できる！

プリントもスキャンも
ワイヤレスで楽しもう!

つながる！ 〜スマホや ケータイ、パソコンから、

いつでもどこでもお 手軽 に 〜

対応プリンター
EP-978A3 EP-808AW/AB/AR EP-10VA EP-708A

パソコンから スマホから タブレット端末から

プリントをはじめよう !!
カラリオなら Epson iPrint などのアプリや、他社クラウドサービスなどを使って、あな
たがお持ちの様々な端末からのプリントが楽しめます！
自宅で、オフィスで、旅行先で、プリントしたい時にすぐできる！
早速やってみたいプリントスタイルをチェックしてみましょう！

あなたの端末でこんなことができる！
スマートフォン・タブレット端末から
プリントアウト

スマートフォン・
タブレット端末

スキャン

・写真
・Web
・ドキュメント
・SNS

カラリオ

スマートフォン・
タブレット端末

メモリーカードアクセス

カラリオ

スマートフォン・
タブレット端末

カラリオ

など

Epson iPrint

UP.5

メールプリント

UP.14

～ Epson Connect ～

AirPrint

UP.17

Google クラウド プリント TM

UP.17

パソコンから

インターネット

パソコン

メールプリント

プリントアウト

メール

～ Epson Connect ～

リモートプリントドライバー
Google クラウド プリント TM

～ Epson Connect ～

カラリオ

UP.14
UP.16
UP.17

＊各種サービスをご利用いただくには、インターネットへの接続が必要な場合があります。＊インターネットに接続する際の通信料はお客様のご負担
となります。＊機能によってはユーザー登録が必要です。
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携帯電話から
プリントアウト
メール
携帯電話

メールプリント

カラリオ

～ Epson Connect ～

UP.14

カラリオから
プリントアウト

プリントアウト
インターネット

カラリオ

カラリオ

メール de リモート印刷 [ スキャン to クラウド機能 ] ※ 1 ～ Epson Connect ～ UP.15

接続の設定手順を確認しよう！
Wi-Fi Direct® の設定が簡単にできる！ U『スタートガイド』
（シート）をご確認ください。
Epson Connect に登録しよう！

UP.12

プリンターをワイヤレスで接続しよう！
無線 LAN 接続を始めよう！

U『スタートガイド』
（シート）をご確認ください。

※ 1：EP-708A はメール de リモート印刷 [ スキャン to クラウド機能 ] 非対応です。
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スマホから、タブレット端末からプリントできる便利なアプリ！

Epson iPrint
エプソンが提供する iOS、AndroidTM 向けの無料アプリです。お手持ちのスマートフォ
ンやタブレット端末にインストールすると、ネットワーク上にあるカラリオの利用が可
能になります。撮影した写真データのプリントや、閲覧中の Web サイト、ドキュメント
などのプリントが簡単にできます。

スキャンやコピー、
メモリーカードアクセスも

撮影して
すぐプリント
離れた場所から
操作できる

もちろん
タブレット端末
でも簡単操作
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スマホから
いつでも
簡単プリント

接続の概要
ご家庭などのローカルネットワークでプリント

スマートフォン・
タブレット端末

インターネット環境で屋外などからリモートプリント

Epson Connect
サーバー

カラリオ

Wi-Fi Direct® でプリント

スマートフォン・
タブレット端末

スマートフォン・
タブレット端末

カラリオ

Epson Connect に
登録済みのカラリオ

Wi-Fi Direct® で接続した場合、リモートプリントはで
きません。

対応プリンター
EP-978A3 EP-808AW/AB/AR EP-10VA EP-708A

対応ファイル形式
【スキャン機能】（ローカルのみ対応）
● 文書や写真をスキャンし、スマートフォンやタブレッ
ト端末への保存、オンラインサービスへのアップロー
ドが可能。

【プリント機能】（ローカル、リモート共に対応）
●写真プリント

JPEG

PNG

JPEG

●ドキュメントプリント（注 1）

PDF

®

Microsoft Word

®

Excel

PDF

®

PowerPoint

● Web ページプリント
「Epson iPrint」で URL を入力してページを表示し、
プリントします。（注 2）（注 3）
● オンラインサービスに保存しているファイルのプリント
対応オンラインサービス：Box、Dropbox、Evernote®、
Google ドライブ TM、OneDriveTM、マイポケット

JPEG

PNG
®

PDF

Microsoft Word

Excel®

PowerPoint®

（注 1）： AndroidTM 版は Microsoft® Word、Excel®、PowerPoint®、PDF 対応。ただし、Microsoft® Word、Excel®、PowerPoint® のプリント時
は自動的に Google ドライブ TM にアクセスしてプリントできるデータに変換します。Wi-Fi® 通信しか持たないタブレット端末などでは WiFi Direct® 接続するとインターネット接続ができないため、Microsoft® Word、Excel®、PowerPoint® はプリントできません。
（注 2）： iOS 標準のブラウザーに表示した Web ページは iPrint ではプリントできません。AirPrint（P.17）をご利用いただくか、Epson iPrint で
URL を入力して表示し、プリントしてください。iOS 標準のブラウザーに表示した PDF、Microsoft® Word、Excel®、PowerPoint® は、
画面をタップし、「次の方法で開く」から Epson iPrint を選択し、プリントしてください。
（注 3）： AndroidTM 標準のブラウザーに表示した Web ページはブラウザーの共有機能を使用して Epson iPrint でプリントできます。共有機能をサ
ポートしていないブラウザーではプリントできません。Epson iPrint で URL を入力して表示し、プリントしてください。なお、Web ペー
ジ中の PDF、Microsoft® Word、Excel®、PowerPoint® はプリントできません。ファイルをダウンロードし、Epson iPrint で開いてプリ
ントしてください。
＊インターネットに接続する際の通信料はお客様のご負担となります。＊動作環境・動作条件については、エプソンのホームページをご確認ください。
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Epson iPrint ｜機能について

Epson iPrint をインストールすればこんなことができる !!

Epson iPrint
機能

説明

対応プリンター

スマートフォンやタブレット端末内の写
真をプリントできます。
U 詳しくは P.7 へ

EP-978A3、EP-808AW/AB/AR、
EP-10VA、EP-708A

PDF などの文書をプリントできます。

EP-978A3、EP-808AW/AB/AR、
EP-10VA、EP-708A

Box、Dropbox、Evernote ®、Google
ドライブ TM、OneDriveTM、マイポケット
に対応しています。

EP-978A3、EP-808AW/AB/AR、
EP-10VA、EP-708A

Web サイトの URL を入力して、プリン
トできます。
U 詳しくは P.8 へ

EP-978A3、EP-808AW/AB/AR、
EP-10VA、EP-708A

スキャン

スキャンしたデータをスマートフォンや
タブレット端末に保存できます。
U 詳しくは P.7 へ

EP-978A3、EP-808AW/AB/AR、
EP-10VA、EP-708A

カメラコピー

書類などをスマートフォンのカメラで撮
影して保存。台形補正などの機能もありま
す。

EP-978A3、EP-808AW/AB/AR、
EP-10VA、EP-708A

コピー

セットした原稿の枚数や倍率を設定して
コピーできます。

EP-978A3、EP-808AW/AB/AR、
EP-10VA、EP-708A

メモリーカード内の画像データ※ 1 をカラ
リオを介してスマートフォンやタブレッ
ト端末と送受信できます。
U 詳しくは P.8 へ

EP-978A3、EP-808AW/AB/AR、
EP-10VA、EP-708A

写真

ドキュメント
オンラインサービス

Web

メモリーカードアクセス

LINE で送られてきた写真をプリント
LINE で友達からもらった写
真 を、Epson iPrint で ダ イ
レクトにプリントできます。
U 詳しくは P.9 へ

aillis で撮った写真をプリント
aillis を使えば、写真にフレー
ムをつけたり色調を変えたり
してプリントできます。
U 詳しくは P.9 へ

※ 1：JPEG ファイルのみ対応しています。＊本書の裏表紙にも Epson iPrint の機能対応表があります。機種別で対応できる機能については裏表紙
をご覧ください。
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拡張アプリをインストールしよう !!

― 便利な機能を追加して、プリントを楽しもう ―

Epson Creative Print
機能

説明

対応プリンター

Facebook に公開した自分の写真や、写
真に付けたコメントなどのプリントがで
きます。
U 詳しくは P.10 へ

EP-978A3、EP-808AW/AB/AR、
EP-10VA、EP-708A

ディスクレーベル印刷

撮影した写真を使用して、オリジナルの
BD/DVD/CD レーベルプリントが簡単に
できます。

EP-978A3、EP-808AW/AB/AR、
EP-10VA、EP-708A

手書き合成シート印刷

手書きのメッセージと写真を合成して、オ
リジナルのポストカードが作れます。

EP-978A3、EP-808AW/AB/AR、
EP-10VA、EP-708A

フォトブック印刷

お気に入りの写真を選んでレイアウト。そ
のままプリントしてアルバムに。

EP-978A3、EP-808AW/AB/AR、
EP-10VA

フォーム印刷

便せんや五線譜、スケジュール帳など、便
利な各種フォームをプリントできます。

EP-978A3、EP-808AW/AB/AR、
EP-10VA、EP-708A

塗り絵印刷

お気に入りの写真やイラストで、輪郭だけ
を残した塗り絵が作れます。

EP-978A3、EP-808AW/AB/AR、
EP-10VA、EP-708A

Facebook 写真印刷

3D フレーム Print
立体的に見える 3D フレームと好きな写真を合成してプリントできます。 ※ 2

EP-978A3、EP-808AW/AB/AR、
EP-10VA

スマホでカラリオ年賀
スマートフォン・タブレット端末から年賀状を手軽に、簡単に作成できる
アプリです。※ 3

EP-978A3、EP-808AW/AB/AR、
EP-10VA、EP-708A

まずは Epson iPrint をインストールしよう！
iOS (iPhone/iPad/iPod touch など ) 端末をご使用の方： App Store からダウンロード※ 4
OS バージョン
iOS 7 以上

対応機種
iPhone4 以上 /iPod touch 第 5 世代以上 /
iPad2 以上

AndroidTM 端末をご使用の方： Google Play ストアからダウンロード※ 4
OS バージョン
Android 4 以上

対応機種
800 × 480（WVGA）以上の LCD 画面対応
の AndroidTM 機器

※ 2：専用紙「フォトカード 3D フレーム」を使用します。※ 3：年末公開予定です。※ 4：インターネットに接続する際の通信料はお客様のご負担
となります。ダウンロードするにはご家庭などのローカルネットワークへの接続をお勧めします。＊動作環境・動作条件については、エプソンのホー
ムページをご確認ください。＊本書の裏表紙にも Epson Creative Print と 3D フレーム Print、スマホでカラリオ年賀の機能対応表があります。機
種別で対応できる機能については裏表紙をご覧ください。

6

Epson iPrint ｜機能別ご利用手順

写真をプリントしてみよう !!
「写真」をタップします。

プリントしたいアルバムをタッ
プします。

プリントしたい写真をタップし
ます。

「選択する」をタップし、「次へ」
をタップします。

用紙サイズを確認、変更する場
合は右上の設定ボタンをタップ
します。

「印刷」をタップするとプリント
を開始します。

写真や文書などの原稿をスキャンしてみよう !! ※ 1
「スキャン」をタップします。

プリンターの原稿台に原稿を
セットし、設定を確認して「ス
キャン」をタップします。

取り込み画面を確認し、
「保存」/
「メール」/「印刷」を行います。

※ 1：スキャンはインターネット接続には非対応です。＊画面は iOS 端末の操作画面です。＊画面は開発中のものです。実際の記載・内容とは異なる
場合があります。
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Web サイトをプリントしてみよう !!
「Web」をタップします。

用紙サイズと枚数を確認、変更
する場合は右上の設定ボタンを
タップします。

プ リ ン ト し た い Web サ イ ト の
URL を入力またはコピー＆ペー
ストします。

「印刷」をタップするとプリント
を開始します。

「印刷」をタップします。

Web プリントの完成です！

【メモリーカードアクセス】を使ってみよう !! ※ 2
プリンターのメモリーカードス
ロットにメモリーカードを差し
込みます。 ※ 3 USB メモリーな
どは外部機器接続用 USB ポート
に差し込みます。※ 4

「メモリーカードアクセス」を
タップします。

コ ピ ー し た い 方 法 を タ ッ プ し、
保存するデータを選択して実行
してください。

※ 2：JPEG ファイルのみ対応しています。※ 3：メモリーカードスロットの形状は機種によって異なります。詳細は各機種の操作ガイドをご覧ください。
※ 4：EP-708A は外部機器接続用 USB ポートがありません。＊動作環境・動作条件はエプソンのホームページをご確認ください。＊画面は iOS 端
末の操作画面です。＊画面は開発中のものです。実際の記載・内容とは異なる場合があります。
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Epson iPrint ｜機能別ご利用手順

LINE で送られてきた写真をプリントしてみよう !!
「LINE」の写真をタップします。

「保存」をタップし、写真を保存
します。

「印刷」をタップするとプリント
を開始します。

LINE で送られてきた写真のプリ
ント完成です！

「Epson iPrint」を起動し、
「写真」
をタップして、保存した写真を
タップします。

aillis で撮った写真をデコレーションしてプリントしてみよう !!
「aillis」を起動して、写真を撮影
します。

写真にフレームをつけたり色調
を変えたりしてデコレーション
します。

「Others」をタップします。

＊画面は iOS 端末の操作画面です。＊画面は開発中のものです。実際の記載・内容とは異なる場合があります。
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「Epson iPrint」をタップして、
「印刷」をタップします。

aillis で撮った写真のプリント完
成です！

Facebook の写真を印刷してみよう !!
「Epson Creative Print」 を 起
動 し て、「Facebook 写 真 印 刷 」
をタップします。

プリントしたいアルバムをタッ
プします。

プリントしたい写真をタップし
ます。

用紙サイズを確認、変更する場
合は右上の設定ボタンをタップ
します。

「印刷」をタップすると、プリン
トが開始されます。

Facebook 写真プリントの完成
です！

＊画面は iOS 端末の操作画面です。＊画面は開発中のものです。実際の記載・内容とは異なる場合があります。
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スマホやタブレット端末とプリンターだけで接続できる！

アクセスポイント ( 無線 LAN ルーター )
がなくてもプリントできる！
アクセスポイントがなくても、プリンターに搭載された Wi-Fi Direct® 接続設定で無線
LAN 搭載機器と接続が可能になります。Wi-Fi Direct® でスマートフォンやタブレット
端末などを接続すれば、Epson iPrint を使用して、さまざまなプリントを利用できます。

アクセスポイントが
なくても
プリントできちゃう

接続の概要
最大 4 台まで接続可能

パソコン
Wi-Fi®
接続
カラリオ

スマートフォン・
タブレット端末

Wi-Fi Direct® 対応プリンター
EP-978A3 EP-808AW/AB/AR EP-10VA EP-708A
● 端末同士の通信はできません。
● Wi-Fi Direct® は、通信規格 IEEE802.11g/n に準拠しています。
● iPhone/iPad の Wi-Fi® 設定では、Wi-Fi Direct® の SSID を選択すると、SSID 左側のアイコンが回転したままに
なることがあります。また、画面上部のアイコンはモバイルデータ通信中であることを示す LTE/4G/3G 等が表示
されたままです。正常に設定が完了していますので、Epson iPrint からプリントしてください。
● Epson iPrint のご使用方法については UP.3 ～ P.10 を参照ください。

Wi-Fi Direct® 接続の設定手順 U『スタートガイド』（シート）をご確認ください。
NFC 対応プリンター
EP-978A3 EP-808AW/AB/AR EP-10VA

NFC 接続の設定手順

U『使い方ガイド』( 冊子マニュアル ) をご確認ください。

＊ AndroidTM の場合は、Wi-Fi Direct® で接続すると、切断するまで 4G、LTE 回線を利用できなくなることがあります。インターネット接続できな
くなったときは、Wi-Fi® 設定でプリンターの SSID を切断してください。

11

使い方がさらに広がる！

Epson Connect に登録しよう
Epson Connect は、ネットワークを通じていつでもどこでもプリンターを利用するこ
とができる、あなたとカラリオを結ぶサービスです。プリントの可能性が広がる Epson
Connect に登録して、さまざまなプリントスタイルを楽しみましょう。
接続の概要
スマートフォン・
タブレット端末

Epson Connect に
登録済みのカラリオ

Epson Connect サーバー

他社クラウド
サービス※ 1

パソコン

カラリオ※ 1

動作環境・動作条件

携帯電話
スマートフォン・ パソコン
タブレット端末

メール

● Epson Connect をご利用いただくには、対応プリンターがインターネット（ブロードバンドネットワーク）環境に
接続されている必要があります。

登録手順

― スマートフォン・タブレット端末からの場合 ―

Epson iPrint のホーム画面のプ
リンターをタップします。

「登録」をタップします。

「詳細設定」をタップします。

ブラウザーで設定画面ページ
が 表 示 さ れ る の で「Epson
Connect 設定」をタップします。

「次へ」をタップします。

メールアドレスとパスワードを
入力します。

※ 1：EP-708A は非対応です。＊画面は iOS の操作画面です。
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登録手順

― パソコンからの場合 ―

インターネットブラウザーのア
ドレスバーに以下の URL を入力
し、「Epson Connect Printer
Setup」をダウンロードします。

ダウンロードした exe ファイルを
起動し、
「次へ」をクリックします。

「Epson Connect Printer Setup」
をインストールします。

メールアドレスとパスワードを
入力して「登録」をクリックし
ます。

登録が完了しました。画面の指
示に従ってユーザーページにロ
グインして下さい。

http://support.epson.net/ecsetup/

登録するプリンターを選択して
「次へ」をクリック、次の画面で
利用規約に同意します。

登録手順

― プリンターの操作パネルからの場合 ―

プ リ ン タ ー に 用 紙 を セ ッ ト し、
操作パネルの「セットアップ」、
「Epson Connect 設定」、「プリ
ンターの登録 / 削除」の順に選
択します。

「登録シート」がプリントされま
す。プリントされた「登録シート」
の内容に従って登録を進めてく
ださい。

※1

ユーザーページについて
ユーザーページでは、Epson Connect に登録されているお客様情報やプリンター情報の閲覧・管理を行えま
す。また、プリント設定やメール通知設定、プリント状況も確認できます。ユーザーページへは、インターネッ
トにつながっているパソコンやスマートフォン・タブレット端末などからブラウザー経由でアクセスしてくだ
さい。

E

A
B
C
D

F

A プリンター

・ステータス
・プリンターメールアドレス
・プリンター情報変更
・メール通知設定

B メールプリント

・メールプリント停止／再開
・受信許可リスト
・メールプリント印刷設定
・メールプリントログ

C リモートプリント

・リモ−トプリント設定
・リモートプリントログ

D スキャン to クラウド機能※ 2
（メール de リモート印刷）
・スキャン宛先リスト
・スキャンログ

E ユーザー情報

・メールアドレス変更
・パスワード変更
・地域情報変更
・ユーザー削除

F 確認・設定画面

メニューに応じて内容が切り替
わります。

※ 1：QR コードを読み込んだ場合、認証コードが入力された画面が表示されます。※ 2：EP-708A はスキャン to クラウド機能非対応です。＊画
面は Windows® 7 の操作画面です。
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メール添付で簡単にプリントできる！

メールプリント
Epson Connect のサービスです
携帯電話やスマートフォンなど、メール送信ができる機器からメールアドレスを設定し
たカラリオへ、ファイルを送信するだけでプリントできます。特別な操作は必要なく友
達にメールを送る感覚で、いつでもどこでもプリントできる便利な機能です。
接続の概要

Epson Connect
サーバー

スマートフォン・
タブレット端末

パソコン

対応プリンター

携帯電話

スマートフォン・
タブレット端末

Epson Connect に
登録済みのカラリオ

パソコン

EP-978A3 EP-808AW/AB/AR EP-10VA EP-708A

動作環境・動作条件
● メールプリントをご利用いただくには、対応プリンターが
インターネット（ブロードバンドネットワーク）環境に接
続されている必要があります。
● 正常にプリントするためには下記の接続速度が必要です。
最低速度環境：下り 512kbps 以上
推奨速度環境：下り 1Mbps 以上
● 企業内ネットワーク環境では、5222 ポートを開放してご
利用ください。
● Epson Connect にプリンターを登録する必要があります。

● Epson Connect の登録方法について UP.12
を参照ください。

対応ファイル形式※ 3
JPEG

GIF

PNG

Microsoft® Word

TIFF ※ 4
Excel®

BMP

PDF

PowerPoint®

ご利用手順
メーラーの宛先に登録してある
プリンターのメールアドレスを
入力します。

送信先でプリントしたい対応
ファイルを添付し、送信します。

宛先のカラリオプリンターから
プリントされます。

※ 3：ZIP 圧縮されたファイル、メモ帳などで作成したテキストファイルなどには対応していません。※ 4：ファクスなどで利用される G3/G4 形式
は正しくプリントされない場合があります。
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まるでカラーファクスみたい！

メール de リモート印刷
Epson Connect のサービスです
カラリオでスキャンしたデータを、「Epson Connect」に登録しているカラリオ宛に
送付すると、カラリオ同士でカラーファクスのように使用することができます。また、
Evernote®、Dropbox、Google ドライブ TM、Box などのクラウドサービス※ 1 や eFax
サービス※ 1 など E メールを直接受け付けられる他社サービスを宛先にすれば、それぞれ
のサービスをプリンター単体で利用できます。
接続の概要
Epson Connect に
登録済みのカラリオ

Epson Connect に
登録済みのカラリオ

他社クラウドサービス

Epson Connect
サーバー

メール

対応プリンター
EP-978A3 EP-808AW/AB/AR EP-10VA

送信ファイル形式

動作環境・動作条件
● メール de リモート印刷をご利用いただくには、対応プ
リンターがインターネット（ブロードバンドネットワー
ク）環境に接続されている必要があります。
● Epson Connect にプリンターが登録されていて、ユー
ザーページで「スキャン宛先リスト」に宛先を登録す
る必要があります。
● Epson Connect の登録方法については UP.12 を
参照ください。

JPEG

PDF

ご利用手順
「 メ ー ル de リ モ ー ト
印刷」を選択します。

宛先を選択します。

ファイル形式・カラー／
モノクロを設定します。

設定を確認し、スキャ
ンを開始します。

宛先をクラウドサービスにすれば、データをクラウドにアップロードできます。
※ 1：ご利用には登録や使用料が必要な場合があります。＊画面はカラリオプリンターの操作画面です。＊画面は開発中のものです。実際の記載・内
容とは異なる場合があります。
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いつでもどこでも自宅感覚でプリントしよう！

リモートプリントドライバー
Epson Connect のサービスです
オフィスのパソコンからインターネットを経由して、メールプリントに登録している自
宅や他の事務所のカラリオへデータを送ることができます。まるで自宅や他の事務所に
いるときと同じような感覚でプリントできます。
接続の概要

パソコン

Epson Connect に
登録済みのカラリオ

Epson Connect
サーバー

対応プリンター
EP-978A3 EP-808AW/AB/AR EP-10VA EP-708A

動作環境・動作条件
【対応 OS】
Windows® 10・Windows® 8・8.1 ・Windows® 7・
Windows Vista®・Windows® XP
Mac OS X v10.6.8 以降
【動作環境】
● リモートプリントドライバーをご利用いただくには、対
応プリンターがインターネット（ブロードバンドネット
ワーク）環境に接続されている必要があります。
● 正常にプリントするためには下記の接続速度が必要です。
最低速度環境：下り 512kbps 以上
推奨速度環境：下り 1Mbps 以上
● 企業内ネットワーク環境では、5222 ポートを開放し
てご利用ください。

設定手順

● Epson Connect にプリンターを登録する必要があり
ます。
● Epson Connect の登録方法については UP.12 を
参照ください。

対応ファイル形式
Microsoft® Word

Excel®

PowerPoint® など

※ プリント機能のあるアプリケーションからもプリント
できます。

― Windows® の場合 ―

リモートプリントドライバーはエプソ
ンのホームページからダウンロード
し、setup.exe を起動します。

インストール時に接続プリン
ターのメールアドレスを入力し、
「認証」をクリックします。

ドライバーがインストールされ
ます。

※ Mac OS X の場合は、ダウンロードした DMG ファイルを開いて「EPSON Printer.pkg」を起動してインストール
を行います。
＊画面は Windows® 7 の操作画面です。
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いろいろなサービスでもっと便利に！
AirPrint
Apple 社が提供する OS 標準のプリントシステムです。iPhone などの iOS 搭載デバ
イスからローカルネットワーク上の対応プリンターでプリントできます。
▶サービスの詳細は、Apple 社のサービスページをご確認ください。
▶最新の AirPrint 対応機種につきましては、Web をご確認ください。

ご利用手順

― iOS Safari の場合 ―

※ AirPrint を使用するためには、お使いの iOS 搭載デバイスとプリンターが Wi-Fi® を使用して接続されている必要があります。AirPrint は、
インフラストラクチャーモードまたは Wi-Fi Direct® を使用しての無線 LAN 接続に対応しています。

プリントしたい Web サイトを
開き、操作アイコンをタップし
ます。

「プリント」をタップします。

プリンターを選択し、出力部
数を設定して「プリント」を
タップします。

Google クラウド プリント TM
Google 社が提供するプリンタードライバー不要のプリントサービスです。Google ド
ライブ TM や GmailTM などの Web アプリケーションを通じて使用できるサービスです。
▶サービスの詳細は、Google 社のサービスページをご確認ください。
▶最新の Google クラウド プリント対応機種につきましては、Web をご確認ください。

ご利用手順

― Google ChromeTM ブラウザーの場合 ―

※ お使いのパソコンとプリンターが Wi-Fi® を使用してインフラストラクチャーモードで接続されている必要があります。はじめてプリントする
場合、または以前に登録したプリンターを使用することができない場合、事前にプリンターを登録する必要があります。
※ Google ChromeTM ブラウザーの「設定」>「詳細設定を表示」>「Google クラウド プリント」で「ネットワーク上で新しいプリンタが検出
されたときに通知を表示する」にチェックを入れると、ブラウザーがプリンターを検出した時に、ポップアップが表示されるため、指示に従う
と簡単に登録できます。

プリントしたいページを開き、
メニューから「印刷」を選択し
ます。

＊画面は iOS 端末と Windows® 7 の操作画面です。

17

送信先のプリンターを選択しま
す。「変更」から送信先を変更
します。

必要に応じて部数などを設定
し、
「印刷」をクリックします。

パソコンをお使いの方向け

※1

インストールディスク
簡単セットアップ !!

で

パソコン（OS が Windows® 10・Windows® 8・8.1・Windows® 7・Windows Vista®・
Windows® XP）と AOSSTM または WPS に対応している Wi-Fi ルーターやアクセスポ
イントをお使いの方は、インストーラーから簡単に無線 LAN 設定ができます。
Mac OS X をお使いの方、また CD/DVD ドライブがないパソコンをお使いの方は以下
にアクセスし、ソフトウェアをダウンロードして接続設定をしてください。
http://epson.sn

※ 1：EP-708A にインストールディスクは付属されていません。ソフトウェアをダウンロードして接続設定をしてください。
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Epson iPrint 機能対応表
機能

EP-978A3

EP-808AW/AB/AR

EP-10VA

EP-708A

写真

○

○

○

○

ドキュメント

○

○

○

○

オンラインサービス

○

○

○

○

Web

○

○

○

○

スキャン

○

○

○

○

カメラコピー

○

○

○

○

コピー

○

○

○

○

メモリーカードアクセス

○

○

○

○

Epson Creative Print 機能対応表
機能

EP-978A3

EP-808AW/AB/AR

EP-10VA

EP-708A

Facebook 写真印刷

○

○

○

○

ディスクレーベル印刷

○

○

○

○

手書き合成シート印刷

○

○

○

○

フォトブック印刷

○

○

○

―

フォーム印刷

○

○

○

○

塗り絵印刷

○

○

○

○

3D フレーム Print 対応表
EP-978A3

EP-808AW/AB/AR

EP-10VA

EP-708A

○

○

○

―

スマホでカラリオ年賀対応表
EP-978A3

EP-808AW/AB/AR

EP-10VA

EP-708A

○

○

○

○

●本書に記載の仕様、デザインは 2015 年 11 月現在のものです。バージョンアップ等により、予告なく変更する場合があ
りますので、あらかじめご了承ください。●会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。● AirPrint、App Store、
App Store のロゴ、App Store バッジ、iPad、iPhone、iPod touch、Mac OS は、Apple Inc. の商標です。● iOS は、
米国およびその他の国における Cisco Systems, Inc. の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。●
Android、Gmail、Google Chrome、Google ク ラ ウ ド プ リ ン ト、Google Play、Google Play バ ッ ジ、Google Play
ストアアイコンは、Google Inc. の商標です。● Wi-Fi、Wi-Fi Direct は、Wi-Fi Alliance の登録商標または商標です。●
Microsoft、Word、Excel、OneDrive、PowerPoint、Windows、Windows Vista は、 米 国 Microsoft Corporation の
米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。● Dropbox は、米国 Dropbox Inc. の商標または登録商標で
す。● Evernote は、Evernote Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●「マイポケット」
は、NTT コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。●「QR コード /QR Code」は（株）デンソーウェーブの登録商標
です。● aillis は LINE 株式会社の商標または登録商標です。
※ 本書の記載内容は予告なく変更になる場合があります。
最新の情報はエプソンのホームページ（http:/www.epson.jp）をご覧ください。
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