手順：
Alaris E1000/S2000 シリーズスタッキング
ディフレクターアクセサリ
Translation of these instructions is available at the
on-line support page for your scanner model, for
instance:

キットの内容：
キットには以下が含まれます。

ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
: ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻁﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺎﺳﺤﺔ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ
这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：
如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，
例如：
La traduction de ces instructions est disponible sur la
page de support en ligne pour votre modèle de
scanner, par exemple :
Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der
Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell
verfügbar, wie zum Beispiel:
Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso
la nostra pagina di assistenza online per i modelli di
scanner:
これらの手順の翻訳は、ご使用のスキャナーモデルご
とにオンラインサポートページからご利用になれま
す。例：
해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내
용을 확인할 수 있습니다 . 예 :
A tradução dessas instruções está disponível na
página de suporte on-line para o seu modelo de
scanner, por exemplo:
Перевод настоящего руководства доступен на
странице онлайн-поддержки для вашей модели
сканера, например:

• E1000、S2000、S2000w モデルスキャナー用ス
タッキングディフレクターアクセサリ 1 つ。
• E1000、S2000、S2000w モデルスキャナー用チ
ルトスタンドレッグ 2 個。

スタッキングディフレクターの
使用方法
スタッキングディフレクターアクセサリはスキャ
ナーカバーの前下端に取り付けます。スキャナー
から排出される用紙が順番通りのままで正しくス
タックするのに役立ちます。

取り付け方
1. ロックノブを垂直にします。

La traducción de estas instrucciones está disponible en
la página de asistencia en línea específica para su
modelo de escáner, por ejemplo:
Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin
çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

www.alarisworld.com/go/S2000support
www.alarisworld.com/go/S2000wsupport
www.AlarisWorld.com/go/E1025support
www.AlarisWorld.com/go/E1035support
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2. スタッキングディフレクターをスキャナーカ
バーの前下端より少し手前の低い位置に保持
し、その際脚がスキャナーから離れた方向を向
くようにします。
1

3. ディフレクターブラケットにはタブが 4 つあ
ります。これらのタブはスキャナーカバーの下
端の 4 つの溝に揃える必要があります。
4. タブが揃ったら、小さな接点をロックノブの左
右へ締め付けます。締め付けたら、4 つのタブ
を溝に押し込みます。スタッキングディフレク
ターがスキャナーカバーの下端を背にして取
り付けられたら、締め付けを止めます。

使用法
さまざまな長さの用紙のスキャン
1. スタッキングディフレクターの脚は下ろして
使用します。
2. 脚は調節できます。脚の長さを変えたい場合、
スタッキングディフレクターを中央のハブの
接点で保持します。常に脚を同じ長さに調節し
てからスキャンしてください。

3. 異なる長さ（伝票付きのフォームなど）のペー
ジをスキャンする場合、短いページを確保する
ようスタッキングディフレクターアクセサリ
の脚を調節します。長いページはディフレク
ターの脚下に突き出ますが、短いページはス
5. ロックノブを水平にしてロック位置にします。
キャナーの近くにとどまります。
この時点でスタッキングディフレクターはス
キャナーに固定されています。スタッキング
ディフレクターは正しく取り付けられている
と、部分的に延長した出力トレイに接触します。

4. 複数の異なる長さ（3 インチ、5 インチ、11 イン
チなど）のページをスキャンする場合、すべて
の短いページを確保するようディフレクターの
脚を調節します。この例では、5 インチのペー
ジを確保するよう調節します。短いページは
スキャナーの近くにとどまり、長いページは
スタッキングディフレクターの脚から突き出
ます。
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通常ジョブ
スタッキングディフレクターを使わずにジョブが
正確にスタックする場合、スタッキングディフレ
クターをスキャナーカバーの上に載るよう反転さ
せることができます。

取り付け方
1. スキャナーを裏返し、片方のチルトスタンドの
脚をス キャナーの背 面に向いている フット
パッドでつかみます。
2. レッグを少し傾けて、スキャナー底面のスロッ
トの 1 つに挿入します。チルトスタンドレッグ
の側面にあるピンの 1 つを、スロットの前端に
ある開口部の 1 つに合わせ、ねじって所定の位
置に固定します。

必要な場合、スタッキングディフレクターを再び
下向きに反転させます。スタッキングディフレク
ターは 150 mm（5.9 インチ）より長くて軽いペー
ジには推奨されません。
他のレッグにも同じ作業を繰り返します。

チルトスタンドレッグの使用
方法
チルトスタンドレッグは、スキャナー底面に取り
付けます。拡張すると、スキャナーの前端を持ち
上げることができ、長いページの出力を補助でき
ます。
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