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故障かなと思ったとき（簡単なトラブル点検）

エラー時にはディスプレイに以下のエラーコードが表示されます。

こんな表示が出たら

エラーコード 原　因 処　置 参照
ページ

U103021
～ U103025
U403021

～ U403025

白基準が異常である。

•白基準板にマグネットを貼り付けている
場合は、外してください。

•白基準板を清掃してください。
•明るい場所で使用している場合は、本体
の向きをかえるか、光を遮ってください。

34

U403011
U403012 スキャナーが正常に動作していない。 スキャナーが動くかを確認してください。 12

U314225 プリンターにインク切れが発生している。
プリンターの取扱説明書に従ってプリン
ターのインクカートリッジを交換してく
ださい。

－

U314226 プリンターに記録紙がセットされていな
い。

プリンターの取扱説明書に従ってプリン
ターに記録紙をセットしてください。 －

U314227 プリンターに紙ジャムが発生している。 プリンターの取扱説明書に従ってプリン
ターのジャムを解除してください。 －

U314228 プリンターが動作中である。 プリンターが待機状態になるまで待った
あと、複写を開始してください。 －

U414209 プリンターへの印刷中にUSBケーブル
が抜かれた。

プリンターとのUSBケーブルを確実に接
続し、必要枚数を再度複写してください。 20

U314229
U314231

プリンターへの印刷中に通信異常が発生
した。

プリンターの電源を入れ直してください。
それでもエラーが表示される場合は、プ
リンターが壊れている可能性があります。

－

U314224 プリンターに異常が発生している。
プリンターの電源を入れ直してください。
それでもエラーが表示される場合は、プ
リンターが壊れている可能性があります。

－

U314161

対応していないプリンターが接続されて
いる。 推奨プリンターを接続してください。 20

プリンターではなくパソコンが接続され
ている。

推奨プリンターを接続してください。
パソコンに読み取る場合には、出力先設
定を［パソコン］に変更してください。

20
24
30

U307010 USBフラッシュメモリーの空き容量が不
足している。

パソコンを使用して、空き容量を増やし
てください。 －

U306010 SDメモリーカードの空き容量が不足し
ている。

パソコンを使用して、空き容量を増やし
てください。 －

U307035 ライトプロテクトされたUSBフラッ
シュメモリーがセットされている。 ライトプロテクトを解除してください。 －

U306035 ライトプロテクトされたSDメモリー
カードがセットされている。 ライトプロテクトを解除してください。 －

U407010 USBフラッシュメモリーへの読み取り中
に容量不足が発生した。

パソコンを使用して、空き容量を増やし、
再度読み取ってください。 －

U406010 SDメモリーカードへの読み取り中に容
量不足が発生した。

パソコンを使用して、空き容量を増やし、
再度読み取ってください。 －

U307144 USBフラッシュメモリーへの書込み異常
が発生した。

パソコンを使用してUSBフラッシュメモ
リーに正常に書込めるか確認してください。 －

U306144 SDメモリーカードへの書込み異常が発
生した。

パソコンを使用してSDメモリーカード
に正常に書込めるか確認してください。 －

U407209 USBフラッシュメモリーへの読み取り中に
USBフラッシュメモリーが取り出された。

USBフラッシュメモリーを挿入して、再
度読み取ってください。 －
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故障かなと思ったとき（簡単なトラブル点検）
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っ
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U406209 SDメモリーカードへの読み取り中に
SDメモリーカードが取り出された。

SDメモリーカードを挿入して、再度読み
取ってください。 －

U307014
U307160
U407035

USBフラッシュメモリー内の以下の保存フォ
ルダーが読み取り専用に設定されている。
MC 1800CⅡ："MC1800C"
MC 1300CⅡ："MC1300C"
MC 1800Ⅱ： "MC1800"
MC 1300Ⅱ： "MC1300"

保存フォルダーを書き込み可能に設定し
てください。 19

U306014
U306160
U406035

SDメモリーカード内の以下の保存フォ
ルダーが読み取り専用に設定されている。
MC 1800CⅡ："MC1800C"
MC 1300CⅡ："MC1300C"
MC 1800Ⅱ： "MC1800"
MC 1300Ⅱ： "MC1300"

保存フォルダーを書き込み可能に設定し
てください。 19

U307001
U307002
U307161

使用できないUSBフラッシュメモリー
がセットされている。

セキュリティ機能などの特殊な機能を
持ったUSBフラッシュメモリーは使用で
きません。

－

U307037
対応していない FAT16 形式でフォー
マットされたUSBフラッシュメモリー
がセットされている。

パソコンを使用して FAT32 形式で
フォーマットを行ってください。
フォーマットを行うとUSBフラッシュメ
モリーのデータはすべて削除されます。
必ずデータをバックアップしてから
フォーマットを行うようにしてください。

－

U306001
U306002

SDHCメモリーカードがセットされてい
る。

SDHCメモリーカードには対応していま
せん。
SDメモリーカードをご使用ください。

－

使用できない SDメモリーカードがセッ
トされている。

SDメモリーカードが認識されない場合は、
パソコンの標準フォーマットソフトウェアで
フォーマットされている可能性があります。
書撮りくんで使用する際は、必ず専用のソフ
トウェアでSDメモリーカード規格に準拠す
るようにフォーマットを行ってください。
フォーマットを行うとSDメモリーカード
のデータはすべて削除されます。必ずデー
タをバックアップしてからフォーマットを
行うようにしてください。
フォーマットするための専用のソフトウェ
アは、以下のホームページよりダウンロー
ドすることができます。
http://panasonic.jp/support/sd_w/
download/sd_formatter.html

－

U413209 パソコンへの読み取り中にUSBケーブ
ルが抜かれた。

パソコンとのUSBケーブルを確実に接続
し、再度読み取ってください。

24
25

U413010 読み取り中に本機の内部メモリー不足が
発生した。

ホワイトボードに書かれた文字や貼り付
けたチャートを減らして、再度読み取っ
てください。

－

U407208
U406208

ファイル名の通番が最大（99）に達し
た。

USBフラッシュメモリーまたは SDメモ
リーカードの以下のフォルダー内の画像
ファイルを他の場所に移動してください。
MC 1800CⅡ："MC1800C"
MC 1300CⅡ："MC1300C"
MC 1800Ⅱ： "MC1800"
MC 1300Ⅱ： "MC1300"

19

エラーコード 原　因 処　置 参照
ページ
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