます。 

 

原因２：用紙 吸湿 

対処方法：用紙を交換する。 

1. 用紙を新しい物に交換する。 

 

原因３：用紙厚さ ミスマッチ 例：厚紙を普通紙設定で印刷している 

対処方法１：用紙厚さの設定を変更する。（パソコンから変更する） 

1. アプリケーションソフトのファイルメニューから印刷を選択します。 

2. プリンタを選択して、プロパティまたは詳細設定をクリックします。 

3. 給紙部と用紙種類を選択します。 

(1)給紙ページを表示します。 

(2)使用する給紙部を設定します。 

(3)給紙部にセットした用紙の種類を選択します。 

4. 必要に応じて、その他の印刷条件を設定します。 

5. 設定内容を確認して OK をクリックします。 

6. OK をクリックして、印刷を開始します。 

  

対処方法 
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対処方法２：用紙厚さの設定を変更する。（プリンタ本体で変更する） 

1. ▲/▼で＜用紙設定＞を選択します。 

2. ＜カセット 1＞または＜カセット 2＞を選び、OK を押します。 

3. 用紙サイズを選び、OK を押します。 

4. 用紙の種類を選び、OK を押します。 

 

原因 4：定着ユニットの汚れ 

対処方法１：定着クリーニング（プリンタに液晶パネルがないモデルの場合）を実施する。 

1. 手差しトレイまたは給紙カセットに、A4 サイズの普通紙をセットします。 

2. 右下のタスクバーに表示されているメニューから、プリンタを選択します。 

(Windows 7 の場合)   

3. オプションメニューからユーティリティー→クリーニングを選択します。 

4. OK をクリックすると、クリーニングページが印刷されます。 

続いて、印刷されたクリーニングページを使用して定着クリーニングを実行します。 

5. 手差しトレイに用紙セットされている場合はセットされている紙を取り除きます。 

6. 印刷された面を上にして、手差しトレイにクリーニングページをセットします。 

用紙がゆっくり送られて、定着ローラーの清掃が開始されます。（約 60 秒） 
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対処方法２：定着クリーニング（プリンタに液晶パネルがあるモデルの場合）を実施する。 

1. ＊のボタンを押します。 

2. ▲／▼で＜調整/メンテナンス＞を選び、OK ボタンを押します。 

3. ＜定着器のクリーニング＞を選び、OK を押します。 

4. 表示されている用紙がセットされていることを確認し、OK ボタンを押します。 

5. OK ボタンを押し、クリーニング用紙を印刷します。 

6. 手差しトレイに用紙セットされている場合はセットされている紙を取り除きます。 

OK ボタンを押すと、クリーニングが開始されます。（約 60 秒） 

上記手順は以下のアドレスから動画でもご確認いただけます。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6700_fuser_cleaning.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6700_fuser_cleaning.html
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(LBP6300/6600/6330/6340/251/252/6700/6710 真っ白) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出します。 

2. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、5~6 回振ります。 

3. トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉めます。 

 

原因２：レーザーユニット 劣化 

対処方法：レーザーユニットの交換をする。 

CANON お客様サービスセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LBP6300/6600/6330/6340/251/252/6700/6710 真っ黒) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出します。 

2. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、5~6 回振ります。 

3. トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉めます。 

 

原因２：転写ユニット 破損 

対処方法： 転写ユニットの位置確認をする。 

プリンタを開き、下記の画像にある○で囲まれた箇所を確認します。 

用紙が巻き付いていた場合には、用紙を取り除きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LBP6300/6600/6330/6340/251/252/6700/6710 紙詰まり) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：給紙ローラーの劣化（用紙トレイで紙が詰まる場合） 

対処方法：給紙ローラーの交換をする。 

CANON お客様相談センターにご連絡ください。 

 

原因２：用紙 帯電（用紙トレイで紙が詰まる場合） 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

原因３：トナーカートリッジ（プリンタ内部で紙が詰まる場合） 

対処方法：トナーカートリッジの交換する 

1. 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出します。 

2. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、5~6 回振ります。 

3. トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉めます。 

 

原因４：本体内部に異物（プリンタ内部で紙が詰まる場合） 

対処方法：異物を確認し、除去する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual//LBP6300_cleaning_terminal.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因５：用紙の吸湿（排紙口付近で紙が詰まる場合） 

対処方法：用紙を新しいものに交換する。 

 

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6300_cleaning_terminal.html
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原因６：定着ユニット 劣化（排紙口付近で紙が詰まる場合） 

対処方法：定着ユニットの交換をする 

CANON お客様相談センターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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(LBP6300/6600/6330/6340/251/252/6700/6710 薄い) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出します。 

2. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、5~6 回振ります。 

3. トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉めます。 

 

原因２：レーザー部 汚れ 

対処方法：レーザー部の清掃をする。 

CANON お客様相談センターにご連絡ください。 

 

原因 3：定着ユニットの汚れ 

対処方法１：定着クリーニング（プリンタに液晶パネルがないモデルの場合）を実施する。 

1. 手差しトレイまたは給紙カセットに、A4 サイズの普通紙をセットします。 

2. 右下のタスクバーに表示されているメニューから、プリンタを選択します。 

(Windows 7 の場合)   

3. オプションメニューからユーティリティー→クリーニングを選択します。 

4. OK をクリックすると、クリーニングページが印刷されます。 

続いて、印刷されたクリーニングページを使用して定着クリーニングを実行します。 

5. 手差しトレイに用紙セットされている場合はセットされている紙を取り除きます。 

6. 印刷された面を上にして、手差しトレイにクリーニングページをセットします。 

用紙がゆっくり送られて、定着ローラーの清掃が開始されます。（約 60 秒） 

  

対処方法 
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対処方法２：定着クリーニング（プリンタに液晶パネルがあるモデルの場合）を実施する。 

1. ＊のボタンを押します。 

2. ▲／▼で＜調整/メンテナンス＞を選び、OK ボタンを押します。 

3. ＜定着器のクリーニング＞を選び、OK を押します。 

4. 表示されている用紙がセットされていることを確認し、OK ボタンを押します。 

5. OK ボタンを押し、クリーニング用紙を印刷します。 

6. 手差しトレイに用紙セットされている場合はセットされている紙を取り除きます。 

OK ボタンを押すと、クリーニングが開始されます。（約 60 秒） 

上記手順は以下のアドレスから動画でもご確認いただけます。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6700_fuser_cleaning.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6700_fuser_cleaning.html
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(LBP6300/6600/6330/6340/251/252/6700/6710 色むら) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出します。 

2. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、5~6 回振ります。 

3. トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉めます。 

 

原因２：定着ユニットの汚れ 

対処方法１：定着クリーニング（プリンタに液晶パネルがないモデルの場合）を実施する。 

1. 手差しトレイまたは給紙カセットに、A4 サイズの普通紙をセットします。 

2. 右下のタスクバーに表示されているメニューから、プリンタを選択します。 

 (Windows 7 の場合)   

3. オプションメニューからユーティリティー→クリーニングを選択します。 

4. OK をクリックすると、クリーニングページが印刷されます。 

続いて、印刷されたクリーニングページを使用して定着クリーニングを実行します。 

5. 手差しトレイに用紙セットされている場合はセットされている紙を取り除きます。 

6. 印刷された面を上にして、手差しトレイにクリーニングページをセットします。 

用紙がゆっくり送られて、定着ローラーの清掃が開始されます。（約 60 秒） 

  

対処方法 
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対処方法２：定着クリーニング（プリンタに液晶パネルがあるモデルの場合）を実施する。 

1. ＊のボタンを押します。 

2. ▲／▼で＜調整/メンテナンス＞を選び、OK ボタンを押します。 

3. ＜定着器のクリーニング＞を選び、OK を押します。 

4. 表示されている用紙がセットされていることを確認し、OK ボタンを押します。 

5. OK ボタンを押し、クリーニング用紙を印刷します。 

6. 手差しトレイに用紙セットされている場合はセットされている紙を取り除きます。 

OK ボタンを押すと、クリーニングが開始されます。（約 60 秒） 

上記手順は以下のアドレスから動画でもご確認いただけます。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6700_fuser_cleaning.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6700_fuser_cleaning.html
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(LBP6300/6600/6330/6340/251/252/6700/6710 にじみ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出します。 

2. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、5~6 回振ります。 

3. トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉めます。 

 

原因２：用紙 

対処方法１：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

 

対処方法２：用紙を新しいものに交換する。 

  

対処方法 
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原因３：本体内部汚れ 

対処方法：プリンタ内部の部品を清掃する。 

画像のまるで示した部分を柔らかい布で優しく拭き取ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  



44 

 

 

 

(LBP6300/6600/6330/6340/251/252/6700/6710 異音) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出します。 

2. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、5~6 回振ります。 

3. トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉めます。 

 

原因２：プリンタ内部に異物 

対処方法：異物を確認する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual//LBP6300_cleaning_terminal.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因３：定着ユニット 破損 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

CANON お客様相談センターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP6300_cleaning_terminal.html
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(LBP6300/6600/6330/6340/251/252/6700/6710 印字ずれ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：転写ユニットの汚れ 

対処方法：転写ユニットを清掃する。 

転写ユニットをエアダスターなどで清掃する。（直接拭かない） 

CANON お客様相談センターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LBP7200C/7200CN/7600C 線) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換を実施する。 

1. 前カバーをゆっくり開けます。 

2. トナーカートリッジを引き出します。 

  (1)取っ手のレバーを押します。 

  (2)トナーカートリッジトレイを止まるまで引き出します。 

3. 交換する色のトナーカートリッジの取っ手を持って、真上に引き抜きます。 

4. 新しいトナーカートリッジを、袋から取り出し、左右にゆっくり 5～6 回振ります。 

5. 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引き抜きます。 

6. ドラム保護カバーを取り外します。 

7. トナーカートリッジを取り付け、しっかり奥まで押し込みます。 

8. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：定着ユニット汚れ・劣化 

対処方法：定着ユニットの清掃・交換を実施する。 

1. 給紙カセットに A4 サイズの普通紙をセットします。 

2. プリンタステータスウインドを表示します。 

3. オプションメニューからユーティリティ→クリーニング 1 を選択します。 

4. OK をクリックします。 

直らない場合は、CANON お客様相談センターにご連絡ください。 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 
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(LBP7200C/7200CN/7600C 帯) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換を実施する。 

1. 前カバーをゆっくり開けます。 

2. トナーカートリッジを引き出します。 

  (1)取っ手のレバーを押します。 

  (2)トナーカートリッジトレイを止まるまで引き出します。 

3. 交換する色のトナーカートリッジの取っ手を持って、真上に引き抜きます。 

4. 新しいトナーカートリッジを、袋から取り出し、左右にゆっくり 5～6 回振ります。 

5. 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引き抜きます。 

6. ドラム保護カバーを取り外します。 

7. トナーカートリッジを取り付け、しっかり奥まで押し込みます。 

8. 前カバーを閉めます。 

 

原因 2：電極部の汚れ 

対処方法：電極部の清掃を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP7200_terminal_cleaning.html 

ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LBP7200_terminal_cleaning.html
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(LBP7200C/7200CN/7600C 白抜け) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換を実施する。 

1. 前カバーをゆっくり開けます。 

2. トナーカートリッジを引き出します。 

  (1)取っ手のレバーを押します。 

  (2)トナーカートリッジトレイを止まるまで引き出します。 

3. 交換する色のトナーカートリッジの取っ手を持って、真上に引き抜きます。 

4. 新しいトナーカートリッジを、袋から取り出し、左右にゆっくり 5～6 回振ります。 

5. 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引き抜きます。 

6. ドラム保護カバーを取り外します。 

7. トナーカートリッジを取り付け、しっかり奥まで押し込みます。 

8. 前カバーを閉めます。 

 

原因 2：レーザー部劣化 

対処方法：レーザー部の交換を実施する。 

CANON お客様相談センターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LBP7200C/7200CN/7600C 擦ったら剥がれる) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換を実施する。 

1. 前カバーをゆっくり開けます。 

2. トナーカートリッジを引き出します。 

  (1)取っ手のレバーを押します。 

  (2)トナーカートリッジトレイを止まるまで引き出します。 

3. 交換する色のトナーカートリッジの取っ手を持って、真上に引き抜きます。 

4. 新しいトナーカートリッジを、袋から取り出し、左右にゆっくり 5～6 回振ります。 

5. 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引き抜きます。 

6. ドラム保護カバーを取り外します。 

7. トナーカートリッジを取り付け、しっかり奥まで押し込みます。 

8. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：定着ユニット汚れ・劣化 

対処方法：定着ユニットの清掃・交換を実施する。 

1. 給紙カセットに A4 サイズの普通紙をセットします。 

2. プリンタステータスウインドを表示します。 

3. オプションメニューからユーティリティ→クリーニング 1 を選択します。 

4. OK をクリックします。 

直らない場合は、CANON お客様相談センターにご連絡ください。 

  

対処方法 
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原因３：プリンタ設定 

対処方法：プリンタドライバで設定を変更する。 

1. 仕上げページを表示します 

2. 処理オプションをクリックします。 

3. 特殊印字処理を特殊設定 3 に設定します。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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(LBP7200C/7200CN/7600C 全体に不要な色がつく) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換を実施する。 

1. 前カバーをゆっくり開けます。 

2. トナーカートリッジを引き出します。 

  (1)取っ手のレバーを押します。 

  (2)トナーカートリッジトレイを止まるまで引き出します。 

3. 交換する色のトナーカートリッジの取っ手を持って、真上に引き抜きます。 

4. 新しいトナーカートリッジを、袋から取り出し、左右にゆっくり 5～6 回振ります。 

5. 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引き抜きます。 

6. ドラム保護カバーを取り外します。 

7. トナーカートリッジを取り付け、しっかり奥まで押し込みます。 

8. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：定着ユニット汚れ・劣化 

対処方法：定着ユニットの清掃・交換を実施する。 

1. 給紙カセットに A4 サイズの普通紙をセットします。 

2. プリンタステータスウインドを表示します。 

3. オプションメニューからユーティリティ→クリーニング 1 を選択します。 

4. OK をクリックします。 

直らない場合は、CANON お客様相談センターにご連絡ください。 

  

対処方法 
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原因３：転写ユニット汚れ・劣化 

対処方法：転写ユニットの清掃・交換を実施する。 

CANON お客様相談センターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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(LBP7200C/7200CN/7600C 点汚れ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換を実施する。 

1. 前カバーをゆっくり開けます。 

2. トナーカートリッジを引き出します。 

  (1)取っ手のレバーを押します。 

  (2)トナーカートリッジトレイを止まるまで引き出します。 

3. 交換する色のトナーカートリッジの取っ手を持って、真上に引き抜きます。 

4. 新しいトナーカートリッジを、袋から取り出し、左右にゆっくり 5～6 回振ります。 

5. 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引き抜きます。 

6. ドラム保護カバーを取り外します。 

7. トナーカートリッジを取り付け、しっかり奥まで押し込みます。 

8. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：定着ユニット汚れ・劣化 

対処方法：定着ユニットの清掃・交換を実施する。 

1. 給紙カセットに A4 サイズの普通紙をセットします。 

2. プリンタステータスウインドを表示します。 

3. オプションメニューからユーティリティ→クリーニング 1 を選択します。 

4. OK をクリックします。 

直らない場合は、CANON お客様相談センターにご連絡ください。 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 
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(LBP7200C/7200CN/7600C 部分汚れ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換を実施する。 

1. 前カバーをゆっくり開けます。 

2. トナーカートリッジを引き出します。 

  (1)取っ手のレバーを押します。 

  (2)トナーカートリッジトレイを止まるまで引き出します。 

3. 交換する色のトナーカートリッジの取っ手を持って、真上に引き抜きます。 

4. 新しいトナーカートリッジを、袋から取り出し、左右にゆっくり 5～6 回振ります。 

5. 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引き抜きます。 

6. ドラム保護カバーを取り外します。 

7. トナーカートリッジを取り付け、しっかり奥まで押し込みます。 

8. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：定着ユニット汚れ・劣化 

対処方法：定着ユニットの清掃・交換を実施する。 

1. 給紙カセットに A4 サイズの普通紙をセットします。 

2. プリンタステータスウインドを表示します。 

3. オプションメニューからユーティリティ→クリーニング 1 を選択します。 

4. OK をクリックします。 

直らない場合は、CANON お客様相談センターにご連絡ください。 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 
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 (LBP7200C/7200CN/7600C 二重写り) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換を実施する。 

1. 前カバーをゆっくり開けます。 

2. トナーカートリッジを引き出します。 

  (1)取っ手のレバーを押します。 

  (2)トナーカートリッジトレイを止まるまで引き出します。 

3. 交換する色のトナーカートリッジの取っ手を持って、真上に引き抜きます。 

4. 新しいトナーカートリッジを、袋から取り出し、左右にゆっくり 5～6 回振ります。 

5. 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引き抜きます。 

6. ドラム保護カバーを取り外します。 

7. トナーカートリッジを取り付け、しっかり奥まで押し込みます。 

8. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：定着ユニット汚れ・劣化 

対処方法：定着ユニットの清掃・交換を実施する。 

1. 給紙カセットに A4 サイズの普通紙をセットします。 

2. プリンタステータスウインドを表示します。 

3. オプションメニューからユーティリティ→クリーニング 1 を選択します。 

4. OK をクリックします。 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LBP7200C/7200CN/7600C 色むら) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換を実施する。 

1. 前カバーをゆっくり開けます。 

2. トナーカートリッジを引き出します。 

  (1)取っ手のレバーを押します。 

  (2)トナーカートリッジトレイを止まるまで引き出します。 

3. 交換する色のトナーカートリッジの取っ手を持って、真上に引き抜きます。 

4. 新しいトナーカートリッジを、袋から取り出し、左右にゆっくり 5～6 回振ります。 

5. 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引き抜きます。 

6. ドラム保護カバーを取り外します。 

7. トナーカートリッジを取り付け、しっかり奥まで押し込みます。 

8. 前カバーを閉めます。 

  

対処方法 
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原因２：大きい文字や太い線、色の濃度が濃い図形を印刷した。 

対処方法：プリンタドライバで次の操作を行います。 

1. 仕上げページを表示します。 

2. 処理オプションをクリックします。 

3. 特殊スムージングモードで適切なモードを選択します。通常時はモード 1 を選択してくだ

さい。直らない場合は該当するモードに変更してください。 

モード 2・・・グラデーションが滑らかに印刷されないとき 

モード 3・・・モード 2 と 4 の症状が同時に発生するとき 

モード 4・・・大きい文字や太い線の周囲が滑らかに印刷されないとき 

モード 5・・・グラデーションに帯状のムラが出るとき 

モード 6・・・網掛けパターンがずれる（段差が生じる）とき 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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(LBP7200C/7200CN/7600C 真っ白) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法 1：トナーシールを確認する。 

トナーカートリッジを確認し、シールが取り外されているか確認します。 

 

対処方法 2：トナーカートリッジの交換を実施する。 

1. 前カバーをゆっくり開けます。 

2. トナーカートリッジを引き出します。 

  (1)取っ手のレバーを押します。 

  (2)トナーカートリッジトレイを止まるまで引き出します。 

3. 交換する色のトナーカートリッジの取っ手を持って、真上に引き抜きます。 

4. 新しいトナーカートリッジを、袋から取り出し、左右にゆっくり 5～6 回振ります。 

5. 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引き抜きます。 

6. ドラム保護カバーを取り外します。 

7. トナーカートリッジを取り付け、しっかり奥まで押し込みます。 

8. 前カバーを閉めます。 

 

原因 2：レーザー部の劣化 

対処方法：レーザー部の交換を実施する。 

CANON お客様相談センターにご連絡ください。 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LBP7200C/7200CN/7600C 真っ黒) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換を実施する。 

1. 前カバーをゆっくり開けます。 

2. トナーカートリッジを引き出します。 

  (1)取っ手のレバーを押します。 

  (2)トナーカートリッジトレイを止まるまで引き出します。 

3. 交換する色のトナーカートリッジの取っ手を持って、真上に引き抜きます。 

4. 新しいトナーカートリッジを、袋から取り出し、左右にゆっくり 5～6 回振ります。 

5. 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引き抜きます。 

6. ドラム保護カバーを取り外します。 

7. トナーカートリッジを取り付け、しっかり奥まで押し込みます。 

8. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：レーザー部の劣化 

対処方法：レーザー部の交換を実施する。 

CANON お客様相談センターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LBP7200C/7200CN/7600C 色味不良) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換を実施する。 

1. 前カバーをゆっくり開けます。 

2. トナーカートリッジを引き出します。 

  (1)取っ手のレバーを押します。 

  (2)トナーカートリッジトレイを止まるまで引き出します。 

3. 交換する色のトナーカートリッジの取っ手を持って、真上に引き抜きます。 

4. 新しいトナーカートリッジを、袋から取り出し、左右にゆっくり 5～6 回振ります。 

5. 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引き抜きます。 

6. ドラム保護カバーを取り外します。 

7. トナーカートリッジを取り付け、しっかり奥まで押し込みます。 

8. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：定着ユニット汚れ・劣化 

対処方法：定着ユニットの清掃・交換を実施する。 

1. 給紙カセットに A4 サイズの普通紙をセットします。 

2. プリンタステータスウインドを表示します。 

3. オプションメニューからユーティリティ→クリーニング 1 を選択します。 

4. OK をクリックします。 

直らない場合は、CANON お客様相談センターにご連絡ください。 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 
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(LBP7200C/7200CN/7600C うすい) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換を実施する。 

1. 前カバーをゆっくり開けます。 

2. トナーカートリッジを引き出します。 

  (1)取っ手のレバーを押します。 

  (2)トナーカートリッジトレイを止まるまで引き出します。 

3. 交換する色のトナーカートリッジの取っ手を持って、真上に引き抜きます。 

4. 新しいトナーカートリッジを、袋から取り出し、左右にゆっくり 5～6 回振ります。 

5. 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引き抜きます。 

6. ドラム保護カバーを取り外します。 

7. トナーカートリッジを取り付け、しっかり奥まで押し込みます。 

8. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：定着ユニット汚れ・劣化 

対処方法：定着ユニットの清掃・交換を実施する。 

1. 給紙カセットに A4 サイズの普通紙をセットします。 

2. プリンタステータスウインドを表示します。 

3. オプションメニューからユーティリティ→クリーニング 1 を選択します。 

4. OK をクリックします。 

直らない場合は、CANON お客様相談センターにご連絡ください。 

  

対処方法 
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原因３：プリンタ設定 

対処方法：プリンタ設定を変更する。 

1. プリンタドライバの画面を表示します。 

2. 上にある印刷品質ページを表示します。 

3. ユーザー設定を選択します。 

4. 設定を選択します。 

5. トナーの濃度の各つまみを移動して濃度を調整します。 

6. OK をクリックします。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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(LBP7200C/7200CN/7600C 異音) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換を実施する。 

1. 前カバーをゆっくり開けます。 

2. トナーカートリッジを引き出します。 

  (1)取っ手のレバーを押します。 

  (2)トナーカートリッジトレイを止まるまで引き出します。 

3. 交換する色のトナーカートリッジの取っ手を持って、真上に引き抜きます。 

4. 新しいトナーカートリッジを、袋から取り出し、左右にゆっくり 5～6 回振ります。 

5. 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引き抜きます。 

6. ドラム保護カバーを取り外します。 

7. トナーカートリッジを取り付け、しっかり奥まで押し込みます。 

8. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの清掃・交換を実施する。 

1. 給紙カセットに A4 サイズの普通紙をセットします。 

2. プリンタステータスウインドを表示します。 

3. オプションメニューからユーティリティ→クリーニング 1 を選択します。 

4. OK をクリックします。 

直らない場合は、CANON お客様相談センターにご連絡ください。 

  

対処方法 
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原因３：転写ユニット劣化 

対処方法：転写ユニットの清掃・交換を実施する。 

CANON お客様相談センターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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(LBP7200C/7200CN/7600C にじみ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換を実施する。 

1. 前カバーをゆっくり開けます。 

2. トナーカートリッジを引き出します。 

  (1)取っ手のレバーを押します。 

  (2)トナーカートリッジトレイを止まるまで引き出します。 

3. 交換する色のトナーカートリッジの取っ手を持って、真上に引き抜きます。 

4. 新しいトナーカートリッジを、袋から取り出し、左右にゆっくり 5～6 回振ります。 

5. 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引き抜きます。 

6. ドラム保護カバーを取り外します。 

7. トナーカートリッジを取り付け、しっかり奥まで押し込みます。 

8. 前カバーを閉めます。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S2000/3000/3500/4200 線) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、トナーシールを真っ直ぐ引き抜きます。 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 
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(LP-S2000/3000/3500/4200 帯) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、トナーシールを真っ直ぐ引き抜きます。 

 

原因２：電極部の汚れ 

対処方法：電極部の清掃をする。 

プリンタ上部を開け、右側壁にある電極部で清掃する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S2000/3000/3500/4200 白抜け) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、トナーシールを真っ直ぐ引き抜きます。 

 

原因２：レーザー部の汚れ 

対処方法：レーザー部を清掃する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因３：用紙 帯電 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S2000/3000/3500/4200 擦ったら剥がれる) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、トナーシールを真っ直ぐ引き抜きます。 

 

原因２：定着ユニット 劣化 

対処方法：定着ユニットの交換をする。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因３：プリンタ本体と外気温の温度差 

対処方法：プリンタと外気温を同じにする。 

1. 一度時間をおき、プリンタの温度と外気温を同じにします。 

2. 印刷を行います。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S2000/3000/3500/4200 全体に不要な色がつく) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置きトナーシールを真っ直ぐ引き抜きます。 

 

原因２：定着ユニット 劣化 

対処方法：定着ユニットの交換をする。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因３：プリンタ内部に異物 

対処方法：プリンタ内部に異物がないか確認する。 

プリンタを開き、異物はないかを確認します。 

異物があった場合には除去します。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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 (LP-S2000/3000/3500/4200 点汚れ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、トナーシールを真っ直ぐ引き抜きます。 

 

原因２：定着ユニット 劣化 

対処方法：定着ユニットの交換をする。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因３：プリンタ内部に異物 

対処方法：プリンタ内部に異物がないか確認する。 

プリンタを開き、異物はないかを確認します。 

異物があった場合には、除去します。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S2000/3000/3500/4200 部分汚れ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、トナーシールを真っ直ぐ引き抜きます。 

 

原因２：定着ユニット 劣化 

対処方法：定着ユニットの交換をする。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因３：プリンタ内部に異物 

対処方法：プリンタ内部に異物がないか確認する。 

プリンタを開き、異物はないかを確認します。 

異物があった場合には、除去します。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S2000/3000/3500/4200 二重写り) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法 1：トナーカートリッジのシールを抜く。 

トナーカートリッジを確認し、シールが抜き取られているかを確認します。 

 

対処方法 2：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、トナーシールを真っ直ぐ引き抜きます。 

 

原因２：定着ユニット 劣化 

対処方法：定着ユニットの交換をする。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因３：用紙の吸湿 

対処方法：用紙を新しいものに交換する。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S2000/3000/3500/4200 真っ白) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、トナーシールを真っ直ぐ引き抜きます。 

 

原因２：レーザーユニット 劣化 

対処方法：レーザーユニットを交換する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S2000/3000/3500/4200 真っ黒) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、トナーシールを真っ直ぐ引き抜きます。 

 

原因２：転写ユニット 破損 

対処方法：転写ユニットの取り付け位置を確認する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因３：転写ユニット 異物 

対処方法：転写ユニットに異物がないか確認する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 



76 

 

 

 

 (LP-S2000/3000/3500/4200 紙詰まり) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ（プリンタ内部で紙が詰まる場合） 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、トナーシールを真っ直ぐ引き抜きます。 

 

原因２：給紙ローラー劣化（用紙トレイで紙が詰まる場合） 

対処方法：給紙ローラーの交換をする。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因３：定着ユニットの劣化（排出口付近で紙が詰まる場合） 

対処方法：定着ユニットの交換をする。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因４：用紙帯電（用紙トレイで紙が詰まる場合） 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

  

対処方法 
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原因５：本体内部に異物（プリンタ内部で紙が詰まる場合） 

対処方法：プリンタ内部の異物を確認し、除去する。 

プリンタを開き、異物はないかを確認します。 

異物があった場合には、除去します。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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 (LP-S2000/3000/3500/4200 薄い) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、トナーシールを真っ直ぐ引き抜きます。 

 

原因２：レーザーユニット 劣化 

対処方法：レーザーユニットの交換をする。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S2000/3000/3500/4200 色むら) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、トナーシールを真っ直ぐ引き抜きます。 

 

原因２：定着ユニット 劣化 

対処方法：定着ユニットの交換をする。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S2000/3000/3500/4200 にじみ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、トナーシールを真っ直ぐ引き抜きます。 

 

原因２：用紙帯電 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S2000/3000/3500/4200 異音) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、トナーシールを真っ直ぐ引き抜きます。 

 

原因２：本体内部 異物 

対処方法：プリンタ内部の異物を確認し、除去する。 

プリンタを開き、異物はないかを確認します。 

異物があった場合には、除去します。 

 

原因３：定着ユニット 劣化 

対処方法：定着ユニットの交換をする。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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 (LP-S2000/3000/3500/4200 印字ずれ) 

以下の要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、トナーシールを真っ直ぐ引き抜きます。 

 

 

原因２：転写ユニットの汚れ 

対処方法：転写ユニットを清掃する。 

転写ユニットをエアダスターなどで清掃する。（直接拭かない） 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 
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(LP-S5300/LP-M5000 線) 

以下の要因が考えられます。 

原因１：感光体ドラム 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

1. A レバーを押し上げて、カバーA を開けます 

2. 左上のボタンを押して、排紙トレイを開けます。 

3. 取っ手を持って、ドラムユニットを取り出します。 

4. ドラムユニット取り付け部の奥にあるガラス面を、柔らかい布で拭きます。 

5. 新しいドラムユニットを袋から取り出し、保護シートを取り外します。 

6. ドラムユニットの取っ手を持ち、両側にある矢印に合わせて挿入します。 

7. 排紙トレイ→カバーA の順に閉じます。 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因３：転写ユニット劣化 

対処方法：転写ユニット・二次転写ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 
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(LP-S5300/LP-M5000 帯) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムユニット 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

1. A レバーを押し上げて、カバーA を開けます 

2. 左上のボタンを押して、排紙トレイを開けます。 

3. 取っ手を持って、ドラムユニットを取り出します。 

4. ドラムユニット取り付け部の奥にあるガラス面を、柔らかい布で拭きます。 

5. 新しいドラムユニットを袋から取り出し、保護シートを取り外します。 

6. ドラムユニットの取っ手を持ち、両側にある矢印に合わせて挿入します。 

7. 排紙トレイ→カバーA の順に閉じます。 

 

原因２：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S5300/LP-M5000 白抜け) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：レーザー部汚れ 

対処方法：レーザー部の清掃を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LP-S5300_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因３：用紙帯電 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LP-S5300_drum_replacement.html
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(LP-S5300/LP-M5000 擦ったら剥がれる) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因２：トナーカートリッジ＋現像ユニット劣化 

対処方法：トナーカートリッジと現像ユニットを交換する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因３：用紙吸湿 

対処方法：用紙を新しいものに交換する。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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 (LP-S5300/LP-M5000 全体に不要な色がつく) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：プリンタ内部 汚れ 

対処方法：プリンタ内部の清掃を実施する。 

プリンタを開け、内部にトナーや紙粉が飛散していないか確認します。 

飛散している場合は、柔らかい布で拭き取ります。 

 

原因２：ドラムユニット 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

1. A レバーを押し上げて、カバーA を開けます 

2. 左上のボタンを押して、排紙トレイを開けます。 

3. 取っ手を持って、ドラムユニットを取り出します。 

4. ドラムユニット取り付け部の奥にあるガラス面を、柔らかい布で拭きます。 

5. 新しいドラムユニットを袋から取り出し、保護シートを取り外します。 

6. ドラムユニットの取っ手を持ち、両側にある矢印に合わせて挿入します。 

7. 排紙トレイ→カバーA の順に閉じます。 

 

原因３：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S5300/LP-M5000 点汚れ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因２：ドラムユニット 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

1. A レバーを押し上げて、カバーA を開けます 

2. 左上のボタンを押して、排紙トレイを開けます。 

3. 取っ手を持って、ドラムユニットを取り出します。 

4. ドラムユニット取り付け部の奥にあるガラス面を、柔らかい布で拭きます。 

5. 新しいドラムユニットを袋から取り出し、保護シートを取り外します。 

6. ドラムユニットの取っ手を持ち、両側にある矢印に合わせて挿入します。 

7. 排紙トレイ→カバーA の順に閉じます。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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 (LP-S5300/LP-M5000 部分汚れ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：プリンタ内部 汚れ 

対処方法：プリンタ内部 清掃 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LP-S5300_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：ドラムユニット 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

1. A レバーを押し上げて、カバーA を開けます 

2. 左上のボタンを押して、排紙トレイを開けます。 

3. 取っ手を持って、ドラムユニットを取り出します。 

4. ドラムユニット取り付け部の奥にあるガラス面を、柔らかい布で拭きます。 

5. 新しいドラムユニットを袋から取り出し、保護シートを取り外します。 

6. ドラムユニットの取っ手を持ち、両側にある矢印に合わせて挿入します。 

7. 排紙トレイ→カバーA の順に閉じます。 

 

原因３：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LP-S5300_drum_replacement.html


90 

 

 

 

 (LP-S5300/LP-M5000 二重写り) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムユニット 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

1. A レバーを押し上げて、カバーA を開けます。 

2. 左上のボタンを押して、排紙トレイを開けます。 

3. 取っ手を持って、ドラムユニットを取り出します。 

4. ドラムユニット取り付け部の奥にあるガラス面を、柔らかい布で拭きます。 

5. 新しいドラムユニットを袋から取り出し、保護シートを取り外します。 

6. ドラムユニットの取っ手を持ち、両側にある矢印に合わせて挿入します。 

7. 排紙トレイ→カバーA の順に閉じます。 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S5300/LP-M5000 色むら) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：レーザー部汚れ 

対処方法：レーザー部の清掃を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LP-S5300_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因３：ドラムユニット 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

1. A レバーを押し上げて、カバーA を開けます 

2. 左上のボタンを押して、排紙トレイを開けます。 

3. 取っ手を持って、ドラムユニットを取り出します。 

4. ドラムユニット取り付け部の奥にあるガラス面を、柔らかい布で拭きます。 

5. 新しいドラムユニットを袋から取り出し、保護シートを取り外します。 

6. ドラムユニットの取っ手を持ち、両側にある矢印に合わせて挿入します。 

7. 排紙トレイ→カバーA の順に閉じます。 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LP-S5300_drum_replacement.html
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(LP-S5300/LP-M5000 真っ白) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：レーザー部汚れ 

対処方法：レーザー部の清掃を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LP-S5300_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：ドラムユニット 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

1. A レバーを押し上げて、カバーA を開けます 

2. 左上のボタンを押して、排紙トレイを開けます。 

3. 取っ手を持って、ドラムユニットを取り出します。 

4. ドラムユニット取り付け部の奥にあるガラス面を、柔らかい布で拭きます。 

5. 新しいドラムユニットを袋から取り出し、保護シートを取り外します。 

6. ドラムユニットの取っ手を持ち、両側にある矢印に合わせて挿入します。 

7. 排紙トレイ→カバーA の順に閉じます。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LP-S5300_drum_replacement.html
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 (LP-S5300/LP-M5000 真っ黒) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：プリンタ内部 汚れ 

対処方法：プリンタ内部 清掃 

プリンタを開け、内部にトナーや紙粉が飛散していないか確認します。 

飛散している場合は、柔らかい布で拭き取ります。 

 

原因２：ドラムユニット 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

1. A レバーを押し上げて、カバーA を開けます 

2. 左上のボタンを押して、排紙トレイを開けます。 

3. 取っ手を持って、ドラムユニットを取り出します。 

4. ドラムユニット取り付け部の奥にあるガラス面を、柔らかい布で拭きます。 

5. 新しいドラムユニットを袋から取り出し、保護シートを取り外します。 

6. ドラムユニットの取っ手を持ち、両側にある矢印に合わせて挿入します。 

7. 排紙トレイ→カバーA の順に閉じます。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S5300/LP-M5000 色味不良) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：レーザー部汚れ 

対処方法：レーザー部の清掃を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LP-S5300_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：ドラムユニット 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

1. A レバーを押し上げて、カバーA を開けます 

2. 左上のボタンを押して、排紙トレイを開けます。 

3. 取っ手を持って、ドラムユニットを取り出します。 

4. ドラムユニット取り付け部の奥にあるガラス面を、柔らかい布で拭きます。 

5. 新しいドラムユニットを袋から取り出し、保護シートを取り外します。 

6. ドラムユニットの取っ手を持ち、両側にある矢印に合わせて挿入します。 

7. 排紙トレイ→カバーA の順に閉じます。 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LP-S5300_drum_replacement.html
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原因３：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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(LP-S5300/LP-M5000 薄い) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：レーザー部汚れ 

対処方法：レーザー部の清掃を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LP-S5300_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：ドラムユニット 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

1. A レバーを押し上げて、カバーA を開けます 

2. 左上のボタンを押して、排紙トレイを開けます。 

3. 取っ手を持って、ドラムユニットを取り出します。 

4. ドラムユニット取り付け部の奥にあるガラス面を、柔らかい布で拭きます。 

5. 新しいドラムユニットを袋から取り出し、保護シートを取り外します。 

6. ドラムユニットの取っ手を持ち、両側にある矢印に合わせて挿入します。 

7. 排紙トレイ→カバーA の順に閉じます。 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LP-S5300_drum_replacement.html
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原因３：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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 (LP-S5300/LP-M5000 異音) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：プリンタ内部に異物 

対処方法：プリンタ内部を確認し、異物を除去する。 

プリンタを開け、内部にトナーや紙粉が飛散していないか確認します。 

飛散している場合は、柔らかい布で拭き取ります。 

 

原因２：ドラムユニット 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

1. A レバーを押し上げて、カバーA を開けます 

2. 左上のボタンを押して、排紙トレイを開けます。 

3. 取っ手を持って、ドラムユニットを取り出します。 

4. ドラムユニット取り付け部の奥にあるガラス面を、柔らかい布で拭きます。 

5. 新しいドラムユニットを袋から取り出し、保護シートを取り外します。 

6. ドラムユニットの取っ手を持ち、両側にある矢印に合わせて挿入します。 

7. 排紙トレイ→カバーA の順に閉じます。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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 (LP-S5300/LP-M5000 にじみ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：二次転写ユニットの汚れ 

対処方法：二次転写ユニットの清掃・交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因２：用紙帯電 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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 (LP-S3250/3550/4250 線) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムユニット 

対象方法：メンテナンスユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因２：定着ユニットの劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因３：プリンタ内部の汚れ 

対処方法：プリンタ内部の清掃を実施する。 

プリンタを開け、トナーや紙粉があれば柔らかい布で清掃します。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 
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(LP-S3250/3550/4250 帯) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムユニット・現像ユニット劣化 

対象方法：メンテナンスユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因２：プリンタ内部の汚れ 

対処方法：プリンタ内部の清掃を実施する。 

プリンタを開け、内部にトナーや紙粉が飛散していないか確認します。 

飛散している場合は、柔らかい布で拭き取ります。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S3250/3550/4250 白抜け） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：レーザー部の汚れ 

対処方法：レーザー部の清掃・交換を実施する。 

 

原因２：用紙の帯電 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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 (LP-S3250/3550/4250 擦ったら剥がれる) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジと現像ユニットの劣化 

対象方法：トナーカートリッジとメンテナンスユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因２：定着ユニットの劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因３：プリンタと外気温の温度差 

対処方法：プリンタと外気温の温度差を同じにする。 

1. プリンタを一定時間置いておき、外気温と同じにします。 

2. 印刷します。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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 (LP-S3250/3550/4250 全体に不要な色がつく) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：現像ユニットの劣化 

対象方法：メンテナンスユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因２：定着ユニットの劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S3250/3550/4250 点汚れ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムユニット 

対象方法：メンテナンスユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因２：定着ユニットの劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因３：プリンタ内部の汚れ 

対処方法：プリンタ内部の清掃を実施する。 

プリンタを開け、内部にトナーや紙粉が飛散していないか確認します。 

飛散している場合は、柔らかい布で拭き取ります。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S3250/3550/4250 部分汚れ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：プリンタ内部の汚れ 

対処方法：プリンタ内部の清掃を実施する。 

プリンタを開け、内部にトナーや紙粉が飛散していないか確認します。 

飛散している場合は、柔らかい布で拭き取ります。 

 

原因２：現像ユニットの劣化 

対象方法：メンテナンスユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因３：定着ユニットの劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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 (LP-S3250/3550/4250 二重写り) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：定着ユニットの劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因２：用紙の吸湿 

対処方法：用紙を新しいものに交換する。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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 (LP-S3250/3550/4250 真っ白) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LP-S3550_cartridge_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LP-S3550_cartridge_replacement.html
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(LP-S3250/3550/4250 真っ黒) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：帯電ユニットの劣化 

対処方法：帯電ユニットの装着確認を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因２：転写ユニットの劣化 

対処方法：転写ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S3250/3550/4250 紙詰まり) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：部品の汚れ・劣化 

対処方法：用紙を取り除く、部品の清掃を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual//LP-S3550_paperjam.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LP-S3550_paperjam.html
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(LP-S3250/3550/4250 薄い) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：現像ユニット 

対象方法：メンテナンスユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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 (LP-S3250/3550/4250 色むら) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジと現像ユニットの劣化 

対象方法：トナーカートリッジとメンテナンスユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因２：定着ユニットの劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因３：転写ユニットの汚れ・劣化 

対処方法：転写ユニットの清掃・交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S3250/3550/4250 にじみ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジと現像ユニットの劣化 

対象方法：トナーカートリッジとメンテナンスユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

原因２：転写ユニットの劣化 

対処方法：転写ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(LP-S3250/3550/4250 異音) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LP-S3550_cartridge_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：定着ユニットの劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

EPSON サービスコールセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/LP-S3550_cartridge_replacement.html
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（DocuPrint 3000/ 3100/ 3010 線） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、押さえた状態でトナーシールを水平に真っ直ぐ

引き抜きます。 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 
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（DocuPrint 3000/ 3100/ 3010 帯） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、押さえた状態でトナーシールを水平に真っ直ぐ

引き抜きます。 

 

原因２：電極部の汚れ 

対処方法：電極部の清掃をする。 

下の画像部分に記載されている部分を柔らかい布で清掃してください。 

 

 

 

 

 

 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（DocuPrint 3000/ 3100/ 3010 白抜け） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、押さえた状態でトナーシールを水平に真っ直ぐ

引き抜きます。 

 

原因２：レーザー部の汚れ 

対処方法：プリンタ内部の清掃をする。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

原因３：用紙 帯電 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（DocuPrint 3000/ 3100/ 3010 擦ったら剥がれる） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、押さえた状態でトナーシールを水平に真っ直ぐ

引き抜きます。 

 

原因２：定着ユニット 劣化 

対処方法：定着ユニットの交換をする。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

原因３：プリンタ本体と外気温の温度差 

対処方法：プリンタと外気温を同じにする。 

1. 一度時間をおき、プリンタの温度と外気温を同じにします。 

2. 印刷を行います。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 



119 

 

 

 

（DocuPrint 3000/ 3100/ 3010 全体に不要な色がつく） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、押さえた状態でトナーシールを水平に真っ直ぐ

引き抜きます。 

 

原因２：定着ユニット 劣化 

対処方法：定着ユニットの交換をする。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

原因３：プリンタ内部に異物 

対処方法：プリンタ内部に異物がないか確認する。 

プリンタ内部を確認し、異物がないかを確認します。 

異物があった場合には除去します。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（DocuPrint 3000/ 3100/ 3010 点汚れ） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、押さえた状態でトナーシールを水平に真っ直ぐ

引き抜きます。 

 

原因２：定着ユニット 劣化 

対処方法：定着ユニットの交換をする。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

原因３：プリンタ内部に異物 

対処方法：プリンタ内部に異物がないか確認する。 

プリンタ内部を確認し、異物がないかを確認します。 

異物があった場合には、除去します。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（DocuPrint 3000/ 3100/ 3010 部分汚れ） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、押さえた状態でトナーシールを水平に真っ直ぐ

引き抜きます。 

 

原因２：定着ユニット 劣化 

対処方法：定着ユニットの交換をする。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

原因３：プリンタ内部に異物 

対処方法：プリンタ内部に異物がないか確認する。 

プリンタ内部を確認し、異物があった場合には、除去します。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（DocuPrint 3000/ 3100/ 3010 二重写り） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、押さえた状態でトナーシールを水平に真っ直ぐ

引き抜きます。 

 

原因２：定着ユニット 劣化 

対処方法：定着ユニットの交換をする。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

原因３：用紙の吸湿 

対処方法：用紙を新しいものに交換する。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 



123 

 

 

 

（DocuPrint 3000/ 3100/ 3010 真っ白） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法①：トナーカートリッジのシールを確認する。 

トナーカートリッジを確認し、トナーシールが抜かれているかを確認します。 

 

対処方法②：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、押さえた状態でトナーシールを水平に真っ直ぐ

引き抜きます。 

 

原因２：レーザーユニット 劣化 

対処方法：レーザーユニットを交換する。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（DocuPrint 3000/ 3100/ 3010 真っ黒） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、押さえた状態でトナーシールを水平に真っ直ぐ

引き抜きます。 

 

原因２：転写ユニット 破損 

対処方法：転写ユニットの取り付け位置を確認する。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

原因３：転写ユニット 異物 

対処方法：転写ユニットに異物がないか確認する。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（DocuPrint 3000/ 3100/ 3010 紙詰まり） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、押さえた状態でトナーシールを水平に真っ直ぐ

引き抜きます。 

 

原因２：給紙ローラー劣化 

対処方法：給紙ローラーの交換をする。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

原因３：定着ユニット 劣化 

対処方法：定着ユニットの交換をする。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

原因４：用紙帯電 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

  

対処方法 
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原因５：本体内部 異物 

対処方法：プリンタ内部の異物を確認し、除去する。 

プリンタ内部を確認し、異物がないかを確認します。 

異物があった場合には、除去します。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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（DocuPrint 3000/ 3100/ 3010 薄い） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、押さえた状態でトナーシールを水平に真っ直ぐ

引き抜きます。 

 

原因２：レーザーユニット 劣化 

対処方法：レーザーユニットの交換をする。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（DocuPrint 3000/ 3100/ 3010 色むら） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、押さえた状態でトナーシールを水平に真っ直ぐ

引き抜きます。 

 

原因２：定着ユニット 劣化 

対処方法：定着ユニットの交換をする。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（DocuPrint 3000/ 3100/ 3010 にじみ） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、押さえた状態でトナーシールを水平に真っ直ぐ

引き抜きます。 

 

原因２：用紙帯電 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（DocuPrint 3000/ 3100/ 3010 異音） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. カバーA を開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ってゆっくり引き上げます。 

3. 新しいトナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右に７～8 回振ります。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、押さえた状態でトナーシールを水平に真っ直ぐ

引き抜きます。 

 

原因２：本体内部 異物 

対処方法：プリンタ内部の異物を確認し、除去する。 

プリンタ内部を確認し、異物があった場合には、除去します。 

 

原因３：定着ユニット 劣化 

対処方法：定着ユニットの交換をする。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（DocuPrint 3000/ 3100/ 3010 印字ずれ） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：転写ユニットの汚れ 

対処方法：転写ユニットを清掃する。 

転写ユニットをエアダスターなどで清掃する。（直接拭かない） 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（DocuPrintC3350/3450d 線） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

1. 手差しトレイを閉じます。 

2. A レバーを押し上げて、フロントカバーを開けます。 

3. 右手前の C レバーを持ち、静かにトナーカバーを開けます。 

4. 右側についている倒れ防止のレバーを手前に倒し、右側の溝に差し込み固定します。 

5. ドラムカートリッジを両手で持ち上げて取り出します。 

6. 新しいドラムカートリッジの包装紙を剥がします。 

7. 倒れ防止のレバーを元に戻し、フロントカバーを閉じて最後にトナーカバーを閉じます。 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

1. 本体の電源を切ります。 

2. 右側にある B ボタンを押して、カバーB を開けます。 

3. 両面印刷モジュールが付いている場合には右側のレバーを引いてカバー開きます 

  装着されていない場合には、この手順は不要です。 

4. 定着ユニットの両端手前のレバーを上げて、ロックを解除します。 

5. 両端の取っ手を持ち、定着ユニットを持ち上げて取り外します。 

6. 新しい定着ユニットの取っ手をつかんで、溝に合わせて差し込み、「カチッ」となるまで軽

く押します。 

7. 両面印刷モジュールが装着されている場合には、カバーの右側のつまみを持って、静かに

カバーを閉じます。 

8. カバーＢを閉じ、本体の電源を入れます。 

 

対処方法 
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原因３：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換をする。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る  
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（DocuPrintC3350/3450d 帯） 

原因１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

1. 手差しトレイを閉じます。 

2. A レバーを押し上げて、フロントカバーを開けます。 

3. 右手前の C レバーを持ち、静かにトナーカバーを開けます。 

4. 右側についている倒れ防止のレバーを手前に倒し、右側の溝に差し込み固定します。 

5. ドラムカートリッジを両手で持ち上げて取り出します。 

6. 新しいドラムカートリッジの包装紙を剥がします。 

7. 倒れ防止のレバーを元に戻し、フロントカバーを閉じて最後にトナーカバーを閉じます。 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

1. 本体の電源を切ります。 

2. 右側にある B ボタンを押して、カバーB を開けます。 

3. 両面印刷モジュールが付いている場合には右側のレバーを引いてカバー開きます 

  装着されていない場合には、この手順は不要です。 

4. 定着ユニットの両端手前のレバーを上げて、ロックを解除します。 

5. 両端の取っ手を持ち、定着ユニットを持ち上げて取り外します。 

6. 新しい定着ユニットの取っ手をつかんで、溝に合わせて差し込み、「カチッ」となるまで軽

く押します。 

7. 両面印刷モジュールが装着されている場合には、カバーの右側のつまみを持って、静かに

カバーを閉じます。 

8. カバーＢを閉じ、本体の電源を入れます。 

  

対処方法 
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原因３：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換をする。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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（DocuPrintC3350/3450d 白抜け） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットを交換する。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

原因２：レーザー部汚れ 

対処方法：レーザー部 清掃 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C3350_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C3350_drum_replacement.html
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（DocuPrintC3350/3450d 擦ったら剥がれる） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

1. 本体の電源を切ります。 

2. 右側にある B ボタンを押して、カバーB を開けます。 

3. 両面印刷モジュールが付いている場合には右側のレバーを引いてカバー開きます 

  装着されていない場合には、この手順は不要です。 

4. 定着ユニットの両端手前のレバーを上げて、ロックを解除します。 

5. 両端の取っ手を持ち、定着ユニットを持ち上げて取り外します。 

6. 新しい定着ユニットの取っ手をつかんで、溝に合わせて差し込み、「カチッ」となるまで軽

く押します。 

7. 両面印刷モジュールが装着されている場合には、カバーの右側のつまみを持って、静かに

カバーを閉じます。 

8. カバーＢを閉じ、本体の電源を入れます。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る  

対処方法 
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（DocuPrintC3350/3450d 全体に不要な色がつく） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

1. 手差しトレイを閉じます。 

2. A レバーを押し上げて、フロントカバーを開けます。 

3. 右手前の C レバーを持ち、静かにトナーカバーを開けます。 

4. 右側についている倒れ防止のレバーを手前に倒し、右側の溝に差し込み固定します。 

5. ドラムカートリッジを両手で持ち上げて取り出します。 

6. 新しいドラムカートリッジの包装紙を剥がします。 

7. 倒れ防止のレバーを元に戻し、フロントカバーを閉じて最後にトナーカバーを閉じます。 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

1. 本体の電源を切ります。 

2. 右側にある B ボタンを押して、カバーB を開けます。 

3. 両面印刷モジュールが付いている場合には右側のレバーを引いてカバー開きます 

  装着されていない場合には、この手順は不要です。 

4. 定着ユニットの両端手前のレバーを上げて、ロックを解除します。 

5. 両端の取っ手を持ち、定着ユニットを持ち上げて取り外します。 

6. 新しい定着ユニットの取っ手をつかんで、溝に合わせて差し込み、「カチッ」となるまで軽

く押します。 

7. 両面印刷モジュールが装着されている場合には、カバーの右側のつまみを持って、静かに

カバーを閉じます。 

8. カバーＢを閉じ、本体の電源を入れます。 

 

対処方法 
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原因３：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換をする。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る  
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（DocuPrintC3350/3450d 点汚れ） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

1. 手差しトレイを閉じます。 

2. A レバーを押し上げて、フロントカバーを開けます。 

3. 右手前の C レバーを持ち、静かにトナーカバーを開けます。 

4. 右側についている倒れ防止のレバーを手前に倒し、右側の溝に差し込み固定します。 

5. ドラムカートリッジを両手で持ち上げて取り出します。 

6. 新しいドラムカートリッジの包装紙を剥がします。 

7. 倒れ防止のレバーを元に戻し、フロントカバーを閉じて最後トナーカバーを閉じます。 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

1. 本体の電源を切ります。 

2. 右側にある B ボタンを押して、カバーB を開けます。 

3. 両面印刷モジュールが付いている場合には右側のレバーを引いてカバー開きます 

  装着されていない場合には、この手順は不要です。 

4. 定着ユニットの両端手前のレバーを上げて、ロックを解除します。 

5. 両端の取っ手を持ち、定着ユニットを持ち上げて取り外します。 

6. 新しい定着ユニットの取っ手をつかんで、溝に合わせて差し込み、「カチッ」となるまで軽

く押します。 

7. 両面印刷モジュールが装着されている場合には、カバーの右側のつまみを持って、静かに

カバーを閉じます。 

8. カバーＢを閉じ、本体の電源を入れます。 

対処方法 
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原因３：プリンタ内部の汚れ 

対処方法：プリンタ内部の清掃を実施する。 

プリンタを開け、トナーや紙粉が飛散していた場合は柔らかい布で拭き取ります。 

 

原因４：中間転写ユニット劣化 

対処方法：中間転写ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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（DocuPrintC3350/3450d 部分汚れ） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

1. 手差しトレイを閉じます。 

2. A レバーを押し上げて、フロントカバーを開けます。 

3. 右手前の C レバーを持ち、静かにトナーカバーを開けます。 

4. 右側についている倒れ防止のレバーを手前に倒し、右側の溝に差し込み固定します。 

5. ドラムカートリッジを両手で持ち上げて取り出します。 

6. 新しいドラムカートリッジの包装紙を剥がします。 

7. 倒れ防止のレバーを元に戻し、フロントカバーカバーを閉じて最後にトナーカバーを閉じ

ます。 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

1. 本体の電源を切ります。 

2. 右側にある B ボタンを押して、カバーB を開けます。 

3. 両面印刷モジュールが付いている場合には右側のレバーを引いてカバー開きます 

  装着されていない場合には、この手順は不要です。 

4. 定着ユニットの両端手前のレバーを上げて、ロックを解除します。 

5. 両端の取っ手を持ち、定着ユニットを持ち上げて取り外します。 

6. 新しい定着ユニットの取っ手をつかんで、溝に合わせて差し込み、「カチッ」となるまで軽

く押します。 

7. 両面印刷モジュールが装着されている場合には、カバーの右側のつまみを持って、静かに

カバーを閉じます。 

8. カバーＢを閉じ、本体の電源を入れます。 

対処方法 
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原因３：プリンタ内部の汚れ 

対処方法：プリンタ内部の清掃を実施する。 

プリンタを開け、トナーや紙粉が飛散していた場合は柔らかい布で拭き取ります。 

 

原因４：中間転写ユニット劣化 

対処方法：中間転写ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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（DocuPrintC3350/3450d 二重写り） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：定着ユニット汚れ 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

1. 本体の電源を切ります。 

2. 右側にある B ボタンを押して、カバーB を開けます。 

3. 両面印刷モジュールが付いている場合には右側のレバーを引いてカバー開きます 

  装着されていない場合には、この手順は不要です。 

4. 定着ユニットの両端手前のレバーを上げて、ロックを解除します。 

5. 両端の取っ手を持ち、定着ユニットを持ち上げて取り外します。 

6. 新しい定着ユニットの取っ手をつかんで、溝に合わせて差し込み、「カチッ」となるまで軽

く押します。 

7. 両面印刷モジュールが装着されている場合には、カバーの右側のつまみを持って、静かに

カバーを閉じます。 

8. カバーＢを閉じ、本体の電源を入れます。 

  

対処方法 
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原因２：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

1. 手差しトレイを閉じます。 

2. A レバーを押し上げて、フロントカバーを開けます。 

3. 右手前の C レバーを持ち、静かにトナーカバーを開けます。 

4. 右側についている倒れ防止のレバーを手前に倒し、右側の溝に差し込み固定します。 

5. ドラムカートリッジを両手で持ち上げて取り出します。 

6. 新しいドラムカートリッジの包装紙を剥がします。 

7. 倒れ防止のレバーを元に戻し、フロントカバーカバーを閉じて最後にトナーカバーを閉じ

ます。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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（DocuPrintC3350/3450d 色むら） 

原因１：レーザー部汚れ 

対処方法：レーザー部の清掃を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C3350_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットを交換する。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C3350_drum_replacement.html
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（DocuPrintC3350/3450d 真っ白） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：レーザー部汚れ 

対処方法：レーザー部を清掃する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C3350_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C3350_drum_replacement.html
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（DocuPrintC3350/3450d 真っ黒） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットを交換する。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

1. 本体の電源を切ります。 

2. 右側にある B ボタンを押して、カバーB を開けます。 

3. 両面印刷モジュールが付いている場合には右側のレバーを引いてカバー開きます 

  装着されていない場合には、この手順は不要です。 

4. 定着ユニットの両端手前のレバーを上げて、ロックを解除します。 

5. 両端の取っ手を持ち、定着ユニットを持ち上げて取り外します。 

6. 新しい定着ユニットの取っ手をつかんで、溝に合わせて差し込み、「カチッ」となるまで軽

く押します。 

7. 両面印刷モジュールが装着されている場合には、カバーの右側のつまみを持って、静かに

カバーを閉じます。 

8. カバーＢを閉じ、本体の電源を入れます。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（DocuPrintC3350/3450d 色味不良） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジを交換する。 

1. プリンタが処理中でない事を確認し、左側にあるトナーカバーを開けます。 

2. トナーカートリッジを置く場所に、紙などを敷きます。 

3. メッセージに表示されている色のトナーカートリッジのレバーを手前に引いてから持ち上

げて、取り出します。 

4. 使用済みのトナーカートリッジを用意した紙の上に静かに置きます。 

5. 新しいトナーカートリッジを、軽く 5 回、上下左右によく振り、トナーを均一にします。 

6. 新しいトナーカートリッジを差し込み、レバーを奥にしっかりと倒してロックします。 

 

原因２：レーザー部汚れ 

対処方法：レーザー部を清掃する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C3350_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C3350_drum_replacement.html
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原因３：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットを交換する。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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（DocuPrintC3350/3450d 薄い） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：レーザー部汚れ 

対処方法：レーザー部を清掃する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C3350_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

1. 手差しトレイを閉じます。 

2. A レバーを押し上げて、フロントカバーを開けます。 

3. 右手前の C レバーを持ち、静かにトナーカバーを開けます。 

4. 右側についている倒れ防止のレバーを手前に倒し、右側の溝に差し込み固定します。 

5. ドラムカートリッジを両手で持ち上げて取り出します。 

6. 新しいドラムカートリッジの包装紙を剥がします。 

7. 倒れ防止のレバーを元に戻し、フロントカバーを閉じて最後にトナーカバーを閉じます。 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C3350_drum_replacement.html
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原因３：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットを交換する。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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（DocuPrintC3350/3450d 異音） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジを交換する。 

1. プリンタが処理中でない事を確認し、左側にあるトナーカバーを開けます。 

2. トナーカートリッジを置く場所に、紙などを敷きます。 

3. メッセージに表示されている色のトナーカートリッジのレバーを手前に引いてから持ち上

げて、取り出します。 

4. 使用済みのトナーカートリッジを用意した紙の上に静かに置きます。 

5. 新しいトナーカートリッジを、軽く 5 回、上下左右によく振り、トナーを均一にします。 

6. 新しいトナーカートリッジを差し込み、レバーを奥にしっかりと倒してロックします。 

 

原因２：廃トナーボックス 

対処方法：廃トナーボックスを交換する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C3350_wastetoner_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C3350_wastetoner_replacement.html
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原因３：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

1. 本体の電源を切ります。 

2. 右側にある B ボタンを押して、カバーB を開けます。 

3. 両面印刷モジュールが付いている場合には右側のレバーを引いてカバー開きます 

  装着されていない場合には、この手順は不要です。 

4. 定着ユニットの両端手前のレバーを上げて、ロックを解除します。 

5. 両端の取っ手を持ち、定着ユニットを持ち上げて取り外します。 

6. 新しい定着ユニットの取っ手をつかんで、溝に合わせて差し込み、「カチッ」となるまで軽

く押します。 

7. 両面印刷モジュールが装着されている場合には、カバーの右側のつまみを持って、静かに

カバーを閉じます。 

8. カバーＢを閉じ、本体の電源を入れます。 

 

原因 4：中間転写ユニット 

対処方法：中間転写ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

原因 5：給紙ローラー劣化 

対処方法：給紙ローラーの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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（DocuPrintC3350/3450d にじみ） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：レーザー部汚れ 

対処方法：レーザー部を清掃する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C3350_wastetoner_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

1. 手差しトレイを閉じます。 

2. A レバーを押し上げて、フロントカバーを開けます。 

3. 右手前の C レバーを持ち、静かにトナーカバーを開けます。 

4. 右側についている倒れ防止のレバーを手前に倒し、右側の溝に差し込み固定します。 

5. ドラムカートリッジを両手で持ち上げて取り出します。 

6. 新しいドラムカートリッジの包装紙を剥がします。 

7. 倒れ防止のレバーを元に戻し、フロントカバーを閉じて最後にトナーカバーを閉じます。 

 

原因３：用紙 

対処方法：用紙を新しいものに交換する。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C3350_wastetoner_replacement.html
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（DocuPrintC3350/3450d 紙詰まり） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：給紙ローラー劣化 

対処方法：給紙ローラーの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにご連絡ください。 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

1. 本体の電源を切ります。 

2. 右側にある B ボタンを押して、カバーB を開けます。 

3. 両面印刷モジュールが付いている場合には右側のレバーを引いてカバー開きます 

  装着されていない場合には、この手順は不要です。 

4. 定着ユニットの両端手前のレバーを上げて、ロックを解除します。 

5. 両端の取っ手を持ち、定着ユニットを持ち上げて取り外します。 

6. 新しい定着ユニットの取っ手をつかんで、溝に合わせて差し込み、「カチッ」となるまで軽

く押します。 

7. 両面印刷モジュールが装着されている場合には、カバーの右側のつまみを持って、静かに

カバーを閉じます。 

8. カバーＢを閉じ、本体の電源を入れます。 

 

原因３：用紙の帯電 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

  

対処方法 
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原因４：本体内部に異物 

対処方法：内部の異物を確認し、除去する。 

プリンタを開け、紙粉やトナーが飛散していた場合は柔らかい布で拭き取ります。 

※現像ユニット部分には触れないようにお願いします。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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 (DocuPrint C2250/3360 線) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

下のURLをクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因３：転写ユニット劣化 

対処方法：転写ユニットの交換とベルトクリーナーを実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因４：中間転写ユニット・ベルトクリーナー 

対処方法：中間転写ユニットやベルトクリーナーを交換する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
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 (DocuPrint C2250/3360 帯) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

下のURLをクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因３：用紙帯電 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
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(DocuPrint C2250/3360 白抜け) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：レーザー部汚れ 

対処方法：レーザー部の清掃を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因３：用紙帯電 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
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(DocuPrint C2250/3360 擦ったら剥がれる) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因２：トナーカートリッジおよび現像ユニット 

対処方法：トナーカートリッジと現像ユニット交換を実施する。 

トナー交換については下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

http://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d-tonercartridge_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

現像ユニット交換は、XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

  

対処方法 

http://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d-tonercartridge_replacement.html
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原因３：用紙厚さミスマッチ 

対処方法：用紙厚さ設定を変更する。 

1.  プリンタ本体の操作パネルのメニューボタンを押します。 

2. 機械管理者メニューが表示されるまで▼ボタンを押し、OK ボタンを押します。 

3. ネットワーク/ポート設定が表示され、OK ボタンを押します 

4. プリント設定が表示されるまで▼ボタンを押し、OK ボタンを押します。 

5. トレイの用紙種類が表示されるまで▼ボタンを押し、OK ボタンを押します。 

6. 希望の用紙トレイを選択します。 

7. 現在の設定値が表示されますので、設定したい用紙種類を選択します。 

8. OK ボタンを押します。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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 (DocuPrint C2250/3360 全体に不要な色がつく) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因３：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因４：中間転写ユニット・ベルトクリーナー 

対処方法：中間転写ユニットやベルトクリーナーの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
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(DocuPrint C2250/3360 点汚れ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因２：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因３：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

下のURLをクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
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(DocuPrint C2250/3360 部分汚れ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因２：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

下のURLをクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因３：中間転写ユニット・ベルトクリーナー 

対処方法：中間転写ユニットとベルトクリーナーの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
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 (DocuPrint C2250/3360 二重写り) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：中間転写ユニット劣化 

対処方法：中間転写ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因３：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

下のURLをクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
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(DocuPrint C2250/3360 色むら) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因２：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

下のURLをクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因３：レーザー部汚れ 

対処方法：レーザー部清掃 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_laser_cleaning.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_laser_cleaning.html
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 (DocuPrint C2250/3360 真っ白) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因２：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

下のURLをクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
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(DocuPrint C2250/3360 真っ黒) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因２：二次転写ユニット汚れ・劣化 

対処方法：二次転写ユニットの清掃・交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因３：定着ユニット交換 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問合せください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(DocuPrint C2250/3360 色味不良) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因２：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

下のURLをクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因３：レーザー部 汚れ 

対処方法：レーザー照射部の清掃を実施する。 

下 URL をクリックしてください。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_laser_cleaning.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_laser_cleaning.html
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(DocuPrint C2250/3360 薄い) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：レーザー部汚れ 

対処方法：レーザー部清掃 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因３：現像ユニットの劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問合せください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
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(DocuPrint C2250/3360 異音) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：プリンタ内部に異物 

対処方法：プリンタ内部に確認し、除去する。 

プリンタをあけ、内部に紙粉やトナーが飛散していた場合は柔らかい布で拭きとる。 

 

原因２：給紙ローラー劣化 

対処方法：給紙ローラーの交換を実施する。 

用紙トレイを引き出し、画像中央にあるローラーを柔らかい布で拭く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(DocuPrint C2250/3360 にじみ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：二次転写ユニット汚れ・劣化 

対処方法：二次転写ユニットの清掃・交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因２：用紙帯電 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（IPSIO SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330 線） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。 

3. 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを 2 本引き抜き

ます。 

5. トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部に押し込みます。 

6. 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。 

7. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 
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（IPSIO SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330 帯） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。 

3. 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを 2 本引き抜き

ます。 

5. トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部に押し込みます。 

6. 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。 

7. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：電極部汚れ 

対処方法：電極部の清掃を実施する。 

プリンタを開け、下の画像に示された部分を柔らかい布で拭いてください。 

 

 

 

 

 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 
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（IPSIO SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330 白抜け） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。 

3. 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを 2 本引き抜き

ます。 

5. トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部に押し込みます。 

6. 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。 

7. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：用紙帯電 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（IPSIO SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330 擦ったら剥がれる） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。 

3. 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを 2 本引き抜き

ます。 

5. トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部に押し込みます。 

6. 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。 

7. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

原因３：プリンタと外気温の温度差 

対処方法：温度差をなくす。 

1. 一度時間をおき、プリンタの温度と外気温を同じにします。 

2. 印刷を行います。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 
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（IPSIO SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330 全体に不要な色がつく） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。 

3. 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを 2 本引き抜き

ます。 

5. トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部に押し込みます。 

6. 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。 

7. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

  

対処方法 
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原因３：プリンタ内部に異物 

対処方法：プリンタ内部の異物を確認し、除去する。 

プリンタを開け、異物がある場合は除去します。 

 

 

 

 

 

 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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（IPSIO SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330 点汚れ） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。 

3. 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを 2 本引き抜き

ます。 

5. トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部に押し込みます。 

6. 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。 

7. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

  

対処方法 



181 

 

 

 

原因３：プリンタ内部汚れ 

対処方法：用紙経路の清掃を実施する。 

プリンタを開け、紙粉やトナーが飛散している場合は柔らかい布で拭き取ります。 

 

 

 

 

 

 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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（IPSIO SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330 部分汚れ） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。 

3. 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを 2 本引き抜き

ます。 

5. トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部に押し込みます。 

6. 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。 

7. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

  

対処方法 
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原因３：プリンタ内部汚れ 

対処方法：用紙経路の清掃を実施する。 

プリンタを開け、紙粉やトナーが飛散している場合は柔らかい布で拭き取ります。 

 

 

 

 

 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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（IPSIO SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330 二重写り） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。 

3. 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを 2 本引き抜き

ます。 

5. トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部に押し込みます。 

6. 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。 

7. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

原因３：用紙の吸湿 

対処方法；用紙を交換する。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（IPSIO SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330 真っ白） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法 1：トナーカートリッジのシールを確認する。 

トナーカートリッジを確認し、シールが抜かれているか確認する。 

 

対処方法 2：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。 

3. 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを 2 本引き抜き

ます。 

5. トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部に押し込みます。 

6. 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。 

7. 前カバーを閉めます。 

 

原因 2：レーザーユニット劣化 

対処方法：レーザーユニットを交換する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（IPSIO SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330 真っ黒） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。 

3. 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを 2 本 引き抜

きます。 

5. トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部に押し込みます。 

6. 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。 

7. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：転写ユニット破損・異物 

対処方法：転写ユニットの取り付け位置を確認する、異物があれば除去する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（IPSIO SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330 紙詰まり） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。 

3. 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを 2 本引き抜き

ます。 

5. トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部に押し込みます。 

6. 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。 

7. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：給紙ローラー劣化 

対処方法：給紙ローラーを交換する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

原因３：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

  

対処方法 
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原因４：用紙帯電 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

原因５：プリンタ内部に異物 

対処方法：プリンタ内部の異物を確認し、除去する。 

プリンタを開け、異物があれば除去します。 

 

 

 

 

 

 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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（IPSIO SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330 薄い） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。 

3. 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを 2 本引き抜き

ます。 

5. トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部に押し込みます。 

6. 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。 

7. 前カバーを閉めます。  

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（IPSIO SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330 色むら） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。 

3. 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを 2 本引き抜き

ます。 

5. トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部に押し込みます。 

6. 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。 

7. 前カバーを閉めます。 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（IPSIO SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330 にじみ） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。 

3. 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを 2 本引き抜き

ます。 

5. トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部に押し込みます。 

6. 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。 

7. 前カバーを閉めます。  

 

原因２：用紙帯電 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（IPSIO SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330 異音） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジの交換をする。 

1. 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。 

2. トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。 

3. 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。 

4. トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを 2 本引き抜き

ます。 

5. トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部に押し込みます。 

6. 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。 

7. 前カバーを閉めます。  

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

  

対処方法 
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原因３：プリンタ内部に異物 

対処方法：プリンタ内部の異物を確認し、除去する。 

プリンタを開け、紙粉やトナーが飛散している場合は柔らかい布で拭き取ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 
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（IPSIO SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330 印字ずれ） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：転写ユニット汚れ 

対処方法：転写ユニットを清掃する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

原因２：定着ユニットの劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 



195 

 

 

 

(IPSIO SP6410/6420/6430/6440/6450 線) 

以下のような要因が考えられます。 

症状１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

症状２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニット交換 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

症状３：レーザー部の汚れ 

対処方法：レーザー部の清掃を実施する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html
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(IPSIO SP6410/6420/6430/6440/6450 帯) 

以下のような要因が考えられます。 

症状１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

症状２：プリンタ内部に汚れ 

対処方法：プリンタ内部の清掃を実施する。 

プリンタを開け、紙粉やトナーが飛散している場合は柔らかい布で拭き取ります。 

 

症状３：転写ユニットの汚れ 

対処方法：転写ユニットの清掃を実施する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html
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 (IPSIO SP6410/6420/6430/6440/6450 白抜け) 

以下のような要因が考えられます。 

症状１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

症状２：用紙帯電 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

原因３：レーザー部の汚れ 

対処方法：レーザー部の清掃を実施する 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html
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 (IPSIO SP6410/6420/6430/6440/6450 擦ったら剥がれる) 

以下のような要因が考えられます。 

症状１：封筒レバーが下がっている 

対処方法：封筒レバーを垂直にする。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_envelope_lever.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

症状２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニット交換 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

症状３：プリンタと外気温の温度差 

対処方法：プリンタと外気温の温度差を同じにする。 

1. 一度時間をおき、プリンタの温度と外気温を同じにします。 

2. 印刷を行います。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_envelope_lever.html
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(IPSIO SP6410/6420/6430/6440/6450 全体に不要な色がつく) 

以下のような要因が考えられます。 

症状１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

症状２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニット交換 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html
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 (IPSIO SP6410/6420/6430/6440/6450 点汚れ) 

以下のような要因が考えられます。 

症状１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

症状２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニット交換 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html
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 (IPSIO SP6410/6420/6430/6440/6450 部分汚れ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：プリンタ内部の汚れ 

対処方法：プリンタ内部を清掃する。 

プリンタを開け、紙粉やトナーが飛散していた場合は柔らかい布で拭き取ります。 

 

症状２：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

症状３：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニット交換 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html
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 (IPSIO SP6410/6420/6430/6440/6450 二重写り) 

以下のような要因が考えられます。 

症状１：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニット交換 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

症状２：用紙の吸湿 

対処方法：用紙を新しいものに変更する。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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 (IPSIO SP6410/6420/6430/6440/6450 真っ白) 

以下のような要因が考えられます。 

症状１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html
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(IPSIO SP6410/6420/6430/6440/6450 真っ黒) 

以下のような要因が考えられます。 

症状１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

症状２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニット交換 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html
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(IPSIO SP6410/6420/6430/6440/6450 異音) 

以下のような要因が考えられます。 

症状１：トナーカートリッジ 

対処方法：トナーカートリッジを交換する。 

1. 前カバーを開けます。 

2. トナーカートリッジを引き出します。 

3. 右についているレバーのロックを解除し、新しいトナーカートリッジをセットしてくださ

い。 

4. トナーカートリッジをお入れください。 

 

症状２：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

症状３：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニット交換 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html
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(IPSIO SP6410/6420/6430/6440/6450 薄い) 

以下のような要因が考えられます。 

症状１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

症状２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニット交換 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html
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 (IPSIO SP6410/6420/6430/6440/6450 色むら) 

以下のような要因が考えられます。 

症状１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

症状２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニット交換 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html
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(IPSIO SP6410/6420/6430/6440/6450 にじみ) 

以下のような要因が考えられます。 

症状１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

症状２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニット交換 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

症状３：転写ユニット劣化 

対処方法：転写ユニットの交換を実施する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html
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(IPSIO SP6410/6420/6430/6440/6450 印字ずれ) 

以下のような要因が考えられます。 

症状１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジを交換する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

症状２：定着ユニットの劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/6400_drum_replacement.html
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 (IPSIO SP C710/C711/ C720/C721/C740/C750/C751 線) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムユニット 

対処方法：ドラムユニットの交換を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

症状２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニット交換 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html
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 (IPSIO SP C710/C711/ C720/C721/C740/C750/C751 帯) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムユニット 

対処方法：ドラムユニットの交換を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

症状２：転写ユニット劣化 

対処方法：転写ユニットの交換を実施する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html
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 (IPSIO SP C710/C711/ C720/C721/C740/C750/C751 白抜け) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムユニット 

対処方法：ドラムユニットの交換を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：レーザー部汚れ 

対処方法：レーザー部の清掃を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_cleaningLED.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html
https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_cleaningLED.html
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 (IPSIO SP C710/C711/ C720/C721/C740/C750/C751 擦ったら剥がれる) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニット交換 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

原因２：用紙の吸湿 

対処方法：用紙を新しいものに交換する。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(IPSIO SP C710/C711/ C720/C721/C740/C750/C751 全体に不要な色がつく) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムユニット 

対処方法：ドラムユニットの交換を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html
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(IPSIO SP C710/C711/ C720/C721/C740/C750/C751 点汚れ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムユニット 

対処方法：ドラムユニットの交換を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因 2：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニット交換 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html
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 (IPSIO SP C710/C711/ C720/C721/C740/C750/C751 部分汚れ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムユニット 

対処方法：ドラムユニットの交換を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニット交換 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

症状３：転写ユニット劣化 

対処方法：転写ユニットの交換を実施する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html
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(IPSIO SP C710/C711/ C720/C721/C740/C750/C751 二重写り) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムユニット 

対処方法：ドラムユニットの交換を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニット交換 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

症状３：転写ユニット劣化 

対処方法：転写ユニットの交換を実施する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html
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(IPSIO SP C710/C711/ C720/C721/C740/C750/C751 色むら) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムユニット 

対処方法：ドラムユニットの交換を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：レーザー部の汚れ 

対処方法：レーザー部の清掃を実施する。 

下の URL をクリックしてください。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_cleaningLED.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html
https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_cleaningLED.html
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(IPSIO SP C710/C711/ C720/C721/C740/C750/C751 真っ白) 

以下のような要因が考えられます。 

原因 1：レーザー部接触不良 

対処方法；レーザー部のケーブル調整を実施する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(IPSIO SP C710/C711/ C720/C721/C740/C750/C751 真っ黒) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムユニット 

対処方法：ドラムユニットの交換を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html
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 (IPSIO SP C710/C711/ C720/C721/C740/C750/C751 色味不良) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムユニット 

対処方法：ドラムユニットの交換を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html
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(IPSIO SP C710/C711/ C720/C721/C740/C750/C751 薄い) 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムユニット 

対処方法：ドラムユニットの交換を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：レーザー部の汚れ 

対処方法：レーザー部の清掃を実施する。 

下の URL をクリックしてください。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_cleaningLED.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html
https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_cleaningLED.html


223 

 

 

 

(IPSIO SP C710/C711/ C720/C721/C740/C750/C751 異音) 

以下のような要因が考えられます。 

原因 1：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニット交換 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

原因 2：転写ユニット劣化 

対処方法：転写ユニットの交換を実施する。 

リコーテクニカルセンターにご連絡ください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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(IPSIO SP C710/C711/ C720/C721/C740/C750/C751 にじみ) 

以下のような要因が考えられます。 

原因 1：ドラムユニット 

対処方法 1：ドラムユニットの交換を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

対処方法 2：トナーカートリッジの交換を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_tonercartridge_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_drum_replacement.html
https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C740_tonercartridge_replacement.html
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（DocuPrint C4000d/C5000d 線） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

下のURLをクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因 2：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因 3：中間転写ユニット・ベルトクリーナー劣化 

対処方法：中間転写ユニットやベルトクリーナーの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
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（DocuPrint C4000d/C5000d 帯） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

下のURLをクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因３：用紙帯電 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
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（DocuPrint C4000d/C5000d 白抜け） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：レーザー部汚れ 

対処方法：レーザー部の清掃を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_laser_cleaning.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因３：用紙帯電 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_laser_cleaning.html
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（DocuPrint C4000d/C5000d 擦ったら剥がれる） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットを交換する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因２：トナーカートリッジおよび現像ユニット 

対処方法：トナーカートリッジと現像ユニット交換を実施する。 

現像ユニットの交換は XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因３：用紙厚さミスマッチ 

対処方法：用紙厚さ設定を変更する。 

1.  プリンタ本体の操作パネルのメニューボタンを押します。 

2. 機械管理者メニューが表示されるまで▼ボタンを押し、OK ボタンを押します。 

3. ネットワーク/ポート設定が表示され、OK ボタンを押します 

4. プリント設定が表示されるまで▼ボタンを押し、OK ボタンを押します。 

5. トレイの用紙種類が表示されるまで▼ボタンを押し、OK ボタンを押します。 

6. 希望の用紙トレイを選択します。 

7. 現在の設定値が表示されますので、設定したい用紙種類を選択します。 

8. OK ボタンを押します。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

  

対処方法 
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（DocuPrint C4000d/C5000d 全体に不要な色がつく） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因３：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因４：中間転写ユニット・ベルトクリーナーの劣化 

対処方法：中間転写ユニットやベルトクリーナーの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
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（DocuPrint C4000d/C5000d 点汚れ） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因２：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因３：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

下のURLをクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
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（DocuPrint C4000d/C5000d 部分汚れ） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：転写ユニット・ベルトクリーナー劣化 

対処方法：転写ユニットやベルトクリーナーの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因３：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

下のURLをクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
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（DocuPrint C4000d/C5000d 二重写り） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：中間転写ユニット・ベルトクリーナー劣化 

対処方法：中間転写ユニットやベルトクリーナーの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因３：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

下のURLをクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
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（DocuPrint C4000d/C5000d 色むら） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因２：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

下のURLをクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因３：レーザー部汚れ 

対処方法：レーザー部清掃 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_laser_cleaning.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_laser_cleaning.html
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（DocuPrint C4000d/C5000d 真っ白） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因２：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

下のURLをクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
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（DocuPrint C4000d/C5000d 真っ黒） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因２：二次転写ユニット汚れ・劣化 

対処方法：二次転写ユニットの清掃・交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（DocuPrint C4000d/C5000d 色味不良） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：現像ユニット劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因２：ドラムカートリッジ 

対処方法：ドラムカートリッジの交換を実施する。 

下のURLをクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因３：レーザー部の汚れ 

対処方法：レーザー部清掃 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_laser_cleaning.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_drum_replacement.html
https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_laser_cleaning.html
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（DocuPrint C4000d/C5000d 薄い） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：レーザー部汚れ 

対処方法：レーザー部清掃 

下の URL をクリックして下さい。 

動画の再生が始まりますので、対処方法をお試しください。 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_laser_cleaning.html 

（ご覧いただくためには ID とパスワードが必要です。発行をご希望される方はこちらへ） 

 

原因２：定着ユニット劣化 

対処方法：定着ユニットの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

原因３：現像ユニットの劣化 

対処方法：現像ユニットの交換を実施する。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 

https://www.selavie.co.jp/fuguai-manual/C5000d_laser_cleaning.html
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（DocuPrint C4000d/C5000d 異音） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：プリンタ内部に異物 

対処方法：プリンタ内部に確認し、除去する。 

プリンタを空け、内部に紙粉やトナーが飛散していた場合は柔らかい布で拭きとる。 

 

原因 2：給紙ローラー劣化 

対処方法：給紙ローラーの交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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（DocuPrint C4000d/C5000d にじみ） 

以下のような要因が考えられます。 

原因１：二次転写ユニット汚れ・劣化 

対処方法：二次転写ユニットの清掃・交換を実施する。 

XEROX プリンターサポートデスクにお問い合わせください。 

 

原因２：用紙帯電 

対処方法：用紙をさばく。 

トレイの中の用紙を取り出し、パラパラと用紙をまんべんなくさばいてください。 

 

※上記で解決しない場合は、お手数ですがメーカーメーカーサービスへご連絡ください。 

 

メーカー選択に戻る 

症状選択に戻る 

 

  

対処方法 
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ID・パスワード発行/対象機種が本書に記載がないときの連絡先 

動画をご覧いただくには ID・パスワードが必要になります。 

ID・パスワードの発行をご希望される方は、下記の連絡先までご連絡ください。 

また、ご使用中の機種の記載がない場合も下記の連絡先までご連絡ください。 

 

・株式会社セラビ 本社 

TEL:011-789-6116 メール: info@selavie.co.jp 

・首都圏支店 

TEL:045-263-6667 メール: info-yokohama@selavie.co.jp 

・福岡支店 

 TEL：092-437-1550 メール: info-fukuoka@selavie.co.jp 

・熊本支店 

 TEL：096-340-1113 メール: info-kumamoto@selavie.co.jp 

 

トップページに戻る 
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