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無線LAN接続のこんなお悩みは
このガイドで解決！

無線LAN接続ガイド

カラリオなら
カンタン接続！！

はじめての人も
もっと知りたい人も
ご覧ください
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カラリオ ミー ハガキプリンター

無線LAN対応プリンターラインアップ
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A4対応 新6色インク

有線・無線LAN Wi-Fi Direct®

A4対応 6色インク

有線・無線LAN

A3ノビ対応 6色インク

有線・無線LAN

A5対応 4色インク

無線LAN Wi-Fi Direct®

A5対応 4色インク

無線LAN Wi-Fi Direct®

A3対応 6色インク

有線・無線LAN Wi-Fi Direct®

A4対応 6色インク

有線・無線LAN Wi-Fi Direct®

A4対応 4色インク

有線・無線LAN Wi-Fi Direct®

A4対応 4色インク

無線LAN Wi-Fi Direct®

A3対応 6色インク

有線・無線LAN Wi-Fi Direct®

A4対応 6色インク

無線LAN Wi-Fi Direct®

A4対応 4色インク

無線LAN

（型番：PF-81-2017※）

※：「年賀状デザイン集2017」同梱版の型番です。



現在のご利用環境にあった設定方法をご紹介します。
プリンターのご利用環境にあわせて　     ～　     をご参照ください。2-F1

ご利用環境診断チャート

コンピューター

スマートフォンやタブレット端末

はい

はい いいえ

いいえ

Start!
どちらの機器でプリンターを利用しますか？

●コンピューターでプリンターを利用したい　　「コンピューター」にお進みください
●スマートフォンやタブレット端末でプリンターを利用したい　　「スマートフォンやタブレット端末」にお進みください

アクセスポイントに
プッシュボタンがある

アクセスポイント
（無線LANルーター、
モバイルWi-Fi®ルーター）
持っている

コンピューターと
プリンターを
接続する

アクセスポイント経由
でつなぐ

アクセスポイント経由
でつなぐ

プリンターを
直接つなぐ

（プッシュボタンを使う） （パスワードを手入力する） （Wi-Fi Direct®）

へ進むへ進む へ進む へ進む

1

or

02無線LAN接続ガイド

EP-879Aシリーズを
お使いのお客様は

EP-879Aシリーズを
お使いのお客様は

EP-879Aシリーズを
お使いのお客様は

へ進む へ進む へ進む

EP-979A3を
お使いのお客様は

EP-979A3を
お使いのお客様は

EP-979A3を
お使いのお客様は

03ページ

08ページ

2-A
05ページ

2-D
09ページ

2-B
06ページ

2-E
10ページ

2-C
07ページ

2-F

本冊子ではEP-879Aシリーズ／EP-979A3の設定方法を説明しています。各機種の詳しい設定方法に
ついては、各製品の「スタートガイド」、「ユーザーズガイド」、または、epson.snをご確認ください。

くわしくは
ココを検索！
くわしくは
ココを検索！ epson.sn 検索

アクセスポイント（無線LAN
ルーター、モバイルWi-Fi®
ルーター）をご利用ください。



03

インターネット（epson.sn）、または、ソフトウエアディスク（Windows®用の場合）を利用して
セットアップすることができます。

インターネットブラウザで
「epson.sn」にアクセスします。

コンピューターと
プリンターを接続する

1

「使用許諾契約書」に同意の上、
［次へ］をクリックします。

画面の内容を確認し、
［次へ］をクリックします。

画面の指示に従って
プリンターの設定を続けます。

「無線LAN接続（Wi-Fi）」を選択し、
［次へ］をクリックします。

［次へ］をクリックすると、
無線LANの自動設定を開始します。

［次へ］をクリックします。
以降は画面の指示にしたがって
進めます。

＊既に設定済みの場合は[スキップ]をクリックします。

＊「無線LAN接続の手動設定」画面が表示された場合は
4ページの「手動設定の場合」をご参照ください。

1

画面の指示に従ってセットアップを
実行してください。

3

機種名を入力して検索します。2

ソフトウエアディスクを
コンピューターにセットします。

1

[自動再生]画面で
［Instal lNavi .exeの実行］を
選択してください。

2

インターネットを使う場合 ソフトウエアディスクを使う場合

1

クリッククリック

クリッククリック クリッククリック クリッククリック

クリッククリック

＊［自動再生］画面が表示されない場合は、ソフトウエア
ディスク内の［InstallNavi.exe］を直接起動してください。

＊画面はEP-979A3の場合です。

2 3 4

5 6 7



04無線LAN接続ガイド

プリンターの操作パネルの［確認］
を押します。以降の操作は3ページ
の　 をご覧ください。

〈手動設定の場合〉

「無線LAN接続のプッシュボタン
（AOSS/WPS）自動設定」を
クリックします。

［次へ］をクリックします。 画面の説明を確認し、
［次へ］をクリックします。

画面の指示に従ってプリンターの
操作パネルの該当するボタンを押し、
画面の［次へ］をクリックします。

7

プリンターの操作パネルの
［確認］を押し、画面の［次へ］を
クリックします。

画面の指示に従って、アクセスポイントの［AOSS］または［WPS］ボタンを押し、
［次へ］をクリックします。

アクセスポイントの［AOSS］または
［WPS］ボタンを押し、セキュリティーラ
ンプが点滅するまで押してください。

画面の指示に従って、プリンターの
操作パネルの［設定開始］を押し、
画面の[次へ]をクリックします。

クリッククリック

クリッククリッククリッククリック

クリッククリッククリッククリック

クリッククリック クリッククリック

AOSS／Wi-F i  Protected Setup™対応のアクセスポイントをご利用の場合の設定方法を
ご説明します。

＊画面はEP-979A3の場合です。

1 2 3

6 7 8

4 5

EP-879Aシリーズ EP-979A3



EP-879Aシリーズ

画面の指示に従って、アクセスポイントの［AOSS］または［WPS］ボタンを押し、
［設定を開始する］を押します。

       　を押します。

05

アクセスポイント経由でつなぐ
（プッシュボタンを使う）

2-A

1 2 3

4

6

5

画面上の無線LANルーター
アイコンを押します。

［設定に進む］を押します。

確認！確認！

タッチタッチ

タッチタッチ

アクセスポイントの［AOSS］または
［WPS］ボタンを押し、セキュリティーラ
ンプが点滅するまで押してください。

タッチタッチ

タッチタッチ

［プッシュボタンで設定
（AOSS/WPS）］を押します。

タッチタッチ

上記の画面で　 マークが表示
されていることを確認します。

AOSS／Wi-Fi Protected Setup™対応のアクセスポイントをお持ちの場合は、
［プッシュボタンで設定（AOSS／WPS）］を選択すると簡単に接続できます。

1

7

10

4



EP-879Aシリーズ

       　を押します。

06無線LAN接続ガイド

アクセスポイント経由でつなぐ
（パスワードを手入力する）

2-B

プリンターとアクセスポイントを手動設定で接続します。

SSIDは「ネットワーク名」、パスワードは「暗号化キー」
や「セキュリティーキー」などとも呼ばれています。
アクセスポイントに設定情報が書かれたラベルなど
が貼られていることがあります。

アクセスポイントを初期設定のまま使用している場合
は、ラベルを参照してください。
不明な点は設定をした方に問い合わせるか、アクセス
ポイントのマニュアルをご覧ください。

1 2 3画面上の無線LANルーター
アイコンを押します。

［設定に進む］を
押します。

7 8 9パスワード（セキュリティーキー）
を入力し、［OK］を押します

［設定を開始する］を
押します。

上記の画面が表示
されたら、［OK］を押します。

10 上記の画面で　 マークが
表示されていることを確認します。

4 5 6［アクセスポイントを検索］を
押します。

接続したいアクセスポイント
（SSID）を押します。

[入力してください]を
押します。

タッチタッチ

タッチタッチ

タッチタッチ

タッチタッチ

タッチタッチタッチタッチ

タッチタッチ

確認確認

タッチタッチ

タッチタッチ

SSIDやパスワードがわからない場合は？
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直接つなぐ
（W i - F i  D i r e c t ®）

2-C

         を押します。 画面上のWi-Fi Directアイコン
を押します。

［設定に進む］を
押します。

タッチタッチ

タッチタッチ

タッチタッチ

タッチタッチ

タッチタッチ

モバイル通信機能を持たないタブレット端末
などはWi-Fi Direct®接続中はインターネット
接続できません。

Android™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、スマートフォンのWi-Fi設定でプリ
ンターのSSIDを切断してください。

接続を確認！接続を確認！
パスワードを入力パスワードを入力
12 3・・・

［設定を開始する］を
押します。

SSIDとパスワードが
表示されます。

スマートフォンを起動し
［設定］-［Wi-Fi］を選択します。

パネルに表示されているSSIDと同じネットワークを選択し、
パスワードを入力します。

接続したことを確認します。

画面をスクロールし、
［OK］を押して終了します。

上記の画面で　　 マークが
青色になったことを確認します。

アクセスポイントを使わず、プリンターとスマートフォンを直接接続します。

確認！確認！

1 2 3

4 5 6

7 8

109

Wi-Fi Direct®接続の
注意と制限

EP-879Aシリーズ



08無線LAN接続ガイド

アクセスポイント経由でつなぐ
（プッシュボタンを使う）

2-D

AOSS／Wi-Fi Protected Setup™対応のアクセスポイントをお持ちの場合は、
［プッシュボタンで設定（AOSS／WPS）］を選択すると簡単に接続できます。

［ネットワーク］を押します。 画面上の　　アイコン
（アクセスポイント）を押します。

［設定に進む］を押します。

［プッシュボタンで設定
（AOSS/WPS）］を押します。

上記の画面で　 マークが表示
されていることを確認します。

画面の指示に従って、アクセスポイントの［AOSS］または［WPS］ボタンを押し、
［設定開始］を押します。

確認！確認！

タッチタッチ

タッチタッチ

タッチタッチ

タッチタッチ

タッチタッチ

アクセスポイントの［AOSS］または
［WPS］ボタンを押し、セキュリティーラ
ンプが点滅するまで押してください。

タッチタッチ

1 2 3

4

6 7

5

上記の画面が表示されたら、
［確認］を押します。

EP-979A3
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SSIDは「ネットワーク名」、パスワードは「暗号化キー」や「セキュリティーキー」などとも
呼ばれています。アクセスポイントに設定情報が書かれたラベルなどが貼られていることが
あります。

アクセスポイントを初期設定のまま使用している場合は、ラベルを参照してください。
不明な点は設定をした方に問い合わせるか、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

アクセスポイント経由でつなぐ
（パスワードを手入力する）

［ネットワーク］を押します。 画面上の　　アイコン
（アクセスポイント）を押します。

［設定に進む］を押します。

［アクセスポイントを検索］を
押します。

［設定開始］を押します。 上記の画面が表示されたら、
［終了］を押します。

上記の画面で　 マークが
表示されていることを確認します。

接続したいアクセスポイント
（SSID）を押します。

パスワード
（セキュリティーキー）を入力し、
［OK］を押します。

2-E

確認！確認！

パスワードを入力パスワードを入力

タッチタッチ

タッチタッチ

タッチタッチタッチタッチ

タッチタッチ タッチタッチ

タッチタッチ

プリンターとアクセスポイントを手動設定で接続します。

1 2 3

4 5 6

7 8 9

SSIDやパスワードがわからない場合は？

EP-979A3



10無線LAN接続ガイド

直接つなぐ
（W i - F i  D i r e c t ®）

2-F

［ネットワーク］を押します。 画面上の　　アイコン
（Wi-Fi Direct）を押します。

［設定に進む］を押します。

［設定開始］を押します。

パネルに表示されているSSIDと同じネットワークを選択し、パスワードを
入力します。

接続したことを確認します。

画面をスクロールし、
［確認］を押して終了します。

SSIDとパスワードが
表示されます。

スマートフォンを起動し
［設定］-［Wi-Fi］を選択します。

上記の画面で　  マークが青色に
なったことを確認します。

確認！確認！

タッチタッチ

タッチタッチ

タッチタッチ

タッチタッチ

パスワードを入力パスワードを入力
接続を確認！接続を確認！

12 3・・・

タッチタッチ

アクセスポイントを使わず、プリンターとスマートフォンを直接接続します。

1 2 3

4 5

9 10

6

7 8

モバイル通信機能を持たないタブレット端末な
どはWi-Fi Direct®接続中はインターネット接続
できません。

Android™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、スマートフォンのWi-Fi設定でプリンターのSSID
を切断してください。

Wi-Fi Direct®接続の
注意と制限

EP-979A3



接続する機器の電源をすべて入れ直してください。各機器が不安定になっている可能性がありますので、すべての機器を再起動します。
電波が届きやすいように、アクセスポイント（無線LANルーター、モバイルWi-Fi®ルーター）とプリンターをできるだけ近付けてください。

epson.snくわしくはココを検索！くわしくはココを検索！

モバイルWi-Fi®ルーターで接続されている場合は、ルーターの「プライバシーセパレーター機能」など機器間の通信を遮断する機能を
無効にしてください。この機能が有効になっていると、コンピューターやスマートフォンからプリンターへの接続ができません。

プリンターとコンピューターやスマートフォンは同じ無線ネットワークに接続している必要があります。接続するネットワークのSSIDが
完全に一致していること、無線機器間での通信が許可されていることを確認してください。

ネットワーク接続診断を行ってください。ネットワーク接続診断の方法は、以下を確認してください。
（EP-879AW/AB/AR、EP-979A3、EP-709A、EP-10VA、EP-30VA、EP-M570Tの場合）

その他のトラブルの対処方法やプリンターの使い方は、Webサイト
（epson.sn）をご参照ください。

〈使い方ガイド〉
「困ったときは（トラブル対処方法）」→「コンピューターやスマホから印刷ができない/急に印刷ができなくなった」

プリンターに接続できない／印刷できないときは

検索

●この冊子に記載の仕様、デザインは2016年9月現在のものです。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。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。●会社名、商品名は各社の証憑、または登録商標です。●Windows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。●Wi-Fi、Wi-Fi Direct、Wi-Fi 
Protected Setupは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。●Androidは、Google Inc.の商標です。




