


























Application

思いのままに作品をレイアウト思いのままに作品をレイアウト

プレビュー機能プレビュー機能

狙い通りの表現ができるモノクロ写真モードやポジフィルム調
などのプレビュー機能を搭載。さらに簡易ソフトプルーフ（ICC
プロファイルによるプリント）により、カラーマッチング時に
仕上がりの違い（知覚的・相対的）をプレビュー可能。プリンター
の再現能力を最大限に活かしたプリントに威力を発揮します。

スマートデバイスでもスマートデバイスでも

色確認から印刷まで、お手元のスマートデバイスから
スムーズに操作できます。

割り付け割り付け

1枚 の 用 紙に 複 数 の 画 像を配 置 可 能 。作 品 集 の 制 作 や、
作品インデックス作成なども容易に思いのままに行えます。 ＊SC-PX1VL、SC-PX1V、EW-M973A3T、EW-M873Tのみ対応。iOSのみ対応。

＊対応する画像ファイルに制限があります。

スマートデバイス用アプリ　Epson Smart Panel・Epson iPrintスマートデバイス用アプリ　Epson Smart Panel・Epson iPrint

余白の大きさをプレビューを見ながら調整したり、組写真のレイアウトを思いのままに作ることができるアプリケーションです。また、Adobe® Photoshop®やLightroom®、
ニコン社のViewNX-i、市川ソフトラボラトリー社のSILKYPIX®のプラグインとしても使用できるので、普段お使いの環境からシームレスにプリントできます。

Epson Print LayoutEpson Print Layout

手軽に写真を楽しむ手軽に写真を楽しむ

PC用アプリ　Epson Photo+PC用アプリ　Epson Photo+

使い慣れたいつものWindows®、
Macから簡単高画質写真プリント。
画像補正やレイアウト調整がワン
クリックで行えます。用紙やサイズも
選択するだけで簡単にプリントまで
行えます。

STEP 1STEP 1
用紙サイズを選択

STEP 2STEP 2
写真選択

STEP 3STEP 3
編集・印刷

＊最新の情報はエプソンホームページ（epson.jp）をご覧ください。画像はイメージです。

＊画像はEpson Smart Panelのものです。画像はイメージです。　

Epson iPrintEpson Smart Panel

アプリダウンロード、
スマホのプリント紹介ページ

詳しくはこちら▶️▶️▶️

セールス活動表

写真写真 文書文書 インク残量確認インク残量確認

スマホやタブレットにある写真を簡単プリント。手元でインク残量確認やプリンターのメンテナンスも行えます。
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保証・保守サービス
保証期間及び保証内容は製品毎に制定されています。保証期間終了後は、有償での修理※1にて対応させていただきます。詳細は修理サービスをご確認ください。また、運用期間に応じて一定額の料金を
お支払いいただく定額保守サービスもございます。

安心で応えるサービス・サポート

※1：本カタログ記載のプリンターの修理対応期限は、製品の製造終了から5年間です。

運用支援

おうちプリント訪問サービス 訪問時現金でのお支払い 有料

■おたすけサービス 対象機種：EP-50V、EW-M973A3T、EW-M873T

専門のスタッフがご自宅へ訪問して、設置や設定のお手伝い、使い方のレッスンを行います。

■ホームレッスン 対象機種：EP-50V、EW-M973A3T、EW-M873T

これからプリンターでいろんな使い方を楽しみたい。お客様のペースにあわせた個人
レッスンを行います。

おうちプリント訪問サービスのお申し込みはこちら＞ 

epson.jp/support/houmon/050-3155-8666
上記050で始まる番号をご利用いただけない場合は、042-511ー 2944までおかけなおしください。上記電話番号はKDDI株式会社
の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しております。製品に関するご質問・ご相談はお受けできません。各お問合せ窓口まで
お願いします。記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。最新の情報は、エプソンのホームページをご確認ください。

遠隔サポートサービス　対象機種：EP-50V、EW-M973A3T、EW-M873T 電話によるクレジットカード決済 有料

お客様のパソコン画面をオペレーターが拝見し、操作・設定のアドバイスをいたします。
遠隔サポートサービスのお申し込みはこちら＞ 

epson.jp/es/050-3155-8888
上記050で始まる番号をご利用いただけない場合は、042-511ー 2788までおかけなおしください。上記電話番号はKDDI株式会社
の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しております。製品に関するご質問・ご相談はお受けできません。各お問合せ窓口まで
お願いします。記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。最新の情報は、エプソンのホームページをご確認ください。

トラブル診断 ドライバーの設定 添付ソフトウェアインストール

操作のご説明 無線LAN・印刷設定 添付アプリケーション操作支援

プリンターのセットアップに困ったら 無 料

epson.snはプリンターの設定や活用に役立つ情報を提供するWebサイトです。製品の開梱から使い方
までわかりやすくご案内します。

●プリンターの設定方法の説明
●プリンタードライバーなどのソフトウエアのインストール

●動画ガイド、ユーザーズガイド、ネットワークガイドの閲覧
●暮らしを彩る活用事例の紹介やコンテンツの提供

検索epson.sn

コンピューターもスマホ/タブレットも

製品の開梱～使い方まで
わかりやすくご案内します。

カンタンセットアップ！

送付修理サービス  お客様にて製品を修理センターへお送りいただくサービスです。
持込修理サービス  お客様にて製品を修理センターへ直接お持ち込みいただくサービスです。（持込先：北海道札幌市、長野県松本市、鳥取県鳥取市、沖縄県那覇市）

引取修理サービス（ドアtoドアサービス）
ご指定の場所へ宅配業者が引き取りにお伺いするサービスです。梱包
は宅配業者が行います。修理完了後は引取元の住所へ返送いたします。

上記050で始まる番号をご利用いただけない場合は、0263-86-9995までおかけなおしください。上記電話番号は KDDI株式会社
の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しております。製品に関するご質問・ご相談はお受けできません。各お問合せ窓口まで
お願いします。記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。最新の情報は、エプソンのホームページをご確認ください。

修理サービスの詳細、お申し込みはこちらから＞ 

epson.jp/door/
050-3155-7150

Webからのお申し込みが便利です＞ 

料金とお支払い方法

+料　金 引取料金 修理料金

代金引換お支払い方法

保証期間内・外を問わず1台につき引取料金をお支払いください。
保証期間外の場合、引取料金のほかに修理料金をお支払いください。最短 3日間

修理

エプソン

引取 お届け

保証
お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後、保証期間内に故障が起きた場合、無償修理対応いたします。

■保証内容
保証名称 概要 保証期間の修理代金 引取修理サービス

出張修理保証 サービスエンジニアがお客様先へお伺いし修理いたします。 無償 -

持込修理保証※１ お客様より修理品をお預かりして修理し後日返却いたします。 無償 有償

＊インクカートリッジ、メンテナンスボックス等の消耗品は、保証対象外となります。

■保証期間　
保証名称 期間 対象機種

出張修理保証 1年間 SC-PX1VL

持込修理保証※１ 1年間 SC-PX1V/EP-50V/EW-M973A3T/EW-M873T

※1：持込修理保証の機種において保証期間内に出張修理をご希望の場合は、別途出張基本料及び交通費付加料金がかかります。
（EW-M973A3T、EW-M873Tは出張修理非対応）

■保守サービスに含まれないもの

◎ インクカートリッジ、メンテナンスボックスの交換。
◎ 用紙・帳票などのエプソン所定以外の消耗品の交換または補充。
◎ 製品に付属するプログラムデータ、記憶媒体、ソフトウェア保守など。
◎ 故意、過失または不適切な使用、エプソンの純正、または推奨品以外の消耗品に起因する

製品の故障の修理調整。
◎ 天災地変などの事由に起因する製品の故障の修理調整・オーバーホールなどの大修理。
◎ お客様がエプソン販売（株）に製品を輸送する際の輸送中の破損・事故に起因する製品の

故障の修理調整。
◎ 製品の改造、運搬移設、設置、回線接続作業またはその立ち会い。
◎ 他の機器への接続、適正でない設置環境、ならびに入力電圧の不適正使用に起因する製品の

故障の修理調整。
◎ 使用するプログラム、消耗品、記録媒体の保管不備に起因する製品の故障の修理調整。
◎ 保守サービスの受付・対応時間以外の時間における保守サービス。

＊保守サービスに関するお問い合わせは、お近くの取扱販売店およびエプソンサービスコールセンターまでお願いいたします。

定額保守サービス 有 料

epson.jp/support/hoshu/

■エプソンサービスパック　出張修理サービスの定額保守サービスです。

対象機種
購入同時1年保守料金 購入同時3年保守料金 購入同時4年保守料金 購入同時5年保守料金

型番 料金（税込） 型番 料金（税込） 型番 料金（税込） 型番 料金（税込）

SC-PX1VL - - HSCPX1VL03 ￥55,440 HSCPX1VL04 ¥73,920 HSCPX1VL05 ¥86,240

SC-PX1V HSCPX1V01 ¥8,250 HSCPX1V03 ¥36,300 HSCPX1V04 ¥46,200 HSCPX1V05 ¥51,700

■エプソン引取保守パック　引取修理サービスと持込修理サービスを組み合わせた定額保守サービスです。

対象機種
購入同時1年保守料金 購入同時3年保守料金 購入同時4年保守料金 購入同時5年保守料金

型番 料金（税込） 型番 料金（税込） 型番 料金（税込） 型番 料金（税込）

SC-PX1VL - - KSCPX1VL03 ¥29,128 KSCPX1VL04 ¥35,178 KSCPX1VL05 ¥41,228

SC-PX1V KSCPX1V01 ¥2,178 KSCPX1V03 ¥18,128 KSCPX1V04 ¥24,178 KSCPX1V05 ¥26,928

EW-M973A3T KEWM973A31 ¥2,200 KEWM973A33 ¥20,900 KEWM973A34 ¥28,050 KEWM973A35 ¥33,000

EW-M873T KEWM873T1 ¥2,200 KEWM873T3 ¥16,500 KEWM873T4 ¥22,000 KEWM873T5 ¥25,300

未開封純正インクの
ポイント交換

修理代金をサポ―ト
（全額or半額） 引取料金無償

修理回数制限なし

■ 安心の5年サポートサービス　「カラリオスマイルPlus」 
対象機種：EP-50V、EW-M973A3T、EW-M873T

大切に長くご利用いただくために、選べる2つのサポートプラン。

修理サービス

ご指定の場所へサービスエンジニアを派遣し、その場で修理するサービスです。Web・電話にて出張修理のお申し込みを
承ります。お申し込み受付後、当社翌々営業日以内にお伺いいたします。

出張修理サービス

epson.jp/support/shuri/shucho/

epson.jp/support/shuri/

epson.jp/csp/

対象機種
全額サポートプラン 半額サポートプラン

料金（税込） 料金（税込）

EP-50V ¥5,500 ¥3,300

EW-M973A3T
EW-M873T ¥8,800 ¥5,500
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■消耗品・オプション一覧

プリンター機種名 タイプ シリーズ名 型番 希望小売価格

SC-PX1VL カートリッジ － －

ICBK96（フォトブラック） ICMB96（マットブラック） ICC96（シアン）
ICVM96（ビビッドマゼンタ） ICY96（イエロー） ICLC96（ライトシアン） 

ICVLM96（ビビッドライトマゼンタ） ICGY96（グレー）
ICLGY96（ライトグレー） ICDBL96（ディープブルー） 

オープンプライス

SC-PX1V カートリッジ －
IC10CL97

（10色パック）

ICBK97（フォトブラック） ICMB97（マットブラック） ICC97（シアン)
ICVM97（ビビッドマゼンタ） ICY97（イエロー） ICLC97（ライトシアン） 

ICVLM97（ビビッドライトマゼンタ） ICGY97（グレー）
 ICLGY97（ライトグレー） ICDBL97（ディープブルー）

EP-50V カートリッジ ソリ®
SOR-6CL

（6色パック）
SOR-BK（ブラック） SOR-C（シアン） SOR-M（マゼンタ） 
SOR-Y（イエロー） SOR-R（レッド） SOR-GY（グレー）

EW-M973A3T
EW-M873T インクボトル トビバコ® － TOB-PB（フォトブラック） TOB-MB（マットブラック） TOB-C（シアン） 

TOB-M（マゼンタ） TOB-Y（イエロー） TOB-GY（グレー）

SC-PX1VL/SC-PX1V メンテナンスボックス SCMB1

EP-50V メンテナンスボックス EPMB1

EW-M973A3T
EW-M873T メンテナンスボックス PXMB9

SC-PX1VL ロールペーパーユニット SCA2NRU2

■デジタルカメラ用外部メモリーカード対応表

EW-M973A3T EW-M873T

対応
メモリーカード

SD/SDHC/SDXCメモリーカード ○

miniSD/miniSDHC/microSD/
microSDHC/microSDXCカード※１ ○

対応ファイル形式 / 画像フォーマット

DCFVer.1.0/2.0規格準拠の
デジタルカメラで撮影した、

JPEG形式（Exif Ver.2.31準拠）の
画像データ（.jpg）

取扱可能な画像サイズ 横：80～10200ピクセル
縦：80～10200ピクセル

取扱可能な画像枚数 9,990枚

※１：専用アダプタが必要になります。＊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。＊ご使用のメモリーカード/アダプターによっては動作しない場合があります。

■プリンター製品仕様概要

機種名

印刷方式/最高解像度 MACH方式　/　5,760×1,440dpi※1

インク
（本体に同時にセット可能な色数） 10色顔料、独立型インク 6色染料、独立型インク 5色染料+1色顔料、独立型インク

自動両面印刷 － 標準対応

対応用紙

単票紙

サイズ
L判、KG、2L判、ハイビジョン、

六切、四切、半切、
A6縦～A2ノビ縦（17インチ）

L判、KG、2L判、ハイビジョン、六切、
四切、A6縦～A3ノビ縦

カード、名刺、L判、KG、2L判、
ハイビジョン、六切、四切、

A6縦～A3ノビ縦

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

厚さ
普通紙/0.08～0.11mm、 

当社純正プリンター用紙/最大0.50mm、 
フロント手差し：最大1.5ｍｍ

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

リア（背面）給紙：最大0.6mm

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

ハガキ※2 
（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

封筒※3 － 洋形封筒1号～4号、 
長形封筒3号/4号、角形2号/20号 洋形封筒1号～4号、長形封筒3号/4号

ロール紙 A4（210mm）～A2ノビ（431.8mm）幅※4 A4（210mm）～A3ノビ（329mm）幅 －

給紙可能枚数
普通紙 背面トレイ120枚（75g/㎡） 前面トレイ200枚（75g/㎡）/

背面トレイ50枚 前面トレイ100枚（80g/㎡）/背面トレイ50枚

郵便ハガキ 背面トレイ50枚 前面トレイ60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20枚

必要マージン

フチなし 
印刷時※5

L判/KG/ハガキ/2L判/ハイビジョン/
六切/四切/A4/A3/A3ノビ/

A2：上下左右0mm

L判/KG/ハガキ/2L判/
ハイビジョン/六切/四切/

A4/A3/A3ノビ：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/ 

A3ノビ：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/

四切/A4/A3/A3ノビ：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

その他  
用紙サイズ

厚紙（フロント手差し）：上下左右3mm（ファインアート紙）、 
上下20mm・左右3ｍｍ（ボード紙）
ロール紙：先端50mm・後端14mm
その他のサイズ：上下左右3mm

上下左右3mm以上、
封筒：上下3mm・左右5mm

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

Blu-ray Disc™/DVD/
CDプリントトレイ 12cmメディア対応

インター
フェイス

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

USB Super-Speed USB×1※6 Hi-Speed USB×1 Hi-Speed USB×2（パソコン用、PictBridge用）

電源電圧※7 AC100V 50/60Hz 

消費電力 プリント時：約24W プリント時：約22W プリント時：約24W コピー時：約17W

外形寸法
（幅×奥行×高さ）収納時 615×368×199（mm） 515×368×185（mm） 476×369×159（mm） 523×379×169（mm） 403×369×162（mm）

外形寸法
（幅×奥行×高さ）使用時 615×905×520（mm） 515×769×420（mm） 476×785×411（mm） 523×758×430（mm） 403×612×347（mm）

質量 ＊本体のみ 約14.8kg 約12.6kg 約8.5kg 約11.1kg 約8.4kg

本体同梱品

セットアップ用
カートリッジ

または
インクボトル

フォトブラック、マットブラック、シアン、ビビッドマゼンタ、
イエロー、ライトシアン、ビビッドライトマゼンタ、グレー、

ライトグレー、ディープブルー

ブラック、シアン、マゼンタ、
イエロー、グレー、レッド

フォトブラック、マットブラック、
シアン、マゼンタ、イエロー、グレー

その他※8
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（紙）、ディスクトレイ、電源コード、保証書、

メンテナンスボックス（交換用）

ソフトウェアディスク、
ディスクトレイ、電源コード、保証書、

スタートガイド、使い方ガイド、
クリーニングシート（背面トレイ専用）

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

印刷速度
（標準）※9

L判 約44秒 約34秒 約19秒

その他サイズ 約4分51秒 
（A2写真用紙＜光沢＞）

約3分17秒 
（A3ノビ写真用紙＜光沢＞）

約2分23秒 
（A3ノビ写真用紙＜光沢＞）

約1分39秒 
（A3ノビ写真用紙＜光沢＞）

約55秒 
（A4写真用紙＜光沢＞）

耐光性 約60年 約50年

耐オゾン性 約60年 約10年

アルバム保存 約200年 約300年

希望小売価格 オープンプライス

※1：最小1/5,760インチのドット間隔で印刷します。※2：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。郵便往復はがきはパソコン接続時、Epson Smart Panel、Epson iPrint使用時のみ対応
です。※3：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。※4：SC-PX１VLのロール紙ユニットはオプションになります。
※5：SC-PX1VL・SC-PX1Vは、超高精細（漆黒）および超高精細モードではフチなし印刷ができません。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。※6：Hi-Speed USBインター
フェイス/ネットワークインターフェイスにも対応します。※7：付属の電源コードはAC100V用です。※8：本体に同梱されているスタートガイドや取扱説明書以外のマニュアルはソフトウェアディスクまたはエプソンのホームページで閲覧できます。※9：測定データおよび測定条件
につきましては、P16印刷スピード測定条件および印刷コスト算出方法をご覧ください。＊購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）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、その分インクおよびメンテナンスボックスを消費
します。そのため、2回目以降に取り付けるインクカートリッジ、メンテナンスボックスよりも印刷できる枚数が少なくなります。＊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。
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カタログの表記について

アルバム保存表記について

本保存性はデジタルカラー写真プリント画像保存性試験方法（JEITA CP-3901）の屋内耐熱性試験方法に準じて算出した予測値です。アルバム保存（暗所保存性）の表示年数は、一般家庭の暗所に23℃で保存した場合を想
定して、耐熱性試験とアレニウス他による「反応速度に及ぼす温度の影響」に基づく暗所保存時の寿命年数予測方法によるものです。保存・掲示の方法によっては効果が発揮されない場合がございますので、ご注意ください。 

〈前提条件〉●保存条件　アルバムに保存した状態●環境条件　温度：23℃、湿度：50％●用紙　写真用紙＜光沢＞使用時（セイコーエプソン調べ） 〈評価方法・寿命推測〉●評価条件　一定の高温環境、湿度50％の恒温槽に
サンプルをそのまま放置●判断基準　JEITA CP-3901屋内耐熱性試験方法に準ずる●寿命推測　アレニウス・プロットにより、温度：23℃、湿度：50％の環境に放置したときの年数に換算　＊表示年数は上記屋内耐熱性
試験方法によりシミュレーションされたものであり、セイコーエプソン（株）が保証するものではありません。また、紙の変色や紙そのものの耐久性を示すものではありません。＊A3ノビ幅以上のプリンターの保存性は、A4以下の
サイズに印刷したサンプルを用いて、デジタルカラー写真プリント画像保存性試験方法（JEITA CP-3901）の屋内耐熱性試験方法を参考に算出した予測値です。

耐光性表記について

本保存性はデジタルカラー写真プリント画像保存性試験方法（JEITA CP-3901）の屋内耐光性試験方法に準じて算出した予測値です。耐光性の表示年数は、一般家庭などの屋内に掲示したサンプルに、窓ガラス越しの太陽光
が主に壁や床その他の物質で反射された後に当たった場合を想定しています。保存・掲示の方法によっては効果が発揮されない場合がございますので、ご注意ください。〈前提条件〉●掲示条件　室内光下での額縁なし掲示
状態●環境条件　温度：23℃、湿度：50％●用紙　写真用紙＜光沢＞使用時（セイコーエプソン調べ） 〈評価方法・寿命推測〉●評価条件　光源：キセノンアーク式ランプ（70,000lx）、温度：23℃、湿度：50％、サンプル上に
5mm以上の空気層と2mm厚のソーダライムガラス及び紫外線遮断フィルター設置●判断基準　JEITA CP-3901寿命年数予測方法に準ずる●寿命推測　屋内耐光性（年）＝積算照度（klx･hr）÷［0.250（klx）×12（hr）×365

（day/year）］　＊表示年数は上記屋内耐光性試験によりシミュレーションされたものであり、セイコーエプソン（株）が保証するものではありません。また、紙の変色や紙そのものの耐久性を示すものではありません。＊A3ノビ幅
以上のプリンターの保存性は、A4以下のサイズに印刷したサンプルを用いて、デジタルカラー写真プリント画像保存性試験方法（JEITA CP-3901）の屋内耐光性試験方法を参考に算出した予測値です。

耐オゾン性表記について

本保存性はデジタルカラー写真プリント画像保存性試験方法（JEITA CP-3901）の屋内耐オゾン性試験方法に準じて算出した予測値です。耐オゾン性の表示年数は、一般家庭でサンプルをガラス額縁等の覆いのない状態で
掲示した場合のオゾンガスによる画像経時劣化への影響を想定しています。保存・掲示の方法によっては効果が発揮されない場合がございますので、ご注意ください。〈前提条件〉●掲示条件　室内の額縁なし掲示状態
●環境条件　温度：23℃、湿度：50％●用紙　写真用紙＜光沢＞使用時（セイコーエプソン調べ） 〈評価方法・寿命推測〉●評価条件　オゾンガス（5ppm）、温度：23℃、湿度：50％、サンプルをそのまま放置●判断基準JEITA 
CP-3901寿命年数予測方法に準ずる●寿命推測　屋内耐オゾン性（年）＝積算濃度（ppm･hr）÷40（ppm･hr/year）　＊表示年数は上記屋内耐オゾン性試験によりシミュレーションされたものであり、セイコーエプソン（株）が
保証するものではありません。また、紙の変色や紙そのものの耐久性を示すものではありません。＊A3ノビ幅以上のプリンターの保存性は、A4以下のサイズに印刷したサンプルを用いて、デジタルカラー写真プリント画像
保存性試験方法（JEITA CP-3901）の屋内耐オゾン性試験方法を参考に算出した予測値です。

＊画像保存性能について、カタログ表記用語の統一や各項目の試験方法を統一し、比較しやすい基準を作成する目的で、2007年11月に「デジタルカラー写真プリント画像保存性試験方法」が制定されました。これを受け2008年9月以降販売を行うカラリオ・プリンターに関しま
して、その保存性の表記を行う際には、この「デジタルカラー写真プリント画像保存性試験方法」に準拠して評価・寿命推測することと致しました。そのため、2008年8月以前にカタログ、ホームページなどに表示しておりました保存性の数値とは、寿命予測チャートデータを始め
とした評価条件・判断基準が異なり、一部評価を実施しない機種もございます。

【写真プリントをより長持ちさせるために】写真プリントは光や外気の影響で変化します。できるだけ光や外気を避け、低温・低湿の条件下で保存してください。掲示する場合もできるだけ外気を遮断することをお勧めします。

■スキャナー・コピー基本仕様

機種名 EW-M973A3T EW-M873T

スキャナー
基本仕様

形式 フラットベッド型（原稿台のみ）

センサータイプ CIS方式

最大原稿サイズ A4/リーガルまで A4まで

光学解像度
主走査：1200dpi

副走査：4800dpi

階調（入力/出力） RGB各色16bit / 1bit、8bit

コピー
基本仕様

最大読み取りサイズ A4/リーガルまで A4まで

出力用紙サイズ

カード、名刺、L判、KG、スクエア、2L判、六切、
四切、ハガキ、往復ハガキ、A6、B6、A5、B5、

A4、B4、A3、洋形封筒1号～4号、
長形封筒3号/4号、レター、リーガル、

ユーザー定義サイズ、ハイビジョンサイズ

カード、名刺、L判、KG、スクエア、2L判、六切、
ハガキ、往復ハガキ、A6、B6、A5、B5、A4、
洋形封筒1号～4号、長形封筒3号/4号、
レター、リーガル、ユーザー定義サイズ、

ハイビジョンサイズ

固定倍率

等倍、オートフィット、A4→ハガキ、
2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、
2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、A4→B5、

B5→A4、A5→A4、A4→A5、A4→A3

等倍、オートフィット、A4→ハガキ、
2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、

2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、
A4→B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5

コピーレイアウト

片面→片面コピー時
（標準、IDカード、リピート、見開き、フチなし、

ミラー、A3原稿二つ折り、２アップ）
片面→両面コピー時

（標準、見開き、A3原稿二つ折り、２アップ）

片面→片面コピー時
（標準、IDカード、リピート、見開き、

フチなし、ミラー、２アップ）
片面→両面コピー時

（標準、見開き、２アップ）

Blu-ray Disc™/DVD/CDレーベルコピー

任意倍率 25%～400％ （1％刻みで設定可能）

濃度調整 9段階

連続コピー枚数 1～99枚

■パソコン用アプリ

ソフトウェア名称 SC-PX1VL SC-PX1V EP-50V EW-M973A3T EW-M873T

Epson Photo＋ ○

E-Photo － ○ －

Epson Print CD － ○ －

E-Web Print － ○ －

かんたん設定 for Office － ○

Epson Event Manager ー ○

Epson ScanSmart － ○

Epson Print Layout ○

Epson ColorBase 2 ○ －

＊最新のOS対応状況については、エプソンのホームページでご確認ください。

カタログ内での印刷スピード測定条件および印刷コスト算出方法

写真のインク・用紙合計コスト
測定画像：ISO/IEC 29103、測定方法：ISO/IEC 29102

・印刷コストは「家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン」〈社団法人 電子情報技術産業

協会（JEITA）制定〉に従って表記を行っています。その計算に必要な印字可能枚数はL判写真の印字可能枚数の国際標準

規格「ISO/IEC 29102」（測定方法）および「ISO/IEC 29103」（測定画像）で測定しています。

・写真の印刷コストはインクコストと用紙コストを合計した数値です。

写真の印刷スピード
L判写真（フチなし）測定画像：500万画素相当デジカメ画像のL判写真印刷スピード測定用

A4～A2写真（フチあり）測定画像：日本規格協会SCIDサンプルJISX9201 CMYK/SCID N5「自転車」

印刷品質：標準モード、測定方法：エプソン独自の測定方法

・写真用紙の印刷スピードは用紙1枚の印刷における、給紙トレイの給紙開始から排紙が終了した時点までを測定。測定画像

JISX9201 CMYK/SCID N5「自転車」は、オリジナルデータからサイズを加工しています。

・エプソンは測定に公正を期しております。

写真イールドチャート ISO/IEC29103

＊初回セットアップ時に使用したインクカートリッジではなく、2回目以降に使用した交換用インクカートリッジで算出。＊イールド枚数（各色での印刷枚数）は印刷モード、印刷原稿、印刷間隔、印刷環境（システムまたは周囲環境）、ユーザーメンテナンスの種類や
頻度、寿命の考え方など各種要因により変動します。＊ヘッドの保護及び印字品質を保つため、印字開始前や印字中に定期的に各色インクが消費されます。＊プリンターを初めてご使用される際、プリンターを使用可能な状態にするためにもインクが消費され 
ます。＊お客様がお使いのパソコン/アプリケーション/印刷データなどによってパフォーマンスが変わることがございます。＊印刷コスト算出方法は上記条件にて算出したイールド枚数（各色での印刷枚数）と、2022年7月1日時点のエプソンダイレクトショップ

〈shop.epson.jp〉掲載の消耗品価格（税込）をもとに算出。＊測定環境（使用パソコン、使用アプリケーション、使用用紙、測定時の設定）は、エプソンホームページ（epson.jp）をご覧ください。

L判写真 A4～A2写真

■ドライバー対応OS

機種名 Windows®　11
Windows®　10 Windows®　8.1 Windows®　8 Windows®　7 Windows　Vista® Windows®　XP Mac

32bit 64bit 32bit 64bit 32bit 64bit 32bit 64bit 32bit 64bit 32bit 64bit OS X 10.9～ OS X 10.6.8～ OS X 10.5.8～

SC-PX1VL

○ － ○ －

SC-PX1V

EP-50V

○ SP3～ SP2～ ○ ーEW-M973A3T

EW-M873T

＊Mac対応のプリンタードライバーには、機能上の制限があります。機能制限については、エプソンホームページ(epson.jp)をご覧ください。＊Mac用のソフトウェアの提供はインターネット経由のみとなります。インターネット環境がない場合には、ご提供できませんのでご了承
ください。＊その他OSや同梱ソフトウェアの対応状況についてはエプソンホームページ（epson.jp）をご覧ください。＊自作PC、ショップブランドパソコンでは動作しないことがあります。
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