インクジェットプリンター（複合機）

スタートガイド

３-B

無線 LAN でプリンターをネットワークに接続する

A アクセスポイント（無線 LAN ルーター）の WPS または AOSS 機能を使って設定します。

A 保護材を取り外す
保護テープや保護材は全て取り外してください。

本製品を安全にお使いいただくために『使用上のご注意』（別紙）を作業の前に必ずお読みく
ださい。本書では、セットアップと一部の機能（操作）を説明しています。本書は製品の近く
に置いて活用してください。また、ここに書かれていない使い方や操作は、
『ユーザーズガイド』
（コンピューターの画面で見る電子マニュアル）をご覧ください。
N「電子マニュアルやサポート情報を見る」

A スキャナーユニットを開けて、テープを剥がす

電子マニュアルやサポート情報を見る

スマートフォンやタブレット端末からの印刷

プリンター単体をセットアップする

以下の手順にしたがってください。

B スキャナーユニットを閉める

A アクセスポイント（無線 LAN ルーター） B プリンターの【
の【AOSS】ボタンまたは【WPS】ボタ
ンを、セキュリティーランプが点滅する
まで押す。

】ボタンを、NW1
ランプ（左）と NW2 ランプ（右）が交互
に点滅するまで押す（約 3 秒）

左右のランプが交互に点滅

さらに詳しい情報は電子マニュアルに掲載されています。
ユーザーズガイド：プリンターの使い方や機能説明、トラブルへの対処方法
手順 3-A で 電子マニュアルがコンピューターに
インストールされます。
マニュアルを見るには、

アイコンをクリック

してください。

サポートサイトからも電子マニュアルやサポート情報をご覧いただけます。

A インターネットブラウザを起動し、アドレスバーに以下の URL を入力する
ケーブル（白色）には触らない

epson.sn

水平で安定した場所に設置し、電源コードを接続して電源を入れる

1

B 製品本来の性能を発揮させるために、直射日光の当たる場所や冷暖房機器の近くには置

付属品を確認する

かないでください。

不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店に連絡してください

□□ セットアップ用インクカートリッジ
（4 個）

A 給紙口カバーを開け、用紙サポートを
引き出し、電源コードを接続する

□□ 電源コード

B 電源ボタンをランプが点灯するまで押
し、スキャナーユニットを開ける

epson.sn

QR コードリーダー
を使用できる方は、
左 記 QR コ ー ド で
アクセスできます

設定が終了するまでしばらくお待ちください。

C 設定が終了すると、左右の NW ランプが点灯します。
B「PX-049A」を入力して、

しばらくすると NW2 ランプ（右）が消灯します。（最長 5 分）

をクリック。「サポート」を選択

PX-049A

背面

アプリ（Epson iPrint）をインストールする
B スマートデバイスで以下にアクセスし、Epson
iPrint をインストールする。

真空パックで品質保持しているため、
セット直前まで開封しないでください。

□□ 使用上のご注意（シート）
□□ プリントもスキャンもワイヤレスで楽しもう！
（冊子）

ケーブル（白色）
には触らない

C

□□ USB ケーブル
プリンターとコンピューターを直接接続してお使いになるには、
市販の USB ケーブルが必要です。

2

プリンターを使ってみましょう

Android を
お使いの方

各部の名称

全てのランプが点滅するときは電源を切り、プリンター内部に保護テープの取
り忘れがないか確認してから電源を入れ直してください。

□□ 保証書
□□ ソフトウェアディスク（Windows 用）

必要に応じて準備する

iOS（iPhone、iPad）
をお使いの方

付属のセットアップ用インクカートリッジを 4 色全てセットする
A 4 ～ 5 回振った後、袋から出す

用紙ガイド

http://epson.sn

B テープを剥がす

給紙口カバー

C スマートフォンやタブレット端末とプリンターを接続する

操作パネル

A スマートフォンやタブレット端末の Wi-Fi の設定を ON にする
ここに触らない

    を起動する

C カートリッジをセットする
フックを
奥に向ける

※セットアップを代行してほしい場合は、「おたすけサービス（有償）」をご利用ください。
N「サービス・サポート」

操作パネル
E 一覧からプリンターを選択する

y】ボタンを押す

E スキャナーユニットを閉め、【

インク充填が始まります。充填中は電源を切
らないでください。

B ランプが消えず充填が始まらないときは、

F 以下の画面が表示されれば、接続完了

電源の入 / 切をします。【P】ボタンの点滅時（動作中、ネットワーク
設定中、ファームウェア更新中など）は電源を切らないでください。電
源プラグは【P】ボタン消灯時に抜いてください。

Epson iPrint を使って印刷する

D 写真の印刷をしてみましょう。
A［写真］をタップする

B 写真を選択する

C［選択する］をタップし、
［次へ］をタップする

【y】ボタンを押してカートリッジをセット
し直してください。

epson.sn

②

【P】ボタンの点滅が点灯に変わったら充填終了です。

をクリックする

充填が正常に終了し、きれいに印刷できる状態になったかどうかは、ノズルチェック機能で確

PX-049A

認できます。「困ったときは」

C 画面の指示に従って進める

をご覧ください。

①

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、初回は２回目以降に取り付
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。
• カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドライ

Windows をお使いの場合、ソフトウェアディスクを使ってもセットアップできます

デスクトップメニューの［スタート］または
を右クリックし、メニューから［エクス
プローラー...］をクリックします。コンピュー
ター（PC）のアイコンをクリックし、CD/
DVD ドライブのアイコンをダブルクリック
で実行されます。

］ をタップして
印刷設定を確認・変更する

D 右上の［

E 設定を確認して、

   ［完了］をタップする
②

用紙をセットする（「用紙のセット方法」参照）

テスト印刷する
E ・プリンター単体で使用したい場合

①

「コピーをする」を参照して、普通紙のコピーをしてみてください。
以上でセットアップは終了です。

・スマートフォンやタブレット端末から印刷したい場合
「スマートフォンやタブレット端末からの印刷」をご覧ください。

ネットワーク接続診断を行い、診断結果 ( ネットワーク接続診断レポー
ト ) を印刷します。 詳しくは『ユーザーズガイド』をご覧ください。
PIN コードなど、より詳しい情報が必要なときは、10 秒以上長押しして、
ネットワークステータスシートを印刷してください。
A4 普通紙にモノクロコピーします。コピー部数を追加するには、この
ボタンを 1 秒以内の間隔で続けて押してください（20 枚まで）。

F［印刷］をタップする

ンに基づき、２回目以降のカートリッジで算出しています。

D

無線 LAN 設定時（AOSS/WPS）に 3 秒以上押すと、設定を開始しま
す。ネットワークエラーが発生したときに押すと、エラーを解除します。
詳しくは『ユーザーズガイド』をご覧ください。

A4 普通紙にカラーコピーします。コピー部数を追加するには、このボ
タンを 1 秒以内の間隔で続けて押してください（20 枚まで）。

• 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

CD が自動再生しない場合：

背面

ネットワーク接続中は NW1 ランプ（左）が点灯（緑色）します。エラー
発生時の状態は「困ったときは」 をご覧ください。

A ブラウザを起動し、アドレスバーに以下の URL を入力して Enter キーを押す

3. 画面の指示に従って進める

スキャナーユニット
を支えます

USB ポート

【y】ボタンを押してもイ
ンク充填が始まりません。

インターネットを使ってセットアップすると、最新版のソフトウェアを
ダウンロードできます。また、サポート情報を閲覧できます。

2.［自動再生］画面で［InstallNavi.exe］を選択する

スタンド

カートリッジが浮いていないことを確認し
てください。正しくセットされていないと、

4 色全て
セット

プリンターとコンピューターをセットアップする

1. ソフトウェアディスクをコンピューターにセットする

電源コネクター

ラベルの
色を確認

D「押」の部分をしっかりと押し込む

コンピューターやスマートフォンな
どを使わず印刷したい（コピーなど）

B 表示されたウェブページで「PX-049A」を入力して、

  を選択する

この位置でセット

３-B へ進む
3-A

D［プリンター］を選択する

シアン
マゼンタ
イエロー
ブラック

スマートフォンやタブ
レット端末を使って印刷
やスキャンがしたい
コンピューターを使って
印刷やスキャンがしたい

C［プリンター未設定］

スキャナーユニット

排紙トレイ

プリンターと同じネットワーク（SSID）に接続してください。

B Epson iPrint

プリンターの使い方によって、セットアップの方法は異なります。以下のいずれか
から選択してください。複数の使い方が該当するときは、「コンピューターを使って
印刷やスキャンがしたい」を選択してください。

原稿台

用紙サポート

テープ
（黄色）

セットアップの方法を選択する

原稿カバー

シートフィーダー

印刷されればセットアップは終了です。
スマートフォンやタブレット端末から、いろいろなアプリを使って印刷ができます。
詳しくは、「プリントもスキャンもワイヤレスで楽しもう！」冊子をご覧ください。

紙なしや紙詰まり時に点灯・点滅します。
• 印刷中またはコピー中に押すと、印刷またはコピーを中止して用紙を
排出します。
• スキャン中に押すと、スキャンを停止します。
• 3 秒（【P】ボタンが点滅するまで）押すと、プリントヘッドのクリー
ニングを開始します。
• B ランプ点灯時に押すと、インクカートリッジの交換ができます。
B ランプ消灯または点滅時に 6 秒以上（プリントヘッドが移動するま
で）押すと、インクカートリッジの強制交換ができます。
インクカートリッジの交換が必要になるなど、インクカートリッジに問
題があると点灯します。インクが残り少ないときは点滅します。

用紙のセット方法

インクカートリッジを交換する

対応している用紙やセット枚数、設定などの詳細は『ユーザーズガイド』をご覧ください。

ランプが点滅したらいずれかのインクが残り少なくなっています。印刷はできますが、
早めにインクカートリッジを交換してください。

A 用紙サポートを引き出し、用紙ガイドを左端に移動させる

給紙されない

困ったときは

ランプが点灯のときはいずれかのインク残量が限界値以下の可能性があります。

A スキャナーユニットを開ける

『ユーザーズガイド』にはより多くの事例が掲載されています。併せてご覧ください。

エラーランプの見方
エラーが発生すると、下表のようにランプが点灯・点滅します。また、コンピューターの画面
にはエラーの詳細が表示されます。
N『ユーザーズガイド』－「困ったときは」
NW1 ランプ（左）

NW2 ランプ（右）

印刷する面
は手前

右端に
寄せる

Bクリーニングシートのコー

保護シートを剥がす

ナーカット（切り欠け部）を
右下にして、プリンターにセッ
トし、用紙ガイドを用紙の側
面に合わせる

用紙は反りを直し、普通紙はよくさばいてか
らセットしてください。

B B ランプを確認し、インクカートリッジ挿入部を交換位置へ移動する

電源ボタン（電源ランプ）
点灯

ランプが点灯している

用紙が詰まりました。

交換が必要なインクが
BK（黒）を意味する

マークの前で停止します。

再度【y】ボタンを押す

長形

C 用紙ガイドを用紙の側面に合わせて、

洋形
縦書き

給紙口カバーを閉める

フラップは
開いたまま

フラップ
側を左に
向ける

交換が必要なインクが
BK（黒）を意味する

無線 LAN 接続のエラーが発生しま 【
】ボタンを押してエラーを解除してから再実行
してください。詳しくは『ユーザーズガイド』をご覧
した。
ください。
ファームウェアのアップデートに失 以下の手順でもう一度ファームウェアをアップデート
敗しました（リカバリーモード）。 してください。
① コンピューターとプリンターを USB 接続します（リ
カバリーモード中のアップデート作業は、ネット
ワーク接続ではできません）。
② エプソンのホームページから最新版のファームウェ
アをダウンロードしてアップデートを開始します。
詳しくはダウンロードページの「アップデート方法」
をご覧ください。

再度【y】ボタンを押す
カートリッジ挿入部が交換位置へ
移動します。

D 排紙トレイを引き出す

ランプが消灯している
交互点滅

【y】ボタンをカートリッジ挿入部が
移動するまで長押しする

コピーをする

カートリッジ挿入部が交換位置へ
移動します。

A4 サイズの普通紙に等倍コピー（連続コピーは最大 20 枚まで）ができます。A4 より小さい
サイズの原稿も A4 サイズ紙に等倍コピーされます。また、四辺に 3mm の余白ができます。

A A4 サイズの普通紙をシートフィーダーにセットする（「用紙のセット方法」参照）

C

交換したいインクカートリッジを取り外す

スキャンする面を下にして、ガラス面
の角（原点マーク側）に合わせる

インク残量を知りたい
プリンタードライバーの画面を表示させて［基本設定］タブ上で確認します。
（［EPSON プリンターウィンドウ !3］が無効になっているとインク残量を表示できません。
［ユーティリティー］タブの［ドライバーの動作設定］をクリックして［EPSON プリンターウィ
ンドウ !3 を使用する］をチェックしてください。）また、インクが少なくなると B ランプが点
滅します。交換用のインクを早めに用意してください。

D 新しいインクカートリッジを挿入する
原点マーク

A 4 ～ 5 回振った後、袋から出す

B テープを剥がす
テープ
（黄色）

C カートリッジをセットする

C コピーする
カラーでコピー

フックを
奥に向ける

D「押」の部分をしっかりと押し込む

ラベルの
色を確認

1 秒以上間隔が空くと、コピー枚数が確定し、コピーが開始されます。

•【y】と【
】または【
】ボタンを同時に押すと、お試し印刷モードでコピー
します。通常より薄めに印刷するため、インクの消費量が抑えられます。
• 連続コピー中に印刷用紙がなくなった場合、印刷を継続したいときは用紙をセット
】または【
】ボタンを押してください。そのまま終了させたい
してから【
ときは【y】ボタンを押してください。

B【y】ボタンを押したまま電源を入れ、【P】ボタンが点滅したら指を離す

カートリッジが浮い
ていないことを確認
してください。

インク充填が始まります。充填中は電源を切らないでください。

B ランプが消えず充填が始まらないときは、【y】ボタンを押してカートリッジをセット

【P】ボタンの点滅が点灯に変わったら充
填終了です。

クリーニングシートは、3 回程
度の給排紙で効果がなくなり
ます。

クリーニングを終了
します。

印刷できない
『ユーザーズガイド』やエプソンのホームページにある「よくある質問（FAQ）」で対処方
法を確認してください。また、長期間印刷しないとプリントヘッドのノズルが詰まること
があります。
を参照してヘッドクリーニングしてください。目詰まり防止のため、定
期的に印刷することをお勧めします。

ネットワーク接続に関するトラブル
「プリントもスキャンもワイヤレスで楽しもう！」（冊子）をご覧ください。裏表紙にネッ
トワーク接続に関するトラブルをまとめて記載しています。

消耗品のご案内
プリンター性能をフルに発揮させるためにエプソン純正品の使用をお勧めします。
リコーダー ®（RDH®）シリーズ
表示

商品名

型番

リコーダー

ブラック

RDH-BK

リコーダー

ブラック L

RDH-BK-L

C

リコーダー

シアン

RDH-C

M

リコーダー

マゼンタ

RDH-M

Y

リコーダー

イエロー

RDH-Y

BK

リコーダー

4 色パック

RDH-4CL

• ブラックは RDH-BK か RDH-BK-L のいずれかをセットしてください。
•「4 色パック」には RDH-BK、RDH-C、RDH-M、RDH-Y が入っています。
•「RDH」、「リコーダー」の文字および図形は、セイコーエプソン株式会社の商標または
登録商標です。

サービス・サポート
お問い合わせの多い内容をホームページで紹介していますのでご確認ください

それでもトラブルが解決しないときは、以下の①～④をご確認の上、お問い合わせください
①本製品の型番

②製造番号

③トラブルの内容

④エラー表示

電球色の蛍光灯などの下では正しく確認できないことがあります。
■ 印刷されていない線がある
目詰まりしています。

E スキャナーユニットを閉め、【y】ボタンを押す
し直してください。

しないで、【
】ボタン
】ボタンを
または【
押す

F【y】ボタンを押す

A 電源を切る

C 明るい場所でパターンの線を確認する
シアン
マゼンタ
イエロー
ブラック

を連続で押してください。( 最大 20 枚まで )

E b ランプが点灯したら、手順
B から D を 2、3 回繰り返す

プリントヘッドのノズルが目詰まりしているかもしれません。ノズルチェックで確認してくだ
さい。

ノズルチェックパターンが印刷されます。

】ボタン

D プリンターに何もセット

色がおかしい、スジが入る、きれいに印刷されない
ここに触らない

】または【

廃インク吸収パッドの吸収量が限界 廃インク吸収パッド＊2 の交換が必要です。お客様によ
に近付いています。または、限界に る交換ができないため、エプソンの修理窓口に依頼し
てください。コンピューター画面に印刷継続のメッセー
達しました。
ジが表示されている場合、プリンターの【
】ボタ
ンまたは【
】を押すと印刷が続行します。エラー
表示は一時的に消えますが、パッドを交換するまで定
期的に表示されます。

＊ 1： 本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されています。
＊ 2： クリーニング時や交換時に排出される廃インクを吸収する部品です。吸収量が限界に達する時期は使用状況によって
異なります。限界に達すると、パッドを交換するまで印刷できません（インクあふれ防止のため）。保証期間経過後の
交換は有償です。

B 原稿を原稿台にセットする

複数枚連続でコピーする場合は、1 秒以内の間隔で【

】ボタ

いずれかのインクが残り少なくなり 新しいインクカートリッジを準備してください。
ました。B ランプが点灯するまでは インク残量はコンピューターの画面で確認できます。
印刷できます。

インクが残り少なくなったカート
リッジが
マークの前で停止しま
す。

郵便番号は下に、
フラップ側を右
に向ける

】または【

本製品では使用できないインクカー 本製品で使用できるインクカートリッジをセットして
トリッジがセットされています。
ください。

【y】ボタンをカートリッジ挿入部が
移動するまで長押しする

フラップ
は閉じる

用紙を取り除いてから、【
ンを押してください。

新しいインクカートリッジをセット インクカートリッジをしっかりと押し込んでください。
しても、インクカートリッジが正し
く認識されていません。

ランプが点滅している

クリーニングシート
が排出されます。

】ボタンを押

いずれかのインクカートリッジが インクカートリッジをセットしてください。
セットされていません。

カートリッジ挿入部が交換位置へ
移動します。
洋形
横書き

】または【

＊1
新しいインクカートリッジに交換してください。
いずれかのインク残量が限界値
以下になっているか、インク充填す
るのに十分なインクがありません。

入れる

■ 封筒

インクランプ

でコピーを実行する

状態・対処
用紙がセットされていないか、重 用紙をセットし、【
なって給紙されました。
してください。

交換が必要なカートリッジが

■ ハガキ

用紙ランプ

C 原稿をセットしない

点滅

ランプ

【y】ボタンを押す

以下の用紙はセット向きに注意してください。

モノクロでコピー

また、プリンター内部の給紙ローラーに紙粉が付着している可能性もあります。別売のクリー
ニングシートでローラーをクリーニングしてみてください。
クリーニングシートは以下からお買い求めいただけます。
http://www.epson.jp/shop
商品名：PX/PM 用クリーニングシート

A クリーニングシートの

ケーブル（白色）には
触らない

B 右端に沿って用紙を縦長にセットする

用紙の裏表が間違っている、対応していない用紙をセットしている、最大セット枚数以上の
用紙をセットしているなどの原因が考えられます。
用紙情報の詳細は『ユーザーズガイド』をご覧ください。

■ 全ての線が印刷されている
目詰まりしていません。

ヘッドクリーニングをする

【y】ボタンを長押し（3 秒）し、【P】ボタンが点滅し
たら指を離してください。
終了後、再度ノズルチェックしてください。
まだ印刷されていない線がある場合は再度ヘッドクリー
ニングをしてください。ヘッドクリーニングはインクを吐
出して行うため、インクが消費されます。

セットアップやネットワーク設定を代行してほしいなどのご要望にお応えします

ノズルチェックを終了する
目詰まり以外の原因が考えられます。
『ユーザーズガイド』
をご覧ください。

4 回繰り返しても目詰まりが解消されないときは、印刷しない状態で 6 時間以上放置し
た後でノズルチェックとヘッドクリーニングをしてください。それでも解消しないとき
はエプソンの修理窓口に修理をご依頼ください。
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