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はじめにはじめにはじめにはじめに
弊社プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。magicolor 5430 DL は、

Windows、Macintosh、TCP/IP ネットワーク環境でお使いいただくのに最適なプリンタです。

ユーザー登録についてユーザー登録についてユーザー登録についてユーザー登録について
プリンタ本体には、ユーザー登録申込書が入っています。必要事項をご記入の上、弊社にご返

送ください。

ユーザー登録の情報をもとに保証書を発行致しますので、かならずユーザー登録申込書をご返

送頂けますようお願いいたします。

弊社の Web からもユーザー登録を行うことができます。

登録商標および商標登録商標および商標登録商標および商標登録商標および商標
KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTA ロゴおよび PageScope は、コニカミノルタホール

ディングス株式会社の商標または、登録商標です。magicolor は、コニカミノルタビジネステ

クノロジーズ株式会社の商標または、登録商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

著作権について著作権について著作権について著作権について
本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコ

ニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もし

くはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。

Copyright © 2004 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi 
Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved.

本書について本書について本書について本書について
本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述

漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがあ

りましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの目的に対す

る利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本機を操作・運用したことによる偶然の損害、特別・重大な損害

などの影響ついて、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は保証・責任を負いかね

ますのでご了承ください。
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お使いになる前にお使いになる前にお使いになる前にお使いになる前に
このマニュアルには、magicolor 5430 DL に同梱されている magicolor 5430 
DL Utilities & Documentation CD-ROM の機能と内容、およびこの CD-ROM
からのプリンタドライバのインストール方法などが記述されています。

CD-ROM の構成の構成の構成の構成

CD-ROM の起動の起動の起動の起動

1 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。

2 magicolor 5430 DL Utilities & 
Documentation CD-ROM を
CD-ROM/DVD ドライブに入
れます。

インストールプログラムが
自動的に起動し、イントロイントロイントロイントロ
ダクションダクションダクションダクション画面が表示され
ます。

3 で囲んであるボタン
をクリックして次の画面

（メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー画面）に進
みます。

インストールプログラムで使用するボタンは次のとおりです。

CD-ROM 構成の項目構成の項目構成の項目構成の項目 説明説明説明説明

プリンタのセットアッ
プ

プリンタドライバをインストールできます。詳細
は「プリンタドライバのインストール」（p.18）を

ごらんください。

マニュアル 各種マニュアル（インストレーションガイド、
ユーザーズガイド、リファレンスガイド）、
Readme を参照できます。詳細は「マニュアル」

（p.44）をごらんください。

消耗品の注文 コンピュータの Web ブラウザから消耗品を注文で

きます。詳細は消耗品の注文をごらんください。

ユーザー登録 コンピュータの Web ブラウザからユーザー登録を

行うことができます。詳細は「ユーザー登録（オ
ンライン登録）」（p.46）をごらんください。

：次の画面に進みます

：インストールプログラムを終了します
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インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM
の中の setup アイコンをダブルクリックしてください。

4 メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー画面からお
好みの項目を選択します。

設置スペース設置スペース設置スペース設置スペース

操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スペー
スを確保してください。

：メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー画面に戻ります

：前の画面に戻ります
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単位：mm

正面図

右側面図
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設置設置設置設置
ご注意ご注意ご注意ご注意

プリンタは約プリンタは約プリンタは約プリンタは約 36 kg あります（消耗品を含む）。プリンタを持ち上げて移動あります（消耗品を含む）。プリンタを持ち上げて移動あります（消耗品を含む）。プリンタを持ち上げて移動あります（消耗品を含む）。プリンタを持ち上げて移動
するときは、必ずするときは、必ずするときは、必ずするときは、必ず 2 人以上で行ってください。人以上で行ってください。人以上で行ってください。人以上で行ってください。

内容物の確認内容物の確認内容物の確認内容物の確認

内容物がすべて揃っていることを確認してください。

プリンタ（廃トナーボトル、トナーカートリッジが装着済み）

排紙トレイ

レーザーレンズ清掃具

電源ケーブル

magicolor 5430 DL Utilities & Documentation CD-ROM

ユーザー登録申込書

ジェネラルインフォメーションガイド

インストレーションガイド（本書）

コンピュータとの接続ケーブルは含まれていません。販売店または
コンピュータショップにてお買い求めください。
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プリンタの設置プリンタの設置プリンタの設置プリンタの設置

プリンタを移動または発送するときのために、梱包材や保護材は保
管しておくことをお薦めします。

1 梱包箱の上フタを開いて、
magicolor 5430 DL Utilities & 
Documentation CD-ROM、
電源ケーブル、レーザーレ
ンズ清掃具、排紙トレイ、
本書、保護材などの内容物
を取り出します。

図の要領で止め具（4 箇所）
を外し、梱包箱を上へ引き
上げて取り外します。

2 ビニールの保護カバーをプ
リンタから取り外します。

3 図に示す位置に手をかけ、2
人以上でプリンタを箱から
持ち上げ、水平で頑丈な場
所に置きます。

ご注意ご注意ご注意ご注意

必ず正しい位置に手をかけてプ必ず正しい位置に手をかけてプ必ず正しい位置に手をかけてプ必ず正しい位置に手をかけてプ
リンタを持ち上げてください。リンタを持ち上げてください。リンタを持ち上げてください。リンタを持ち上げてください。
指定位置以外を持ち上げた場指定位置以外を持ち上げた場指定位置以外を持ち上げた場指定位置以外を持ち上げた場
合、プリンタの損傷や落下の危合、プリンタの損傷や落下の危合、プリンタの損傷や落下の危合、プリンタの損傷や落下の危
険があります。険があります。険があります。険があります。

4 プリンタの外装部を固定し
ている保護テープをすべて
取り外します。
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5 前ドアを開きます。

6 保護テープ（2 箇所）と保護
材（1 箇所）を取り外しま
す。
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7 各色のトナーカートリッジ
の保護ネジにコインをあて、
コインを回して①、ネジを
外します②。

8 各色のトナーカートリッジ
の保護フィルムを外します。
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9 前ドアを閉めます。

10 レバーを引き①、右サイド
カバーを開きます②。
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11 定着レバー（2 箇所）を解除
し①、定着カバーを開きま
す②。

12 保護材（2 箇所）を取り外
し、定着カバーを閉めます。
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13 定着レバー（2 箇所）を固定
し①、右サイドカバーを閉
めます②。

14 トレイ 1 を引き出します。

15 トレイ 1 からテープ（3 箇所）
と保護材（5 箇所）を取り外
します。

ご注意ご注意ご注意ご注意

給紙ローラーの表面には手を触給紙ローラーの表面には手を触給紙ローラーの表面には手を触給紙ローラーの表面には手を触
れないようご注意ください。もれないようご注意ください。もれないようご注意ください。もれないようご注意ください。も
し手で触れてしまった場合は、し手で触れてしまった場合は、し手で触れてしまった場合は、し手で触れてしまった場合は、
乾いた布でローラーの表面の汚乾いた布でローラーの表面の汚乾いた布でローラーの表面の汚乾いた布でローラーの表面の汚
れを拭きとってください。れを拭きとってください。れを拭きとってください。れを拭きとってください。
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16 用紙をセットします。

普通紙以外の用紙の
セットについては

「magicolor 5430 DL
ユーザーズガイド」

（CD-ROM 内の PDF
マニュアル）をごら
んください。

17 トレイ 1を元の位置に戻しま
す。

18 排紙トレイの保護テープを
取り外します。

19 排紙トレイを取り付けます。
設置10



20 レーザーレンズ清掃具ホル
ダーのテープをはがします。

21 レーザーレンズ清掃具ホル
ダーをプリンタの背面に貼
り付けます。

22 レーザーレンズ清掃具ホル
ダーにレーザーレンズ清掃
具を差し込みます。

50 mm
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電源の投入電源の投入電源の投入電源の投入

ご注意ご注意ご注意ご注意

プリンタのオプション（給紙ユニット（トレイプリンタのオプション（給紙ユニット（トレイプリンタのオプション（給紙ユニット（トレイプリンタのオプション（給紙ユニット（トレイ 2、トレイ、トレイ、トレイ、トレイ 3）、両面プリン）、両面プリン）、両面プリン）、両面プリン
トユニット）をご購入いただいた場合は必ず、プリンタの電源を入れる前にトユニット）をご購入いただいた場合は必ず、プリンタの電源を入れる前にトユニット）をご購入いただいた場合は必ず、プリンタの電源を入れる前にトユニット）をご購入いただいた場合は必ず、プリンタの電源を入れる前に
装着してください。装着方法については「装着してください。装着方法については「装着してください。装着方法については「装着してください。装着方法については「magicolor 5430 DL ユーザーズユーザーズユーザーズユーザーズ
ガイド」をごらんください。ガイド」をごらんください。ガイド」をごらんください。ガイド」をごらんください。

1 プリンタの電源がオフになっていることを確認します。

2 プリンタの電源ケーブルを
プリンタに接続します。

3 電源ケーブルをコンセントに接続します。

4 プリンタの電源をオンにし
ます。

ウォームアップ（30 秒以下）
の後、操作パネルの「印刷
可」ランプが点灯します。

プリンタの電源を入れて
ウォームアップ終了後でも
「印刷可」ランプが点灯しな
い場合は、電源ケーブルの
接続をもう一度確認してく
ださい。
設置12



必要なシステム必要なシステム必要なシステム必要なシステム
コンピュータ：
Pentium 2 400 MHz 以上の CPU を搭載した IBM PC/AT 互換機

（Pentium 3 500 MHz 以上を推奨 )

オペレーティングシステム：
– Microsoft Windows XP Home Edition/Professional, Windows Server 

2003, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE, Windows NT 4.0

– Mac OS X v10.2 以降

Macintosh のプリンタドライバについては、「magicolor 5430 DL 
リファレンスガイド」（CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごら
んください。

空きハードディスク容量：
– 約 20 MB（プリンタドライバとステータスディスプレイ）

– 約 128 MB（画像処理）

メモリ：
OS が推奨する以上（128MB 以上を推奨）

CD-ROM/DVD ドライブ

インターフェース：
– 10Base-T/100Base-TX（IEEE 802.3）イーサネット（Ethernet）イ

ンターフェースポート

– USB 2.0 以上準拠インターフェースポート

USB 接続でお使いの場合、以下の条件を満たしている必要があり
ます。
お使いのコンピュータに、Windows XP Home Edition/
Professional, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Me, 
Windows 98SE がインストールされていること。
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ネットワーク接続の場合の準備ネットワーク接続の場合の準備ネットワーク接続の場合の準備ネットワーク接続の場合の準備

プリンタをネットワークに接続してお使いになる場合、プリンタに IP アド
レスが割り当てられている必要があります。2 種類の方法のいずれかで設定
を行います。詳しくは「magicolor 5430 DL リファレンスガイド」
（CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

DHCP を使用する場合

アドレスを手動設定する場合

DHCP を使用する場合を使用する場合を使用する場合を使用する場合

お使いのネットワークで DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）を
使用している場合は、プリンタの電源をオンにすると、DHCP サーバに
よってプリンタの IP アドレスが自動的に割り当てられます。

プリンタの IP アドレスが自動的に設定されない場合は、プリンタの
設定で DHCP が使用可能になっているかを確認してください

（ｽﾍﾟｼｬﾙ ﾍﾟｰｼﾞ / ﾌﾟﾘﾝﾄ ﾄｳｹｲﾃﾞｰﾀ ﾍﾟｰｼﾞ）。DHCP が使用可能になって
いない場合は、「ﾈｯﾄﾜｰｸ /DHCP BOOTP」メニューで設定を「ｵﾝ」に
してください。

1 プリンタをネットワークに接続します。

10Base-T/100Base-TX ケーブルのコネクタ（RJ45）を、プリンタのイ
ンターフェースパネルのイーサネットポートに差し込んで、プリンタを
ネットワークに接続します。

2 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。

プリンタのメッセージ画面に「ﾚﾃﾞｨ」と表示されます。
必要なシステム14



アドレスを手動設定する場合アドレスを手動設定する場合アドレスを手動設定する場合アドレスを手動設定する場合

以下の方法で、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ
を手動で設定変更することができます。

手動で IP を設定する場合は、「ﾈｯﾄﾜｰｸ /DHCP BOOTP」メニューで設
定を「ｵﾌ」にしてください。

ご注意ご注意ご注意ご注意

プリンタのプリンタのプリンタのプリンタの IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡
してください。してください。してください。してください。

IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイは、DHCP と BOOTP 両
方がオフ設定の時のみ表示されます。

1 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。

プリンタのメッセージ画面に「ﾚﾃﾞｨ」と表示されます。

2 IP アドレスの設定を行います。

押すキー ディスプレイ（このように表示されるまで）

ﾚﾃﾞｨ

ﾒﾆｭｰ
ｽﾍﾟｼｬﾙﾍﾟｰｼﾞ

ﾒﾆｭｰ
ﾈｯﾄﾜｰｸ

IP ｱﾄﾞﾚｽ
192.168.1.2

IP ｱﾄﾞﾚｽ
192.168.1.2

、 キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。

（各 3 桁中の上位桁の 0 は表示されません。例えば、“001”は“1”と

表示されます。）

、 キーを押して各桁の数値を増減させます。

IP ｱﾄﾞﾚｽ
xxx.xxx.xxx.xxx
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3 サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順 5 にすすん
でください。

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順 4
にすすんでください。

サブネットマスクを設定する場合は、以下の操作を行います。

4 ゲートウェイを設定しない場合は、手順 5 にすすんでください。

ゲートウェイを設定する場合は、以下の操作を行います。

押すキー ディスプレイ（このように表示されるまで）

ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ
255.255.255.0

ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ
255.255.255.0

、 キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。

（各 3 桁中の上位桁の 0 は表示されません。例えば、“001”は“1”と

表示されます。）

、 キーを押して各桁の数値を増減させます。

ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ
XXX.XXX.XXX.XXX

押すキー ディスプレイ（このように表示されるまで）

ｹﾞｰﾄｳｪｲ
192.168.1.1

ｹﾞｰﾄｳｪｲ
192.168.1.1

、 キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。

（各 3 桁中の上位桁の 0 は表示されません。例えば、“001”は“1”と

表示されます。）

、 キーを押して各桁の数値を増減させます。

ｹﾞｰﾄｳｪｲ
xxx.xxx.xxx.xxx
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5 設定変更を保存し、プリンタを印刷可能な状態に戻します。

6 トウケイデータページ（Configuration Page）を印刷し、IP アドレス、サ
ブネットマスク、ゲートウェイが正しく設定されているかを確認しま
す。

プリンタのメッセージ画面に「ﾚﾃﾞｨ」と表示されます。

押すキー ディスプレイ（このように表示されるまで）

キーを 2 回押して、以下の表示に戻します。

ﾚﾃﾞｨ

押すキー ディスプレイ（このように表示されるまで）

ﾚﾃﾞｨ

ﾒﾆｭｰ
ｽﾍﾟｼｬﾙ ﾍﾟｰｼﾞ

ﾌﾟﾘﾝﾄ
ﾄｳｹｲﾃﾞｰﾀ ﾍﾟｰｼﾞ
必要なシステム 17



プリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストール
ご注意ご注意ご注意ご注意

USB 接続の場合は画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケー接続の場合は画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケー接続の場合は画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケー接続の場合は画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケー
ブルで接続しないでください。ブルで接続しないでください。ブルで接続しないでください。ブルで接続しないでください。

お使いの OS にあわせて、プリンタドライバをインストールします。ここで
は、Windows をお使いの場合の操作を説明します。Macintosh をお使いの
場合は、「magicolor 5430 DL リファレンスガイド」（CD-ROM 内の PDF マ
ニュアル）をごらんください。

1 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。

2 magicolor 5430 DL Utilities & 
Documentation CD-ROM を
CD-ROM/DVD ドライブに入
れます。

インストールプログラムが
自動的に起動し、イントロイントロイントロイントロ
ダクションダクションダクションダクション画面が表示され
ます。

3 で囲んであるボタン
をクリックして次の画面
（メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー画面）に進
みます。

4 メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー画面から
「プリンタのセットアッププリンタのセットアッププリンタのセットアッププリンタのセットアップ」
をクリックします。
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ソフトウェア使用許諾契約ソフトウェア使用許諾契約ソフトウェア使用許諾契約ソフトウェア使用許諾契約画面が表示されますので、内容をお読みくだ
さい。「受諾する受諾する受諾する受諾する」を選択して［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックします。

5 プリンタを使用する環境や OS にあわせて接続タイプを選択します。

プリンタドライバのインストール後に「プリンタオプションプリンタオプションプリンタオプションプリンタオプション」が
表示されます（p. 43）。

ネットワーク接続の場合 p. 20 へ

USB 接続の場合 p. 24 へ
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ネットワーク接続の場合ネットワーク接続の場合ネットワーク接続の場合ネットワーク接続の場合

ネットワークに接続してお使いになる場合、あらかじめ、10Base-T/
100Base-TX ケーブルをイーサネットポートに接続し、プリンタに
IP アドレスが割り当てられている必要があります。

1「ネットワークネットワークネットワークネットワーク」を選択し、［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックします。

2「ネットワーク接続可能プリンタネットワーク接続可能プリンタネットワーク接続可能プリンタネットワーク接続可能プリンタ」を選択し、［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリック
します。

すでにプリンタがネットワーク上で共有設定されている場合、
「Microsoft Windows Network」を選択します。
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3 プリンタの検索方法を選択し、［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックします。

プリンタの IP アドレスが「192.168.1.2」あるいは
「161.33.128.24」の場合、プリンタドライバをインストールする
ことができません。別の IP アドレスをプリンタへ設定してくだ
さい。

プリンタの IP アドレスやハードウェアアドレスが不明の場合、「プリプリプリプリ
ンタリストからプリンタを検索しますンタリストからプリンタを検索しますンタリストからプリンタを検索しますンタリストからプリンタを検索します」を選択します。
通常この検索方法を選択します。

プリンタの IP アドレスが分かっている場合、「IP アドレスでプリンタアドレスでプリンタアドレスでプリンタアドレスでプリンタ
を検索しますを検索しますを検索しますを検索します」を選択し、IP アドレスを入力します。

プリンタのハードウェアアドレス（MAC アドレス）が分かっている
場合、「ハードウェアアドレスでプリンタを検索しますハードウェアアドレスでプリンタを検索しますハードウェアアドレスでプリンタを検索しますハードウェアアドレスでプリンタを検索します」を選択し、
ハードウェアアドレスを入力します。

ハードウェアアドレスは、トウケイデータページ
（Configuration Page）で確認できます。
トウケイデータページ（Configuration Page）の印刷方法につ
いては、「magicolor 5430 DL ユーザーズガイド」（CD-ROM
内の PDF マニュアル）をごらんください。

一時的にプリンタがネットワークに接続されていない場合、「検索回検索回検索回検索回
避避避避」を選択し、任意に設定した IP アドレスを入力します。

「検索回避検索回避検索回避検索回避」を使用する場合、あらかじめ操作パネルで任意の
IP アドレスを設定しておく必要があります。プリンタの検索
は行われず、設定した IP アドレスからプリンタが特定されま
す。手順 4 のデバイスリストは表示されませんので、手順 5
へ進みます。
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4 デバイスリストからプリンタを選択し、［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックしま
す。

［情報の更新情報の更新情報の更新情報の更新］ボタンをクリックすると、検索されたプリンタの情報
が最新のものに更新されます。

デバイスリストからプリンタを選択し、［プリンタ設定の修正プリンタ設定の修正プリンタ設定の修正プリンタ設定の修正］ボタ
ンをクリックすると、下記の画面が表示され、プリンタの設定を変
更できます。設定変更後［変更の送信変更の送信変更の送信変更の送信］ボタンをクリックしてくだ
さい。

ここでは、「プリンタ名プリンタ名プリンタ名プリンタ名」、「IP アドレスアドレスアドレスアドレス」、「デフォルトルーデフォルトルーデフォルトルーデフォルトルー
タタタタ」、「サブネットマスクサブネットマスクサブネットマスクサブネットマスク」の設定を変更できます。
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5 プリンタドライバリストからモデル名を選択し、［次へ次へ次へ次へ］ボタンをク
リックします。

プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」（p.43）
に進みます。
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USB 接続の場合接続の場合接続の場合接続の場合

ご注意ご注意ご注意ご注意

画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケーブルで接続しないで画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケーブルで接続しないで画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケーブルで接続しないで画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケーブルで接続しないで
ください。ください。ください。ください。

1「USB」を選択し、［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックします。

2 プリンタドライバリストから「KONICA MINOLTA magicolor 5430DL」
を選択し、［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックします。
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3 プリンタドライバのインストール手順が表示されますので、内容をお読
みください。

4 プリンタとコンピュータを接続します。USB ケーブルの一方をコン
ピュータの USB ポートに、もう一方をプリンタの USB ポートに接続し
ます。

5 お使いの OS にあわせて、それぞれのインストール方法に進みます。

Windows XP/Server 2003 をお使いの場合 p. 26 へ

Windows 2000 をお使いの場合 p. 28 へ

Windows Me をお使いの場合 p. 32 へ

Windows 98SE をお使いの場合 p. 37 へ
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Windows XP/Server 2003 をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合

1「新しいハードウェアの検出ウィザード新しいハードウェアの検出ウィザード新しいハードウェアの検出ウィザード新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。「一覧または一覧または一覧または一覧または
特定の場所からインストールする（詳細）特定の場所からインストールする（詳細）特定の場所からインストールする（詳細）特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、［次へ次へ次へ次へ］ボタンを
クリックします。

2「次の場所で最適のドライバを検索する次の場所で最適のドライバを検索する次の場所で最適のドライバを検索する次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、「次の場所を含め次の場所を含め次の場所を含め次の場所を含め
るるるる」を選択します。

3［参照参照参照参照］ボタンをクリックします。CD-ROM を参照し、
「drivers\\\\w2k-xp\\\\main\\\\japanese」を指定し、［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリッ
クします。

インストールが開始されます。
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4［完了完了完了完了］ボタンをクリックします。

5［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックします。

プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」（p.43）
に進みます。
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Windows 2000 をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合

1「新しいハードウェアの検出ウィザード新しいハードウェアの検出ウィザード新しいハードウェアの検出ウィザード新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。［次へ次へ次へ次へ］ボタ
ンをクリックします。

2「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、［次へ次へ次へ次へ］ボ
タンをクリックします。
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3「場所を指定場所を指定場所を指定場所を指定」を選択し、［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックします。

4［参照参照参照参照］ボタンをクリックします。CD-ROM を参照し、
「drivers\\\\w2k-xp\\\\main\\\\japanese」を指定し、［OK］ ボタンをクリック
します。
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5［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックします。

インストールが開始されます。

6［完了完了完了完了］ボタンをクリックします。
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7［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックします。

プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」（p.43）
に進みます。
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Windows Me をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合

Windows Me をお使いの場合、プリンタドライバをインストールする
前に、USB デバイスドライバをインストールする必要があります。

USB デバイスドライバのインストールデバイスドライバのインストールデバイスドライバのインストールデバイスドライバのインストール

1「新しいハードウェアの追加ウィザード新しいハードウェアの追加ウィザード新しいハードウェアの追加ウィザード新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。「ドライバのドライバのドライバのドライバの
場所を指定する（詳しい知識のある方向け）場所を指定する（詳しい知識のある方向け）場所を指定する（詳しい知識のある方向け）場所を指定する（詳しい知識のある方向け）」を選択し、［次へ次へ次へ次へ］ボタン
をクリックします。

2「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、
「検索場所の指定検索場所の指定検索場所の指定検索場所の指定」を選択します。

3［参照参照参照参照］ボタンをクリックします。CD-ROM を参照し、
「drivers\\\\win9x\\\\japanese」を指定し、［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックしま
す。
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4［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックします。

5［完了完了完了完了］ボタンをクリックします。

USB デバイスドライバ（プリンタドライバではない）がインストールさ
れ、プリンタドライバのインストールに続きます。
プリンタドライバのインストール 33



プリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストール

1「新しいハードウェアの追加ウィザード新しいハードウェアの追加ウィザード新しいハードウェアの追加ウィザード新しいハードウェアの追加ウィザード」がもう一度表示されます。「ドドドド
ライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）ライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）ライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）ライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）」を選択し、［次次次次
へへへへ］ボタンをクリックします。

2「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、
「検索場所の指定検索場所の指定検索場所の指定検索場所の指定」を選択します。

3［参照参照参照参照］ボタンをクリックします。CD-ROM を参照し、
「drivers\\\\win9x\\\\japanese」を指定し、［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックしま
す。
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4［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックします。

5 プリンタ名を入力し、［完了完了完了完了］ボタンをクリックします。

インストールが開始されます。
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6［完了完了完了完了］ボタンをクリックします。

7［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックします。

プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」（p.43）
に進みます。
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Windows 98SE をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合

Windows 98SE をお使いの場合、プリンタドライバをインストールす
る前に、USB デバイスドライバをインストールする必要があります。

USB デバイスドライバのインストールデバイスドライバのインストールデバイスドライバのインストールデバイスドライバのインストール

1「新しいハードウェアの追加ウィザード新しいハードウェアの追加ウィザード新しいハードウェアの追加ウィザード新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。［次へ次へ次へ次へ］ボタ
ンをクリックします。

2「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、
［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックします。
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3「検索場所の指定検索場所の指定検索場所の指定検索場所の指定」を選択し、［参照参照参照参照］ボタンをクリックします。
CD-ROM を参照し、「drivers\\\\win9x\\\\japanese」を指定し、［次へ次へ次へ次へ］ボ
タンをクリックします。

4［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックします。
プリンタドライバのインストール38



5［完了完了完了完了］ボタンをクリックします。

USB デバイスドライバ（プリンタドライバではない）がインストールさ
れ、プリンタドライバのインストールに続きます。

プリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストール

1「新しいハードウェアの追加ウィザード新しいハードウェアの追加ウィザード新しいハードウェアの追加ウィザード新しいハードウェアの追加ウィザード」がもう一度表示されます。［次次次次
へへへへ］ボタンをクリックします。
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2「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、
［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックします。

3「検索場所の指定検索場所の指定検索場所の指定検索場所の指定」を選択し、［参照参照参照参照］ボタンをクリックします。
CD-ROM を参照し、「drivers\\\\win9x\\\\japanese」を指定し、［次へ次へ次へ次へ］ボ
タンをクリックします。
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4［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックします。

5 プリンタ名を入力し、［完了完了完了完了］ボタンをクリックします。

インストールが開始されます。
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6［完了完了完了完了］ボタンをクリックします。

7［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックします。

プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」（p.43）
に進みます。
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印刷環境の設定と確認印刷環境の設定と確認印刷環境の設定と確認印刷環境の設定と確認

プリンタドライバのインストール後に、印刷環境の設定と確認を行います。

1「プリンタオプションプリンタオプションプリンタオプションプリンタオプション」が表示されます。必要に応じてチェックボック
スを選択し、［次へ次へ次へ次へ］ボタンをクリックします。

2 ボタンをクリックしま
す。

インストールプログラムが
終了します。

magicolor 5430 DL Utilities & 
Documentation CD-ROM を
CD-ROM/DVD ドライブから
取り出し大切に保管してく
ださい。
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マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル
各種マニュアルをごらんいただけます。

1 magicolor 5430 DL Utilities & 
Documentation CD-ROM を
CD-ROM/DVD ドライブに入
れます。

インストールプログラムが
自動的に起動し、イントロイントロイントロイントロ
ダクションダクションダクションダクション画面が表示され
ます。

2 で囲んであるボタン
をクリックして次の画面
（メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー画面）に進
みます。

3 メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー画面から
「マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」をクリックし
ます。

右の画面が表示されます。

Acrobat Reader/Adobe Reader をお持ちでない場合、
Adobe Reader 6.0 インストール画面が表示されます。画面にし
たがってインストールを行ってください。

4 下記のマニュアルの中から参照したいマニュアル（PDF ファイル）を選
択します。

インストレーションガイド
プリンタの設置方法やプリンタドライバのインストール方法など、
最初の設置や設定についてのマニュアル（本書）です。

ユーザーズガイド
プリンタドライバの使いかたや消耗品の交換方法など、日常の使い
かた全般についてのマニュアルです。

リファレンスガイド
ネットワークの設定など、管理者向けのマニュアルです。

「Readme」をクリックするとメモ帳が起動し、補足情報をごら
んいただけます。なお、「Readme」につきましてはご使用前に
必ずお読みください。
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消耗品の注文消耗品の注文消耗品の注文消耗品の注文
インターネットがご使用いただ
ける場合、メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー画面
から「消耗品の注文消耗品の注文消耗品の注文消耗品の注文」をクリッ
クすると、magicolor 5430 DL
の消耗品がご購入できる 
Q-SHOP のページが開きます。
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ユーザー登録（オンライン登録）ユーザー登録（オンライン登録）ユーザー登録（オンライン登録）ユーザー登録（オンライン登録）
インターネットがご使用いただ
ける場合、メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー画面
から「ユーザー登録ユーザー登録ユーザー登録ユーザー登録」をクリッ
クすると、弊社ホームページ内
の「オンラインユーザー登録」
ページが開きます。「レーザー
プリンタ、magicolor シリーズ」
をクリック後、必要事項を入力
し、ユーザー登録を行ってくだ
さい。
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英語のプリンタドライバについて英語のプリンタドライバについて英語のプリンタドライバについて英語のプリンタドライバについて
英語のプリンタドライバは、以下のフォルダへ収録されています。

Windows XP/Server 2003/2000 をお使いの場合
「￥「￥「￥「￥drivers￥￥￥￥w2k-xp￥￥￥￥main￥￥￥￥english」」」」

Windows Me/98SE をお使いの場合
「￥「￥「￥「￥drivers￥￥￥￥win9x￥￥￥￥english」」」」

Windows NT4.0 をお使いの場合
「￥「￥「￥「￥drivers￥￥￥￥winNT4￥￥￥￥english」」」」

英語のプリンタドライバをインストールする場合は「english」フォ
ルダ内の setup アイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って
インストールしてください。
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初期設定初期設定初期設定初期設定

プリンタドライバの設定プリンタドライバの設定プリンタドライバの設定プリンタドライバの設定

プリンタドライバ設定画面でプリンタの初期設定をします。ここでは、
Windows をお使いの場合の操作を説明します。Macintosh をお使いの場合
は、「magicolor 5430 DL リファレンスガイド」（CD-ROM 内の PDF マニュ
アル）をごらんください。

Windows XP/Server 2003 をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合

1［スタートスタートスタートスタート］―「プリンタとプリンタとプリンタとプリンタと FAX」を選択します。

2「KONICA MINOLTA magicolor 5430DL」アイコンを右クリックし、「ププププ
ロパティロパティロパティロパティ」を選択します。

3「印刷設定印刷設定印刷設定印刷設定」をクリックし、「用紙用紙用紙用紙」タブを選択します。

4 プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定し、
［適用適用適用適用］ボタンをクリックします。

5［OK］ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

Windows 2000 をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合

1［スタートスタートスタートスタート］―「設定設定設定設定」―「プリンタプリンタプリンタプリンタ」を選択します。

2「KONICA MINOLTA magicolor 5430DL」アイコンを右クリックし、「ププププ
ロパティロパティロパティロパティ」を選択します。

3「印刷設定印刷設定印刷設定印刷設定」をクリックし、「用紙用紙用紙用紙」タブを選択します。

4 プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定し、
［適用適用適用適用］ボタンをクリックします。

5［OK］ボタンをクリックし設定画面を閉じます。
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Windows Me/98SE をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合

1［スタートスタートスタートスタート］―「設定設定設定設定」―「プリンタプリンタプリンタプリンタ」を選択します。

2「KONICA MINOLTA magicolor 5430DL」アイコンを右クリックし、「ププププ
ロパティロパティロパティロパティ」を選択します。

3「Printer Properties」―「用紙用紙用紙用紙」タブを選択します。

4 プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定し、
［適用適用適用適用］ボタンをクリックします。

5［OK］ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

Windows NT4.0 をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合

1［スタートスタートスタートスタート］―「設定設定設定設定」―「プリンタプリンタプリンタプリンタ」を選択します。

2「KONICA MINOLTA magicolor 5430DL」アイコンを右クリックし、「ドドドド
キュメントの既定値キュメントの既定値キュメントの既定値キュメントの既定値」を選択します。

3「用紙用紙用紙用紙」タブを選択します。

4 プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定しま
す。

5［OK］ボタンをクリックし設定画面を閉じます。
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ステータスディスプレイの表示ステータスディスプレイの表示ステータスディスプレイの表示ステータスディスプレイの表示

ステータスディスプレイでは、プリンタと接続しているコンピュータからプ
リンタの状態を確認できます。ステータスディスプレイの使いかたについて
は、「magicolor 5430DL ユーザーズガイド」（CD-ROM 内の PDF マニュア
ル）をごらんください。

Windows XP/Server 2003 をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合

［スタートスタートスタートスタート］―「すべてのプログラムすべてのプログラムすべてのプログラムすべてのプログラム」―「KONICA MINOLTA」―
「magicolor 5430DL」―「ステータスステータスステータスステータス」を選択します。

Windows 2000/Me/98SE/NT4.0 をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合をお使いの場合

［スタートスタートスタートスタート］―「プログラムプログラムプログラムプログラム」―「KONICA MINOLTA」―「magicolor 
5430DL」―「ステータスステータスステータスステータス」を選択します。

ステータスディスプレイウィンドウ右上の ボタンをクリック
すると、ステータスディスプレイを閉じることができます（ス
テータスディスプレイアイコンは Windows のタスクバーに残り
ます）。
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