
■ホームプリンター仕様一覧

エコタンク方式 カートリッジ方式

複合機 複合機 単機能 カラリオ ミー ハガキプリンター

本体カラー 本体カラー

機種名 （製品型番：PF-81-2023）

対
応
用
紙

単
票
紙

サイズ

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、四切、

A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード※8、名刺※8、L判、
KG、2L判、

ハイビジョン、六切、四切、
A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、
四切、A6縦～A3縦、
リーガル、レター

カード※8、名刺※8、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード、名刺※8、L判、KG、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、KG、2L判、
ハイビジョン、A6縦～A5縦

厚さ
普通紙/0.08～0.11mm、

当社純正プリンター用紙/最大0.60mm（背面）
ストレート給紙：最大1.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/
最大0.30mm

リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm、

リア手差し給紙：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm
リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.60mm

ハガキ
※1

（日本郵便
株式会社製）

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

封筒
※2

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、　長形封筒3号/4号 洋形封筒1号～4号
※7、長形封筒3号/4号

※7

専用ロール紙 ー 60mm幅 －

給
紙
可
能
枚
数

普通紙 前面トレイ100枚（80g/㎡）/
背面トレイ50枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）/背面トレイ

20枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚
（80g/㎡）/
背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚（75g/㎡）/　背面トレイ1枚
前面トレイ100枚
（75g/㎡）

前面トレイ150枚
（64g/㎡）

背面トレイ100枚
（75g/㎡）

背面トレイ50枚
（75g/㎡）

前面トレイ100枚
（75g/㎡）/
 背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（80g/㎡） 50枚(A5サイズ)

郵便ハガキ 前面トレイ60枚（上トレイ20枚、下トレイ40枚）/
背面トレイ20枚

前面トレイ30枚/
背面トレイ1枚

前面トレイ30枚
前面トレイ40枚/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚
前面トレイ60枚（上トレイ20枚、　下トレイ40枚）/

背面トレイ1枚
前面トレイ40枚 前面トレイ30枚 背面トレイ30枚 背面トレイ20枚

前面トレイ60枚
（上トレイ20枚、
下トレイ40枚）/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚 20枚

必
要
マ
ー
ジ
ン

フチなし
印刷時※3

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/四切/ 
A4/A3/A3ノビ/レター： 
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/
四切/A4/A3：
上下左右0mm

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/
六切/四切/A4/A3：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0ｍｍ

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/

六切/A4：
上下左右0ｍｍ

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/

六切/A4:
上下左右0mm

L判/KG/
スクエア/2L判/

ハガキ/ハイビジョン/
六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/

六切/A4:
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン：上下左右0mm

その他
用紙サイズ

手差しストレート給紙：上左右3mm 下20mm、
前面トレイ・背面トレイ：上下左右3mm

上下左右3mm
上下左右3mm、
封筒：上下3mm 
左右5mm

上下左右3mm 上下左右3mm、封筒：上下3mm 左右5mm
A5：上下左右10mm、

封筒：上下3mm 左右5mm、
その他サイズ：上下左右3mm

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB

Hi-Speed USB×2
（パソコン用、
PictBridge用） 

Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用MicroUSB、PictBridge用）

ネットワーク 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n/a/ac（Wi-Fi 5）

10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n/a/ac
（Wi-Fi 5）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n
（Wi-Fi 4）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

赤外線 ー IrDA（Ver.1.2準拠） ー IrDA（Ver.1.3準拠、IrSimple™対応）

電源電圧
※4

AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz

消費電力 コピー時：約17W コピー時：約12W コピー時：約15W コピー時：約12W コピー時：約17W コピー時：約20W コピー時：約17W コピー時：約15W コピー時：約12W プリント時：約21W プリント時：約15W プリント時：約12W プリント時：約15W

外形寸法（幅×奥行
×高さ）収納時

523×379×169
（mm）

403×369×162
（mm）

498×358×245
（mm）

375×347×187
（mm）

390×339×166
（mm）

390×331×166
（mm）

479×356×148
（mm）

349×340×142
（ｍｍ）

390×339×141
（mm）

390×338×163
（mm）

375×347×230
（mm）

375×300×170
（mm）

390×300×146
（mm）

390×338×141
（mm）

392×264×148
（mm）

249×176×85
（mm）

187×278×100
（mm）

外形寸法（幅×奥行
×高さ）使用時

523×758×430
（mm）

403×612×347
（mm）

498×752×363
（mm）

375×503×187
（mm）

390×525×198
（mm）

390×607×228
（mm）

479×668×295
（mm）

349×527×184
（ｍｍ）

390×598×196
（mm）

390×504×163
（mm）

417×503×255
（mm）

375×578×242
（mm）

390×504×279
（mm）

390×598×196
（mm）

392×530×296
（mm）

249×383×201
（mm）

352×296×338（mm）
＊キーボードを含まず

質量＊本体のみ 約1 1.1kg 約8.4kg 約9.7kg 約5.7kg 約6.3kg 約5.6kg 約8.5kg 約6.7kg 約6.8kg 約6.0kg 約6.4kg 約4.3kg 約4.0kg 約5.0kg 約3.2kg 約1.8kg
約2.6kg

＊キーボード含まず

本
体
同
梱
品

セットアップ用 
インクカートリッジ

※5、
または、インクボトル

マットブラック、フォトブラック、
シアン、マゼンタ、イエロー、グレー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

マットブラック、
フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、　ライトシアン、ライトマゼンタ ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー、
ライトシアン、
ライトマゼンタ

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

4色一体型
（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー）

その他
※6

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、ディスクトレイ、

電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

使い方ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、

ディスクトレイ、電源コード、
メンテナンスボックス（交換用）、

保証書

ソフトウェア　ディスク（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド　他（紙）、ディスクトレイ、電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

早わかりガイド（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、
ディスクトレイ、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

取扱説明書（紙）
ロール紙ホルダー、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

取扱説明書（紙）
キーボード（単3電池2本同梱）
アクセサリーバッグ、
本体内蔵デザイン集、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

希望小売価格 オープンプライス

■商品仕様一覧

エコタンク方式 カートリッジ方式

複合機 複合機 単機能 カラリオ ミー ハガキプリンター

169mm

523mm 379mm379mm

162mm

403mm 369mm369mm

245mm

498mm 358mm358mm

187mm

375mm 347mm347mm

166mm

390mm 339mm339mm

166mm

390mm 331mm331mm

148mm

479mm 356mm356mm

142mm

349mm 340mm340mm

141mm

390mm 339mm339mm

163mm

390mm 338mm338mm

230mm

375mm 347mm347mm

170mm

375mm 300mm300mm

146mm

390mm 300mm300mm

141mm

390mm 338mm338mm

148mm

392mm 264mm264mm

85mm

249mm 176mm176mm

338mm

187mm
296mm296mm

本体カラー 本体カラー

機種名 EW-M973A3T EW-M873T EW-M5610FT EW-M634T EW-M754TW/TB EP-M553T EP-982A3 EP-883AW/AB EP-813A EP-713A EW-M530F EW-452A EW-052A EP-306 PX-105 （製品型番：PF-81-2022）

対
応
用
紙

単
票
紙

サイズ

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、四切、

A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード※8、名刺※8、L判、
KG、2L判、

ハイビジョン、六切、四切、
A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、
四切、A6縦～A3縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード、名刺※8、L判、KG、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、ハイビジョン、六切、
A6縦～A4縦、リーガル、レター

カード、名刺、L判、KG、2L判、
ハイビジョン、A6縦～A5縦

厚さ
普通紙/0.08～0.11mm、

当社純正プリンター用紙/最大0.60mm（背面）
ストレート給紙：最大1.3mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/
最大0.30mm

リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm、

リア手差し給紙：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm
リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.60mm

ハガキ
※1

（日本郵便
株式会社製）

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

封筒
※2

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、 長形封筒3号/4号 洋形封筒1号～4号
※7、長形封筒3号/4号

※7

専用ロール紙 ー 60mm幅 －

給
紙
可
能
枚
数

普通紙 前面トレイ100枚（80g/㎡）/
背面トレイ50枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）/背面トレイ

20枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚
（80g/㎡）/
背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚（75g/㎡）/ 背面トレイ1枚
前面トレイ100枚
（75g/㎡）

前面トレイ150枚
（64g/㎡）

背面トレイ100枚
（75g/㎡）

背面トレイ50枚
（75g/㎡）

前面トレイ100枚
（75g/㎡）/
 背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（64g/㎡） 50枚(A5サイズ)

郵便ハガキ 前面トレイ60枚（上トレイ20枚、下トレイ40枚）/
背面トレイ20枚

前面トレイ30枚/
背面トレイ1枚

前面トレイ30枚
前面トレイ40枚/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚
前面トレイ60枚（上トレイ20枚、 下トレイ40枚）/

背面トレイ1枚
前面トレイ40枚 前面トレイ30枚 背面トレイ30枚 背面トレイ20枚

前面トレイ60枚
（上トレイ20枚、
下トレイ40枚）/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚 20枚

必
要
マ
ー
ジ
ン

フチなし
印刷時※3

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/四切/
A4/A3/A3ノビ/レター：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/
四切/A4/A3：
上下左右0mm

L判/KG/スクエア/
2L判/ハガキ/
ハイビジョン/
六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/
六切/四切/A4/A3：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0ｍｍ

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/

六切/A4：
上下左右0ｍｍ

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

L判/KG/2L判/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン：上下左右0mm

その他
用紙サイズ

手差しストレート給紙：上左右3mm 下20mm、
前面トレイ・背面トレイ：上下左右3mm

上下左右3mm
上下左右3mm、
封筒：上下3mm 
左右5mm

上下左右3mm 上下左右3mm、封筒：上下3mm 左右5mm
A5：上下左右10mm、

封筒：上下3mm 左右5mm、
その他サイズ：上下左右3mm

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB

Hi-Speed USB×2
（パソコン用、
PictBridge用） 

Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用MicroUSB、PictBridge用）

ネットワーク 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n/a/ac（Wi-Fi 5）

10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n/a/ac
（Wi-Fi 5）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n
（Wi-Fi 4）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

赤外線 ー IrDA（Ver.1.2準拠） ー IrDA（Ver.1.3準拠、IrSimple™対応）

電源電圧
※4

AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz

消費電力 コピー時：約17W コピー時：約12W コピー時：約15W コピー時：約12W コピー時：約17W コピー時：約20W コピー時：約17W コピー時：約15W コピー時：約12W プリント時：約21W プリント時：約12W プリント時：約12W プリント時：約15W

外形寸法（幅×奥行
×高さ）収納時

523×379×169
（mm）

403×369×162
（mm）

498×358×245
（mm）

375×347×187
（mm）

390×339×166
（mm）

390×331×166
（mm）

479×356×148
（mm）

349×340×142
（ｍｍ）

390×339×141
（mm）

390×338×163
（mm）

375×347×230
（mm）

375×300×170
（mm）

390×300×146
（mm）

390×338×141
（mm）

392×264×148
（mm）

249×176×85
（mm）

187×278×100
（mm）

外形寸法（幅×奥行
×高さ）使用時

523×758×430
（mm）

403×612×347
（mm）

498×752×363
（mm）

375×503×187
（mm）

390×525×198
（mm）

390×607×228
（mm）

479×668×295
（mm）

349×527×184
（ｍｍ）

390×598×196
（mm）

390×504×163
（mm）

417×503×255
（mm）

375×578×242
（mm）

390×504×279
（mm）

390×598×196
（mm）

392×530×296
（mm）

249×383×201
（mm）

352×296×338（mm）
＊キーボードを含まず

質量＊本体のみ 約1 1.1kg 約8.4kg 約9.7kg 約5.7kg 約6.3kg 約5.6kg 約8.5kg 約6.8kg 約6.8kg 約5.9kg 約6.4kg 約4.3kg 約4.0kg 約5.0kg 約3.3kg 約1.8kg
約2.6kg

＊キーボード含まず

本
体
同
梱
品

セットアップ用
インクカートリッジ

※5、
または、インクボトル

マットブラック、フォトブラック、
シアン、マゼンタ、イエロー、グレー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

マットブラック、
フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、 ライトシアン、ライトマゼンタ ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー、
ライトシアン、
ライトマゼンタ

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

4色一体型
（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー）

その他
※6

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、ディスクトレイ、

電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

使い方ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、

ディスクトレイ、電源コード、
メンテナンスボックス（交換用）、

保証書

ソフトウェア ディスク（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド 他（紙）、ディスクトレイ、電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

早わかりガイド（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
取扱説明書他（紙）、
ディスクトレイ、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
準備ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

取扱説明書（紙）
ロール紙ホルダー、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

取扱説明書（紙）
キーボード（単3電池2本同梱）
アクセサリーバッグ、
本体内蔵デザイン集、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

希望小売価格 オープンプライス

※ 1：写真を貼り合せたものや絵ハガキなど、厚手のハガキは正常に紙送りできない場合があります。また、折り跡がないものに限ります。郵便往復ハガキはパソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※2：フラップ （ふたののりしろ部分）を開いた状態で印刷してください。ロゴなどが印刷された封筒では、印刷できない場合があります。洋形封筒は宛名面のみ印刷可能です。長形封筒はWindows®のみ対応です。※3：デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時は
選択した用紙種類/レイアウトにより、また、パソコン接続時はアプリケーションにより異なります。※4：付属の電源コードはAC100V用です。※5：購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インク吐出孔）の先端部分までインクを満たして 印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、2回目に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。※6：本体に同梱されているスタートガイドや準備ガイド、取扱説明書以外のマニュアルはソフト
ウェアディスク内のユーザーズガイド、またはエプソンのホームページで閲覧できます。※7：パソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※8：給紙可能枚数は 1枚です。＊オープンプライス商品の価格は取り扱い販売店 にお問い合わせください。07 08
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■商品仕様一覧

エコタンク方式 カートリッジ方式

複合機 複合機 単機能 カラリオ ミー ハガキプリンター

169mm

523mm 379mm379mm

162mm

403mm 369mm369mm

245mm

498mm 358mm358mm

187mm

375mm 347mm347mm

166mm

390mm 339mm339mm

166mm

390mm 331mm331mm

148mm

479mm 356mm356mm

142mm

349mm 340mm340mm

141mm

390mm 339mm339mm

163mm

390mm 338mm338mm

230mm

375mm 347mm347mm

170mm

375mm 300mm300mm

146mm

390mm 300mm300mm

141mm

390mm 338mm338mm

148mm

392mm 264mm264mm

85mm

249mm 176mm176mm

338mm

187mm
296mm296mm

本体カラー 本体カラー

機種名 EW-M973A3T EW-M873T EW-M5610FT EW-M634T EW-M754TW/TB EP-M553T EP-982A3 EP-883AW/AB EP-813A EP-713A EW-M530F EW-452A EW-052A EP-306 PX-105 （製品型番：PF-81-2022）

対
応
用
紙

単
票
紙

サイズ

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、四切、

A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード※8、名刺※8、L判、
KG、2L判、

ハイビジョン、六切、四切、
A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、
四切、A6縦～A3縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード、名刺※8、L判、KG、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、ハイビジョン、六切、
A6縦～A4縦、リーガル、レター

カード、名刺、L判、KG、2L判、
ハイビジョン、A6縦～A5縦

厚さ
普通紙/0.08～0.11mm、

当社純正プリンター用紙/最大0.60mm（背面）
ストレート給紙：最大1.3mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/
最大0.30mm

リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm、

リア手差し給紙：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm
リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.60mm

ハガキ
※1

（日本郵便
株式会社製）

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

封筒
※2

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、 長形封筒3号/4号 洋形封筒1号～4号
※7、長形封筒3号/4号

※7

専用ロール紙 ー 60mm幅 －

給
紙
可
能
枚
数

普通紙 前面トレイ100枚（80g/㎡）/
背面トレイ50枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）/背面トレイ

20枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚
（80g/㎡）/
背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚（75g/㎡）/ 背面トレイ1枚
前面トレイ100枚
（75g/㎡）

前面トレイ150枚
（64g/㎡）

背面トレイ100枚
（75g/㎡）

背面トレイ50枚
（75g/㎡）

前面トレイ100枚
（75g/㎡）/
 背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（64g/㎡） 50枚(A5サイズ)

郵便ハガキ 前面トレイ60枚（上トレイ20枚、下トレイ40枚）/
背面トレイ20枚

前面トレイ30枚/
背面トレイ1枚

前面トレイ30枚
前面トレイ40枚/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚
前面トレイ60枚（上トレイ20枚、 下トレイ40枚）/

背面トレイ1枚
前面トレイ40枚 前面トレイ30枚 背面トレイ30枚 背面トレイ20枚

前面トレイ60枚
（上トレイ20枚、
下トレイ40枚）/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚 20枚

必
要
マ
ー
ジ
ン

フチなし
印刷時※3

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/四切/
A4/A3/A3ノビ/レター：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/
四切/A4/A3：
上下左右0mm

L判/KG/スクエア/
2L判/ハガキ/
ハイビジョン/
六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/
六切/四切/A4/A3：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0ｍｍ

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/

六切/A4：
上下左右0ｍｍ

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

L判/KG/2L判/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン：上下左右0mm

その他
用紙サイズ

手差しストレート給紙：上左右3mm 下20mm、
前面トレイ・背面トレイ：上下左右3mm

上下左右3mm
上下左右3mm、
封筒：上下3mm 
左右5mm

上下左右3mm 上下左右3mm、封筒：上下3mm 左右5mm
A5：上下左右10mm、

封筒：上下3mm 左右5mm、
その他サイズ：上下左右3mm

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB

Hi-Speed USB×2
（パソコン用、
PictBridge用） 

Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用MicroUSB、PictBridge用）

ネットワーク 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n/a/ac（Wi-Fi 5）

10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n/a/ac
（Wi-Fi 5）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n
（Wi-Fi 4）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

赤外線 ー IrDA（Ver.1.2準拠） ー IrDA（Ver.1.3準拠、IrSimple™対応）

電源電圧
※4

AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz

消費電力 コピー時：約17W コピー時：約12W コピー時：約15W コピー時：約12W コピー時：約17W コピー時：約20W コピー時：約17W コピー時：約15W コピー時：約12W プリント時：約21W プリント時：約12W プリント時：約12W プリント時：約15W

外形寸法（幅×奥行
×高さ）収納時

523×379×169
（mm）

403×369×162
（mm）

498×358×245
（mm）

375×347×187
（mm）

390×339×166
（mm）

390×331×166
（mm）

479×356×148
（mm）

349×340×142
（ｍｍ）

390×339×141
（mm）

390×338×163
（mm）

375×347×230
（mm）

375×300×170
（mm）

390×300×146
（mm）

390×338×141
（mm）

392×264×148
（mm）

249×176×85
（mm）

187×278×100
（mm）

外形寸法（幅×奥行
×高さ）使用時

523×758×430
（mm）

403×612×347
（mm）

498×752×363
（mm）

375×503×187
（mm）

390×525×198
（mm）

390×607×228
（mm）

479×668×295
（mm）

349×527×184
（ｍｍ）

390×598×196
（mm）

390×504×163
（mm）

417×503×255
（mm）

375×578×242
（mm）

390×504×279
（mm）

390×598×196
（mm）

392×530×296
（mm）

249×383×201
（mm）

352×296×338（mm）
＊キーボードを含まず

質量＊本体のみ 約1 1.1kg 約8.4kg 約9.7kg 約5.7kg 約6.3kg 約5.6kg 約8.5kg 約6.8kg 約6.8kg 約5.9kg 約6.4kg 約4.3kg 約4.0kg 約5.0kg 約3.3kg 約1.8kg
約2.6kg

＊キーボード含まず

本
体
同
梱
品

セットアップ用
インクカートリッジ

※5、
または、インクボトル

マットブラック、フォトブラック、
シアン、マゼンタ、イエロー、グレー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

マットブラック、
フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、 ライトシアン、ライトマゼンタ ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー、
ライトシアン、
ライトマゼンタ

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

4色一体型
（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー）

その他
※6

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、ディスクトレイ、

電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

使い方ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、

ディスクトレイ、電源コード、
メンテナンスボックス（交換用）、

保証書

ソフトウェア ディスク（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド 他（紙）、ディスクトレイ、電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

早わかりガイド（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
取扱説明書他（紙）、
ディスクトレイ、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
準備ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

取扱説明書（紙）
ロール紙ホルダー、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

取扱説明書（紙）
キーボード（単3電池2本同梱）
アクセサリーバッグ、
本体内蔵デザイン集、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

希望小売価格 オープンプライス

※ 1：写真を貼り合せたものや絵ハガキなど、厚手のハガキは正常に紙送りできない場合があります。また、折り跡がないものに限ります。郵便往復ハガキはパソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※2：フラップ （ふたののりしろ部分）を開いた状態で印刷してください。ロゴなどが印刷された封筒では、印刷できない場合があります。洋形封筒は宛名面のみ印刷可能です。長形封筒はWindows®のみ対応です。※3：デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時は
選択した用紙種類/レイアウトにより、また、パソコン接続時はアプリケーションにより異なります。※4：付属の電源コードはAC100V用です。※5：購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インク吐出孔）の先端部分までインクを満たして 印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、2回目に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。※6：本体に同梱されているスタートガイドや準備ガイド、取扱説明書以外のマニュアルはソフト
ウェアディスク内のユーザーズガイド、またはエプソンのホームページで閲覧できます。※7：パソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※8：給紙可能枚数は 1枚です。＊オープンプライス商品の価格は取り扱い販売店 にお問い合わせください。07 08
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■商品仕様一覧

エコタンク方式 カートリッジ方式

複合機 複合機 単機能 カラリオ ミー ハガキプリンター

169mm

523mm 379mm379mm

162mm

403mm 369mm369mm

245mm

498mm 358mm358mm

187mm

375mm 347mm347mm

166mm

390mm 339mm339mm

166mm

390mm 331mm331mm

148mm

479mm 356mm356mm

142mm

349mm 340mm340mm

141mm

390mm 339mm339mm

163mm

390mm 338mm338mm

230mm

375mm 347mm347mm

170mm

375mm 300mm300mm

146mm

390mm 300mm300mm

141mm

390mm 338mm338mm

148mm

392mm 264mm264mm

85mm

249mm 176mm176mm

338mm

187mm
296mm296mm

本体カラー 本体カラー

機種名 EW-M973A3T EW-M873T EW-M5610FT EW-M634T EW-M754TW/TB EP-M553T EP-982A3 EP-883AW/AB EP-813A EP-713A EW-M530F EW-452A EW-052A EP-306 PX-105 （製品型番：PF-81-2022）

対
応
用
紙

単
票
紙

サイズ

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、四切、

A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード※8、名刺※8、L判、
KG、2L判、

ハイビジョン、六切、四切、
A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、
四切、A6縦～A3縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード、名刺※8、L判、KG、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、ハイビジョン、六切、
A6縦～A4縦、リーガル、レター

カード、名刺、L判、KG、2L判、
ハイビジョン、A6縦～A5縦

厚さ
普通紙/0.08～0.11mm、

当社純正プリンター用紙/最大0.60mm（背面）
ストレート給紙：最大1.3mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/
最大0.30mm

リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm、

リア手差し給紙：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm
リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.60mm

ハガキ
※1

（日本郵便
株式会社製）

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

封筒
※2

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、 長形封筒3号/4号 洋形封筒1号～4号
※7、長形封筒3号/4号

※7

専用ロール紙 ー 60mm幅 －

給
紙
可
能
枚
数

普通紙 前面トレイ100枚（80g/㎡）/
背面トレイ50枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）/背面トレイ

20枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚
（80g/㎡）/
背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚（75g/㎡）/ 背面トレイ1枚
前面トレイ100枚
（75g/㎡）

前面トレイ150枚
（64g/㎡）

背面トレイ100枚
（75g/㎡）

背面トレイ50枚
（75g/㎡）

前面トレイ100枚
（75g/㎡）/
 背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（64g/㎡） 50枚(A5サイズ)

郵便ハガキ 前面トレイ60枚（上トレイ20枚、下トレイ40枚）/
背面トレイ20枚

前面トレイ30枚/
背面トレイ1枚

前面トレイ30枚
前面トレイ40枚/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚
前面トレイ60枚（上トレイ20枚、 下トレイ40枚）/

背面トレイ1枚
前面トレイ40枚 前面トレイ30枚 背面トレイ30枚 背面トレイ20枚

前面トレイ60枚
（上トレイ20枚、
下トレイ40枚）/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚 20枚

必
要
マ
ー
ジ
ン

フチなし
印刷時※3

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/四切/
A4/A3/A3ノビ/レター：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/
四切/A4/A3：
上下左右0mm

L判/KG/スクエア/
2L判/ハガキ/
ハイビジョン/
六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/
六切/四切/A4/A3：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0ｍｍ

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/

六切/A4：
上下左右0ｍｍ

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

L判/KG/2L判/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン：上下左右0mm

その他
用紙サイズ

手差しストレート給紙：上左右3mm 下20mm、
前面トレイ・背面トレイ：上下左右3mm

上下左右3mm
上下左右3mm、
封筒：上下3mm 
左右5mm

上下左右3mm 上下左右3mm、封筒：上下3mm 左右5mm
A5：上下左右10mm、

封筒：上下3mm 左右5mm、
その他サイズ：上下左右3mm

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB

Hi-Speed USB×2
（パソコン用、
PictBridge用） 

Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用MicroUSB、PictBridge用）

ネットワーク 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n/a/ac（Wi-Fi 5）

10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n/a/ac
（Wi-Fi 5）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n
（Wi-Fi 4）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

赤外線 ー IrDA（Ver.1.2準拠） ー IrDA（Ver.1.3準拠、IrSimple™対応）

電源電圧
※4

AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz

消費電力 コピー時：約17W コピー時：約12W コピー時：約15W コピー時：約12W コピー時：約17W コピー時：約20W コピー時：約17W コピー時：約15W コピー時：約12W プリント時：約21W プリント時：約12W プリント時：約12W プリント時：約15W

外形寸法（幅×奥行
×高さ）収納時

523×379×169
（mm）

403×369×162
（mm）

498×358×245
（mm）

375×347×187
（mm）

390×339×166
（mm）

390×331×166
（mm）

479×356×148
（mm）

349×340×142
（ｍｍ）

390×339×141
（mm）

390×338×163
（mm）

375×347×230
（mm）

375×300×170
（mm）

390×300×146
（mm）

390×338×141
（mm）

392×264×148
（mm）

249×176×85
（mm）

187×278×100
（mm）

外形寸法（幅×奥行
×高さ）使用時

523×758×430
（mm）

403×612×347
（mm）

498×752×363
（mm）

375×503×187
（mm）

390×525×198
（mm）

390×607×228
（mm）

479×668×295
（mm）

349×527×184
（ｍｍ）

390×598×196
（mm）

390×504×163
（mm）

417×503×255
（mm）

375×578×242
（mm）

390×504×279
（mm）

390×598×196
（mm）

392×530×296
（mm）

249×383×201
（mm）

352×296×338（mm）
＊キーボードを含まず

質量＊本体のみ 約1 1.1kg 約8.4kg 約9.7kg 約5.7kg 約6.3kg 約5.6kg 約8.5kg 約6.8kg 約6.8kg 約5.9kg 約6.4kg 約4.3kg 約4.0kg 約5.0kg 約3.3kg 約1.8kg
約2.6kg

＊キーボード含まず

本
体
同
梱
品

セットアップ用
インクカートリッジ

※5、
または、インクボトル

マットブラック、フォトブラック、
シアン、マゼンタ、イエロー、グレー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

マットブラック、
フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、 ライトシアン、ライトマゼンタ ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー、
ライトシアン、
ライトマゼンタ

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

4色一体型
（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー）

その他
※6

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、ディスクトレイ、

電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

使い方ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、

ディスクトレイ、電源コード、
メンテナンスボックス（交換用）、

保証書

ソフトウェア ディスク（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド 他（紙）、ディスクトレイ、電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

早わかりガイド（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
取扱説明書他（紙）、
ディスクトレイ、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
準備ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

取扱説明書（紙）
ロール紙ホルダー、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

取扱説明書（紙）
キーボード（単3電池2本同梱）
アクセサリーバッグ、
本体内蔵デザイン集、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

希望小売価格 オープンプライス

※ 1：写真を貼り合せたものや絵ハガキなど、厚手のハガキは正常に紙送りできない場合があります。また、折り跡がないものに限ります。郵便往復ハガキはパソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※2：フラップ （ふたののりしろ部分）を開いた状態で印刷してください。ロゴなどが印刷された封筒では、印刷できない場合があります。洋形封筒は宛名面のみ印刷可能です。長形封筒はWindows®のみ対応です。※3：デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時は
選択した用紙種類/レイアウトにより、また、パソコン接続時はアプリケーションにより異なります。※4：付属の電源コードはAC100V用です。※5：購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インク吐出孔）の先端部分までインクを満たして 印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、2回目に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。※6：本体に同梱されているスタートガイドや準備ガイド、取扱説明書以外のマニュアルはソフト
ウェアディスク内のユーザーズガイド、またはエプソンのホームページで閲覧できます。※7：パソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※8：給紙可能枚数は 1枚です。＊オープンプライス商品の価格は取り扱い販売店 にお問い合わせください。07 08
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■商品仕様一覧

エコタンク方式 カートリッジ方式

複合機 複合機 単機能 カラリオ ミー ハガキプリンター

169mm

523mm 379mm379mm

162mm

403mm 369mm369mm

245mm

498mm 358mm358mm

187mm

375mm 347mm347mm

166mm

390mm 339mm339mm

166mm

390mm 331mm331mm

148mm

479mm 356mm356mm

142mm

349mm 340mm340mm

141mm

390mm 339mm339mm

163mm

390mm 338mm338mm

230mm

375mm 347mm347mm

170mm

375mm 300mm300mm

146mm

390mm 300mm300mm

141mm

390mm 338mm338mm

148mm

392mm 264mm264mm

85mm

249mm 176mm176mm

338mm

187mm
296mm296mm

本体カラー 本体カラー

機種名 EW-M973A3T EW-M873T EW-M5610FT EW-M634T EW-M754TW/TB EP-M553T EP-982A3 EP-883AW/AB EP-813A EP-713A EW-M530F EW-452A EW-052A EP-306 PX-105 （製品型番：PF-81-2022）

対
応
用
紙

単
票
紙

サイズ

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、四切、

A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード※8、名刺※8、L判、
KG、2L判、

ハイビジョン、六切、四切、
A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、
四切、A6縦～A3縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード、名刺※8、L判、KG、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、ハイビジョン、六切、
A6縦～A4縦、リーガル、レター

カード、名刺、L判、KG、2L判、
ハイビジョン、A6縦～A5縦

厚さ
普通紙/0.08～0.11mm、

当社純正プリンター用紙/最大0.60mm（背面）
ストレート給紙：最大1.3mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/
最大0.30mm

リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm、

リア手差し給紙：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm
リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.60mm

ハガキ
※1

（日本郵便
株式会社製）

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

封筒
※2

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、 長形封筒3号/4号 洋形封筒1号～4号
※7、長形封筒3号/4号

※7

専用ロール紙 ー 60mm幅 －

給
紙
可
能
枚
数

普通紙 前面トレイ100枚（80g/㎡）/
背面トレイ50枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）/背面トレイ

20枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚
（80g/㎡）/
背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚（75g/㎡）/ 背面トレイ1枚
前面トレイ100枚
（75g/㎡）

前面トレイ150枚
（64g/㎡）

背面トレイ100枚
（75g/㎡）

背面トレイ50枚
（75g/㎡）

前面トレイ100枚
（75g/㎡）/
 背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（64g/㎡） 50枚(A5サイズ)

郵便ハガキ 前面トレイ60枚（上トレイ20枚、下トレイ40枚）/
背面トレイ20枚

前面トレイ30枚/
背面トレイ1枚

前面トレイ30枚
前面トレイ40枚/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚
前面トレイ60枚（上トレイ20枚、 下トレイ40枚）/

背面トレイ1枚
前面トレイ40枚 前面トレイ30枚 背面トレイ30枚 背面トレイ20枚

前面トレイ60枚
（上トレイ20枚、
下トレイ40枚）/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚 20枚

必
要
マ
ー
ジ
ン

フチなし
印刷時※3

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/四切/
A4/A3/A3ノビ/レター：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/
四切/A4/A3：
上下左右0mm

L判/KG/スクエア/
2L判/ハガキ/
ハイビジョン/
六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/
六切/四切/A4/A3：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0ｍｍ

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/

六切/A4：
上下左右0ｍｍ

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

L判/KG/2L判/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン：上下左右0mm

その他
用紙サイズ

手差しストレート給紙：上左右3mm 下20mm、
前面トレイ・背面トレイ：上下左右3mm

上下左右3mm
上下左右3mm、
封筒：上下3mm 
左右5mm

上下左右3mm 上下左右3mm、封筒：上下3mm 左右5mm
A5：上下左右10mm、

封筒：上下3mm 左右5mm、
その他サイズ：上下左右3mm

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB

Hi-Speed USB×2
（パソコン用、
PictBridge用） 

Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用MicroUSB、PictBridge用）

ネットワーク 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n/a/ac（Wi-Fi 5）

10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n/a/ac
（Wi-Fi 5）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n
（Wi-Fi 4）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

赤外線 ー IrDA（Ver.1.2準拠） ー IrDA（Ver.1.3準拠、IrSimple™対応）

電源電圧
※4

AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz

消費電力 コピー時：約17W コピー時：約12W コピー時：約15W コピー時：約12W コピー時：約17W コピー時：約20W コピー時：約17W コピー時：約15W コピー時：約12W プリント時：約21W プリント時：約12W プリント時：約12W プリント時：約15W

外形寸法（幅×奥行
×高さ）収納時

523×379×169
（mm）

403×369×162
（mm）

498×358×245
（mm）

375×347×187
（mm）

390×339×166
（mm）

390×331×166
（mm）

479×356×148
（mm）

349×340×142
（ｍｍ）

390×339×141
（mm）

390×338×163
（mm）

375×347×230
（mm）

375×300×170
（mm）

390×300×146
（mm）

390×338×141
（mm）

392×264×148
（mm）

249×176×85
（mm）

187×278×100
（mm）

外形寸法（幅×奥行
×高さ）使用時

523×758×430
（mm）

403×612×347
（mm）

498×752×363
（mm）

375×503×187
（mm）

390×525×198
（mm）

390×607×228
（mm）

479×668×295
（mm）

349×527×184
（ｍｍ）

390×598×196
（mm）

390×504×163
（mm）

417×503×255
（mm）

375×578×242
（mm）

390×504×279
（mm）

390×598×196
（mm）

392×530×296
（mm）

249×383×201
（mm）

352×296×338（mm）
＊キーボードを含まず

質量＊本体のみ 約1 1.1kg 約8.4kg 約9.7kg 約5.7kg 約6.3kg 約5.6kg 約8.5kg 約6.8kg 約6.8kg 約5.9kg 約6.4kg 約4.3kg 約4.0kg 約5.0kg 約3.3kg 約1.8kg
約2.6kg

＊キーボード含まず

本
体
同
梱
品

セットアップ用
インクカートリッジ

※5、
または、インクボトル

マットブラック、フォトブラック、
シアン、マゼンタ、イエロー、グレー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

マットブラック、
フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、 ライトシアン、ライトマゼンタ ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー、
ライトシアン、
ライトマゼンタ

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

4色一体型
（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー）

その他
※6

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、ディスクトレイ、

電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

使い方ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、

ディスクトレイ、電源コード、
メンテナンスボックス（交換用）、

保証書

ソフトウェア ディスク（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド 他（紙）、ディスクトレイ、電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

早わかりガイド（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
取扱説明書他（紙）、
ディスクトレイ、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
準備ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

取扱説明書（紙）
ロール紙ホルダー、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

取扱説明書（紙）
キーボード（単3電池2本同梱）
アクセサリーバッグ、
本体内蔵デザイン集、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

希望小売価格 オープンプライス

※ 1：写真を貼り合せたものや絵ハガキなど、厚手のハガキは正常に紙送りできない場合があります。また、折り跡がないものに限ります。郵便往復ハガキはパソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※2：フラップ （ふたののりしろ部分）を開いた状態で印刷してください。ロゴなどが印刷された封筒では、印刷できない場合があります。洋形封筒は宛名面のみ印刷可能です。長形封筒はWindows®のみ対応です。※3：デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時は
選択した用紙種類/レイアウトにより、また、パソコン接続時はアプリケーションにより異なります。※4：付属の電源コードはAC100V用です。※5：購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インク吐出孔）の先端部分までインクを満たして 印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、2回目に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。※6：本体に同梱されているスタートガイドや準備ガイド、取扱説明書以外のマニュアルはソフト
ウェアディスク内のユーザーズガイド、またはエプソンのホームページで閲覧できます。※7：パソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※8：給紙可能枚数は 1枚です。＊オープンプライス商品の価格は取り扱い販売店 にお問い合わせください。07 08
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■商品仕様一覧

エコタンク方式 カートリッジ方式

複合機 複合機 単機能 カラリオ ミー ハガキプリンター

169mm

523mm 379mm379mm

162mm

403mm 369mm369mm

245mm

498mm 358mm358mm

187mm

375mm 347mm347mm

166mm

390mm 339mm339mm

166mm

390mm 331mm331mm

148mm

479mm 356mm356mm

142mm

349mm 340mm340mm

141mm

390mm 339mm339mm

163mm

390mm 338mm338mm

230mm

375mm 347mm347mm

170mm

375mm 300mm300mm

146mm

390mm 300mm300mm

141mm

390mm 338mm338mm

148mm

392mm 264mm264mm

85mm

249mm 176mm176mm

338mm

187mm
296mm296mm

本体カラー 本体カラー

機種名 EW-M973A3T EW-M873T EW-M5610FT EW-M634T EW-M754TW/TB EP-M553T EP-982A3 EP-883AW/AB EP-813A EP-713A EW-M530F EW-452A EW-052A EP-306 PX-105 （製品型番：PF-81-2022）

対
応
用
紙

単
票
紙

サイズ

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、四切、

A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード※8、名刺※8、L判、
KG、2L判、

ハイビジョン、六切、四切、
A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、
四切、A6縦～A3縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード、名刺※8、L判、KG、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、ハイビジョン、六切、
A6縦～A4縦、リーガル、レター

カード、名刺、L判、KG、2L判、
ハイビジョン、A6縦～A5縦

厚さ
普通紙/0.08～0.11mm、

当社純正プリンター用紙/最大0.60mm（背面）
ストレート給紙：最大1.3mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/
最大0.30mm

リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm、

リア手差し給紙：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm
リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.60mm

ハガキ
※1

（日本郵便
株式会社製）

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

封筒
※2

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、 長形封筒3号/4号 洋形封筒1号～4号
※7、長形封筒3号/4号

※7

専用ロール紙 ー 60mm幅 －

給
紙
可
能
枚
数

普通紙 前面トレイ100枚（80g/㎡）/
背面トレイ50枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）/背面トレイ

20枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚
（80g/㎡）/
背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚（75g/㎡）/ 背面トレイ1枚
前面トレイ100枚
（75g/㎡）

前面トレイ150枚
（64g/㎡）

背面トレイ100枚
（75g/㎡）

背面トレイ50枚
（75g/㎡）

前面トレイ100枚
（75g/㎡）/
 背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（64g/㎡） 50枚(A5サイズ)

郵便ハガキ 前面トレイ60枚（上トレイ20枚、下トレイ40枚）/
背面トレイ20枚

前面トレイ30枚/
背面トレイ1枚

前面トレイ30枚
前面トレイ40枚/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚
前面トレイ60枚（上トレイ20枚、 下トレイ40枚）/

背面トレイ1枚
前面トレイ40枚 前面トレイ30枚 背面トレイ30枚 背面トレイ20枚

前面トレイ60枚
（上トレイ20枚、
下トレイ40枚）/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚 20枚

必
要
マ
ー
ジ
ン

フチなし
印刷時※3

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/四切/
A4/A3/A3ノビ/レター：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/
四切/A4/A3：
上下左右0mm

L判/KG/スクエア/
2L判/ハガキ/
ハイビジョン/
六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/
六切/四切/A4/A3：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0ｍｍ

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/

六切/A4：
上下左右0ｍｍ

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

L判/KG/2L判/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン：上下左右0mm

その他
用紙サイズ

手差しストレート給紙：上左右3mm 下20mm、
前面トレイ・背面トレイ：上下左右3mm

上下左右3mm
上下左右3mm、
封筒：上下3mm 
左右5mm

上下左右3mm 上下左右3mm、封筒：上下3mm 左右5mm
A5：上下左右10mm、

封筒：上下3mm 左右5mm、
その他サイズ：上下左右3mm

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB

Hi-Speed USB×2
（パソコン用、
PictBridge用） 

Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用MicroUSB、PictBridge用）

ネットワーク 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n/a/ac（Wi-Fi 5）

10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n/a/ac
（Wi-Fi 5）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n
（Wi-Fi 4）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

赤外線 ー IrDA（Ver.1.2準拠） ー IrDA（Ver.1.3準拠、IrSimple™対応）

電源電圧
※4

AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz

消費電力 コピー時：約17W コピー時：約12W コピー時：約15W コピー時：約12W コピー時：約17W コピー時：約20W コピー時：約17W コピー時：約15W コピー時：約12W プリント時：約21W プリント時：約12W プリント時：約12W プリント時：約15W

外形寸法（幅×奥行
×高さ）収納時

523×379×169
（mm）

403×369×162
（mm）

498×358×245
（mm）

375×347×187
（mm）

390×339×166
（mm）

390×331×166
（mm）

479×356×148
（mm）

349×340×142
（ｍｍ）

390×339×141
（mm）

390×338×163
（mm）

375×347×230
（mm）

375×300×170
（mm）

390×300×146
（mm）

390×338×141
（mm）

392×264×148
（mm）

249×176×85
（mm）

187×278×100
（mm）

外形寸法（幅×奥行
×高さ）使用時

523×758×430
（mm）

403×612×347
（mm）

498×752×363
（mm）

375×503×187
（mm）

390×525×198
（mm）

390×607×228
（mm）

479×668×295
（mm）

349×527×184
（ｍｍ）

390×598×196
（mm）

390×504×163
（mm）

417×503×255
（mm）

375×578×242
（mm）

390×504×279
（mm）

390×598×196
（mm）

392×530×296
（mm）

249×383×201
（mm）

352×296×338（mm）
＊キーボードを含まず

質量＊本体のみ 約1 1.1kg 約8.4kg 約9.7kg 約5.7kg 約6.3kg 約5.6kg 約8.5kg 約6.8kg 約6.8kg 約5.9kg 約6.4kg 約4.3kg 約4.0kg 約5.0kg 約3.3kg 約1.8kg
約2.6kg

＊キーボード含まず

本
体
同
梱
品

セットアップ用
インクカートリッジ

※5、
または、インクボトル

マットブラック、フォトブラック、
シアン、マゼンタ、イエロー、グレー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

マットブラック、
フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、 ライトシアン、ライトマゼンタ ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー、
ライトシアン、
ライトマゼンタ

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

4色一体型
（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー）

その他
※6

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、ディスクトレイ、

電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

使い方ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、

ディスクトレイ、電源コード、
メンテナンスボックス（交換用）、

保証書

ソフトウェア ディスク（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド 他（紙）、ディスクトレイ、電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

早わかりガイド（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
取扱説明書他（紙）、
ディスクトレイ、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
準備ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

取扱説明書（紙）
ロール紙ホルダー、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

取扱説明書（紙）
キーボード（単3電池2本同梱）
アクセサリーバッグ、
本体内蔵デザイン集、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

希望小売価格 オープンプライス

※ 1：写真を貼り合せたものや絵ハガキなど、厚手のハガキは正常に紙送りできない場合があります。また、折り跡がないものに限ります。郵便往復ハガキはパソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※2：フラップ （ふたののりしろ部分）を開いた状態で印刷してください。ロゴなどが印刷された封筒では、印刷できない場合があります。洋形封筒は宛名面のみ印刷可能です。長形封筒はWindows®のみ対応です。※3：デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時は
選択した用紙種類/レイアウトにより、また、パソコン接続時はアプリケーションにより異なります。※4：付属の電源コードはAC100V用です。※5：購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インク吐出孔）の先端部分までインクを満たして 印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、2回目に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。※6：本体に同梱されているスタートガイドや準備ガイド、取扱説明書以外のマニュアルはソフト
ウェアディスク内のユーザーズガイド、またはエプソンのホームページで閲覧できます。※7：パソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※8：給紙可能枚数は 1枚です。＊オープンプライス商品の価格は取り扱い販売店 にお問い合わせください。07 08
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■商品仕様一覧

エコタンク方式 カートリッジ方式

複合機 複合機 単機能 カラリオ ミー ハガキプリンター

169mm

523mm 379mm379mm

162mm

403mm 369mm369mm

245mm

498mm 358mm358mm

187mm

375mm 347mm347mm

166mm

390mm 339mm339mm

166mm

390mm 331mm331mm

148mm

479mm 356mm356mm

142mm

349mm 340mm340mm

141mm

390mm 339mm339mm

163mm

390mm 338mm338mm

230mm

375mm 347mm347mm

170mm

375mm 300mm300mm

146mm

390mm 300mm300mm

141mm

390mm 338mm338mm

148mm

392mm 264mm264mm

85mm

249mm 176mm176mm

338mm

187mm
296mm296mm

本体カラー 本体カラー

機種名 EW-M973A3T EW-M873T EW-M5610FT EW-M634T EW-M754TW/TB EP-M553T EP-982A3 EP-883AW/AB EP-813A EP-713A EW-M530F EW-452A EW-052A EP-306 PX-105 （製品型番：PF-81-2022）

対
応
用
紙

単
票
紙

サイズ

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、四切、

A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード※8、名刺※8、L判、
KG、2L判、

ハイビジョン、六切、四切、
A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、
四切、A6縦～A3縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード、名刺※8、L判、KG、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、ハイビジョン、六切、
A6縦～A4縦、リーガル、レター

カード、名刺、L判、KG、2L判、
ハイビジョン、A6縦～A5縦

厚さ
普通紙/0.08～0.11mm、

当社純正プリンター用紙/最大0.60mm（背面）
ストレート給紙：最大1.3mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/
最大0.30mm

リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm、

リア手差し給紙：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm
リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.60mm

ハガキ
※1

（日本郵便
株式会社製）

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

封筒
※2

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、 長形封筒3号/4号 洋形封筒1号～4号
※7、長形封筒3号/4号

※7

専用ロール紙 ー 60mm幅 －

給
紙
可
能
枚
数

普通紙 前面トレイ100枚（80g/㎡）/
背面トレイ50枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）/背面トレイ

20枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚
（80g/㎡）/
背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚（75g/㎡）/ 背面トレイ1枚
前面トレイ100枚
（75g/㎡）

前面トレイ150枚
（64g/㎡）

背面トレイ100枚
（75g/㎡）

背面トレイ50枚
（75g/㎡）

前面トレイ100枚
（75g/㎡）/
 背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（64g/㎡） 50枚(A5サイズ)

郵便ハガキ 前面トレイ60枚（上トレイ20枚、下トレイ40枚）/
背面トレイ20枚

前面トレイ30枚/
背面トレイ1枚

前面トレイ30枚
前面トレイ40枚/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚
前面トレイ60枚（上トレイ20枚、 下トレイ40枚）/

背面トレイ1枚
前面トレイ40枚 前面トレイ30枚 背面トレイ30枚 背面トレイ20枚

前面トレイ60枚
（上トレイ20枚、
下トレイ40枚）/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚 20枚

必
要
マ
ー
ジ
ン

フチなし
印刷時※3

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/四切/
A4/A3/A3ノビ/レター：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/
四切/A4/A3：
上下左右0mm

L判/KG/スクエア/
2L判/ハガキ/
ハイビジョン/
六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/
六切/四切/A4/A3：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0ｍｍ

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/

六切/A4：
上下左右0ｍｍ

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

L判/KG/2L判/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン：上下左右0mm

その他
用紙サイズ

手差しストレート給紙：上左右3mm 下20mm、
前面トレイ・背面トレイ：上下左右3mm

上下左右3mm
上下左右3mm、
封筒：上下3mm 
左右5mm

上下左右3mm 上下左右3mm、封筒：上下3mm 左右5mm
A5：上下左右10mm、

封筒：上下3mm 左右5mm、
その他サイズ：上下左右3mm

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB

Hi-Speed USB×2
（パソコン用、
PictBridge用） 

Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用MicroUSB、PictBridge用）

ネットワーク 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n/a/ac（Wi-Fi 5）

10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n/a/ac
（Wi-Fi 5）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n
（Wi-Fi 4）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

赤外線 ー IrDA（Ver.1.2準拠） ー IrDA（Ver.1.3準拠、IrSimple™対応）

電源電圧
※4

AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz

消費電力 コピー時：約17W コピー時：約12W コピー時：約15W コピー時：約12W コピー時：約17W コピー時：約20W コピー時：約17W コピー時：約15W コピー時：約12W プリント時：約21W プリント時：約12W プリント時：約12W プリント時：約15W

外形寸法（幅×奥行
×高さ）収納時

523×379×169
（mm）

403×369×162
（mm）

498×358×245
（mm）

375×347×187
（mm）

390×339×166
（mm）

390×331×166
（mm）

479×356×148
（mm）

349×340×142
（ｍｍ）

390×339×141
（mm）

390×338×163
（mm）

375×347×230
（mm）

375×300×170
（mm）

390×300×146
（mm）

390×338×141
（mm）

392×264×148
（mm）

249×176×85
（mm）

187×278×100
（mm）

外形寸法（幅×奥行
×高さ）使用時

523×758×430
（mm）

403×612×347
（mm）

498×752×363
（mm）

375×503×187
（mm）

390×525×198
（mm）

390×607×228
（mm）

479×668×295
（mm）

349×527×184
（ｍｍ）

390×598×196
（mm）

390×504×163
（mm）

417×503×255
（mm）

375×578×242
（mm）

390×504×279
（mm）

390×598×196
（mm）

392×530×296
（mm）

249×383×201
（mm）

352×296×338（mm）
＊キーボードを含まず

質量＊本体のみ 約1 1.1kg 約8.4kg 約9.7kg 約5.7kg 約6.3kg 約5.6kg 約8.5kg 約6.8kg 約6.8kg 約5.9kg 約6.4kg 約4.3kg 約4.0kg 約5.0kg 約3.3kg 約1.8kg
約2.6kg

＊キーボード含まず

本
体
同
梱
品

セットアップ用
インクカートリッジ

※5、
または、インクボトル

マットブラック、フォトブラック、
シアン、マゼンタ、イエロー、グレー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

マットブラック、
フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、 ライトシアン、ライトマゼンタ ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー、
ライトシアン、
ライトマゼンタ

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

4色一体型
（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー）

その他
※6

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、ディスクトレイ、

電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

使い方ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、

ディスクトレイ、電源コード、
メンテナンスボックス（交換用）、

保証書

ソフトウェア ディスク（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド 他（紙）、ディスクトレイ、電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

早わかりガイド（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
取扱説明書他（紙）、
ディスクトレイ、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
準備ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

取扱説明書（紙）
ロール紙ホルダー、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

取扱説明書（紙）
キーボード（単3電池2本同梱）
アクセサリーバッグ、
本体内蔵デザイン集、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

希望小売価格 オープンプライス

※ 1：写真を貼り合せたものや絵ハガキなど、厚手のハガキは正常に紙送りできない場合があります。また、折り跡がないものに限ります。郵便往復ハガキはパソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※2：フラップ （ふたののりしろ部分）を開いた状態で印刷してください。ロゴなどが印刷された封筒では、印刷できない場合があります。洋形封筒は宛名面のみ印刷可能です。長形封筒はWindows®のみ対応です。※3：デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時は
選択した用紙種類/レイアウトにより、また、パソコン接続時はアプリケーションにより異なります。※4：付属の電源コードはAC100V用です。※5：購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インク吐出孔）の先端部分までインクを満たして 印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、2回目に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。※6：本体に同梱されているスタートガイドや準備ガイド、取扱説明書以外のマニュアルはソフト
ウェアディスク内のユーザーズガイド、またはエプソンのホームページで閲覧できます。※7：パソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※8：給紙可能枚数は 1枚です。＊オープンプライス商品の価格は取り扱い販売店 にお問い合わせください。07 08

HOME_P07-08

■商品仕様一覧

エコタンク方式 カートリッジ方式

複合機 複合機 単機能 カラリオ ミー ハガキプリンター

169mm

523mm 379mm379mm

162mm

403mm 369mm369mm

245mm

498mm 358mm358mm

187mm

375mm 347mm347mm

166mm

390mm 339mm339mm

166mm

390mm 331mm331mm

148mm

479mm 356mm356mm

142mm

349mm 340mm340mm

141mm

390mm 339mm339mm

163mm

390mm 338mm338mm

230mm

375mm 347mm347mm

170mm

375mm 300mm300mm

146mm

390mm 300mm300mm

141mm

390mm 338mm338mm

148mm

392mm 264mm264mm

85mm

249mm 176mm176mm

338mm

187mm
296mm296mm

本体カラー 本体カラー

機種名 EW-M973A3T EW-M873T EW-M5610FT EW-M634T EW-M754TW/TB EP-M553T EP-982A3 EP-883AW/AB EP-813A EP-713A EW-M530F EW-452A EW-052A EP-306 PX-105 （製品型番：PF-81-2022）

対
応
用
紙

単
票
紙

サイズ

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、四切、

A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード※8、名刺※8、L判、
KG、2L判、

ハイビジョン、六切、四切、
A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、
四切、A6縦～A3縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード、名刺※8、L判、KG、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、ハイビジョン、六切、
A6縦～A4縦、リーガル、レター

カード、名刺、L判、KG、2L判、
ハイビジョン、A6縦～A5縦

厚さ
普通紙/0.08～0.11mm、

当社純正プリンター用紙/最大0.60mm（背面）
ストレート給紙：最大1.3mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/
最大0.30mm

リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm、

リア手差し給紙：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm
リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.60mm

ハガキ
※1

（日本郵便
株式会社製）

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

封筒
※2

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、 長形封筒3号/4号 洋形封筒1号～4号
※7、長形封筒3号/4号

※7

専用ロール紙 ー 60mm幅 －

給
紙
可
能
枚
数

普通紙 前面トレイ100枚（80g/㎡）/
背面トレイ50枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）/背面トレイ

20枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚
（80g/㎡）/
背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚（75g/㎡）/ 背面トレイ1枚
前面トレイ100枚
（75g/㎡）

前面トレイ150枚
（64g/㎡）

背面トレイ100枚
（75g/㎡）

背面トレイ50枚
（75g/㎡）

前面トレイ100枚
（75g/㎡）/
 背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（64g/㎡） 50枚(A5サイズ)

郵便ハガキ 前面トレイ60枚（上トレイ20枚、下トレイ40枚）/
背面トレイ20枚

前面トレイ30枚/
背面トレイ1枚

前面トレイ30枚
前面トレイ40枚/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚
前面トレイ60枚（上トレイ20枚、 下トレイ40枚）/

背面トレイ1枚
前面トレイ40枚 前面トレイ30枚 背面トレイ30枚 背面トレイ20枚

前面トレイ60枚
（上トレイ20枚、
下トレイ40枚）/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚 20枚

必
要
マ
ー
ジ
ン

フチなし
印刷時※3

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/四切/
A4/A3/A3ノビ/レター：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/
四切/A4/A3：
上下左右0mm

L判/KG/スクエア/
2L判/ハガキ/
ハイビジョン/
六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/
六切/四切/A4/A3：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0ｍｍ

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/

六切/A4：
上下左右0ｍｍ

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

L判/KG/2L判/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン：上下左右0mm

その他
用紙サイズ

手差しストレート給紙：上左右3mm 下20mm、
前面トレイ・背面トレイ：上下左右3mm

上下左右3mm
上下左右3mm、
封筒：上下3mm 
左右5mm

上下左右3mm 上下左右3mm、封筒：上下3mm 左右5mm
A5：上下左右10mm、

封筒：上下3mm 左右5mm、
その他サイズ：上下左右3mm

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB

Hi-Speed USB×2
（パソコン用、
PictBridge用） 

Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用MicroUSB、PictBridge用）

ネットワーク 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n/a/ac（Wi-Fi 5）

10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n/a/ac
（Wi-Fi 5）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n
（Wi-Fi 4）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

赤外線 ー IrDA（Ver.1.2準拠） ー IrDA（Ver.1.3準拠、IrSimple™対応）

電源電圧
※4

AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz

消費電力 コピー時：約17W コピー時：約12W コピー時：約15W コピー時：約12W コピー時：約17W コピー時：約20W コピー時：約17W コピー時：約15W コピー時：約12W プリント時：約21W プリント時：約12W プリント時：約12W プリント時：約15W

外形寸法（幅×奥行
×高さ）収納時

523×379×169
（mm）

403×369×162
（mm）

498×358×245
（mm）

375×347×187
（mm）

390×339×166
（mm）

390×331×166
（mm）

479×356×148
（mm）

349×340×142
（ｍｍ）

390×339×141
（mm）

390×338×163
（mm）

375×347×230
（mm）

375×300×170
（mm）

390×300×146
（mm）

390×338×141
（mm）

392×264×148
（mm）

249×176×85
（mm）

187×278×100
（mm）

外形寸法（幅×奥行
×高さ）使用時

523×758×430
（mm）

403×612×347
（mm）

498×752×363
（mm）

375×503×187
（mm）

390×525×198
（mm）

390×607×228
（mm）

479×668×295
（mm）

349×527×184
（ｍｍ）

390×598×196
（mm）

390×504×163
（mm）

417×503×255
（mm）

375×578×242
（mm）

390×504×279
（mm）

390×598×196
（mm）

392×530×296
（mm）

249×383×201
（mm）

352×296×338（mm）
＊キーボードを含まず

質量＊本体のみ 約1 1.1kg 約8.4kg 約9.7kg 約5.7kg 約6.3kg 約5.6kg 約8.5kg 約6.8kg 約6.8kg 約5.9kg 約6.4kg 約4.3kg 約4.0kg 約5.0kg 約3.3kg 約1.8kg
約2.6kg

＊キーボード含まず

本
体
同
梱
品

セットアップ用
インクカートリッジ

※5、
または、インクボトル

マットブラック、フォトブラック、
シアン、マゼンタ、イエロー、グレー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

マットブラック、
フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、 ライトシアン、ライトマゼンタ ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー、
ライトシアン、
ライトマゼンタ

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

4色一体型
（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー）

その他
※6

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、ディスクトレイ、

電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

使い方ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、

ディスクトレイ、電源コード、
メンテナンスボックス（交換用）、

保証書

ソフトウェア ディスク（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド 他（紙）、ディスクトレイ、電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

早わかりガイド（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
取扱説明書他（紙）、
ディスクトレイ、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
準備ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

取扱説明書（紙）
ロール紙ホルダー、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

取扱説明書（紙）
キーボード（単3電池2本同梱）
アクセサリーバッグ、
本体内蔵デザイン集、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

希望小売価格 オープンプライス

※ 1：写真を貼り合せたものや絵ハガキなど、厚手のハガキは正常に紙送りできない場合があります。また、折り跡がないものに限ります。郵便往復ハガキはパソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※2：フラップ （ふたののりしろ部分）を開いた状態で印刷してください。ロゴなどが印刷された封筒では、印刷できない場合があります。洋形封筒は宛名面のみ印刷可能です。長形封筒はWindows®のみ対応です。※3：デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時は
選択した用紙種類/レイアウトにより、また、パソコン接続時はアプリケーションにより異なります。※4：付属の電源コードはAC100V用です。※5：購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インク吐出孔）の先端部分までインクを満たして 印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、2回目に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。※6：本体に同梱されているスタートガイドや準備ガイド、取扱説明書以外のマニュアルはソフト
ウェアディスク内のユーザーズガイド、またはエプソンのホームページで閲覧できます。※7：パソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※8：給紙可能枚数は 1枚です。＊オープンプライス商品の価格は取り扱い販売店 にお問い合わせください。07 08
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■商品仕様一覧

エコタンク方式 カートリッジ方式

複合機 複合機 単機能 カラリオ ミー ハガキプリンター

169mm

523mm 379mm379mm

162mm

403mm 369mm369mm

245mm

498mm 358mm358mm

187mm

375mm 347mm347mm

166mm

390mm 339mm339mm

166mm

390mm 331mm331mm

148mm

479mm 356mm356mm

142mm

349mm 340mm340mm

141mm

390mm 339mm339mm

163mm

390mm 338mm338mm

230mm

375mm 347mm347mm

170mm

375mm 300mm300mm

146mm

390mm 300mm300mm

141mm

390mm 338mm338mm

148mm

392mm 264mm264mm

85mm

249mm 176mm176mm

338mm

187mm
296mm296mm

本体カラー 本体カラー

機種名 EW-M973A3T EW-M873T EW-M5610FT EW-M634T EW-M754TW/TB EP-M553T EP-982A3 EP-883AW/AB EP-813A EP-713A EW-M530F EW-452A EW-052A EP-306 PX-105 （製品型番：PF-81-2022）

対
応
用
紙

単
票
紙

サイズ

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、四切、

A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード※8、名刺※8、L判、
KG、2L判、

ハイビジョン、六切、四切、
A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、
四切、A6縦～A3縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード、名刺※8、L判、KG、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、ハイビジョン、六切、
A6縦～A4縦、リーガル、レター

カード、名刺、L判、KG、2L判、
ハイビジョン、A6縦～A5縦

厚さ
普通紙/0.08～0.11mm、

当社純正プリンター用紙/最大0.60mm（背面）
ストレート給紙：最大1.3mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/
最大0.30mm

リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm、

リア手差し給紙：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm
リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.60mm

ハガキ
※1

（日本郵便
株式会社製）

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

封筒
※2

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、 長形封筒3号/4号 洋形封筒1号～4号
※7、長形封筒3号/4号

※7

専用ロール紙 ー 60mm幅 －

給
紙
可
能
枚
数

普通紙 前面トレイ100枚（80g/㎡）/
背面トレイ50枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）/背面トレイ

20枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚
（80g/㎡）/
背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚（75g/㎡）/ 背面トレイ1枚
前面トレイ100枚
（75g/㎡）

前面トレイ150枚
（64g/㎡）

背面トレイ100枚
（75g/㎡）

背面トレイ50枚
（75g/㎡）

前面トレイ100枚
（75g/㎡）/
 背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（64g/㎡） 50枚(A5サイズ)

郵便ハガキ 前面トレイ60枚（上トレイ20枚、下トレイ40枚）/
背面トレイ20枚

前面トレイ30枚/
背面トレイ1枚

前面トレイ30枚
前面トレイ40枚/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚
前面トレイ60枚（上トレイ20枚、 下トレイ40枚）/

背面トレイ1枚
前面トレイ40枚 前面トレイ30枚 背面トレイ30枚 背面トレイ20枚

前面トレイ60枚
（上トレイ20枚、
下トレイ40枚）/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚 20枚

必
要
マ
ー
ジ
ン

フチなし
印刷時※3

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/四切/
A4/A3/A3ノビ/レター：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/
四切/A4/A3：
上下左右0mm

L判/KG/スクエア/
2L判/ハガキ/
ハイビジョン/
六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/
六切/四切/A4/A3：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0ｍｍ

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/

六切/A4：
上下左右0ｍｍ

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

L判/KG/2L判/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン：上下左右0mm

その他
用紙サイズ

手差しストレート給紙：上左右3mm 下20mm、
前面トレイ・背面トレイ：上下左右3mm

上下左右3mm
上下左右3mm、
封筒：上下3mm 
左右5mm

上下左右3mm 上下左右3mm、封筒：上下3mm 左右5mm
A5：上下左右10mm、

封筒：上下3mm 左右5mm、
その他サイズ：上下左右3mm

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB

Hi-Speed USB×2
（パソコン用、
PictBridge用） 

Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用MicroUSB、PictBridge用）

ネットワーク 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n/a/ac（Wi-Fi 5）

10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n/a/ac
（Wi-Fi 5）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n
（Wi-Fi 4）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

赤外線 ー IrDA（Ver.1.2準拠） ー IrDA（Ver.1.3準拠、IrSimple™対応）

電源電圧
※4

AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz

消費電力 コピー時：約17W コピー時：約12W コピー時：約15W コピー時：約12W コピー時：約17W コピー時：約20W コピー時：約17W コピー時：約15W コピー時：約12W プリント時：約21W プリント時：約12W プリント時：約12W プリント時：約15W

外形寸法（幅×奥行
×高さ）収納時

523×379×169
（mm）

403×369×162
（mm）

498×358×245
（mm）

375×347×187
（mm）

390×339×166
（mm）

390×331×166
（mm）

479×356×148
（mm）

349×340×142
（ｍｍ）

390×339×141
（mm）

390×338×163
（mm）

375×347×230
（mm）

375×300×170
（mm）

390×300×146
（mm）

390×338×141
（mm）

392×264×148
（mm）

249×176×85
（mm）

187×278×100
（mm）

外形寸法（幅×奥行
×高さ）使用時

523×758×430
（mm）

403×612×347
（mm）

498×752×363
（mm）

375×503×187
（mm）

390×525×198
（mm）

390×607×228
（mm）

479×668×295
（mm）

349×527×184
（ｍｍ）

390×598×196
（mm）

390×504×163
（mm）

417×503×255
（mm）

375×578×242
（mm）

390×504×279
（mm）

390×598×196
（mm）

392×530×296
（mm）

249×383×201
（mm）

352×296×338（mm）
＊キーボードを含まず

質量＊本体のみ 約1 1.1kg 約8.4kg 約9.7kg 約5.7kg 約6.3kg 約5.6kg 約8.5kg 約6.8kg 約6.8kg 約5.9kg 約6.4kg 約4.3kg 約4.0kg 約5.0kg 約3.3kg 約1.8kg
約2.6kg

＊キーボード含まず

本
体
同
梱
品

セットアップ用
インクカートリッジ

※5、
または、インクボトル

マットブラック、フォトブラック、
シアン、マゼンタ、イエロー、グレー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

マットブラック、
フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、 ライトシアン、ライトマゼンタ ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー、
ライトシアン、
ライトマゼンタ

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

4色一体型
（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー）

その他
※6

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、ディスクトレイ、

電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

使い方ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、

ディスクトレイ、電源コード、
メンテナンスボックス（交換用）、

保証書

ソフトウェア ディスク（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド 他（紙）、ディスクトレイ、電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

早わかりガイド（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
取扱説明書他（紙）、
ディスクトレイ、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
準備ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

取扱説明書（紙）
ロール紙ホルダー、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

取扱説明書（紙）
キーボード（単3電池2本同梱）
アクセサリーバッグ、
本体内蔵デザイン集、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

希望小売価格 オープンプライス

※ 1：写真を貼り合せたものや絵ハガキなど、厚手のハガキは正常に紙送りできない場合があります。また、折り跡がないものに限ります。郵便往復ハガキはパソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※2：フラップ （ふたののりしろ部分）を開いた状態で印刷してください。ロゴなどが印刷された封筒では、印刷できない場合があります。洋形封筒は宛名面のみ印刷可能です。長形封筒はWindows®のみ対応です。※3：デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時は
選択した用紙種類/レイアウトにより、また、パソコン接続時はアプリケーションにより異なります。※4：付属の電源コードはAC100V用です。※5：購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インク吐出孔）の先端部分までインクを満たして 印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、2回目に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。※6：本体に同梱されているスタートガイドや準備ガイド、取扱説明書以外のマニュアルはソフト
ウェアディスク内のユーザーズガイド、またはエプソンのホームページで閲覧できます。※7：パソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※8：給紙可能枚数は 1枚です。＊オープンプライス商品の価格は取り扱い販売店 にお問い合わせください。07 08
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■商品仕様一覧

エコタンク方式 カートリッジ方式

複合機 複合機 単機能 カラリオ ミー ハガキプリンター

169mm

523mm 379mm379mm

162mm

403mm 369mm369mm

245mm

498mm 358mm358mm

187mm

375mm 347mm347mm

166mm

390mm 339mm339mm

166mm

390mm 331mm331mm

148mm

479mm 356mm356mm

142mm

349mm 340mm340mm

141mm

390mm 339mm339mm

163mm

390mm 338mm338mm

230mm

375mm 347mm347mm

170mm

375mm 300mm300mm

146mm

390mm 300mm300mm

141mm

390mm 338mm338mm

148mm

392mm 264mm264mm

85mm

249mm 176mm176mm

338mm

187mm
296mm296mm

本体カラー 本体カラー

機種名 EW-M973A3T EW-M873T EW-M5610FT EW-M634T EW-M754TW/TB EP-M553T EP-982A3 EP-883AW/AB EP-813A EP-713A EW-M530F EW-452A EW-052A EP-306 PX-105 （製品型番：PF-81-2022）

対
応
用
紙

単
票
紙

サイズ

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、四切、

A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード※8、名刺※8、L判、
KG、2L判、

ハイビジョン、六切、四切、
A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、
四切、A6縦～A3縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード、名刺※8、L判、KG、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、ハイビジョン、六切、
A6縦～A4縦、リーガル、レター

カード、名刺、L判、KG、2L判、
ハイビジョン、A6縦～A5縦

厚さ
普通紙/0.08～0.11mm、

当社純正プリンター用紙/最大0.60mm（背面）
ストレート給紙：最大1.3mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/
最大0.30mm

リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm、

リア手差し給紙：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm
リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.60mm

ハガキ
※1

（日本郵便
株式会社製）

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

封筒
※2

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、 長形封筒3号/4号 洋形封筒1号～4号
※7、長形封筒3号/4号

※7

専用ロール紙 ー 60mm幅 －

給
紙
可
能
枚
数

普通紙 前面トレイ100枚（80g/㎡）/
背面トレイ50枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）/背面トレイ

20枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚
（80g/㎡）/
背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚（75g/㎡）/ 背面トレイ1枚
前面トレイ100枚
（75g/㎡）

前面トレイ150枚
（64g/㎡）

背面トレイ100枚
（75g/㎡）

背面トレイ50枚
（75g/㎡）

前面トレイ100枚
（75g/㎡）/
 背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（64g/㎡） 50枚(A5サイズ)

郵便ハガキ 前面トレイ60枚（上トレイ20枚、下トレイ40枚）/
背面トレイ20枚

前面トレイ30枚/
背面トレイ1枚

前面トレイ30枚
前面トレイ40枚/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚
前面トレイ60枚（上トレイ20枚、 下トレイ40枚）/

背面トレイ1枚
前面トレイ40枚 前面トレイ30枚 背面トレイ30枚 背面トレイ20枚

前面トレイ60枚
（上トレイ20枚、
下トレイ40枚）/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚 20枚

必
要
マ
ー
ジ
ン

フチなし
印刷時※3

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/四切/
A4/A3/A3ノビ/レター：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/
四切/A4/A3：
上下左右0mm

L判/KG/スクエア/
2L判/ハガキ/
ハイビジョン/
六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/
六切/四切/A4/A3：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0ｍｍ

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/

六切/A4：
上下左右0ｍｍ

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

L判/KG/2L判/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン：上下左右0mm

その他
用紙サイズ

手差しストレート給紙：上左右3mm 下20mm、
前面トレイ・背面トレイ：上下左右3mm

上下左右3mm
上下左右3mm、
封筒：上下3mm 
左右5mm

上下左右3mm 上下左右3mm、封筒：上下3mm 左右5mm
A5：上下左右10mm、

封筒：上下3mm 左右5mm、
その他サイズ：上下左右3mm

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB

Hi-Speed USB×2
（パソコン用、
PictBridge用） 

Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用MicroUSB、PictBridge用）

ネットワーク 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n/a/ac（Wi-Fi 5）

10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n/a/ac
（Wi-Fi 5）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n
（Wi-Fi 4）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

赤外線 ー IrDA（Ver.1.2準拠） ー IrDA（Ver.1.3準拠、IrSimple™対応）

電源電圧
※4

AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz

消費電力 コピー時：約17W コピー時：約12W コピー時：約15W コピー時：約12W コピー時：約17W コピー時：約20W コピー時：約17W コピー時：約15W コピー時：約12W プリント時：約21W プリント時：約12W プリント時：約12W プリント時：約15W

外形寸法（幅×奥行
×高さ）収納時

523×379×169
（mm）

403×369×162
（mm）

498×358×245
（mm）

375×347×187
（mm）

390×339×166
（mm）

390×331×166
（mm）

479×356×148
（mm）

349×340×142
（ｍｍ）

390×339×141
（mm）

390×338×163
（mm）

375×347×230
（mm）

375×300×170
（mm）

390×300×146
（mm）

390×338×141
（mm）

392×264×148
（mm）

249×176×85
（mm）

187×278×100
（mm）

外形寸法（幅×奥行
×高さ）使用時

523×758×430
（mm）

403×612×347
（mm）

498×752×363
（mm）

375×503×187
（mm）

390×525×198
（mm）

390×607×228
（mm）

479×668×295
（mm）

349×527×184
（ｍｍ）

390×598×196
（mm）

390×504×163
（mm）

417×503×255
（mm）

375×578×242
（mm）

390×504×279
（mm）

390×598×196
（mm）

392×530×296
（mm）

249×383×201
（mm）

352×296×338（mm）
＊キーボードを含まず

質量＊本体のみ 約1 1.1kg 約8.4kg 約9.7kg 約5.7kg 約6.3kg 約5.6kg 約8.5kg 約6.8kg 約6.8kg 約5.9kg 約6.4kg 約4.3kg 約4.0kg 約5.0kg 約3.3kg 約1.8kg
約2.6kg

＊キーボード含まず

本
体
同
梱
品

セットアップ用
インクカートリッジ

※5、
または、インクボトル

マットブラック、フォトブラック、
シアン、マゼンタ、イエロー、グレー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

マットブラック、
フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、 ライトシアン、ライトマゼンタ ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー、
ライトシアン、
ライトマゼンタ

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

4色一体型
（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー）

その他
※6

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、ディスクトレイ、

電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

使い方ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、

ディスクトレイ、電源コード、
メンテナンスボックス（交換用）、

保証書

ソフトウェア ディスク（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド 他（紙）、ディスクトレイ、電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

早わかりガイド（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
取扱説明書他（紙）、
ディスクトレイ、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
準備ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

取扱説明書（紙）
ロール紙ホルダー、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

取扱説明書（紙）
キーボード（単3電池2本同梱）
アクセサリーバッグ、
本体内蔵デザイン集、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

希望小売価格 オープンプライス

※ 1：写真を貼り合せたものや絵ハガキなど、厚手のハガキは正常に紙送りできない場合があります。また、折り跡がないものに限ります。郵便往復ハガキはパソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※2：フラップ （ふたののりしろ部分）を開いた状態で印刷してください。ロゴなどが印刷された封筒では、印刷できない場合があります。洋形封筒は宛名面のみ印刷可能です。長形封筒はWindows®のみ対応です。※3：デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時は
選択した用紙種類/レイアウトにより、また、パソコン接続時はアプリケーションにより異なります。※4：付属の電源コードはAC100V用です。※5：購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インク吐出孔）の先端部分までインクを満たして 印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、2回目に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。※6：本体に同梱されているスタートガイドや準備ガイド、取扱説明書以外のマニュアルはソフト
ウェアディスク内のユーザーズガイド、またはエプソンのホームページで閲覧できます。※7：パソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※8：給紙可能枚数は 1枚です。＊オープンプライス商品の価格は取り扱い販売店 にお問い合わせください。07 08
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■商品仕様一覧

エコタンク方式 カートリッジ方式

複合機 複合機 単機能 カラリオ ミー ハガキプリンター

169mm

523mm 379mm379mm

162mm

403mm 369mm369mm

245mm

498mm 358mm358mm

187mm

375mm 347mm347mm

166mm

390mm 339mm339mm

166mm

390mm 331mm331mm

148mm

479mm 356mm356mm

142mm

349mm 340mm340mm

141mm

390mm 339mm339mm

163mm

390mm 338mm338mm

230mm

375mm 347mm347mm

170mm

375mm 300mm300mm

146mm

390mm 300mm300mm

141mm

390mm 338mm338mm

148mm

392mm 264mm264mm

85mm

249mm 176mm176mm

338mm

187mm
296mm296mm

本体カラー 本体カラー

機種名 EW-M973A3T EW-M873T EW-M5610FT EW-M634T EW-M754TW/TB EP-M553T EP-982A3 EP-883AW/AB EP-813A EP-713A EW-M530F EW-452A EW-052A EP-306 PX-105 （製品型番：PF-81-2022）

対
応
用
紙

単
票
紙

サイズ

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、四切、

A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード※8、名刺※8、L判、
KG、2L判、

ハイビジョン、六切、四切、
A6縦～A3ノビ縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、
四切、A6縦～A3縦、
リーガル、レター

カード、名刺、L判、
KG、スクエア、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、スクエア、2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

カード、名刺※8、L判、KG、
2L判、ハイビジョン、
六切、A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、

A6縦～A4縦、
リーガル、レター

L判、KG、2L判、ハイビジョン、六切、
A6縦～A4縦、リーガル、レター

カード、名刺、L判、KG、2L判、
ハイビジョン、A6縦～A5縦

厚さ
普通紙/0.08～0.11mm、

当社純正プリンター用紙/最大0.60mm（背面）
ストレート給紙：最大1.3mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/
最大0.30mm

リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm、

リア手差し給紙：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、 
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm
リア手差し：最大0.60mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/

最大0.30mm

普通紙/0.08～0.11mm、
当社純正プリンター用紙/最大0.60mm

ハガキ
※1

（日本郵便
株式会社製）

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便往復ハガキ

郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用）

封筒
※2

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号

洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、
角形2号/20号（縦入れ）

洋形封筒1号～4号、 長形封筒3号/4号 洋形封筒1号～4号
※7、長形封筒3号/4号

※7

専用ロール紙 ー 60mm幅 －

給
紙
可
能
枚
数

普通紙 前面トレイ100枚（80g/㎡）/
背面トレイ50枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）/背面トレイ

20枚（80g/㎡）

前面トレイ250枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚
（80g/㎡）/
背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（80g/㎡）

前面トレイ100枚（75g/㎡）/ 背面トレイ1枚
前面トレイ100枚
（75g/㎡）

前面トレイ150枚
（64g/㎡）

背面トレイ100枚
（75g/㎡）

背面トレイ50枚
（75g/㎡）

前面トレイ100枚
（75g/㎡）/
 背面トレイ1枚

背面トレイ100枚
（64g/㎡） 50枚(A5サイズ)

郵便ハガキ 前面トレイ60枚（上トレイ20枚、下トレイ40枚）/
背面トレイ20枚

前面トレイ30枚/
背面トレイ1枚

前面トレイ30枚
前面トレイ40枚/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚
前面トレイ60枚（上トレイ20枚、 下トレイ40枚）/

背面トレイ1枚
前面トレイ40枚 前面トレイ30枚 背面トレイ30枚 背面トレイ20枚

前面トレイ60枚
（上トレイ20枚、
下トレイ40枚）/
背面トレイ1枚

背面トレイ30枚 20枚

必
要
マ
ー
ジ
ン

フチなし
印刷時※3

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/四切/
A4/A3/A3ノビ/レター：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/
四切/A4/A3：
上下左右0mm

L判/KG/スクエア/
2L判/ハガキ/
ハイビジョン/
六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/
六切/四切/A4/A3：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/
スクエア/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0ｍｍ

L判/KG/スクエア/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：

上下左右0mm

L判/KG/2L判/
ハガキ/ハイビジョン/

六切/A4：
上下左右0ｍｍ

カード/名刺/L判/
KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

L判/KG/2L判/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：
上下左右0mm

カード/名刺/L判/KG/2L判/ハガキ/
ハイビジョン：上下左右0mm

その他
用紙サイズ

手差しストレート給紙：上左右3mm 下20mm、
前面トレイ・背面トレイ：上下左右3mm

上下左右3mm
上下左右3mm、
封筒：上下3mm 
左右5mm

上下左右3mm 上下左右3mm、封筒：上下3mm 左右5mm
A5：上下左右10mm、

封筒：上下3mm 左右5mm、
その他サイズ：上下左右3mm

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2（パソコン用、PictBridge用） Hi-Speed USB

Hi-Speed USB×2
（パソコン用、
PictBridge用） 

Hi-Speed USB Hi-Speed USB×2
（パソコン用MicroUSB、PictBridge用）

ネットワーク 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n/a/ac（Wi-Fi 5）

10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n/a/ac
（Wi-Fi 5）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

10BASE-T/
100BASE-TX、

IEEE802.11b/g/n
（Wi-Fi 4）

IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） 10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4） IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi 4）

赤外線 ー IrDA（Ver.1.2準拠） ー IrDA（Ver.1.3準拠、IrSimple™対応）

電源電圧
※4

AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100-240V 50/60Hz

消費電力 コピー時：約17W コピー時：約12W コピー時：約15W コピー時：約12W コピー時：約17W コピー時：約20W コピー時：約17W コピー時：約15W コピー時：約12W プリント時：約21W プリント時：約12W プリント時：約12W プリント時：約15W

外形寸法（幅×奥行
×高さ）収納時

523×379×169
（mm）

403×369×162
（mm）

498×358×245
（mm）

375×347×187
（mm）

390×339×166
（mm）

390×331×166
（mm）

479×356×148
（mm）

349×340×142
（ｍｍ）

390×339×141
（mm）

390×338×163
（mm）

375×347×230
（mm）

375×300×170
（mm）

390×300×146
（mm）

390×338×141
（mm）

392×264×148
（mm）

249×176×85
（mm）

187×278×100
（mm）

外形寸法（幅×奥行
×高さ）使用時

523×758×430
（mm）

403×612×347
（mm）

498×752×363
（mm）

375×503×187
（mm）

390×525×198
（mm）

390×607×228
（mm）

479×668×295
（mm）

349×527×184
（ｍｍ）

390×598×196
（mm）

390×504×163
（mm）

417×503×255
（mm）

375×578×242
（mm）

390×504×279
（mm）

390×598×196
（mm）

392×530×296
（mm）

249×383×201
（mm）

352×296×338（mm）
＊キーボードを含まず

質量＊本体のみ 約1 1.1kg 約8.4kg 約9.7kg 約5.7kg 約6.3kg 約5.6kg 約8.5kg 約6.8kg 約6.8kg 約5.9kg 約6.4kg 約4.3kg 約4.0kg 約5.0kg 約3.3kg 約1.8kg
約2.6kg

＊キーボード含まず

本
体
同
梱
品

セットアップ用
インクカートリッジ

※5、
または、インクボトル

マットブラック、フォトブラック、
シアン、マゼンタ、イエロー、グレー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

マットブラック、
フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

フォトブラック、
シアン、マゼンタ、
イエロー

ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、 ライトシアン、ライトマゼンタ ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー、
ライトシアン、
ライトマゼンタ

ブラック、シアン、
マゼンタ、イエロー

4色一体型
（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー）

その他
※6

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、ディスクトレイ、

電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

使い方ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド他（紙）、

ディスクトレイ、電源コード、
メンテナンスボックス（交換用）、

保証書

ソフトウェア ディスク（ユーザーズガイド、ドライバー等）
使い方ガイド 他（紙）、ディスクトレイ、電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、
ドライバー等）

スタートガイド他（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ユーザーズガイド、ドライバー等）

早わかりガイド（紙）、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
取扱説明書他（紙）、
ディスクトレイ、
電源コード、保証書

ソフトウェアディスク
（ドライバー等）
準備ガイド他（紙）、
電源コード、保証書

取扱説明書（紙）
ロール紙ホルダー、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

取扱説明書（紙）
キーボード（単3電池2本同梱）
アクセサリーバッグ、
本体内蔵デザイン集、
電源コード、保証書

(ソフトウェアディスク非同梱）

希望小売価格 オープンプライス

※ 1：写真を貼り合せたものや絵ハガキなど、厚手のハガキは正常に紙送りできない場合があります。また、折り跡がないものに限ります。郵便往復ハガキはパソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※2：フラップ （ふたののりしろ部分）を開いた状態で印刷してください。ロゴなどが印刷された封筒では、印刷できない場合があります。洋形封筒は宛名面のみ印刷可能です。長形封筒はWindows®のみ対応です。※3：デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時は
選択した用紙種類/レイアウトにより、また、パソコン接続時はアプリケーションにより異なります。※4：付属の電源コードはAC100V用です。※5：購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インク吐出孔）の先端部分までインクを満たして 印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、2回目に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。※6：本体に同梱されているスタートガイドや準備ガイド、取扱説明書以外のマニュアルはソフト
ウェアディスク内のユーザーズガイド、またはエプソンのホームページで閲覧できます。※7：パソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※8：給紙可能枚数は 1枚です。＊オープンプライス商品の価格は取り扱い販売店 にお問い合わせください。07 08
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EP-885AW/AB/AR EP-815A EP-715A EP-315 PX-S505 PF-71 PF-81

※ 1：写真を貼り合せたものや絵ハガキなど、厚手のハガキは正常に紙送りできない場合があります。また、折り跡がないものに限ります。郵便往復ハガキはパソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※2：フラップ（ふたの のりしろ部分）を開いた状態で印刷してください。ロゴなどが印刷された封筒では、印刷できない場合があります。洋形封筒は宛名面のみ印刷可能です。長形封筒はWindows®のみ対応です。※3：デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時は選択した用紙種
類/レイアウトにより、また、パソコン接続時はアプリケーションにより異なります。※4：付属の電源コードはAC100V用です。※5：購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インク吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするた め、その分インクを消費します。そのため、2回目に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。※6：本体に同梱されているスタートガイドや準備ガイド、取扱説明書以外のマニュアルはソフトウェアディスク内のユーザーズ
ガイド、またはエプソンのホームページで閲覧できます。※7：パソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応です。※8：給紙可能枚数は 1枚です。＊オープンプライス商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。


