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はじめに
Loops LP35/LP45/LP50 は、

☆☆ブルートナー（色を消せるトナー）を使って☆
用紙の再利用（リユース）ができます。

ブルートナーを使って印刷し、使用後にトナーの色を消して（消色して）用紙のリユースを
します。

消色には 2 つの方法があります。
 ●消色装置 Loops RD301 を使う
 ● Loops LP35/LP45/LP50 を使う（本体消色機能）
※ 本体消色を使用する場合は、サービスエンジニアにお問い合わせください。

消色装置 Loops RD301 と本体消色では次のような違いがあります。
 ●消色装置 Loops RD301 を使って消色する場合
・ 本体とは別に消色装置 Loops RD301 が必要
・ 消色の処理が速い
・ 消色するときにスキャン / 保存ができる
・ リユースに適さない用紙を自動で分別できる
・ 消色できる用紙サイズは、A4、B5、A5 のみ
 ●本体消色を使って消色する場合
・ 本体だけで消色できる
・☆ 消色の処理が遅い
・☆ 消色中は印刷できない
・☆ 消色するときにスキャン / 保存ができない
・☆ リユースに適さない用紙の分別ができない
・☆ 消色できる用紙サイズは、A4、A3、B4 など消色装置 Loops RD301 よりも多い

ブルートナー（色を消せるトナー）で
用紙のリユースができる

消色処理が速く、用紙のスキャ
ン / 保存と分別ができる

消色装置
Loops RD301



― 3 ―

はじめに

Loops LP35/LP45/LP50 でブルートナー印刷して用紙のリユースをするとき、リユースする用紙
の利用率や消色の頻度、使用する用紙サイズの種類などで、それぞれの用途に合わせた製品構
成が必要になります。
たとえば、印刷量が多い場合と少ない場合、または使用する用紙サイズが少ない場合と多い場
合では、カセットの組み合わせや消色の方法など製品構成が異なります。

A4 と A3 用紙をリユースしたい

使用する用紙は A4 だけで
リユースもしたい

4 段カセット

4 段カセット + 消色装置

印刷量は多い
（A4 のリユース率が高い）

印刷量は多い

印刷量は少ない

印刷量は少ない

☆■ たとえば ･･･

大容量給紙装置 + 消色装置

2 段カセット

解説：
2 種類の用紙をリユースするときは、 
4 段カセットが必要です（➡ 5 ページ）。
リユースする用紙が多い場合は消色装置、
少ない場合は本体で消色します。

解説：
印刷量が多い場合は、大容量給紙装置を
使います。リユースする用紙が多い場合
は消色装置で消色します。
印刷量が少ない場合は、2 段カセットの
まま使用し、本体で消色します。

「用途に合わせた製品構成の紹介」（➡ 6 ページ）を参照して、用途に適した製品構成で
ご利用ください。
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使用する前のご注意
制限事項と注意事項

ブルートナー（色を消せるトナー）は特殊なトナーのため、以下の制限事項と注意事項があり
ます。

☆■ 制限事項
 ●ブルートナーで印刷できる用紙は、普通紙と再生紙だけ 
普通紙と再生紙以外の用紙はブルートナーで印刷できません。
 ●フィニッシャを使用している場合、ホチキス留め・折り・ホールパンチができない 
ホチキス留めされたり、折られたり、ホールパンチの穴が開いていたりする用紙は、リユー
スすることができないため、ブルートナー印刷には対応していません。

☆■ 注意事項
 ●消色した用紙は、印刷された内容が完全に消えるわけではありません。
 ●消色した用紙は特性が変化（➡ 31 ページ）し、新品用紙よりも品質が劣化します。
 ●消色した用紙は、本機の使用環境（通常使用時）（➡取扱説明書「仕様ガイド」参照）以
下の低温になると、消色した内容が現れることがあります。
※ 消色した内容が現れた場合は、再度消色してください。
 ●  宛名や証書など、重要書類の印刷にはブルートナーを使用しないでください。

運用ルール
消色してリユースする用紙は、以下の運用ルールを守って正しくご利用ください。

☆■ 消色した用紙は必ずリユースカセットに入れる
消色した用紙は、印刷された内容が完全に見えなくなるものではありません。セキュリティ
の観点から、広く外部の目に触れないように運用する必要があります。

 ●リユースした用紙を入れるリユースカセットが必要
 Loops の任意の用紙カセットを、リユースカセットに設定します。

 ●リユースカセットに入れた用紙は、ブルートナー印刷のみ可能
 リユースカセットに設定していない用紙カセット（新品用紙カセット）からは、ブルート

ナー印刷と白黒印刷ができます。
 ●新品用紙はリユースカセットに入れない

 用紙の使用回数を正しくカウントできなくなります。

リユースカセットからは黒印刷ができません。
リユースした用紙を運用するときは、リユースした用紙のためのリユースカセットと新品用紙
カセット（白黒印刷も可能）の 2 つの同じ用紙サイズのカセットが必要になります。
たとえば、A4 用紙をリユースして運用する場合、A4 のリユースカセットと新品用紙カセット（白
黒印刷も可能）が必要になります。A4 と B5 用紙をリユースして運用する場合は、A4 のリユー
スカセットと 新品用紙カセット（白黒印刷も可能）、および B5 のリユースカセットとの新品用
紙カセット（白黒印刷も可能）の二組（4 つ）の用紙カセットが必要になります。　
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用途に合わせた製品構成の紹介
カセットの設定やオプションを用途に合わせてカスタマイズすることで、新品用紙とリユース
した用紙を効果的に使い分けることができます。
ここでは、用途例１、用途例２、用途例 3 について紹介します。
製品構成の組み合わせと使いかたなどをご理解のうえ、用途に合わせた製品構成やカセットの
設定でご利用ください。

用途例1、用途例2、用途例3の概要

用途例1

Loops LP35/LP45/LP50
4 段カセット

消色装置
Loops RD301

＋ 8 ページ

☆☆ 主に使用する用紙サイズはA4とA3
☆☆どちらの用紙もリユースしたい
☆☆消色は効率的に行いたい
☆☆用紙は分別したい
☆☆印刷と消色を同時に行いたい

 ●A4 サイズの用紙は、消色装置で消色と分別を同時に行います。
 ●A3 サイズの用紙は、本体で消色します。
※ 本体消色を使用する場合は、サービスエンジニアにお問い合わせください。
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用途例3

用途例2

消色装置
Loops RD301

＋

応用
その他の使用例については、 
➡ 33 ページをご覧ください。

☆☆ 設置スペースが狭い
☆☆リユースの効果を試
してみたい
☆☆ A4用紙をリユース
する

☆☆ A4用紙を大量に使用する
☆☆ A4用紙をリユースする

 ●用紙は、本体で消色します。
※ 本体消色を使用する場合は、サービスエンジニアにお問い合わせください。

 ●用紙は、消色装置で消色します。

用途に合わせた製品構成の紹介

Loops LP35/LP45/LP50
2 段カセット

Loops LP35/LP45/LP50
大容量給紙装置

13 ページ

11 ページ
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用途に合わせた製品構成の紹介

用途例1

☆☆主に使用する用紙サイズはA4とA3
☆☆どちらの用紙もリユースしたい
☆☆消色は効率的に行いたい
☆☆用紙は分別したい
☆☆印刷と消色を同時に行いたい

Loops LP35/LP45/LP50 は 4 段カセットで
使用します。

 ●A4 サイズ用紙は、消色装置 Loops 
RD301 を使って、消色と用紙の分別を
行います。
 ●A3 サイズ用紙は、本体で消色します。
※ 本体消色の使用は、サービスエンジ

ニアに依頼して本体消色機能を有効
にします。

※ 本体消色を有効にすると、操作パネ
ルのホーム画面に「消色」アイコン
を追加することもできます。

用途例1の製品構成

Loops LP35/LP45/LP50
4 段カセット

消色装置
Loops RD301

＋

ヒント	―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 ●消色装置 Loops RD301 を利用する場合、リユースできる用紙サイズは A4、A5、B5 です。
 ●本体で消色する場合、リユースできる用紙サイズは A3、A4、LD、LT、LG、B4、FOLIO、
COMP、13”LG、8K です。
 ●A4（または LT）サイズの用紙を本体で消色することも想定している場合、リユースカセッ
トの用紙サイズは「-R」が付かない「A4」（または「LT」）に設定してください。
 ●消色回数が多い用紙を使用すると、紙づまりなどのトラブルが発生しやすくなります。

 ●  消色装置 Loops RD301
消色装置 Loops RD301 は、Loops LP35/LP45/LP50 でブルートナー印刷された用紙

（A4、A5、B5 サイズ）の消色、消色した用紙の分別を行います。また、用紙を消色
する前に、スキャンして PDF などに保存することもできます。
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用途例1のカセットの構成
以下のカセット構成と用途で使用します。

 ● 1 段目カセット：A4 リユースカセット
リユース用紙のブルートナー印刷のみ
 ● 2 段目カセット：A4 新品用紙
ブルートナー印刷または白黒印刷
※ ブルートナー印刷した用紙は、 

使用後に消色装置 Loops RD301 で消色  
➡ 1 段目カセット（A4 リユースカセット）に 
入れてリユース

 ● 3 段目カセット：A3 リユースカセット
リユース用紙のブルートナー印刷のみ
 ● 4 段目カセット：A3 新品用紙
ブルートナー印刷または白黒印刷
※ ブルートナー印刷した用紙は、 

使用後に本体で消色  
➡ 3 段目カセット（A3 リユースカセット）に入れてリユース

ブルートナーで
印刷したA4用紙

消色装置で消色、
分別された
リユースする用紙

1段目カセットへ（A4リ
ユース

カセッ
ト）

消色装
置へ 消色と分別消色と分別

用途に合わせた製品構成の紹介

用途例1の使いかた

☆■ A4用紙



― 10 ―

用紙を効率よくリユースするには	
➡ 30	ページ

消色した用紙の取り扱いについては
➡31	ページ

ヒント	―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 ●本体で消色するとき、手差しトレイを使うこともできます。

用途に合わせた製品構成の紹介

ブルートナーで
印刷したA3用紙

消色された
リユースする
用紙

3段目カセットへ（A3リユースカセット） 3段目カセットへ
（A3リユースカセット）

消色モード

☆■ A3用紙

☆■ 消色するときは
 ●本体では、リユースカセットに入れた用紙を消色します。A3 リユースカセットの用紙を、
消色する A3 用紙に入れ替えてから操作します。
※ 本体で消色する操作については、➡ 37 ページをご覧ください。

消色中は印刷できません
 ●消色中に、印刷したい場合は、消色を停
止して通常印刷モードに切り替えてから
印刷してください。

リユースカセット内のすべての用紙の消色が終了すると、オートクリアで通常印刷モー
ドに戻ります。
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用途に合わせた製品構成の紹介

用途例2
☆☆A4用紙を大量に使用する
☆☆ A4用紙をリユースする

Loops LP35/LP45/LP50 は 2 段カセットと大容
量給紙装置で使用します。

 ●消色装置 Loops RD301 を使って、消色と用
紙の分別を行います。

用途例2の製品構成

ヒント	―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 ●消色装置 Loops RD301 を利用する場合、リユースできる用紙サイズは A4、A5、B5 です。
 ●消色回数が多い用紙を使用すると、紙づまりなどのトラブルが発生しやすくなります。
 ●  大容量給紙装置はリユースカセットに設定できません。

 ●  消色装置 Loops RD301
消色装置 Loops RD301 は、Loops LP35/
LP45/LP50 でブルートナー印刷された用
紙（A4、A5、B5 サイズ）の消色、消色
した用紙の分別を行います。また、用紙
を消色する前に、スキャンして PDF など
に保存することもできます。

Loops LP35/LP45/LP50
2 段カセット＋大容量給
紙装置

消色装置
Loops RD301

＋

用途例２のカセットの構成
以下のカセット構成と用途で使用します。

 ● 1 段目カセット：A4 リユースカセット
 リユース用紙のブルートナー印刷のみ

 ● 2 段目カセット：A4 リユースカセット
 リユース用紙のブルートナー印刷のみ

 ●大容量給紙装置：A4 新品用紙
 ブルートナー印刷または白黒印刷

※ ブルートナー印刷した用紙は、 
使用後に消色装置 Loops RD301 で消色  
➡ 1 段目または 2 段目カセット（A4 リユース
カセット）に入れてリユース
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用途に合わせた製品構成の紹介

ブルートナーで
印刷したA4用紙

消色装置で消色、
分別された
リユースする用紙

1段目、2段目カセット
へ（A4

リユー
スカ
セッ
ト）

消色装
置へ 消色と分別消色と分別

用途例2の使いかた

用紙を効率よくリユースするには	
➡ 30	ページ

消色した用紙の取り扱いについては
➡31	ページ
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用途に合わせた製品構成の紹介

用途例3
☆☆設置スペースが狭い
☆☆リユースの効果を試してみたい
☆☆ A4用紙をリユースする

Loops LP35/LP45/LP50 は 2 段カセットで使用します。

 ●用紙は、本体で消色します。
※ 本体消色の使用は、サービスエンジニアに依頼して本

体消色機能を有効にします。
※ 本体消色を有効にすると、操作パネルのホーム画面に

「消色」アイコンを追加することもできます。

用途例3のカセットの構成
以下のカセット構成と用途で使用します。

用途例3の製品構成

 ● 1 段目カセット：A4 リユースカセット
リユース用紙のブルートナー印刷のみ
 ● 2 段目カセット：A4 新品用紙
ブルートナー印刷または白黒印刷
※ ブルートナー印刷した用紙は、 

使用後に本体で消色  
➡ 1 段目カセット（A4 リユースカセット）に 
入れてリユース

Loops LP35/LP45/LP50
2 段カセット

ヒント	―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 ●本体で消色する場合、リユースできる用紙サイズは A3、A4、LD、LT、LG、B4、FOLIO、
COMP、13”LG、8K です。
 ●本体で A4（また LT）サイズの用紙を消色する場合、リユースカセットの用紙サイズは「-R」
が付かない「A4」（また「LT」）に設定してください。
 ●消色回数が多い用紙を使用すると、紙づまりなどのトラブルが発生しやすくなります。
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ブルートナーで
印刷したA4用紙

消色された
リユースする
用紙

1段目カセットへ（A4リユースカセット） 1段目カセットへ
（A4リユースカセット）

消色モード

用途に合わせた製品構成の紹介

用途例3の使いかた

☆■ 消色するときは
 ●本体消色では、リユースカセットに入れた用紙を消色します。リユースカセット内の用紙
を消色する用紙に入れ替えてから操作します。
※ 本体で消色する操作については、➡ 37 ページをご覧ください。

消色中は印刷できません
 ●消色中に、印刷したい場合は、消色を停
止して通常印刷モードに切り替えてから
印刷してください。

リユースカセット内のすべての用紙の消色が終了すると、オートクリアで通常印刷モー
ドに戻ります。

ヒント	―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 ●本体で消色するとき、手差しトレイを使うこともできます。

用紙を効率よくリユースするには	
➡ 30	ページ

消色した用紙の取り扱いについては
➡31	ページ
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こんな使いかた

印刷
☆■ ブルートナーで印刷する
トナーモードを［ブルー］にして印刷する
　　　または
リユースカセットを選んで印刷する
※ リユースカセットを選ぶと、トナーモー

ドは自動で［ブルー］に固定されます。

☆■ 操作パネルでトナーモードを変更する☆
「マルチステーション印刷」を使うと、パソコンで「ブラック」

を選んで印刷操作をしたあとでも、MFP の操作パネルでトナー
モードを［ブルー］に変更して、ブルートナー印刷することがで
きます。
※ マルチステーション印刷機能の使用には、TopAccess での設定

が必要です。

☆■ 印刷するファイル形式でトナーを使い分ける
プリンタドライバの「印刷ルール」で設定しておくと、ファイ
ルの形式（拡張子）でトナーを使い分けることができます。
たとえば、Excel ファイルをブルートナー印刷に設定しておくと、
Excel ファイルからの印刷設定がブルートナー印刷になります。
リユース用途で使用することが多いファイル形式を設定してお
くと便利です。

☆■ トナーモードの初期設定を［ブルー］にする
TopAccess でプリントのトナーモードの初期設定を［ブルー］に設定すると、プリント時の
標準トナーをブルートナーにすることができます。

☆■ その他便利に使う
両面印刷やページ集約印刷（2 IN 1、4 IN 1 など）と一緒に使うと、より効率的に利用できます。

作業途中データの確認、会議資料やちょっとした閲覧資料など、
社内だけで利用する場合は、ブルートナーでリユースしましょう。

ヒント	―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 ●ブルートナーで印刷された用紙の回収ボックスを用意しておくと便利です。 
回収ボックスは、コピー用紙の空き箱などで代用することもできます。
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こんな使いかた

ファクス
☆■ 受信ファクスをブルートナーで印刷する
トナーモードの初期設定を［ブルー］にする

TopAccess でファクス / インターネットファクス /E メールのトナーモードの初期設定を 
［ブルー］に設定します。

ファクスを受信したときに、ブルートナーで印刷されます。
※ インターネットファクス、E メールの印刷時もブルートナーで印刷されます。

☆■ ブルートナーで印刷された原稿を送信する
ブルートナー印刷された原稿は、原稿モードを「文字」にすると、原稿に適した画質で送信
できます。

コピー
☆■ ブルートナーでコピーする
トナーモードを［ブルー］にしてコピーする
　　　または
リユースカセットを選んでコピーする
※ リユースカセットを選ぶと、トナーモードは自動で［ブルー］に固定されます。

☆■ トナーモードの初期設定を［ブルー］にする
TopAccess でコピーのトナーモードの初期設定を［ブルー］に設定すると、コピー時の標準
トナーをブルートナーにできます。

☆■ ブルートナーで印刷された原稿をコピーする
原稿モードを［ブルー原稿］にしてコピーする

原稿に適した画質でコピーされます。

☆■ その他便利に使う
両面コピーやページ集約コピー（2 IN 1、4 IN 1 など）と一緒に使うと、より効率的に利用で
きます。

ヒント	―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 ●ブルートナーで印刷された用紙の回収ボックスを用意しておくと便利です。 
回収ボックスは、コピー用紙の空き箱などで代用することもできます。
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こんな使いかた

スキャン
☆■ ブルートナーで印刷された原稿をスキャンする
原稿モードを［ブルー原稿］にしてスキャンする

原稿に適した画質でスキャンされます。

ファイリングボックス
☆■ ファイリングボックスの文書をブルートナーで印刷する
トナーモードを［ブルー］にして印刷する
　　　または
リユースカセットを選んで印刷する
※ リユースカセットを選ぶと、トナーモードは自動で［ブルー］に固定されます。

☆■ トナーモードの初期設定を［ブルー］にする
TopAccess でファイリングボックスのトナーモードの初期設定を［ブルー］に設定すると、
ファイリングボックス文書印刷時の標準トナーをブルートナーにできます。

その他
☆■ トナーモードの初期設定を［ブルー］にする
TopAccess でリスト、レポート、カウンタリスト、モバイルのトナーモードの初期設定を 

［ブルー］に設定すると、それぞれの標準トナーをブルートナーにできます。

ヒント	―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 ●ブルートナーで印刷された用紙の回収ボックスを用意しておくと便利です。 
回収ボックスは、コピー用紙の空き箱などで代用することもできます。
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リユース状況を確認する
e-BRIDGE☆Paper☆Reuse☆Report☆(ePRR) の概要

e-BRIDGE Paper Reuse Report （以下 ePRR）は、対象の MFP や消色装置からのブルートナー印
刷や消色、リユースなどのデータを収集して、リユース率や二酸化炭素削減などの省エネ効果
をグラフや数値で簡単に見ることができるアプリケーションです。

リユース率

 ●データの収集は、ネットワークを介して行います。ただし、消色装置をネットワークに接
続しないで使用している場合は、消色装置に表示されるカウンタの数値を ePRR に入力し
て利用することもできます。

☆■ ePRRの導入について
ePRR の導入については、弊社販売店またはサービスエンジニアにご相談ください。

☆■ 動作環境
  サポート OS ： Windows® 7 / Windows 8.1 / Windows 10
  ハードウェア ： CPU 2 GHz 以上
    メモリ 1 GB 以上
    HDD 40 GB 以上
    ディスプレイ解像度 1024 x 768 以上
    ネットワーク 100  Mbps 以上
  ソフトウェア条件 ： .Net Framework 4.5.2 以上
  対象機器 ： Loops LP35/LP45/LP50
    Loops RD301
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ePRRをインストールする
ePRR は zip 形式ファイルで用意されています。
ePRR を使用するパソコンの任意の場所に、ePRR の zip 形式ファイルを保存しダブルクリック
などで実行すると、ePRR-Vxxx フォルダが作成されインストールが完了します。

☆■ アンインストール
ePRR-Vxxx フォルダをゴミ箱に入れて削除します。

ePRRを起動する

1☆ePRR-Vxxxフォルダ内のePRR.exeをダブルクリックして起動する
メイン画面が表示されます。
※ 初回起動時のみ、使用許諾画面が表示されます。内容を確認し「同意する」を押します。

リユース率

リユース状況を確認する

 お知らせ	 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 ● ePRR を使用する前に、「MFP または消色装置で必要な設定」（➡ 27 ページ）で必要な設
定をします。
 ●「リユース率」、「リジェクト理由」をネットワーク経由で収集する場合は、消色装置のリユー
ス回数カウンタの設定が必要です。（➡ 27 ページ）
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リユース状況を確認する

メイン画面について
メイン画面では、以下の枠内にポインタを置くと、それぞれの内容についての説明がポップアッ
プで表示されます。
ポインタを置いて、それぞれの説明のポップアップをご覧ください。

リユース率

 ●「平均印刷回数 / 枚」について
 •  登録したデバイス全体での平均印刷回数です。
 • 平均印刷回数の値は下 2 桁目を四捨五入しています（例：「4.96」 は 「5.0」と表示）。
 • 平均印刷回数の表示最大値は 30.0 になります。
 • 円グラフは平均印刷回数が 5.0 回を超えると青色で 1 周表示されます。平均印刷回数が 0.1~4.9 回は

赤色で数値に合わせた比率の円グラフで表示されます。

 ●「印刷枚数」について
 •  「リユース紙」は、リユースカセットから印刷された用紙になります。
 • 「新品用紙」は、リユースカセット以外からブルートナー印刷された用紙になります。

 ●「リユース率」について
 • オフラインで使用している消色装置のリユース率を算出する場合は、消色枚数とリユース率を手動で

入力します（➡ 25 ページ）。
 • 本体消色のリユース率は「100%」になります（本体にはリジェクトが無いため）。

 ●「データ出力」について
 • ［CSV］は取得したデータの履歴を CSV 形式で保存します（言語は英語のみ）。 
［PDF］はメイン画面のキャプチャ画像を PDF 形式で保存します。
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デバイス管理画面について
デバイス管理画面では、以下の枠内にポインタを置くと、それぞれの内容についての説明がポッ
プアップで表示されます。
ポインタを置いて、それぞれの説明のポップアップをご覧ください。

 ●［検索］ボタンについて
 •  検索中は［検索］ボタンが［検索中止］ボタンに変わります。検索を途中で中止するときに押します。

データ収集のしかた

1☆メイン画面の［☆ ☆］（カウンタ収集）を押す
ネットワーク接続で登録されているデバイスからデータを収集し、メイン画面の内容
が更新されます。
※ あらかじめ、デバイスの登録が必要です。

リユース状況を確認する
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デバイスを登録する
最大 10 台まで登録できます。

☆■ ネットワーク接続されているデバイスを登録する

1☆メイン画面の［ ］（デバイス管理）を押す

リユース率

2☆デバイス管理画面で［検索］を押す
ネットワーク接続されているデバイス（MFP や消色装置）が検索され、検索されたデ
バイス欄に表示されます。

※ 異なるサブネットのネットワークに接続されているデバイスは検索できません。
※ SNMP 設定が異なるデバイスは検索できません。
※ MFP がスーパースリープモードに移行している場合、検索できないことがあります。

3☆登録するデバイスに「✔」を付け、「追加」を押す
「✔」を付けたデバイスが登録され、登録デバイス欄に表示されます。

　

 ●［ ］（戻る）を押すと、メイン画面に戻ります。

リユース状況を確認する
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リユース状況を確認する

☆■ 手動でデバイスを登録する
ネットワーク接続せずにオフラインで使用している消色装置を手動で登録します。
また、異なるサブネットのネットワークに接続されているデバイスの登録もできます。

1☆デバイス管理画面で［マニュアル登録］を押す

2☆マニュアル登録画面でデバイス名を入力する

 ●半角全角英数字と記号最大 32 文字まで入力できます。
 ●デバイス名を入力して確定すると、以降の操作ができます。

3☆デバイスを登録する
 ●オフラインで使用している消色装置を登録する場合

 「オフライン」のラジオボタンを選択します。
※ 「オフライン」のラジオボタンを選択すると、消色装置として登録されます。
 ●オンラインで使用しているデバイスを登録する場合

 「オンライン」のラジオボタンを選択し、IP アドレスを入力します。

※ 入力した内容を消去するときは、［クリア］を押します。

4☆［ ］（戻る）を押す
登録を確認する画面が表示されます。登録する場合は「登録する」を選びます。
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省エネ効果を算出する係数の設定

1☆メイン画面の［ ］（詳細設定）を押す

リユース率

2☆詳細設定画面で設定する

 ●削減コストの設定
 通貨単位 ： 使用している通貨を選びます。
 紙 1 枚あたりの価格 ： リユースする用紙 1 枚の価格を入力します。

 ●CO2 削減量の設定
重さ単位 ： 重さの単位を選びます。
紙 1 枚あたりの CO2 排出量 ： リユースする用紙 1 枚を生産するときに排出する二

酸化炭素の量を入力します。
 ●言語設定

 使用する言語を選びます。

3☆［ ］（戻る）を押す
保存を確認する画面が表示されます。保存する場合は「保存する」を選びます。

リユース状況を確認する
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リユース状況を確認する

消色装置の消色枚数とリユース率を手動で入力する
オフラインで使用している消色装置の消色枚数とリユース率を手動で入力します。
あらかじめ消色装置の操作パネルで、「消色枚数」と「リユース率」の数値を確認しておきます。

1☆メイン画面の［ ］（デバイス管理）を押して、デバイス登録画面を表
示する

2☆オフラインで使用している消色装置をダブルクリックする

3☆デバイス情報編集画面で「消色枚数」と「リユース率」を入力する

4☆［ ］（戻る）を押す
保存を確認する画面が表示されます。保存する場合は「保存する」を選びます。
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登録したデバイスを編集／削除する

1☆メイン画面の［ ］（デバイス管理）を押して、デバイス登録画面を表
示する

2☆編集または削除するデバイスをダブルクリックする

3☆デバイス情報編集画面で編集または削除する
 ●編集する

 編集する項目を選んで内容を変更します。

 編集が終了したら、［ ］（戻る）を押します。

 ●削除する
 ［削除］を押します。デバイス管理画面の登録デバイス欄から削除されます。

リユース状況を確認する
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MFPまたは消色装置で必要な設定
TopAccess を使って MFP や消色装置の起動設定などを必要に応じて設定します。
※ MFP、消色装置の「TopAccess ガイド」もあわせてご覧ください。

☆■ MFPの設定
 ●ネットワークによる起動設定 

「SNMP for IPv4」のチェックボックスを選択する
※ チェックが外れていると、スーパースリープ中の MFP が検索されないことがあります。
TopAccess →［管理者］→［セットアップ］→［一般］→［節電モード設定］

☆■ 消色装置の設定
※ 消色装置をネットワークに接続していない場合は、この設定は必要ありません。

 ●リユース回数カウンタの設定 
「リユース回数カウンタを使用」を「有効」にする

※ 「無効」の場合は、再生利用回数が収集されません。
TopAccess →［管理者］→［セットアップ］→［リユース回数カウンタ］

 ●節電モードからの復帰設定 
「ARP」のチェックボックスを選択する

※ チェックが外れていると、節電モード中の消色装置は検索されず、データの収集もでき
ません。

 TopAccess →［管理者］→［セットアップ］→［ネットワーク］→［節電モードからの復
帰設定］

リユース状況を確認する
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ネットワーク設定の確認と変更
ネットワーク設定の確認または変更をするときに操作します。MFP、消色装置のネットワーク
設定は TopAccess で行います。
※ MFP、消色装置の「TopAccess ガイド」もあわせてご覧ください。

☆■ MFPのネットワーク設定
 ●「SNMP V1/V2 使用」が「有効」（初期値）になっている 
または 

「SNMP V3 使用」を「有効」にして、「SNMP V3 ユーザ情報」で ePRR 用のユーザを作成
する
TopAccess →［管理者］→［セットアップ］→［ネットワーク］→［SNMP］

☆■ 消色装置のネットワーク設定
※ 消色装置をネットワークに接続していない場合は、この設定は必要ありません。

 ●「SNMP V1/V2 使用」が「有効」（初期値）になっている 
または 

「SNMP V3 使用」を「有効」にして、「SNMP V3 ユーザ情報」で ePRR 用のユーザを作成
する（MFP と同じ設定）
TopAccess →［管理者］→［セットアップ］→［ネットワーク］→［SNMP］

リユース状況を確認する

 お知らせ	 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 • ネットワークの設定は、MFP、消色装置、ePRR で同じ設定にします。
 • ネットワークの設定で SNMP V3 を使用する場合、SNMP V3 ユーザ情報の「認証パスワード」と「パスワー

ド」は 8 桁以上にしてください。
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リユース状況を確認する

☆■ ePRRのSNMP設定

1☆メイン画面の［ ］（デバイス管理）を押す

リユース率

2☆デバイス管理画面で［SNMP設定］を押す

3☆SNMP設定画面でMFP、消色装置と同じ設定にする

4☆［ ］（戻る）を押す
保存を確認する画面が表示されます。保存する場合は「保存する」を選びます。
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用紙のリユースについて
ブルートナー印刷した用紙について

 ●  褪色する可能性がありますので、以下のような取り扱いは避けてください。
・☆ 長期保管
・☆ 車中など、高温になる場所での放置
・☆ 直射日光の当たる場所での放置
・☆ 印刷面を、消しゴムなどで強くこする

用紙を効率よくリユースするには
以下のような使いかたをすると、ブルートナー印刷した用紙を効率よくリユースすることがで
きます。

 ●消色できるサイズの用紙を使用する
 リユースする用紙は、消色できる用紙サイズを使用します。（➡ 8 ページ「ヒント」参照）

 ●用紙の両面を均等に使用する
 両面印刷したり、用紙の表裏交互に印刷したりします。

 ●パンチ穴を開けたりホチキス留めしたりしない
 パンチ穴やホチキス留めの代わりにクリップを使用し、用途が済んだらクリップを外して

おきます。
 ●用紙を折り曲げない

 用紙は折ったり丸めたりしないで使用します。用紙の端折れもリユース率を下げます。
 ●リユースする用紙にメモを書くときは、フリクションシリーズのペンを使う

 フリクションシリーズは、株式会社パイロットコーポレーション製の、書いた文字を消す
ことができる筆記用具です。フリクションシリーズで書いたメモは、消色することができ
ます。
※ 鉛筆やボールペンなど、通常の筆記用具で書いた文字は消色できません。
 ●用紙にテープや付箋を張らない

 テープや付箋が張ってある用紙はリユースできません。また、テープや付箋をはがした用
紙も、のりなどの影響でリユース率を下げます。
 ●用紙をぬらしたり汚したりしない

 湿った用紙やシミ・汚れのある用紙はリユースできません。
 ●用紙がカールしている場合は、カールの向きを下にしてセットする

 カセット、手差しトレイ共にカールの向きを下にしてセットします。（➡取扱説明書「用
紙準備ガイド」参照）
 ●消色した用紙は、よくさばき、そろえてからセットする（➡取扱説明書「かんたん操作ガ
イド」参照）

 カセットにセットするときは、約 50 枚ずつに分てからセットします。
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リユースした用紙の特性
リユースした用紙は、消色回数などの使用頻度によって、新品用紙と比べ用紙の特性が以下の
ように変わります。

 ●用紙が厚くなる
 ●カールしやすくなる
 ●静電気を帯びやすくなる
 ●しわ、破れ、折れ、汚れなどが発生しやすくなる

消色した用紙の取り扱いについて
 ● Loops LP35/LP45/LP50 の場合、消色直後の用紙はすぐに使用せず、平らな場所で 2 時間
程度放置してから使用することをお勧めします。より安定した状態の用紙として使用する
ことができます。
※ リユースカセット内の空いているスペースを、一時的な放置スペースとして利用するこ

ともできます。
 ●  消色後、リユースカセットに入れずに用紙を保管する場合は、ホコリなどが付かない平ら
で湿度の低い場所に保管してください。
 ●消色した用紙は、Loops LP35/LP45/LP50 以外で使用しないでください。
 ●消色してリユースする用紙は、必ずリユースカセットに入れてください。
 ●消色した用紙は、本機の使用環境（通常使用時）（➡取扱説明書「仕様ガイド」参照）以
下の低温になると、消色した内容が現れることがあります。
※ 消色した内容が現れたときは、再度消色してください。

リユースした用紙の取り扱い上のご注意
消色した用紙は、印刷された内容が完全に見えなくなるものではありません。
リユース後の用紙を破棄する場合は、十分にご注意ください。

用紙のリユースについて
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フィニッシャを使うとき
フィニッシャを使うときのご注意
☆■ 排紙トレイについて

 ●リユースした用紙を使用するときは、排紙トレイのサブ
トレイを引き出してください。排紙された用紙の落下を
防ぐことができます。
※ リユースした用紙は、静電気やカール量などの影響で

排紙トレイから落下しやすくなります。

☆■ シフト排紙について
 ●仕上げかたをソートやグループにしていると、自動でシフト排紙（仕分けされた 1 部ごと
に位置をずらして排紙）されます。 
リユースした用紙でシフト排紙が行われると、静電気やカール量などの影響で正しいシフ
ト排紙にならない場合があります。

 
☆■ 排紙トレイにリユース用紙をためない

 ●リユースした用紙は、正しく整頓された排紙になりにくい傾向があります。新品用紙より
も早めに排紙トレイから取り除くようにしてください。用紙落下を防ぐことができます。

例：インナーフィニッシャ
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使用例一覧

4 段カセット

4 段カセット4 段カセット

消色装置

＋＋

用途例1の応用

リユースする用紙は A4 のみ
カセット構成は以下

 ● 1 段目カセット：A4 リユースカセット
 ● 2 段目カセット：A4 新品用紙
 ● 3 段目カセット：A3 新品用紙
 ● 4 段目カセット：B4 新品用紙

リユースする用紙は A4 のみ
本体で消色
カセット構成は以下

 ● 1 段目カセット：A4 リユースカセット
 ● 2 段目カセット：A4 新品用紙
 ● 3 段目カセット：A3 新品用紙
 ● 4 段目カセット：B4 新品用紙

リユースする用紙は A4 と A3
本体で消色
カセット構成は以下

 ● 1 段目カセット：A4 リユースカセット
 ● 2 段目カセット：A4 新品用紙
 ● 3 段目カセット：A3 リユースカセット
 ● 4 段目カセット：A3 新品用紙

 ●A4 用紙のみリユースする

 ●消色装置を使用しない② ●消色装置を使用しない①

 ●カセット構成については、 
「カセット構成について」
（➡ 36 ページ）もご覧く

ださい。
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使用例一覧

2 段カセット＋大容量給紙装置

2 段カセット＋
大容量給紙装置

＋

＋

用途例2の応用

リユースする用紙は A4
本体で消色
カセット構成は以下

 ● 1 段目カセット：A4 リユースカセット
 ● 2 段目カセット：A3 新品用紙
 ●大容量給紙装置：A4 新品用紙

リユースする用紙は A4
カセット構成は以下

 ● 1 段目カセット：A4 リユースカセット
 ● 2 段目カセット：A3 新品用紙
 ●大容量給紙装置：A4 新品用紙

 ●A3 用紙も使用する

 ●消色装置を使用しない 消色装置

 ●カセット構成については、 
「カセット構成について」
（➡ 36 ページ）もご覧

ください。
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使用例一覧

4 段カセット 大容量給紙装置

2 段カセット

＋

＋

用途例3の応用

リユースする用紙は A4
カセット構成は以下

 ● 1 段目カセット：A4 リユースカセット
 ● 2 段目カセット：A4 新品用紙

リユースする用紙は A3
本体で消色
カセット構成は以下

 ● 1 段目カセット： 
A3 リユースカセット
 ● 2 段目カセット： 
A3 新品用紙

 ●消色装置を使う

 ●A3 用紙を使用する

消色装置

消色装置

左記以外の用紙サイズを使
用する場合、使用できる用
紙サイズは消色できる用紙
サイズになります。
カセット構成は、使用する
用紙サイズに合わせて設定
してください。

複数のサイズの用紙
を使用するなら

大量に印刷するなら 便利に・効率的に
消色するなら

用途例 1 用途例 2

 ●カセット構成については、 
「カセット構成について」
（➡ 36 ページ）もご覧く

ださい。
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使用例一覧

カセット構成について
 ●リユースする用紙サイズは、消色できる用紙サイズから選びます。 
消色装置を使用する場合は、A4、B5、A5 です。 
本体で消色する場合は、A3、A4、LD、LT、LG、B4、FOLIO、COMP、13”LG、8K になります。
 ●A4（または LT）サイズの用紙を本体で消色する場合、リユースカセットの用紙サイズは「-R」
が付かない「A4」（または「LT」）に設定してください。
 ●リユースする用紙サイズのカセットは、リユースカセットと新品用紙カセットの 2 つ（一
組）を用意します。リユースするサイズが複数のときは、二組のカセットを用意します。
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本体で消色する

本体で消色するには、あらかじめサービスエンジニアに依頼して
本体消色機能を有効にしてください

本体消色機能は、ブルートナー印刷した用紙の色を本体で消す機能です。

本体消色では、以下の用紙サイズの消色ができます。
 ●A3、A4、LD、LT、LG、B4、FOLIO、COMP、13”LG、8K

本体消色では、以下の給紙元の用紙を消色します。
 ●リユースカセットの用紙
 ●手差しトレイの用紙

用紙を消色する
☆■ リユースカセットの用紙を消色する
一度の操作で、リユースカセットに入れたすべての用紙を消色します。
一度におよそ 400 枚まで消色できます。

1☆リユースカセットの用紙を消色する用紙に入れ替える
消色するサイズのリユースカセットに用紙を入れます。

2☆ホーム画面の［設定登録 -ユーザ -］を押す
3☆［消色］を押す

部門コード入力画面が表示されたときは、登録されている部門コードを入力して［OK］
を押します。
ユーザ認証画面が表示された場合は、ユーザ名とパスワードを入力して［OK］を押し
ます。

4☆消色する用紙を入れたリユースカセットを☆
選ぶ
カセットの用紙サイズが表示されます。

 ●操作をやめるときは、画面の［戻る］を押します。

5☆［スタート］ボタンを押す
消色が始まります。
リユースカセットに入れたすべての用紙の消色が終
了すると、通常印刷状態に戻ります。

 ●消色を途中でやめるときは、画面の［ストップ］
を押します。
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本体で消色する

☆■ 手差しトレイの用紙を消色する
一度におよそ 30 枚程度（積載高さ：5.5 mm）消色できます。

1☆ホーム画面の［設定登録 -ユーザ -］を押す
2☆［消色］を押す

認証ログイン画面が表示された場合は、ログインコードを入力して［OK］を押します。
ユーザ認証画面が表示された場合は、ユーザ名とパスワードを入力して［OK］を押し
ます。

3☆手差しトレイを選ぶ
用紙サイズが未設定のときは、手差しトレイに用紙をセットする旨のメッセージが表
示されます。

 ●操作をやめるときは、画面の［閉じる］を押します。

4☆手差しトレイに消色する用紙をセットして、手差し用紙レバーを倒す
用紙サイズ選択画面が表示されます。

5☆消色する用紙サイズを選んで［OK］を押す

6☆［スタート］ボタンを押す
消色が始まります。
手差しトレイにセットしたすべての用紙の消色が終了すると、通常印刷状態に戻りま
す。

 ●消色を途中でやめるときは、画面の［ストップ］を押します。

 お知らせ	 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 リユースカセットの用紙を消色するとき 

 ●  消色するカセットはリユースカセットからのみ選べます。リユースカセット以外のカ
セットは選べません。
 ●用紙の状態によって、リユースカセットに入れる用紙を少なめにすると紙づまりなどの
発生を減らすことができます。

 手差しトレイの用紙を消色するとき
 ●  用紙サイズ選択画面が表示されないときは、用紙を正しくセットし直してください。

 次の場合は、一定時間経過すると消色画面がホーム画面に変わります。
 ●  消色を開始しなかったとき
 ●  カセット内の用紙をすべて消色したとき
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 ●用紙はよくさばいてからセットしてください。よくさばかないと二重送りの原因となりま
す。
※ 用紙をさばくときは、用紙で指を切らないように注意してください。
 ●通常印刷状態から消色状態への移行には、待機時間（約 40 秒）が発生する場合があります。
 ●本体で消色と印刷を同時に行うことはできません。本体で消色するときは、印刷やコピー
などを使用する時間帯を避けてください。。
 ●消色は両面同時に行います。片面だけ消色することはできません。
 ●両面印刷で印字率の高い画像が用紙の端にある場合、まれに消色残りが発生することがあ
ります。消色残りがある場合は、再度消色してください。その際、カセットから消色する
場合は消色残りがある面を上にして用紙をセットしてください。手差しトレイから消色す
る場合は消色残りがある面を下にして用紙をセットしてください。
 ●本体で消色した枚数は TopAccess で確認できます。
 ●  本体消色枚数は割当管理できません。

☆■ 本体消色の速度や待ち時間について
 ●消色速度： 
Loops LP35/LP45/LP50 共通

 カセット / 手差しトレイ　　　　A4/LT：17.5 枚 / 分、A3/LD：8.5 枚 / 分
 ●待ち時間： 
通常印刷状態 ➡ 消色：約 40 秒 
消色 ➡ 白黒印刷：待ち時間無し 
消色 ➡ ブルートナー印刷：280 秒以下

☆■ 排紙について
 ●消色する前に、排紙トレイの用紙を取り除いてください。
 ●消色した用紙は、早めに排紙トレイから取り除いてください。

	本体消色を効率よく行うためのヒント

 ●ブルートナーで印刷された用紙の回収ボックスを用意しておくと便利です。 
回収ボックスは、コピー用紙の空き箱などで代用することもできます。
 ●消色する用紙は、多くならないよう余裕を持って、カセットまたは手差しトレイにセット
してください。
 ●本体消色は、MFP を通常印刷などで使用する時間帯を避けて行うことをお勧めします。

本体で消色する
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本体で消色する

制限事項
 ●  消色中は、操作画面の［ストップ］以外の操作は無効です。

次の場合は、消色に移行できません。
 ●  印刷実行中のジョブがあるとき
※ 印刷実行中のジョブには、以下のものも含まれます。
・ 紙無しで中断中の印刷ジョブ
・ 紙づまりで中断中の印刷ジョブ

 ●自動両面ユニットカバー内の封筒レバーが下がっているとき
 ●黒トナーが無くなったとき
 ●非推奨の黒 トナーによるエラーが発生しているとき

次の場合は、消色が開始されません。
 ●  手差しトレイからの消色で、用紙サイズとして設定した用紙の幅と手差しトレイで検知し
た用紙の幅が一致しないとき
 ●  排紙トレイの上限まで用紙が排紙されているとき

次の場合は、ジョブは終了しますが、消色状態が継続されます。
 ●  消色動作中に操作パネルの［ ストップ］ を押したとき
 ●  排紙トレイの上限まで用紙が排紙されたとき
 ●  ウォームアップ中を含め、消色中に本体カバーを開けたとき
 ●  紙づまりのとき、廃トナーボックスがいっぱいになったとき、黒トナーが無くなったとき
 ●紙づまりなどのエラーで終了となり、原因を取り除いて復帰させたとき
 ●  自動両面ユニットカバー内の封筒レバーが下がっているとき
 ●  サービスコールが発生しているとき

    お知らせ	 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
 ●復帰後に［ スタート］ ボタンを押すと、消色を開始します。
 ●［戻る］ を押すと、カセット内や手差しトレイに残った用紙を取り除くことを促すポッ
プアップが表示されるので、ポップアップの［OK］ を押します。
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［消色］（アイコン）をホーム画面に登録する
ホーム画面に［消色］を登録すると、ホーム画面から本体消色の操作をすることができます。

1☆ホーム画面で   を押す

 ●パスワードの入力画面が表示されたら、ホーム画面の編集権限を持つユーザのパス
ワードを入力します。

2☆［ボタン編集］を押す
3☆ホーム画面に［消色］を登録する場所（未登録のボタン）を選ぶ

未登録のボタンが表示されていない場合は、ページを切り替えます。

4☆［機能リストから登録］を押す
5☆［消色］を押す
6☆［OK］を押す

［消色］がホーム画面に登録されます。

本体で消色する
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その他
商標

・ Microsoft、Windows、Windows NT、またはその他のマイクロソフト製品の名称は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

・ .NET Framework は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標
または商標です。

・ Adobe®、Acrobat®、Reader および PostScript® は、Adobe Systems Incorporated（アドビ
システムズ社）の商標または登録商標です。

・ フリクションは株式会社パイロットコーポレーションの商標です。
・ Loops は、東芝テック株式会社の商標です。
・ e-STUDIO、e-BRIDGE、TopAccess は、東芝テック株式会社の商標または登録商標です。
・ その他、本書および本ソフトウェアに掲載または表示されている会社名、製品名は、それ

ぞれの会社の商標または登録商標である場合があります。
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