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コピーの基本手順

コピーの基本手順を説明します。

原稿のセット方法

カバーを上げ、コピーしたい面を下にし、
原稿をコピーガラス板の右下隅に合わせ
て、原稿をセットします。その際、原稿の
辺をコピーガラス板の右辺と下辺に合わせ
てください。
原稿をセットしたらカバーを閉じます。

用紙のセット

A4サイズの用紙を用意し、はしをそろえておきます。

排紙トレイを取ります。

横方向用紙ガイドを左側に寄
せ、縦方向用紙ガイドを引き
出します。

用紙を給紙トレイにセットし、
横方向用紙ガイドと縦方向用紙
ガイドをそれぞれの大きさに合
わせます。

ココ�
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排紙トレイを取り付けます。

原稿と用紙がセットできたら、それ
ぞれの機種によって下記の方法でコ
ピーを作成します。

コピーをとる

psc 2150の場合 psc 2110の場合

［コピー］ボタンが点灯していない場合は、
［コピー］ボタンを押して、［コピー］ボタン
を点灯させます。

［スタート］ - ［モノクロ］ボタンまたは［ス
タート］ - ［カラー］ボタンを押します。

コピーが1部出力されます。

［コピー開始］ - ［モノクロ］ボタンまたは［コ
ピー開始］ - ［カラー］ボタンを押します。

コピーが1部出力されます。

 コピー時の用紙マージン（余白）について

実寸サイズコピー時のマージンは以下の通りです。

上：1.8mm　左右：3.4mm　下：11.7mm
※ 縮小・拡大コピー時のマージンは、左約10mm、上約11.7mmの位置がコピーの始点となります。

※ コピー機能ではフチなしでコピーすることはできません。
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色々なコピー設定

コピーの品質や縮小拡大率などの設定方法を説明します。

  psc 2150でのコピーの基本的な設定方法は以下のような手順になります。

［コピー］ボタンを点灯

設定したい項目が表示さ
れるまで［メニュー］ボタ
ンを押す

［�］ または ［�］ でメ
ニューの詳細を設定

［スタート］‐［モノクロ］
ボタンまたは［スター
ト］‐［カラー］ボタンで
コピーを作成

［メニュー］ボタンで選択できる項目には次のようなものがあります。

 枚数を設定する

複数枚のコピーを同時に作成します。
手順 で［� ］や ［�］のかわりにテン
キーを使ってダイレクトに枚数を指
定することもできます。

 拡大縮小してコピーする

原稿を縮小または拡大してコピーを
作成します。

 コピー品質

コピーの品質を指定します。
［コウガシツ］、［キレイ］、［ハヤイ］
の3種類から選択します。
・［コウガシツ］：最高品質（写真など）で
コピーする場合

・［キレイ］：高品質でコピーする場合
・［ハヤイ］：文字原稿などをコピーする
場合（インクが節約できます）

 用紙タイプ

出力時に使用する用紙の種類を指定
します。
※hp純正用紙を使用しない場合は、「自
動」の設定はおすすめしません。

 薄く／濃く

コピーの明るさを調整します。

 強　調

原稿のタイプに合わせて文字や写真
を強調します。
・［モジ］：モノクロ文字が鮮明になります
・［シャシン］：白に見えてしまうような
薄い色が強調されます

・［コンゴウ］：文字と画像の両方がある
原稿に使用します

 用紙サイズ

出力時に使用する用紙のサイズを指
定します。
指定できるサイズはA4またはレター
のみとなります。

 カラー強度

色を鮮やかにしたり、落ち着いた感じ
にするなど、色の濃度を調整します。

 デフォルト設定にする

以上の設定をデフォルト設定として
登録できます。

デフォルトとして設定しない場
合、設定した項目はいずれも2
分後にリセットされます。
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  psc 2110でのコピーの基本的な設定方法は以下のような手順になります。

［コピーオプション］ボタン
で設定したい項目を選択

［Enter］ボタンで項目を選択

［�］ または ［�］ で項目の
詳細を設定

［Enter］ボタンで確定

［部数］ボタンをコピーしたい
枚数が表示されるまで押
す、または［部数］ボタンを押
したあとに［�］  ［�］ボタンで
コピーしたい枚数を設定

［品質］ボタンでコピーの
品質を指定

［コピー開始］‐［モノクロ］
ボタンまたは［コピー開
始］‐［カラー］ボタンでコ
ピーを作成

［コピーオプション］ボタンで選択できる項目には次のようなものがあります。

 拡大縮小してコピーする

原稿を縮小または拡大してコピーを
作成します。

 用紙タイプ

出力時に使用する用紙の種類を指定
します。

 薄く／濃く

コピーの明るさを調整します。

 強調

原稿のタイプに合わせて文字や写真
を強調します。
・［モジ］：モノクロ文字が鮮明になります
・［シャシン］：白に見えてしまうような
薄い色が強調されます

・［コンゴウ］：文字と画像の両方がある
原稿に使用します

 用紙サイズ

出力時に使用する用紙のサイズを指
定します。
指定できるサイズはA4またはレター
のみとなります。

 カラー強度

色を鮮やかにしたり、落ち着いた感じ
にするなど、色の濃度を調整します。

 デフォルト設定にする

以上の設定をデフォルト設定として
登録できます。

デフォルトとして設定しない場
合、設定した項目はいずれも2
分後にリセットされます。
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便利なコピー機能

便利なコピー機能 ① 用紙サイズに合わせたコピー

セットした用紙のサイズ（A4サイズまたはレターサイズ）に合わせて原稿を自動的に拡大縮小してコ
ピーを作成することができます。

●小さい写真を用紙サイズに合わせて拡大
したいとき

この機能を使うことでページのはしの方の文字や画像が不必要に欠けてしまうことを防ぐことができます。

 ● 用紙サイズは、A4サイズまたはレターサイズのみ設定できます。

 ● この機能では、大きいサイズの原稿から小さいサイズの用紙にコピーすることはできません（はがきにコピー
する場合は、42ページの「カスタム（縮小／拡大）」の設定に従ってコピーしてください）。

 ● コピーガラス板全体が汚れていないことを確認してください。

 ● 原稿がコピーガラス板の右手前にぴったりと合っているかどうかを確認してください。

 A4サイズのものを原稿にして「用紙サイズに合わせたコピー」機能を使った
　 場合、一部分コピーできない（数ミリ欠けてしまう）時の対処方法

「カスタム（縮小／拡大）」で90%に縮小してコピーをしてください。
「カスタム（縮小／拡大）」の設定方法については42ページを参照してください。

原稿（L判写真原稿）�

ページに合わせて�
コピー�

コピー（A4）�

● A4で全体に印刷してある原稿をA4サイズ
の用紙内におさめてコピーしたいとき

原稿（A4フチ無し）�

ページに合わせて�
コピー�

コピー（A4）�

psc21102150_2.p65 02.9.6, 7:30 PMPage 40 Adobe PageMaker 6.5J/PPC



41

コ
ピ
ー
機
と
し
て�

使
う�

psc 2150の場合

［コピー］ボタンが点灯していない場合は、
［コピー］ボタンを押します。［コピー］ボタ
ンが点灯します。

［縮小／拡大］が表示されるまで［メニュー］
ボタンを押します。

［ページに合わせる］と表示されるまで ［�］
ボタンを押します。

［スタート］ - ［モノクロ］ボタンまたは［ス
タート］ - ［カラー］ボタンを押します。

用紙に合わせたサイズでコピーが1部出力さ
れます。

psc 2110の場合

［縮小／拡大］が表示されるまで［コピーオプ
ション］ボタンを押し、［Enter］ボタンを押
します。

［ページに合わせる］と表示されるまで［�］
ボタンを押し、［Enter］ボタンを押します。

［コピー開始］ - ［モノクロ］ボタンまたは［コ
ピー開始］ - ［カラー］ボタンを押します。

用紙に合わせたサイズでコピーが1部出力さ
れます。

原稿をコピーガラス板にセットします。

�  「原稿のセット方法」36ページ
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便利なコピー機能 ② カスタム（縮小／拡大）

指定したサイズに拡大縮小してコピーを作成する機能です。

●小さい写真を指定のサイズに拡大したいとき
● A4サイズの原稿をはがきサイズに縮小してコピーを
作成したいとき
など

 正しくはがきへコピーするために

コピー元となる原稿に応じて倍率を設定する必要があります。
主要な原稿サイズからはがきへのコピーを行う場合の目安となる倍率については下記表を参考にしてください。

はがきへのコピーを行う場合は、印刷マージンがあることを踏まえ、実際にはがき用紙へコピーを行う前に、A4
など他の用紙でテストプリントを行うことをおすすめします。テストプリントで、印字領域に印刷したい部分が
入ることを確認してからはがきにコピーしてください。誤った倍率で印刷を行った場合、はがき用紙幅を越える
部分の本体をインクで汚す場合があります。

原稿縮小・拡大率の目安

A4（210×297mm） 40％

カード（6×8cm） 135％ 135％

E判（7×10cm） 120％ 120％

L判（9×13cm） 95％ 95％

はがき（10×15cm） 100％（フチなしはがきの場合は85％） 100％（フチなしはがきの場合は85％）

2L（13×18cm） 70％ 70％

六つ切り（20×25cm） 40％

 psc 2150  psc 2110

はがきサイズにコピー�

カスタム�
40％�

A4サイズの原稿�
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psc 2150の場合

原稿をコピーガラス板にセットします。
� 「原稿のセット方法」36ページ
［コピー］ボタンが点灯していない場合は、
［コピー］ボタンを押します。［コピー］ボタ
ンが点灯します。

［縮小／拡大］が表示されるまで［メニュー］
ボタンを押します。

［カスタム］が表示されるまで［�］ボタンを
押し、［Enter］ボタンを押します。

［�］または［�］ボタンを押し、縮小／拡大倍
率を指定したら［Enter］ボタンを押します。
［�］または［�］ボタンのかわりにテンキーを
使ってダイレクトに倍率を指定することも
できます。

［用紙タイプ］が表示されるまで［メニュー］
ボタンを押します。

［�］ボタンを押し、用紙タイプを［普通紙］
などに設定します。
※［自動］には設定しないでください。

［スタート］ - ［モノクロ］ボタンまたは［ス
タート］ - ［カラー］ボタンを押します。

設定サイズでコピーが1部出力されます。

psc 2110の場合

原稿をコピーガラス板にセットします。
� 「原稿のセット方法」36ページ
［縮小／拡大］が表示されるまで［コピーオプ
ション］ボタンを押し、［Enter］ボタンを押
します。

［カスタム］が表示されるまで［�］ボタンを
押し、［Enter］ボタンを押します。

［�］または［�］ボタンを押し、縮小／拡大倍
率を指定したら［Enter］ボタンを押します。

［コピー開始］ - ［モノクロ］ボタンまたは［コ
ピー開始］ - ［カラー］ボタンを押します。

設定サイズでコピーが1部出力されます。
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コンピュータからのコピー手順

本機をコンピュータと接続していれば、コンピュータからコピー機能を操作することができます。

Windowsの場合

HP ディレクタを起動させます。

� 「HP ディレクタの起動方法」34ページ

［HP ディレクタ］画面の［コピー
作成］をクリックします。

［コピーの詳細設定］ウィンドウ
上で、各種のコピー設定を行い
ます。

設定を終えたら、［モノクロ］
または  ［カラー］をクリックし
ます。

コピーが出力されます。

どちらかを
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Macintoshの場合

HP ディレクタを起動させます。

� 「HP ディレクタの起動方法」34ページ

［HP ディレクタ］画面の［コピー
の作成］をクリックします。

［HP コピー］ウィンドウ上で、
各種のコピー設定を行います。

設定を終えたら、［コピー開始］を
クリックします。

コピーが出力されます。
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