PF-71カタログ

高画質
4色

写真が
カンタン
キ レ イ !!
デジ カメ・ス マホ から
デ
プリント!!

オープンプライス
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写真を飾ろう。
シールや
フォトブックを作ろう。
スマホやデジカメの中に、
たくさんの思い出がそのままになっていませんか。
「カラリオ ミー」
は、写真プリントがとってもカンタン。
しかも、高画質。
無料の
専用アプリを使えば思い出の写真をシールにしたり、
フォトブックも作れます。
置き場所に困らないコンパクトサイズに、写真プリントを楽しくする機能を
ギュッと凝縮しました。

オープンプライス

＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

写真はもちろん、
さまざまなプリントが 楽しめます。
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フォトブック

WEB プリント

カンタン、
ダイレクトプリント。

デジカメから

写真 がキレイ。

スマホアプリを使ってプリントを

楽しもう。
シール やラベ ル印 刷が 楽しい 。

人物も風景もキレイに。
「オートフォトファイン！EX 」
。
「オートフォトファイン！EX」
は、
人物写真か風景写真かを見分けて自動色補正。
写真の明るい部分もつぶれがちな暗い部分も、
色鮮やかにプリントできます。

Epson
マルチロールプリント

「Epson マルチロールプリント」
に多彩なコンテンツをご用意。
ロールタイプのシール紙を使ってオリジナルのお名前シールや
写真シ
写真シール、
ル 宛名シールなどが楽しく簡単に作れます。

17.66cm

/ 奥行き

メモリーカードからのダイレクトプリントに対応。液晶画面で写真を
選んで、
カンタンにプリントできます。

カードサイズから 2L サイズまで、

楽
し
い

カンタンにプリント。
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デジカメから、
スマホから、

SD

＊同梱のロール紙ホルダーを
使用します。

お名前シール
お

イラストスタンプ

写真シール

多目的シール

文字スタンプ

デコレーションシール

自分 だけのフォトブックづくりを。
メモリーカード※を差して

プリント完了！

＊対応するメモリーカードの種類は、
本カタログ裏面をご確認ください。

顔自動判別

自動色補正

Epson
Creative Print

「オートフォトファイン！EX 」
の効果を忠実に再現したイメージです。
＊ 写真は

スマホから

「Epson iPrint」
でラクラク印刷。

スマートフォンアプリ
「Epson iPrint」
で、スマホの写真をカンタンに
プリント。
今まで撮りためてきたたくさんのデータを写真にして残す、
飾る、
活用する。
毎日がどんどん楽しくなります。

4 色 染 料 インクで 、色 鮮 やかに。
エプソン独自の 4 色染料インクで、
彩度の高い写真も色鮮やかにプリント。
しかも
「つよインク。
」
だから、
耐光性 50 年、
耐オゾン性 15 年。
色あせの原因で
ある光や空気中のオゾンから、大 切な写真を守ります。
＊耐光性、
耐オゾン性の前提条件については、
エプソンのホームページをご覧ください。

8.5 cm

/ 高さ

かわいいカードサイズ、
写真でよく使うL 判やハガキ、
ちょっとうれしい 2L 判まで、
さまざまなサイズでプリントできます。
お気に入りの写真を 2L 判でプリント
してお部屋に飾ったり、
お友だちにプレゼントしたり、
楽しみが広がります。
A5 ※1

Epson
名刺プリント
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太 郎

L判

ハガキ

様

名刺

東京都新宿区西新宿六丁目二四番一号

KG

写真の位置は自由に変えられます。

ましかく印刷

「 Epson マルチロールプリント」
で作ったシールで
写真を飾れば、
もっと楽しいフォトブックにできます。

「 Epson 名 刺プリント」で
オリジナルの名刺 作 成 。

長形 3 号封筒
新 宿

2L 判

で
「Epson iPrint」
写真を選んで

Epson マルチロールプリントで作ったシールで
写真を飾れば、
もっと楽しいフォトブックにできます。

さらに

選 べる、楽しい 、プリントサイズ 。
Epson iPrint

「 Epson Creative Print 」
なら、お気に入りの写真を
レイアウトするだけで、
フォトブックやコラージュ風印刷
がカンタンに。お子さんと遊 べる塗り絵 印刷や、趣 味 や
仕事に使えるフォームも印刷できます。

「 Epson 名刺プリント」を使えば、プラ
イベ ート名 刺 やママ 友 名 刺、ショップ
カードなどオリジ ナルの名刺を多 彩 な
テンプレートを使って、カンタンに印刷
することが出来ます。

A HAPPY NEW YEAR
ことしもよろしくお願い致します！

プリント完了！

※1：A5 サイズのプリントは全辺 10mm の余白ができます。

/ 横幅

24.9 cm

きも
は縦置
収 納時 コンパクト
できて

PF-71 仕様概要
MACH 方式 /5760 1440dpi※1
染料、
一体型インク
4 色、
（75g/ ㎡）
、
ハガキ：最大 20 枚※16
リア
（背面）
トレイ /A5: 最大 50 枚
カード、
名刺※2※16、
ハイビジョン、
L 判、
2L 判、
KG、
A6 縦〜 A5 縦
当社純正プリンター用紙 / 最大 0.60mm
普通紙 /0.08 〜 0.1 1mm、
洋形封筒 1 号〜 4 号、
長形封筒 3 号 /4 号※6
60mm 幅
※8※9
郵便ハガキ
（インクジェット紙）
、
郵便ハガキ※7※8、
※10
＊必要マージンにご注意ください。
、
純正ハガキ
郵便ハガキ
（光沢インクジェット紙）
必要マージン
四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ カード / 名刺 /L 判 /2L 判 /KG/ ハガキ / ハイビジョン：上下左右 0mm※11
＊アプリケーションにより異なります。 その他の用紙サイズ
封筒：上下 3mm 左右 5mm、
その他サイズ：上下左右 3mm
A5：上下左右 10mm、
インターフェイス
、
外部記憶機器接続 /
Hi-Speed USB※12 2（PC 接続用 MicroUSB 〈左側面〉
1
）
、
（ネットワーク含める）
1
IrDA（Ver.1.3 準拠、
IrSimpleTM 対応）、
IEEE802.11b/g/n
PictBridge 用 〈右側面〉
約 12W
消費電力
（付属の電源コードは AC100V 用です）
電源電圧
AC100-240V
（mm）
外形寸法
（幅 奥行 高さ）
収納時
249 176 85
（mm）
外形寸法
（幅 奥行 高さ）
使用時
249 383 201
電源ケーブル、
ロール紙ホルダ含まず。
AC アダプタ、
約 1.8kg＊インクカートリッジ、
質量
セットアップ用インクカートリッジ※13 4 色一体型
（ブラック、
シアン、
マゼンタ、
イエロー）
本体同梱品
マニュアル / ソフト
（ソフトウェアディスク非同梱）
取扱説明書※14
ロール紙ホルダー、
電源ケーブル、
その他
AC アダプター、メンテナンス用普通紙（A5）、SD カード
無線 LAN 活用冊子
（ワイヤレスでプリントを楽しもう！）
、
保証書
スロットキャップ※15、
取扱販売店にご確認ください。
オープンプライス＊オープンプライス商品の価格は、
希望小売価格
※1：最小 1/5,760 インチのドット間隔で印刷します。
※2：両面名刺用紙＜半光沢＞の給紙枚数は 20 枚です。
その他の名刺の給紙枚数は 1 枚です。
※3：長形封筒
はフラップ
（ふたののりしろ部分）
を開いた状態で印刷してください。
アプリケーションによっては詳細設定が必要な場合があります。
※4：パソコン接続時、
※5：あらかじめ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。
※6：Windows® のみ対応。
※7：日本郵便
Epson iPrint 使用時のみ対応です。
株式会社製。
※8：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。
※9：日本郵便株式会社製インクジェット紙。
※10：日本郵便株式会社製インクジェット写真用。
※11：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。
※12：Hi-Speed USB でのご使用は、
パソコン側で Hi-Speed USB に対応している必要があります。
また、
※13：購入直後のインク初期充填では、
プリントヘッドノズル
Hi-Speed USB インターフェイスは USB 完全上位互換ですので、
USB としてご使用可能です。
（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。
※14：本体に同梱されている取扱説明書以外のマニュアルは、
エプソンのホームページで閲覧できます。
※15：
プリンター本体に装着されています。
※16：印刷結果がこすれたり、
ムラになったりする時は、
＊印刷速度、
インク・用紙合計コスト
1 枚ずつセットしてください。
印刷方式 / 最高解像度
インク
給紙容量＊枚数は紙質により異なります。
用紙
単票紙 サイズ
＊対応用紙はエプソン
厚さ
のホームページを
封筒※3※4※5
ご確認ください。
専用ロール紙
ハガキ

については、
ホームプリンターカタログまたはエプソンのホームページでご確認ください。

デジタルカメラ用外部メモリーカード対応表
マイクロSDXCカード※4、
SDメモリーカード※1※2、SDHCメモリーカード※3、SDXCメモリーカード、
miniSDカード※1※2※4、miniSDHCカード※3※4、microSDカード※1※4、microSDHCカード※3※4
DCFVer.1.0/2.0規格準拠
DCFVer.1.0/2.0規格準拠のデジタルカメラで撮影したJPEG※5形式の画像データ
横：80〜10200ピクセル 縦：80〜10200ピクセル
9990枚

対応メモリーカード
対応ファイル形式
対応画像フォーマット
取扱可能な画像サイズ
取扱可能な画像枚数

※１：最大容量２ＧＢまでの対応となります。
※２：一部のカードが規格外の通信をするため、
カードを正しく認識しない場合があります。
対応のお問い合わせにつ
いては各カードメーカーにお問い合わせください。
※３：最大容量３２ＧＢまでの対応となります。
※４：専用アダプターが必要になります。
※5：JPEG の Exif
＊メモリーカードスロットは、
パソコンと接続するとメモリーカードドライブとしてお使いいただけます。
（ネットワーク接続時のみ対応／同時に使
Ver.2.3 に準拠。
用できるメモリーカードは 1 枚です）
＊最新の対応メモリーカードについては、
エプソンのホームページをご確認ください。

消耗品
仕様
希望小売価格
カラー 4 色一体型：ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー
オープンプライス
オープンプライス
インクカートリッジ +L 判 100 枚セット
※1：写真データによっては、
セットのインクカートリッジ 1 個で、
同梱の用紙枚数全てを印刷できない場合があります。
※2：セットの用紙は写真用紙ライト
〈薄手光沢〉
です。
インク

商品名
インクカートリッジ
インクカートリッジ＆L 判 100 枚セット※1※2

型番

ICCL81
ICCL81Ｖ

●カタログ上の印刷サンプルは、
印刷上の都合により実際の印刷とは多少異なることがあります。
一部、
日本規格協会：SCID を使用しています。
●このカタログに記載
技術改善等により、
予告なく変更する場合がありますので、
予めご了承ください。
●会社名、
商品名は
の価格および仕様、
デザインは 2020 年 11 月 20日現在のものです。
各社の商標、
または登録商標です。
●Windows® の正式名称は Microsoft®Windows®Operating System です。
●画面の使用に対して、
米国 Microsoft
（社）
電子情報技術産業協会
（JEITA）
で標準化された
「Design rule for Camera File system」
の規格略称
Corporation の許諾を受けています。●DCF は
です。
●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、
カタログ記載内容については国内限定とさせていただきます。
●画面および一部印刷サンプルの写真はハメ
コミ合成です。
●このカタログの希望小売価格には、
消費税は含まれておりません。
●このカタログに記載の価格はメーカー希望小売価格であり、
実際の価格は
各販売店でご確認ください。
●本製品
（ソフトウェア含）
は日本国内仕様であり、
海外での保守および技術サポートはおこなっておりません。
●オープンプライス商品
の価格は取扱販売店にお問い合わせください。
●本カタログに掲載されている写真はイメージです。
製品によって同梱品は異なります。
詳しくは上記をご覧ください。

安全に関するご注意
商標について

使用限定について

●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、
正しくお使いください。
水、
湿気、
ほこり、
油煙などの多い場所に設置しないでください。
また、
異物が内部に入り込まないようご注意ください。
火災、
故障、
感電などの原因となることがあります。

＊Microsoft 、
日本およびその他の国における登録商標
Windowsは、米国 Microsoft Corporationの、米国、
または商標です。
＊IrDA 、
IrSimpleは、
Infrared Data Associationの商標です。
本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などに
おいて高い信頼 性および安全 性が 必要とされる用途に使用される場合は、
これらのシステム全 体の信頼 性および
安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、
システム全体の安全設計にご配慮いただいた
上で当社製品をお使いいただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、
幹線 通信機器、原子力制御機器、
医療機器など、
極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、
これらの用途には
本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、
ご判断ください。

廃インクを吸収しているインクパッドの交換等が必要になります。
交換に関するメッセージなどが表示
購入前のご注意 ＊お客様のご使用頻度等によって期間は異なりますが、
されましたら、
エプソン修理センターにご相談ください
（保証期間経過後は有償となります）
。
なお、
吸収したインクが容量に達した場合、
安全性確保の観点から
インクが溢れることを防ぐため、
修理センターで処置するまで印刷ができないようにさせていただいております。
＊モノクロ印刷
（黒のみ、
グレースケール）
を指定した場合でも、
プリント
＊プリントヘッドの品質を維持するため、
インクが
ヘッドを良好な状態に保つための動作で全色のインクが使われます。
1 色でもインク残量が限界値に達すると印刷ができなくなります。
完全になくなる前に動作を停止するように設計されておりますので、
使用済みインクカートリッジ内に多少のインクが残ります。
＊プリンターを初めてご使用される際、
プリンターを印刷
可能な状態にするためにもインクが消費されます。
＊カタログで表記されている印刷コストは、
のガイドラインに基づき、
初期セットアップに
JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）
＊カラリオシリーズの保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は製造終了後 5 年間です。
使用したカートリッジでなく2回目以降装着したカートリッジで算出しています。
故障の状況によっては弊社の判断により、
製品本体同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあります。
なお、
同等機種と交換した場合は、
交換前の製品の付属品や
消耗品をご使用いただけなくなることや、
使用可能なOS が変更される場合があります。
部品保有期限を過ぎた場合、
修理サポートを終了させていただきます。
あらかじめご了承ください。

〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6JR 新宿ミライナタワー29 階 〒392-8502 長野県諏訪市大和 3-3-5

エプソンのホームページ

ホームプリンターのホームページ

epson.jp

epson.jp/homeprinter/

ご購入はお近くの販売店またはエプソンダイレクトショップ（shop.epson.jp 0120-956-285）
でお買い求めください。
このカタログの内容についてのお問い合わせは、
お近くの販売店にご相談ください。
または、
カラリオインフォメーションセンターへお問い合わせください。

カタログコード：CLPMPF2C
（2020年11月20日現在）

