epson.sn はプリンターのセットアップから活用例まで、プリンターがある生活を
総合サポートするエプソンのウェブサイトです。

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』（冊子マニュアル）-「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

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。
□セットアップ用インクカートリッジ
（6 個）

2

保護材を全て取り外して、
設置する

B

表面に傷がつきやすい机などにプリン
ターを設置する場合は、机の上にシー
トや紙を敷いてください。用紙トレイ
の出し入れで机などに傷がつく場合が
あります。

3

付属のセットアップ用インク
カートリッジをセットする

A スキャナーユニットを開ける
左右側面のくぼみに手を掛けて開ける

用紙をセットして、きれいに
印刷するための調整をする
［調整する（推奨）］を選択し、プリ
ントヘッドのノズルチェック、位置
調整（印刷のぼやけ改善・横スジ
の改善）を順に行います。調整には
A4 普通紙が必要です。画面に用紙
をセットする指示が表示されたら、
以下の手順に従ってください。

パネルは見やすい角
度に調整できます

エラーが発生したら
電源を切って、保護材などの取り忘れがないこと
を確認してから、電源を入れてください。

左右側面のくぼみに手を掛けて開ける
ケーブル
（白色）には
触らない

□電源コード

インターネットを使ってセットアップする
（Windows・Mac OS・iOS・Android）
画面の指示に従ってプリンターのセットアップをしてください。
セットアップが済んでいる場合は、必要なソフトウェアをインストールしてください。プリンター
との接続を行います。
A インターネットブラウザで以下 URL を入力してサイトを開く

epson.sn

調整を後で行うときは、ホーム画面の［プリンター
のお手入れ］からできます。詳しくは、
『使い方ガイド』
（冊子マニュアル）-「メンテナンス」をご覧ください。

A 前面カバーを「カチッ」と音がするまで開けて、用紙
トレイを引き抜く

B スキャナーユニットを開ける

製品をはじめてお使いになるときは、
必ずセットアップ用インクカートリッ
ジをセットしてください。

4

インク充填後、以下の画面が表示されます。

A 電源ボタンをランプが点灯するまで押す

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。

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。

コンピューターやスマートフォンなどを接続して使う

コンピューターやスマートフォンなどを接続する方は、epson.sn（ウェブサイト）へアクセス

B 製品名を入力して

をクリックする

EP-810AW
C［セットアップ］をクリックし、画面の指示に従って作業を進める

B 内部のテープを剥がす
B 用紙ガイドを広げ、手前の用紙ガイドを「A4」に合
わせる
□ソフトウェアディスク
（Windows 用）

C カートリッジを袋から取り出してキャップを取り外す

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（Windows）

ここに触らない

□保証書

スマートフォンやタブレットでの接続方法は本紙裏面にも
記載しています。

C スキャナーユニットを閉める

C 手前の用紙ガイドに合わせて用紙をセットする

□『使い方ガイド』
（冊子マニュアル）

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
B［自動再生］画面で［InstallNavi.exe］を選択する

□『活用ガイド』（冊子マニュアル）
CD が自動再生されない場合

D カートリッジを斜めに挿入する
トレイ先端の「▼」
マークを越えない

必要に応じて準備する
□ 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

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。

D 左右の用紙ガイドを用紙に合わせる

けがをするおそれがあります。

D 電源コードを本体とコンセントに差し込む
水平で安定した場所に設置してください。

C 画面の指示に従って作業を進める

E［押］の部分をゆっくり押す

最大セット枚数を超えない

正しく挿入されると「カチッ」と音がします。
6 色全てをセットしてください。

h『使い方ガイド』
h
（冊子マニュアル）-「お
問い合わせ先」の「おうちプリント訪
問サービス」
セットアップの方法を動画でも案内してい
ます。詳しくは以下をご確認ください。
h『使い方ガイド』
h
（冊子マニュアル）-「マ
ニュアルの見方」
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Printed in XXXXXX

E 用紙トレイをゆっくりセットする

その他マニュアルの種類と内容

浮かせない

セットアップ
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。
詳しくは以下をご確認ください。

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。

印刷する面は下

紙マニュアル
BK LC M

製品本来の性能を発揮させるために、通風口（*）をふ
さいだり、直射日光が当たる場所や冷暖房器具の近くに
置いたりしないでください。
*：『使い方ガイド』（冊子マニュアル）-「各部の名称」
参照

• 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。

C

Y LM

F スキャナーユニットを閉めてスタートボタンを押す
インク充填が始まります。

用紙トレイをセットすると、右の画面
が表示されることがあります。設定が
正しい場合は［この情報を登録する］
を選択します。設定が異なる場合は［登
録情報を変更する］を選択して用紙情
報を変更してください。

F 排紙トレイを引き出す

『使い方ガイド』
プリンター本体でできる、基本的な使い方を説明
しています。用紙のセット方法、お手入れや困っ
たときの解決方法などをご紹介しています。

使い方全般を説明しています。

終了すると、きれいに印刷するための調整画面が表示
されます。

G 画面の指示に従って調整を進める

プリンター本体のセットアップはこれで完了です。

Epson アプリを使った楽しいプリント活用例をご
紹介しています。

epson.sn（ウェブサイト）
『ユーザーズガイド』
（電子マニュアル）

充填が終了するまで電源を切ったりスキャナーユニッ
トを開けたりしないでください。

『活用ガイド』

Web 動画マニュアル

操作方法や困ったときの解決方法を
動画でわかりやすく説明しています。

ヒント集

プリンターとコンピューターやス
マートフォンなどの接続に関する情
報や、トラブル対処方法をご覧いた
だけます。

ギャラリー

プリント活用例をご覧いただけます。

スマートフォンやタブレットから印刷する

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 から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

epson.sn

2

Android を
お使いの方

コードリーダーを使用できる方は上部コードでダウン
ロードページへ

3A

プッシュボタンで
自動設定

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。
A l r ボタンで［無線 LAN 設定］を選
択して、OK ボタンを押す

B ud ボタンで［アクセスポイント（推
奨）］を選択して、OK ボタンを押す

3C

手動で設定

アクセスポイントに接続するための情報をプリンターの
操作パネルから手動で設定する方法です。手動で設定す
るには、アクセスポイントの SSID とパスワードの情報
が必要です。
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。

F パスワード（セキュリ
ティーキー）を入力し、
［確定］を選択して OK
ボタンを押す

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

B ud ボタンで［アクセス
ポイント（推奨）］を選
択して、OK ボタンを押
す

スマートフォンに
（Wi-Fi）マークが表
示されましたか？

E 画面の指示に従い、OK ボタンを押す

いいえ

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

123・・・・

D 以下の画面が表示された
ら、OK ボタンを押す

5

印刷する

A 裏面の「用紙をセットし、きれい
に印刷するための調整をする」の
手順に従い、プリンターに用紙を
セットする

E 画面を確認して、OK ボ
タンを押す

G 画面を確認して、OK ボタンを押す

F SSID とパスワードが表
示されます

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

D 印刷したい写真を選択する

I 接続したことを確認する

E［選択する］を押して、［次へ］
を押す

H［印刷］を押す

②

J プリンターの OK ボタン
を押す
K 画面を確認して、OK ボ
タンを押す

D ud ボタンで［アクセス
ポイントを検索］を選択
して、OK ボタンを押す

I 以下の画面で マーク
（青色）が表示されてい
ることを確認する

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 パネルに表示されている
SSID と同じネットワー
クを選択して、パスワー
ドを入力する

A4 以外の用紙をセットする場合
は、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。

H ud ボタンで［いいえ］
を選択して、OK ボタン
を押す
F 以下の画面が表示されたら、OK ボ
タンを押す

A［Epson iPrint］を起動する

B［Epson iPrint］を起動する

はい

アクセスポイントとプリンター
はつながっている

B ud ボタンで［Wi-Fi
Direct］を選択して、
OK ボタンを押す

C 画面を確認して、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

いいえ

プリンターを選択する

G スマートフォンで［設定］
-［Wi-Fi］を選択する

入力したい文字や機
能を l r ud ボタンで
選択して、OK ボタン
を押す
G 画面を確認して、OK ボ
タンを押す

アクセスポイント
（無線 LAN ルーター）
を持っている

A l r ボタンで［無線 LAN
設定］を選択して、OK
ボタンを押す

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。

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 画面を確認して、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

Wi-Fi Direct で設定

C 画面を確認して、OK ボタンを押す

いいえ

はい

3B

A l r ボタンで［無線 LAN
設定］を選択して、OK
ボタンを押す

スマートフォンとプリンターを
つなぐ

スマートフォンに
（Wi-Fi）マーク
が表示されている

以下の説明では、スマートフォンやタブレット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。

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
マーク
L 以下の画面で
（青色）が表示されてい
ることを確認する

①
F 右上の［ ］を押して印刷設定
を確認・変更する

I 印刷完了

XX-XXXX Series

E ud ボタンでアクセスポ
イント（SSID）を選択
して、OK ボタンを押す

いいえ
H 以下の画面で マーク（青色）が表
示されていることを確認する

はい
アクセスポイントに
ボタンがある

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
• 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。

はい

• 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。

いいえ

• 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。

Wi-Fi Direct 接続の注意と制限
• 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。

• 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

へ進む

3A へ進む

3B へ進む

3C へ進む

h『使い方ガイド』
h
（冊子マニュアル）-「困ったときは（トラブル対処方法）」-「コンピューターやスマー
トフォンなどから印刷ができない / 急に印刷ができなくなった」
その他のトラブルの対処方法やプリンターの使い方は、epson.sn（ウェブサイト）で製品名を入力し、
［サ
ポート］をクリックしてご覧ください。

* 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。

