インクジェットプリンター（複合機）

スタートガイド
本製品を安全にお使いいただくため、『使い方ガイド』-「使用上のご注意」を本作業の前に必ずお読みください。

プリンターをセットアップする

1

2

付属品を確認する

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ご連絡ください。
□インクボトル（2 セット）
•
•
•
•

コンピューターから印刷・スキャンする

コンピューターをお使いの方は、ウェブサイト（epson.sn）へアクセス

保護材をすべて取り
外して設置する

3

インクをタンクに注入する

J 電源ボタンをランプが点灯するまで押す

A タンクカバーを開けてキャップを外す

保護材の形状や個数、貼付場所などは予告
なく変更されることがあります。

インターネットを使う（Windows・Mac OS X）
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。

A スキャナーユニットを開ける

ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー

A インターネットブラウザで下記 URL を入力してサイトを開く
B A または B の手順でセットアップ用のインクボ
トルを開ける

• はじめにセットアップ用と表示のある
ボトルをお使いください。
• 真空パックのためボトルが潰れている
ことがありますが、品質に影響はあり
ません。使用時まで開封しないでくだ
さい。
• ご購入の時期によって、ボトルの形状
が変更されている場合があります。

コンピューター画面上の指示に従って、必要なソフトウェアのインストールをし、
USB ケーブルまたはネットワーク（無線 LAN・有線 LAN）経由でプリンター
とコンピューターの接続を行います。

K メッセージが表示されたら OK ボタンを 3 秒長押し
する

epson.sn

ボトルの種類によって開け方が異なります。
A 先端を折る

B カバーを取り外す

B「EP-M570T」を入力して

をクリックする

B 保護テープをすべて取り外す
L スタートボタンを押して初期充填を開始する
完了まで 20 分程かかりますが、充填が終了するまで電
源を切ったりカバーを開けたりしないでください。

□電源コード
C 中蓋のテープを剥がしてから、しっかり閉める

C 画面の指示に従って作業を進める

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
A ソフトウェアディスクをコンピューターにセットする

□ソフトウェアディスク
(Windows 用 )

B［自動再生］画面で［InstallNavi.exe］を選択する
D 色を確認し、ボトル 1 本分のインクをすべて入れる
上の線までインクが入ります。

C スキャナーユニットを閉める

□保証書

CD が自動再生されない場合

4

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して実行します。

用紙をセットする

A ①を開けて②～④を引き出し、⑤と⑥を引き出す

□使い方ガイド（冊子）

C 画面の指示に従って作業を進める

E A または B の手順でボトルを閉める
ボトルの種類によって閉め方が異なります。

必要に応じて準備する

A 先端を取り付ける

□ 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。

B カバーを取り付ける

B

スマートフォンやタブレット端末から印刷する
B 印刷面を手前にして、シートフィーダーの右端に合わ
せて用紙をセットする

スキャナーユニットを開閉するときは、手
や指を挟まないように注意してください。
けがをするおそれがあります。

インターネットを使ってセットアップする
A インターネットブラウザで URL を入力してサイトを開く
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F タンクのキャップをしっかり取り付ける

セットアップ

D 水平で安定した場所に設置する

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（有料）をご利用くだ
さい。
詳細は、以下をご確認ください。

h『使い方ガイド』-「お問い合わせ
h
先」の「おうちプリント訪問サー
ビス」

B 製品名を入力して

G B ～ F を繰り返し、4 色全て入れる

C ①を用紙の側面に合わせて、②を閉める

をタップする

C 画面の指示に従って作業を進める
裏面でも手順の詳細を説明しています。

H タンクカバーを閉める
I 電源コードを接続する

プリンター単体で使う
©2016 Seiko Epson Corporation.
2016 年 12 月発行 Printed in XXXXXX

プリンター本体のセットアップはこれで完了です。
使い方に応じて
へ進んでください。

コンピューターやスマートフォンなどを使わず、メモリーカー
ドからの印刷やコピーをしたい場合は、『使い方ガイド』をご覧
ください。

スマートフォンやタブレット端末から印刷する

1

スマートフォンにアプリ（Epson
iPrint）をインストールする

以下の URL または QR コードからアプリ（Epson iPrint）
のダウンロードページにアクセスして、インストールします。
iOS（iPhone、iPad）
をお使いの方

Android を
お使いの方

3A

以下の説明では、スマートフォンやタブレット端末を総称してスマートフォンと記載します。
インターネット接続には 4G、LTE 回線などが使用されるため通信費がかかります。

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

AOSS/WPS 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。

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。

http://epson.sn

B［アクセスポイントとつなぐ（推
奨）］を選択し、OK ボタンを押す

C 以下の画面が表示されたら、
OK ボタンを押す
スマートフォンの
Wi-Fi 設定をオンに
してください

はい
スマートフォンに
（Wi-Fi）マークが
表示されましたか？

アクセスポイント
（無線 LAN ルーター）
を持っている

いいえ

B［アクセスポイント
とつなぐ（推奨）］
を選択し、OK ボタ
ンを押す

F パスワード（セキュ
リティーキー）を入
力し、OK ボタンを
押す

直接つなぐ（Wi-Fi Direct）

A［無線 LAN 設定］
を選択して OK ボ
タンを押す

B［無線機器とつなぐ
（Wi-Fi Direct）］を
選択し、OK ボタン
を押す

F 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
力する

いいえ

D［アクセスポイント
を検索］を選択し、
OK ボタンを押す

G 接続したことを確認
する

文字種切り替え
文字入力
カーソル移動
D OK ボタンを押す

アクセスポイントとプリンター
はつながっている

いいえ

G 下記の画面で マークが表示さ
れていることを確認する

A［Epson iPrint］を起動する

C［プリンター］を選択する

B［プリンター未設定］を選択
する

D 一覧からプリンターを選択す
る

5

印刷する

A 表面の「用紙をセットする」
の手順に従い、プリンターに
用紙をセットする

D 印刷したい写真を選択する

用紙のサイズに合わせて用紙
ガイドを動かしてください。

［次へ］
E［選択する］を押して、
を押す
②

B［Epson iPrint］を起動する

H 下記の画面で
マークが表示され
ていることを確認
する

E 下記の画面で使用
するアクセスポイ
ントを選択し、OK
ボタンを押す

アクセスポイントに
ボタンがある

E スマートフォンを起
動し［設定］
［Wi-Fi］
を選択する

C 使用するプリンターが選択さ
れていることを確認して、
［写
真］を選択する

F 右上の［ ］を押して印刷
設定を確認・変更する

へ進む

3A

へ進む

3B

• 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。

サポート情報を見る
使い方をもっと詳しく知りたいときや困ったときは Web サイトを活用ください。
A インターネットブラウザを起動し、
アドレスバーに右記の URL を入
力する

• プリンターと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。

へ進む

h『使い方ガイド』-「困ったときは」-「コンピューターやスマートフォンから印刷ができない
h
/ 急に印刷ができなくなった」
へ進む

その他のトラブルの対処方法やプリンターの使い方は、以下を参照してください。
hh
本ページ「サポート情報を見る」
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QR コードからもアク
セスできます。

• 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」を無効にしてください。この機能が有効になっ
ていると、スマートフォンからプリンターへの接続ができません。

3C

I 印刷完了

Wi-Fi Direct 接続の注意と制限

• 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。

4

H［印刷］を押す

①

• 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）とプリンターをできるだけ近付けてください。

いいえ

G プリンターにセットした用紙
サイズ・種類に設定を変更し
て［完了］を押す

I 下記の画面が表示さ
れたら、OK ボタン
を押して終了する

スマートフォンからプリンターに接続できない / 印刷できないときは

はい

E プリンターステータスが［印
刷できます］になったことを
確認して、ホーム画面に戻る

H OK ボタンを押す

F 下記の画面が表示されたら、OK
ボタンを押し、画面の指示に従う

はい

プリンターを選択する

123・・・・

C 以下の画面が表示
されたら OK ボタ
ンを押す

E 画面の指示に従い OK ボタンを
押す

4

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。

C 表示内容を確認して
OK ボタンを押す

G 下記の画面が表示さ
れたら、x ボタンを
押す

D［プッシュボタンで設定
（AOSS/WPS）］を選択し、
OK ボタンを押す

表示されていれば「は
い」4G、LTE が表示
されていれば「いいえ」
に進む

はい

A［無線 LAN 設定］
を選択して OK ボタ
ンを押す

3C

いいえ

スマートフォンに
（Wi-Fi）マークが表示
されている

はい

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。

QR コードリーダーを使用できる方は上記
QR コードでダウンロードページへ

スマートフォンとプリンターを
つなぐ

アクセスポイント経由で
つなぐ

プッシュボタンを使う

A［無線 LAN 設定］を選択して
OK ボタンを押す

2

3B

* 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。

B「EP-M570T」を入力して
リックする
C［サポート］をクリックする

をク

