インクジェットプリンター

EW-452A

早わかりガイド
本書は製品の近くに置いてご活用ください。
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用紙をセットする
印刷
コピー
スキャン
インクカートリッジの交換
メンテナンスボックスの交換
プリンターのお手入れ

困ったときは

11



デバイスと接続する

使い方
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印刷の調整をする

セットアップ

使用上のご注意

マニュアルのご紹介
知りたい内容や見る方法に応じてマニュアルをお選びください。

セットアップ

基本の使い方

よくあるトラブル対処

詳しい使い方 /
トラブル対処

紙で見る

早わかりガイド（本書）

ウェブサイトで見る

ユーザーズガイド

動画

マニュアルへのアクセス方法

epson.sn

1. epson.sn にアクセスする
2. 製品名を入力して

をクリックする

3.「サポート」をクリックする
ネットワークに関する QA は、「ヒント集」でご紹介しています。

インターネット接続されていないときは
付属のソフトウェアディスクからソフトウェアをインストールすると、デスクトップにマニュア
ルを開くためのアイコンが表示されます。このアイコンをクリックすると、『ユーザーズガイド』
（PDF）を開くことができます。キーワード検索やしおりからの直接ジャンプで、知りたい情報
にすばやく辿り着けます。

キーワードで検索する
［編集］-［高度な検索］から検索ボックスに探した
いキーワードを入力し［検索］をクリックします。
表示された該当箇所の文字列をクリックすると、そ
のページにジャンプします。

しおりから読みたいページに直接ジャンプする
タイトルをクリックするとそのページにジャンプし
ます。［+］をクリックすると、その下層のタイトル
が表示されます。

ジャンプ前のページに戻りたいときの操作方法
Windows：［Alt］キーを押したまま［←］キーを
押す
Mac：［command］キーを押したまま［←］キー
を押す

epson.sn

使用上のご注意
本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる
前には必ず本製品のマニュアルをお読みください。本
製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは故障や事
故の原因になります。本製品のマニュアルは、製品の
不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使
いください。

記号の意味
本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害
や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う
操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。
内容をご理解の上で本文をお読みください。

DEF

この表示を無視して誤った取り扱いをす
ると、人が死亡または重傷を負う可能性
が想定される内容を示しています。

B

この表示を無視して誤った取り扱いをす
ると、人が傷害を負う可能性および財産
の損害の可能性が想定される内容を示し
ています。

必ず行っていただきたい事項（指示、行為）
を示しています。

してはいけない行為（禁止行為）を示し
ています。

その他の記号の意味は以下です。

K 必ず守っていただきたい内容を記載して
います。この内容を無視して誤った取り
扱いをすると、製品の故障や、動作不良
の原因になる可能性があります。

補足情報や参考情報

設置

B
本製品を持ち上げる際は、無理のな
い姿勢で作業してください。
無理な姿勢で持ち上げると、けがをする
おそれがあります。

本製品を移動する際は、水平な状態
で移動してください。
傾けたり立てたりすると、原稿カバーが
開いて、けがをするおそれがあります。

不安定な場所、他の機器の振動が伝
わる場所に設置・保管しないでくだ
さい。
落ちたり倒れたりして、けがをするおそ
れがあります。

分解禁止を示しています。

油煙やホコリの多い場所、水に濡れ
やすいなど湿気の多い場所に置かな
いでください。

濡れた手で製品に触れることの禁止を示
しています。

感電・火災のおそれがあります。

製品が水に濡れることの禁止を示してい
ます。

静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静
電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防い
でください。

特定の場所に触れることの禁止を示して
います。

電源プラグをコンセントから抜くことを
示しています。
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電源

DEF
電源プラグは刃の根元まで確実に差
し込んで使用してください。
感電・火災のおそれがあります。

電源プラグをコンセントから抜くと
きは、コードを引っ張らずに、電源
プラグを持って抜いてください。
コードの損傷やプラグの変形による感電・
火災のおそれがあります。

電源プラグは定期的にコンセントか
ら抜いて、刃の根本、および刃と刃
の間を清掃してください。
電源プラグを長期間コンセントに差した
ままにしておくと、電源プラグの刃の根
元にホコリが付着し、ショートして火災
になるおそれがあります。

AC100V 以外の電源は使用しない
でください。
感電・火災のおそれがあります。

電源プラグは、ホコリなどの異物が
付着した状態で使用しないでくださ
い。
感電・火災のおそれがあります。

付属の電源コード以外は使用しない
でください。また、付属の電源コー
ドを他の機器に使用しないでくださ
い。
感電・火災のおそれがあります。

電源コードのたこ足配線はしないで
ください。
発熱して火災になるがあります。家庭⽤
電源コンセント（AC100V）から直接電
源を取ってください。

破損した電源コードを使用しないで
ください。
感電・火災のおそれがあります。電源コー
ドが破損したときは、エプソンの修理窓
口に相談してください。
また、電源コードを破損させないために、
以下の点を守ってください。
• 電源コードを加工しない
• 電源コードに重いものを載せない
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張っ
たりしない
• 熱器具の近くに配線しない
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濡れた手で電源プラグを抜き差しし
ないでください。
感電のおそれがあります。

B
長期間ご使用にならないときは、安
全のため電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。

取り扱い

DEF
操作パネルのディスプレイが破損し
たときは、中の液晶に十分注意して
ください。
万一以下の状態になったときは、応急処
置をしてください。
• 皮膚に付着したときは、付着物を拭き
取り、水で流し石けんでよく洗い流し
てください。
• 目に入ったときは、きれいな水で最低
15 分間洗い流した後、医師の診断を
受けてください。
• 口に入ったときは、速やかに医師に相
談してください。

可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気
中に存在するおそれのある場所では
使用しないでください。また、本製
品の内部や周囲で可燃性ガスのスプ
レーを使用しないでください。
引火による火災のおそれがあります。

煙が出たり、変なにおいや音がする
など異常状態のまま使用しないでく
ださい。
感電・火災のおそれがあります。
異常が発生したときは、すぐに電源を切
り、電源プラグをコンセントから抜いて
から、販売店またはエプソンの修理窓口
に相談してください。

アルコール、シンナーなどの揮発性
物質のある場所や火気のある場所で
は使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。

お客様による修理は、危険ですから
絶対にしないでください。

各種ケーブルは、マニュアルで指示
されている以外の配線をしないでく
ださい。
発火による火災のおそれがあります。ま
た、接続した他の機器にも損傷を与える
おそれがあります。

開口部から内部に、金属類や燃えや
すい物などを差し込んだり、落とし
たりしないでください。
感電・火災のおそれがあります。

異物や水などの液体が内部に入った
ときは、そのまま使用しないでくだ
さい。
感電・火災のおそれがあります。
すぐに電源を切り、電源プラグをコンセ
ントから抜いてから、販売店またはエプ
ソンの修理窓口に相談してください。

本製品の上に乗ったり、重いものを
置いたりしないでください。
特に、子どものいる家庭ではご注意くだ
さい。倒れたり壊れたりして、けがをす
るおそれがあります。

電 源 投 入 時 お よ び 印 刷 中 は、 排 紙
ローラー部に指を近づけないでくだ
さい。
指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがを
するおそれがあります。用紙は、完全に
排紙されてから手に取ってください。

本製品を保管・輸送するときは、傾
けたり、立てたり、逆さまにしない
でください。
インクが漏れるおそれがあります。

マニュアルで指示されている箇所以
外の分解は行わないでください。
製品内部の、マニュアルで指示され
ている箇所以外には触れないでくだ
さい。
感電や火傷のおそれがあります。

雷が鳴り出したら、電源コンセント
に接続されている機器（製品本体、
電源コード）に触れないでください。
感電のおそれがあります。

B
各種ケーブルを取り付ける際は、取
り付ける向きや手順を間違えないで
ください。
火災やけがのおそれがあります。
マニュアルの指示に従って、正しく取り
付けてください。

本製品を移動する際は、電源を切り、
電源プラグをコンセントから抜き、
全ての配線を外したことを確認して
から行ってください。
コードが傷つくなどにより、感電・火災
のおそれがあります。

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。
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消耗品

B
インクが皮膚に付着したときや目や
口に入ったときは、以下の処置をし
てください。
• 皮膚に付着したときは、すぐに水や石
けんで洗い流してください。
• 目に入ったときは、すぐに水で洗い流
してください。そのまま放置すると目
の充血や軽い炎症を起こすおそれがあ
ります。異常があるときは、速やかに
医師に相談してください。
• 口に入ったときは、速やかに医師に相
談してください。

インクカートリッジ、メンテナンス
ボックスは、子どもの手の届かない
場所に保管してください。
インクカートリッジは強く振らない
でください。
強く振ったり振り回したりすると、カー
トリッジからインクが漏れるおそれがあ
ります。

印刷用紙の端を手でこすらないでく
ださい。
用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをす
るおそれがあります。

インクカートリッジやメンテナンス
ボックスを分解しないでください。
分解するとインクが目に入ったり皮膚に
付着するおそれがあります。

マニュアルのご注意
• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを
禁止します。
• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お
気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任
を負いかねますのでご了承ください。
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• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、
不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、
第三者によって修理や変更されたことなどに起因し
て生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承く
ださい。

プリンターの基本情報
各部の名称
■■前面
用紙サポート
給紙口カバー

背面トレイ

操作パネル

排紙トレイ

用紙ガイド

ストッパー

スキャナーユニット

原稿カバー
原稿台

インクカートリッジ
挿入部

スタンド

■■背面
メンテナンスボックス
背面ユニット

USB ポート

電源コネクター
メンテナンスボックスカバー

（取り外しにはマイナスドライバーが必要です）
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操作パネルの見方と使い方
■■操作ボタン
電源を入 / 切します。

ヘルプ画面を表示します

メニューや機能を選択します

電源コードを抜くときは、電源ランプが消灯して

udl r ボタンで項目を選択し、

いることを確認してから抜いてください。

OK ボタンで確定します。

実行中の動作を中止します
印刷やコピーなどを開始します

ホーム画面を表示します

前の画面に戻ります

文字種の切り替えができます

■■画面
ネットワークの接続状態が表示されます
N「アイコン一覧」
N
（7 ページ）
l r ボタンでメニューを選択します
N「アイコン一覧」
N
（7 ページ）

押すボタンを案内します

メニュー名が表示されます

エラーやお知らせのコードが表示されます
N「エラーコードを確認する」
N
（23 ページ）

u d l r ボタンで
設定値を変更でき
ます。
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■■アイコン一覧
ネットワークアイコン
無線 LAN 接続に問題がある、

Wi-Fi Direct（シンプル AP）接続有効

または検索中
無線 LAN 接続中

Wi-Fi Direct（シンプル AP）接続無効

無線 LAN 無効中、または
接続処理中

メニューアイコン
コピー

プリンターのお手入れ

原稿をコピーします。一度にコピーでき

きれいに印刷できないときは、こちらの

る部数は 99 までです。

メニューをお試しください。

スマホと接続

無線 LAN 設定

プリンターとスマートフォンやタブレッ

プリンターを無線 LAN で接続できます。

トを接続できます。

動作音低減モード

Web 動画マニュアル

動作音低減を ON/OFF で切り換えます。

動画マニュアルへアクセスするための

ON にすると動作音が低減されますが、

QR コードが表示されます。

印刷速度が遅くなります。ただし、用紙
種類や印刷品質によっては、動作音が変
わらないことがあります。

フォーム印刷

スキャン

便箋やスケジュール表を印刷できます。

原稿をスキャンして、コンピューターに
保存できます。

設定
プリンター各種設定ができます。
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rrセットアップ
スキャナーユニットを開ける

付属品を確認する

ケーブルに触らない

不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの
販売店にご連絡ください。
セットアップ用
インクカートリッジ（4 個）

（Windows 用）
保証書

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。

保護材の形や貼り付け箇所は変わることがあり
ます。

真空パックで品質を保持しているため、セット直前まで
開封しないでください。
以降の手順は、付属のソフトウェアディスクや以下の
ウェブサイトからでもご覧いただけます。

2

スキャナーユニットを閉める
安全のため、二段階で閉まります。

epson.sn
（ウェブサイト）

上に持ち上げる
閉める
（半分まで閉まる）

設置する
保護材を全て取り外し、水平で安定した場所に設置します。

1

保護テープや保護材を全て取り外す

上に持ち上げる

B

閉める
（完全に閉まる）

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。

スキャナーユニットを再度開けるときは、完全に閉めて
から開けてください。
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3

水平で安定した場所に設置する

2

初期充填の案内が画面に表示された
ら、スキャナーユニットを開ける

3

付 属 の イ ン ク カ ー ト リ ッ ジ の う ち、
BK だけを 4 ～ 5 回振る

壁などから 10cm 以上離してください。

4

電源コードを接続する
背面

振らない

インクカートリッジをセットする

4

カートリッジを袋から出す

5

テープ（黄色）を剥がす

はじめに、カートリッジの取り扱いに関する注意事項
をお読みください。
N「使用上のご注意」
N
（1 ページ）

1

P ボタンを、ランプが点滅するまで

長押しする

点滅

K イラストで示した部分に触らないでください。
正常に印刷できなくなるおそれがあります。
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6

8

カートリッジをセットする
4 色全てセットしてください。
全てセットすると、カートリッジのラベルに

x ボタンを押す
初期充填が始まります。

純正 と表示されます。
フックを奥に
向ける

シアン
マゼンタ
イエロー
ブラック

ラベルの色を
確認

K 初期充填が完了するまでは、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。

の部分を、「カチッ」と音がするまでしっか
りと押し込んでください。
•

初期充填が完了すると、きれいに印刷するための調整
画面が表示されます。

•

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。

浮かせない

7

スキャナーユニットを閉める
上に持ち上げる
閉める
（半分まで閉まる）

印刷の調整をする
画面の指示に従い、試し印刷をしてみます。
きれいに印刷されていないときは、クリーニングが必
要です。

1

上に持ち上げる
閉める
（完全に閉まる）
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［調整する（推奨）］を選択する

2

用紙をセットする

用紙ガイドを
広げる

3

排紙トレイを引き出す

4

画面の案内に従って調整を行う

クリーニングはインクを消費します。

以下の画面が表示されたら、調整完了です。

A4 普通紙 3 枚以上
印刷する面を手前にする

用紙ガイドを
用紙の側面に
合わせる

デバイスと接続する
コンピューターやスマートデバイス、無線 LAN ルー
ターと接続します。
うまく接続できないときは、27 ページ「うまく接続
できない」をご覧ください。

■■コンピューターと接続する

1

epson.sn にアクセスする

2

プリンター名を入力して
クする

3

をクリッ

［今すぐセットアップ］をクリックする
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4

画面の指示に従ってソフトウェアをイ
ンストールし、接続を行う

■■スマートデバイスと接続する

1

1

［無線 LAN 設定］を選択する

2

［無線 LAN ルーターとつなぐ（推奨）］
を選択する

3

画面の内容を確認し、OK ボタンを押
す

以下にアクセスする

epson.sn

2
3
4

プリンター名を入力して

を選択する

［今すぐセットアップ］を選択する
画面の指示に従ってアプリをインス
トールし、接続を行う

■■無線 LAN ルーターと接続する
• プッシュボタンで自動接続する
ルーターに AOSS または WPS のボタンがあると
きは、自動で接続できます。
ボタンが使用できるかわからないときは、ルーター
のマニュアルをご覧ください。
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4

5

［プッシュボタンで設定（AOSS/
WPS）］を選択する

画面の案内に従って接続を完了する
ホーム画面右上のアイコンが点灯に変わった
ら、接続完了です。

• 手動で接続する

4

［無線 LAN ルーターを検索］を選択
する

5

接続する無線 LAN ルーターの SSID
を選択する

6

パスワードを入力する

プリンターの操作パネルから、お使いの無線 LAN
ルーターを検索して接続します。ルーターの SSID
とパスワードが必要です。

•

無線 LAN ルーターの SSID やパスワードは、ルーター
本体にラベル等で記載されています。わからないとき
はルーターのマニュアルをご覧ください。

•

プリンターは 2.4GHz 帯の通信にのみ対応していま
す。ルーターの SSID は 2.4GHz のものを使用して
ください。

•

パスワードはメーカーにより表現が異なり、「暗号化
キー」などと書かれている場合があります。

1

2

［無線 LAN 設定］を選択する

［無線 LAN ルーターとつなぐ（推奨）］
を選択する

カーソル移動

消去

文字種切り替え

確定

スペース入力

7

画面の案内に従って接続を完了する
ホーム画面右上のアイコンが点灯に変わった
ら、接続完了です。

3

画面の内容を確認し、OK ボタンを押す
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rr使い方
用紙をセットする
普通紙のセット方法は「印刷の調整をする」（10 ページ）の手順 2 をご覧ください。
長い用紙のセット方法は『ユーザーズガイド』-「印刷用紙をセットする」-「背面トレイに印刷用紙をセットする」
をご覧ください。

•

用紙をセットすると用紙情報の登録画面が表示されます。
セットした用紙の情報をプリンターに登録することで、間違った用紙サイズで印刷してしまったり、用紙種類に合った印刷が
できずに色合いが変わって印刷されてしまうことを防ぎます。

•

用紙の情報を登録する機能を使いたくないときは？
ホーム画面から［設定］-［プリンターの基本設定］-［用紙の設定］-［設定画面自動表示］の順に選択して、
［オフ］を選択します。
ただし、この設定をオフにすると一部の機能が使えなくなります。詳しくは『ユーザーズガイド』
「
- 困ったときは」
「
- プリンター
の状態を確認する」をご覧ください。

ハガキと封筒のセット向き

印刷する面を手前にする
往復ハガキ

洋形封筒 *

長形封筒
ハガキ
通信面

ハガキ
宛名面

フタは開いたまま

（宛名面のみ）

フタは閉じる

* 宛先の郵便番号枠
がある洋形封筒は、
枠を下向きにセッ
トしてください。

K

• 封筒の膨らみを、手などでならしてから
セットしてください。
• セット前に「印刷できない用紙」を確認
してください。
N「印刷できない用紙」
N
（15 ページ）
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名刺や穴あき用紙のセット向き
印刷する面を手前にする
名刺

穴あき用紙

•上下端に穴が空いていない穴あき用紙を 1 枚ずつ
セットしてください。
横向きにセットすると
紙詰まりの原因になり
ます。

•印刷データが穴位置にかからないように調整して
ください。

印刷できない用紙
次のような用紙はセットしないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。

• 波打っている用紙
• 切れている用紙
• 薄過ぎる用紙

• 破れている用紙
• 厚過ぎる用紙
• 硬い用紙
• のり付けおよび
接着の処理が施
された封筒
• 二重封筒
• 窓付きの封筒

• 角が反っている用紙
• 折りがある用紙
• 一度折った往復ハガキ

• 丸まっている用紙
• 反っている用紙

• 封筒のふたが円
弧や三角形状の
長形封筒や角形
封筒

• 折りのある往復はがき
• 写真店などでプリント
した写真ハガキや絵ハ
ガキなど、厚いハガキ
• シールなどを貼った
用紙
• 湿った用紙

• 封筒のふたを一度
折った長形封筒
• 折り跡のある封筒
• 反った封筒
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印刷できる用紙とセット枚数
■■エプソン製専用紙（純正品）
以下は 2019 年 4 月現在の情報です。
よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙（純正品）のご使用をお勧めします。

文書の印刷に適する用紙
用紙名称

対応サイズ

セット可能枚数

用紙種類 ( 操作パネル )

ビジネス普通紙

A4

用紙ガイド右側の三角マーク
が示す線まで

ビジネス普通紙

両面上質普通紙＜再生紙＞

A4

用紙ガイド右側の三角マーク
が示す線まで

普通紙

文書と写真の印刷に適する用紙
用紙名称

対応サイズ

セット可能枚数

用紙種類 ( 操作パネル )

スーパーファイン紙

A4

80

スーパーファイン紙

フォトマット紙

A4

20

フォトマット紙

写真の印刷に適する用紙
用紙名称

対応サイズ

セット可能枚数

用紙種類 ( 操作パネル )

写真用紙クリスピア＜高光沢＞

2L 判、KG サイズ、L 判、 20*
A4、六切

写真用紙クリスピア

写真用紙＜光沢＞

ハイビジョンサイズ、
20*
2L 判、KG サイズ、L 判、
A4、六切

写真用紙

写真用紙＜絹目調＞

2L 判、L 判、A4

写真用紙

写真用紙ライト＜薄手光沢＞

2L 判、KG サイズ、L 判、 20*
A4

20*

写真用紙ライト

*： うまく給紙できないときや、印刷結果がこすれたりムラになったりするときは、1 枚ずつセットしてください。

年賀状や挨拶状の印刷に適する用紙
用紙名称
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対応サイズ

セット可能枚数

用紙種類 ( 操作パネル )

写真用紙＜絹目調＞ハガキ

ハガキ

30

宛名面：ハガキ宛名面
通信面：写真用紙

スーパーファイン専用ハガキ

ハガキ

30

宛名面：ハガキ宛名面
通信面：スーパーファイン紙

フォト光沢ハガキ

ハガキ

30

宛名面：ハガキ宛名面
通信面：ハガキインクジェット写真

PM マットハガキ

ハガキ

30

宛名面：ハガキ宛名面
通信面：フォトマット紙

ラベル、名刺などの様々な用紙
用紙名称

対応サイズ

セット可能枚数

用紙種類 ( 操作パネル )

スーパーファイン専用ラベルシート A4

1

スーパーファイン紙

A4

1

両面マット名刺用紙

名刺

1

両面名刺用紙 半光沢

両面マット名刺用紙 *1
両面名刺用紙＜半光沢＞

*2

*1：両面マット名刺用紙のレイアウトに対応したアプリケーションソフト（Windows のみ対応）が必要です。詳しくはエプソンの
ウェブサイト「よくあるご質問（FAQ）」をご覧ください。
www.epson.jp/support/faq/
製品カテゴリーからお使いの製品を選択して、「両面マット名刺」などのキーワード入力で検索できます。
*2：印刷中は背面トレイをのぞき込まないでください。用紙が飛び出すことがあります。

■■市販の印刷用紙
普通紙
用紙名称
コピー用紙
事務用普通紙
レターヘッド *2

対応サイズ

セット可能枚数

A4、Letter、B5、
A5、A6、B6

用紙ガイド右側の三角マーク
が示す線まで *1

Legal

1

用紙種類 ( 操作パネル )
普通紙

ユーザー定義サイズ（mm） 1
54 x 86 ～ 215.9 x
1200
*1：うまく給紙できないときや、印刷結果がこすれたりムラになったりするときは、1 枚ずつセットしてください。
*2：差出人名、会社名などの情報が、ヘッダー部分にあらかじめ印刷されている用紙。用紙の先端に 3 ｍｍ以上の余白が必要です。

ハガキ用紙（日本郵便株式会社製）
用紙名称
郵便ハガキ

対応サイズ

セット可能枚数

用紙種類 ( 操作パネル )

ハガキ

30

宛名面：ハガキ宛名面
通信面：ハガキ

郵便ハガキ
（インクジェット紙）

ハガキ

30

宛名面：ハガキ宛名面
通信面：ハガキインクジェット紙

郵便ハガキ
（インクジェット写真用）

ハガキ

30

宛名面：ハガキ宛名面
通信面：ハガキインクジェット写真

往復ハガキ

30

ハガキ

往復ハガキ

封筒
用紙名称

対応サイズ

セット可能枚数

用紙種類 ( 操作パネル )

長形封筒 *1

長形 3 号、4 号

10

封筒

洋形封筒 *2

洋形 1 号、2 号、3 号、 10
4号

封筒

*1：Mac OS からの印刷は非対応
*2：宛名面のみ対応
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印刷

コピー

より良い印刷結果を得るために、「プリンターを快適に

1

N「印刷の調整をする」
N
（10 ページ）

使うために」（28 ページ）をご覧ください。

コンピューターから印刷する
ファイルを開き［ファイル］メニューの［印刷］（ま
たは［プリント］など）を選択します。
詳しい手順は『ユーザーズガイド』-「印刷」をご覧く
ださい。

用紙をセットする

2

原稿をセットする

原稿台にゴミや汚れがあるときは、柔らかい布でから拭
きをして取り除いてください。

お使いになるコンピューターごとにプリンタードライ
バーのインストールが必要です。
N「コンピューターと接続する」
N
（11 ページ）

スマートデバイスから印刷する
Epson iPrint（エプソン アイプリント）で文章やウェ
ブページの印刷ができます。詳しい手順は『ユーザー
ズガイド』-「印刷」-「スマートデバイスから印刷する」
-「Epson iPrint を使う」をご覧ください。
N「スマートデバイスと接続する」
N
（12 ページ）

1
2
3
4

印刷したい文書を表示する
を選択する
必要に応じて設定を変更する

ここに合わせる

［印刷］を選択する

アプリのバージョンやお使いのスマートデバイスによ
り手順が異なる場合があります。

原稿台の端から 1.5 ｍｍの範囲はスキャンできません。

お使いになるスマートデバイスごとにアプリのインス
トールが必要です。
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原稿のセットについて詳しくは『ユーザーズガイド』
-「原稿をセットする」-「いろいろな原稿のセット方法」
をご覧ください。

3

［コピー］を選択する

スキャン
スキャンした画像をコンピューターに保存できます。
お使いのコンピューターに Epson Scan2
K （エプソン
スキャン ツー）と Epson Event
Manager（エプソン イベント マネー
ジャー）がインストールされている必要があ
ります。
インストールされていない場合は、epson.

4

コピー枚数、コピーモード ( カラー /
モノクロ ) を設定する

5

OK ボタンを押し、コピーメニューを
設定する
必要に応じて、u d l r ボタンで設定を変更し
てください。

sn（ウェブサイト）からダウンロードして
ください。

1

原稿をセットする
N「コピー」
N
（18 ページ）

2

［スキャン］を選択する

印刷設定
• 両面
両面コピーのレイアウトを選択します。
• コピー濃度
こすれが発生するときは濃度を下げてください。
• 倍率
用紙サイズに合わせた倍率でコピーするときは、
［オー
トフィット］を選択してください。
• 任意倍率

3

25 ～ 400％の範囲で指定してください。

•［スキャンしてコンピューターへ (JPEG)］
スキャンした画像を JPEG 形式で保存します。

• 用紙設定
印刷用紙のサイズと種類を選択します。

•［スキャンしてコンピューターへ (PDF)］
スキャンした画像を PDF 形式で保存します。

• 割り付け
［2in1］を選択すると、2 枚の原稿（A4 または B5
サイズ）を A4 サイズ 1 枚に 2 面割り付けでコピー

•［スキャンしてコンピューターへ (E メール )］
コンピューターのメールソフトを起動させて、
スキャンした画像をメールに添付します。

します。
• 印刷品質
［きれい］を選択すると高品質で印刷できますが、印

•［スキャンしてコンピューターへ ( カスタム )］
Epson Event Manager の設定を使用してス
キャン画像を保存します。 スキャンサイズ、
保存先フォルダ、保存形式などのスキャン設
定を変更できます。

刷に時間がかかります。

ID カードコピー
ID カードを片面ずつスキャンし、A4 サイズの用紙の片
面に並べてコピーします。

見開きコピー
本（A4 または B5 サイズ）の⾒開き 2 ページ分の原稿を、
1 枚の A4 サイズの用紙に 2 面割り付けでコピーします。

フチなしコピー
画像を用紙から少しはみ出るくらいに拡大して、用紙端
に余白が出ないように印刷します。

6

保存方法を選択する

4

保存先のコンピューターを選択する

5

x ボタンを押す

x ボタンを押す
19

インクカートリッジの交換
インク残量を確認する

■■インクカートリッジを交換する
インク残量が少なくなると、カートリッジ交換画面が
表示されます。

B
インク残量は、ホーム画面から［設定］-［消耗品情報］
-［インク残量］を選択して確認します。インクが残り
少なくなったら、早めに新しいインクカートリッジを
用意してください。
N「純正インクカートリッジのご案内」
N
（34 ペー
ジ）

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。

1

交換が必要なカートリッジを確認し、
OK ボタンを押す

インクカートリッジの交換
■■メッセージが表示される前に交換する
画面に交換のメッセージが表示されていなくても交換
できます。

1

2

［プリンターのお手入れ］を選択する

2
3

［すぐに交換する］を選択する
新しいカートリッジを袋から出す

4 ～ 5 回振る

［インクカートリッジ交換］を選択す
る

4

テープ（黄色）を剥がす

この後は「インクカートリッジを交換する」手
順 3 から行ってください。

K イラストで示した部分に触らないでください。
正常に印刷できなくなるおそれがあります。
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5

スキャナーユニットを開ける
ケーブル（白色）
には触らない

メンテナンスボックスの交換
メンテナンスボックスは、クリーニング時や印刷時に
排出される廃インクを溜める容器です。
空き容量が少なくなったら、早めに新しいメンテナン
スボックスを用意してください。
N「メンテナンスボックスの型番」
N
（34 ページ）

6

画面のメッセージを確認して、x ボ
タンを押す
カートリッジ挿入部が交換位置に移動します。
交換は必ず交換位置で行ってください。

7

交換するカートリッジを取り外す
フックをつまみ、真上に取り外してください。
外れないときは、強く引き抜いてください。

K

• フチなし印刷用廃インク吸収パッドは、お
客様による交換はできません。交換を促す
メッセージが表示されたときは、エプソン
の修理窓口に交換をご依頼ください。
N「
N エ ラ ー コ ー ド を 確 認 す る 」（23
ページ）
• 事前に『ユーザーズガイド』の「メンテ
ナンスボックス取り扱い上のご注意」を
確認してください。

メンテナンスボックスの状態を確認する
メンテナンスボックスの空き容量は、ホーム画面から
［設定］-［消耗品情報］-［メンテナンスボックス空き
容量］を選択して確認します。
メンテナンスボックスの空き容量が少ないと、クリー
ニングや印刷を実行できない場合があるため、定期的
に確認することをお勧めします。

8

新しいカートリッジを挿入する
の部分を、「カチッ」と音がするまでしっか
りと押し込んでください。

メンテナンスボックスの交換
廃インクがいっぱいになると、メンテナンスボックス
を交換するメッセージが表示されます。交換手順を画
面で確認しながら、新しいメンテナンスボックスに交
換します。
マイナスドライバーを用意してください。

K イラストで示した部分には触らないでくださ

い。プリンターが正常に動作しなくなったり、
インクが付着するおそれがあります。

9

スキャナーユニットを閉め、x ボタ
ンを押す
インク充填が始まります。

K インク充填が完了するまで、電源を切らない
でください。充填が不十分で印刷できなくな
るおそれがあります。
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プリンターのお手入れ

3

ノズルチェックとヘッドクリーニング

半透明フィルム（A）に汚れが付いて
いないか確認する
半透明フィルム

N「ノズルチェックとヘッドクリーニングをする」
N
（25 ページ）

ここは触ら
ない

用紙経路のクリーニング
N「用紙経路のクリーニングをする」
N
（24 ページ）

半透明フィルムのクリーニング
プリントヘッドの位置調整を実行しても印刷結果が改
善されない場合は、プリンター内部の半透明フィルム
が汚れている可能性があります。

K レール部（B）に触れないように注意してく

ださい。印刷できなくなることがあります。
潤滑油が付いていますが、構造上必要なので
拭き取らないでください。

作業に必要なもの：
• 綿棒（数本）
• 水で薄めた中性洗剤（コップ 1/4 杯の水道水に中
性洗剤 2 ～ 3 滴程度）

4

水で薄めた中性洗剤を垂れない程度に
綿棒に付け、汚れている箇所を拭く

• 懐中電灯（汚れを確認するため）

K 水で薄めた中性洗剤以外のクリーニング溶液
は使用しないでください。

1

プリンターの電源を切る

2

スキャナーユニットを開ける

K 汚れは優しく拭き取ってください。綿棒を強
く押し付けると、フィルムの固定バネが外れ

ケーブル（白色）
には触らない

て、プリンターが故障することがあります。

5

綿棒を取り換えて、から拭きをする

汚れが落ちるまで手順 4、5 を繰り返してください。
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rr困ったときは
エラーコードを確認する
エラーやお知らせがあると、プリンターの画面にコードが表示されます。
コード

状況

対処方法

E-01

プリンターエラーが発生しました。

スキャナーユニットを開け、プリンター内部に用紙や保護材が入っ
ていたら取り除いて、電源を入れ直してください。

E-02

スキャナーエラーが発生しました。

電源を入れ直してください。

E-12

フチなし印刷用廃インク吸収パッドの交
換が必要です。

フチなし印刷用廃インク吸収パッド * は、お客様による交換ができ
ないため、エプソンの修理窓口に依頼してください。フチなし印刷
はできませんが、フチあり印刷はできます。
N「お問い合わせ先」
N
（33 ページ）

W-01

用紙が詰まりました。

用紙を取り除いてから、画面下に表示されているボタンを押して、
エラーを解除してください。電源の入れ直しが必要なこともありま
す。

W-12

インクカートリッジが正しくセットされ
ていません。

インクカートリッジをしっかり押し込んでください。正しく挿入さ
れると「カチッ」と音がします。

W-13

プリンターの画面に表示されているイン
クカートリッジが認識できません。

本製品で使用できるカートリッジをセットしてください。
N「純正インクカートリッジのご案内」
N
（34 ページ）

W-14

フチなし印刷用廃インク吸収パッドの交
換時期が近付きました。

フチなし印刷用廃インク吸収パッド * は、お客様による交換ができ
ないため、エプソンの修理窓口に依頼してください。
x ボタンを押すと印刷を続行できます。
N「お問い合わせ先」
N
（33 ページ）

I-22

［プッシュボタンで設定 (AOSS/WPS)］
で無線 LAN を設定します。

無線 LAN ルーターのプッシュボタンを押してください。ボタンが
ないときは、無線 LAN ルーターの設定画面を開いて、ソフトウェ
アプッシュボタンを押してください。詳しくは無線 LAN ルーター
のマニュアルをご覧ください。

I-23

［PIN コード自動設定 (WPS)］で無線
LAN を設定します。

無線 LAN ルーターかコンピューターに、プリンターの画面に表示
された PIN コードを 2 分以内に入力してください。

I-31

［カンタン自動設定］で無線 LAN を設定
します。

コンピューターにソフトウェアをインストールして、無線設定が開
始されたら OK ボタンを押してください。

I-41

［設定画面自動表示］を無効にしました。 『ユーザーズガイド』-「困ったときは」-「プリンターの状態を確
一部の機能が使えなくなります。
認する」をご覧ください。

I-60

お使いのコンピューターは WSD（Web
Services for Devices）に対応してい
ません。

WSD を利用してコンピューターにスキャンした画像を保存する機
能は、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows
7 または Windows Vista の英語 OS で対応しています。プリン
ターとコンピューターが正しく接続されていることを確認してく
ださい。

Recovery
Mode

ファームウェアのアップデートに失敗し
たため、リカバリーモードで起動しまし
た。

以下の手順でもう一度ファームウェアをアップデートしてください。
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は、ネットワーク接続ではできません）。
2. エプソンのウェブサイトから最新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。

*: フチなし印刷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フチなし印刷できません（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。
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きれいに印刷できない
以下の「症状」から、各チェックポイントで示す「対処」をしてみてください。

症

状

：プリンター本体の設定項目

：プリンタードライバーの設定項目

用紙の設定を確認する

白いスジが入る、
かすれる

プリンターにセットした用紙と、コンピューターなどの用
紙種類を合わせてください。

解決
できない

コンピューター

等間隔でスジが入る

写真用紙や
ハガキ

普通紙

スマートデバ
イス

解決
できない

解決
できない

横スジの改善をする
ホーム画面から［プリンターのお手入れ］-［プリントヘッ
ドの位置調整］-［横スジの改善］を選択する

文字や罫線が二重に
なる、ぼやける

解決
できない

印刷のぼやけを改善する
ホーム画面から［プリンターのお手入れ］-［プリントヘッ
ドの位置調整］-［印刷のぼやけ改善］を選択する

用紙経路のクリーニングをする
縦スジ
用紙が汚れる、
インクが付着する

  縦スジ
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横スジ

①ホーム画面から［プリンターのお手入れ］-［用紙経路
のクリーニング］を選択する
② A4 普通紙をセットして、x ボタンを押す
印刷物に汚れやこすれがなくなるまでこの作業を繰り返し
てください。

横スジ

用紙の反りを直す

解決
できない

解決
できない

Mac OS でプリンタードライバーからユーティリティを実行するには
1.［システム環境設定］‐［プリンタとスキャナ］でプリンタを選択
2.・［オプションとサプライ］-［ユーティリティ］-［プリンタユーティリティを開く］で各機能を使用できます。
・［オプションとサプライ］-［オプション］または［ドライバ］で設定ができます。

ノズルチェックとヘッドクリーニングをする
①ホーム画面から［プリンターのお手入れ］
［ノズルチェッ
ク］を選択して、ノズルチェックパターンを印刷する
②パターンを確認する
線が欠けている
［はい］を選択して
クリーニングを
実行する

解決
できない

線が欠けていない
［いいえ］を
選択して終了

それでも解決できない

全ての線が印刷されるまで、ノズルチェックとヘッドク
リーニングを繰り返してください。4 回繰り返しても改
善しないときは、プリンターの電源を切り、6 時間以上
放置したあと再度実行してください。
N「プリントヘッドの目詰まりを防止する」
N
（29 ページ）

［印刷品質］の設定を［きれい］に変更する

解決
できない

方法」（ii ページ）
解決
できない

印刷速度が低下します。

（33 ページ）

N「半透明フィルムのクリーニング」
N
（22 ページ）

3

解決できない

Windows：
［応用設定］タブ
Mac：［オプション］または［ドライバ］

2

製品に関して質問や
相談をする

U「お問い合わせ先」

半透明フィルムをクリーニングする

［双方向印刷］の設定を無効にする

『ユーザーズガイド』-「困った
ときは」
U「マニュアルへのアクセス

Windows ：［基本設定］タブ
Mac：［プリンタユーティリティを開く］
［きれい］を選択すると、高品質で印刷できますが、

1

本書にないトラブルを
調べる

修理を依頼する

エプソンのウェブサイト

解決
できない

＜ www.epson.jp/support/ ＞

双方向印刷を無効にすると印刷速度が低下します。
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用紙が詰まった
用紙が詰まると画面にエラーメッセージが表示されま
す。OK ボタンを押し、画面のガイダンスに従って用
紙を取り除いてください。

印刷できない
コンピューターから印刷できない
プリンタードライバーの［ユーティリティー］-［印刷
待ち状態表⽰］をクリックし、プリンターの状態を確
認してください。

K

• プリンター内部に手を入れて用紙を取り
除くときは、操作パネルのボタンには触
らないでください。プリンターが動き出
してけがをするおそれがあります。また、
突起などでけがをしないように注意して
ください。
• 用紙はゆっくりと引き抜いてください。
勢いよく引っ張るとプリンターが故障す
ることがあります。

給紙できない
• プリンターを水平な場所に設置して、適切な環境で
使用してください。
• 本製品で印刷できる用紙を使用してください。

• 不要な印刷データが残っている
［プリンター］メニューで［すべてのドキュメント
の取り消し］を選択する
• コンピューターが⼀時停⽌やオフラインになってい
る
［プリンター］メニューで⼀時停⽌またはオフライ
ンのチェックを外す
• また、うまく接続できていないときは再接続をして
ください。
詳しくは『ユーザーズガイド』-「困ったときは」を参
照してください。

• 印刷用紙取り扱い上のご注意に従ってください。
• 印刷用紙はセット可能枚数を超えてセットしないで
ください。
• プリンターの用紙サイズと用紙種類の設定を、実際
にセットした用紙に合わせてください。
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スマートデバイスから印刷できない
アプリをアンインストールしてから、インストールと
接続をやり直してください。
N「スマートデバイスと接続する」
N
（12 ページ）

うまく接続できない
プリンターのネットワーク接続状態を確認します。

1

A4 サイズの普通紙をセットする
N「印刷の調整をする」
N
（10 ページ）

2
3

ホーム画面で［設定］を選択する
［ネットワーク設定］-［接続診断］の
順に選択する
ネットワーク接続診断が始まります。

4

x ボタンを押す
ネットワーク接続診断レポートが印刷されま
す。

診断結果に NG がある場合は、『ユーザーズガイド』
-［ネットワーク接続診断レポートの見方と対処方法］
を参照し、エラー番号に応じた対処をしてください。

エラー番号

NG の項目が
ある
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プリンターを快適に使うために
プリンターに衝撃を与えない
設置や移動時にプリンターに衝撃を与えると、プリン
トヘッド内に気泡が入ってしまい、インクが出なくな
る可能性があります。
ゆっくり、優しく扱ってください。

• 用紙を正しく保管してください。
紙は湿度によって、吸湿と乾燥を繰り返します。吸
湿により用紙が反ったりホコリが付着するため、プ
リンターを使用しないときは、用紙をパッケージに
戻し、高温・高湿・直射日光を避け、暗所に保管し
てください。
• 用紙のセット可能枚数を超えてセットしないでくだ
さい。
N「印刷できる用紙とセット枚数」
N
（16 ページ）

印刷後の品質を保つために
移動させた後は、ノズルチェックとヘッドクリーニン
グをすることをお勧めします。
N「ノズルチェックとヘッドクリーニングをする」
N
（25 ページ）

紙詰まりや給紙不良を防ぐには
• 平らでまっすぐな用紙を使用してください。

使用できない用紙は紙詰まりや給紙不良の原因になりま
す。
波打っている用紙

角が反っている用紙

印刷後は乾燥させてから保存してください。
ドライヤーなどで乾燥させたり、直射日光に当てたり
しないでください。

ホコリが付かないようにする
プリンターを使用しないときは、カバー類を閉じてく
ださい。
プリントヘッドのノズル（インクを出す穴）はとても
小さいため、ホコリが付いただけでも目詰まりする場
合があります。またホコリが内部ローラーに付着し、
給紙不良を起こす場合があります。

きれいにスキャン・コピーするために

N「印刷できない用紙」
N
（15 ページ）

• 印刷用紙を正しい方向でセットして、印刷用紙の側
面に用紙ガイドを合わせてください。

原稿をセットする前に、原稿台のガラス面に汚れやホ
コリが付いていないか確認してください。
• 原稿台や原稿自体が汚れていたり、ホコリが付いて
いると、汚れまでデータとして読み取ってしまうこ
とがあります。
• 汚れがある場合は、やわらかい布に水を含ませ固く
しぼり、汚れが付着した部分を清掃してください。
（ティッシュペーパーなど、繊維くずが出るものは
使用しないでください）
• 使用しないときは、原稿台にホコリが付かないよう
に、原稿カバーを閉じておいてください。
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プリントヘッドの目詰まりを防止する
プリントヘッドの目詰まりとは？
インクの乾燥などにより、プリントヘッドのノズル（インクを出す穴）が目詰ま
りしてしまうことがあります。ノズルが目詰まりすると、印刷結果にスジ（線）
が入ったり、色合いがおかしくなったりします。
また、目詰まりがひどいときには白紙で印刷されることもあります。

なぜ目詰まりを起こすの ?
油性ペンなどにペン先の乾燥を防ぐキャップがあるように、プリンターにもインクの乾燥を防ぐためのキャップがあ
ります。P ボタンを押して電源を切ると自動でキャップされるようになっていますが、完全に電源が切れる前にコ
ンセントを抜くと、正しくキャップされずにインクが乾燥して目詰まりが発生してしまいます。

プリントヘッドの目詰まりを防止するために
必ず操作パネル上の P ボタンで、電源を入 / 切してください。

P ランプ点滅中は、プリントヘッドのキャップ動作をしています。P ランプ

が消灯するまで（約 20 秒）は、コンセントを抜いたりテーブルタップのスイッ
チを切ったりしないでください。

目詰まりが起きてしまったら…
ヘッドクリーニングをすることで、目詰まりを解消できます。
N「ノズルチェックとヘッドクリーニングをする」
N
（25 ページ）

最新のファームウェアを使用する
プリンターがインターネットに接続されていると、操作パネルでプリンターのファームウェアが更新できます。
今まで起こっていたトラブルの解消、機能の改善や追加が行われるため、最新版にしてお使いください。

［定期通知設定］を［する］にしておくと、新しいファームウェアがある
かを定期的に確認し、最新版があるときにお知らせします。
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サービスとサポート
弊社が行っている各種サービス・サポートの詳細は、33 ページの「お問い合わせ先」をご覧ください。

修理に出す前に
「故障かな？」と思ったときは、まず本書や『ユーザー
ズガイド』-「困ったときは」のトラブル対処法をお読
みください。
それでもトラブルが解決しないときは以下の準備をし
てください。

修理に出すときは
① 修理に出す前に の③で記入した「お客様診断シート」
を製品の原稿台の上に載せて、原稿カバーを閉じる。

原稿カバー

① 保証書の有無および内容の確認をする。
② 補修用性能部品および消耗品の保有期間を確認する。

原稿台

③「お客様診断シート」を印刷して、トラブルの内容
を記入する。
ボタンを押し、［お客様診断シート］を選択して印刷し
ます。

「 お 客 様 診 断 シ ー ト 」（31 ペ ー ジ ） を コ ピ ー し て 使
用することもできます。コピーできないときは切り取っ
てください。

②「修理品送付・持ち込み依頼先」に修理を依頼する。
保守サービスの受付窓口
保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、以下
で承ります。
• お買い求めいただいた販売店

■■保証書について
保証期間中に故障した場合には、保証書の記載内容に
基づき修理いたします。保証期間、保証事項について
は、保証書をご覧ください。
保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。
「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないか
ご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期
間内であっても保証期間内と認められないことがあり
ます。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただい
た販売店までお申し出ください。
保証書は大切に保管してください。

■■補修用性能部品および消耗品の保有期間
本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、
製品の製造終了後 5 年間です。
改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更する
ことがあります。
故障の状況によっては、弊社の判断により、製品本体
を同一機種または同等仕様の機種と交換等させていた
だくことがあります。同等機種と交換した場合は、交
換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくな
ることがあります。
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• エプソンの修理センター
• エプソンのウェブサイト
www.epson.jp/support/

■製品に関するご質問・ご相談先
（カラリオインフォメーションセンター）
製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えしま
す。
【電話番号】050-3155-8022
◎上記電話番号がご利⽤できない場合は、
042-507-6480 へお問い合わせください。
■修理品送付・持ち込み依頼先
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、
下記修理センターまで送付願います。
• 札幌修理センター：011-805-2886
• 松本修理センター：050-3155-7110
• ⿃取修理センター：050-3155-7140
• 沖縄修理センター：098-852-1420

お客様診断シート

お客様診断シート

ご使用の製品と一緒に修理センターへ送付いただくシートです。

修理に出す前にしていただきたいこと
①このページをコピーして、チェック項目をご記入ください。
②記入後、製品と一緒に修理センターへ送付してください。
☝不具合の解析時間が短縮されることがあります。
切り取り
Q1：いつ頃から故障が発生していますか？
□使用開始直後から

□ある程度使用してから（購入後

年

ヶ月頃から）

□その他（

）

Q2：故障の発生頻度を教えてください。
□使用するたびに発生

□頻繁に発生する

□稀に発生する

□初めて

□その他（

）

Q3：お客様の製品の症状をお聞かせください。
製品によっては対応していない機能があります。
＜印字異常のとき＞
ヘッドクリーニングを4回程度試してみましたか？

□はい

□いいえ

以下のあてはまる症状の□に、
チェック［ ］を入れてくだ
さい。

□色が出ない

ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に4回程度実施してく
ださい。それでも目詰まりが解消されないときは、6時間以上放置
したあと、再度目詰まりの状態を確認してください。
詳しくは『ユーザーズガイド』の「ノズルチェックとヘッドクリー
ニングをする」をご確認ください。

□スジが入る（□縦スジ

□横スジ）

□色味がおかしい（□濃淡

□色むら/かすれがある □用紙が汚れる（□印刷する面全て

□裏汚れ

□前端

□かすれ

□色が出ない）

□後端 ）

□文字や線がずれる/2重になる □ヘッドクリーニングしても復帰できない（実施したクリーニング回数：
□強力クリーニングをしても復帰できない
□その他（

切
り
取
り

）

【お願い】差し支えないようでしたら、お客様のプリンターで発生した印刷異常の結果を、製品と一緒に
送付してください。不具合解析時間が短縮されることがあります。
＜用紙の給紙/排紙不良のとき＞
□用紙が詰まる

□詰まった紙が取れない

□給紙されない

□白紙で排出される
□用紙が斜めに印刷されて出てくる
異常が発生する用紙種類、用紙サイズをご記入ください。
用紙種類：

□同時に数枚排出される

□用紙が出てこない

，用紙サイズ：

，用紙メーカー名：

□その他（

）

【お願い】 差し支えないようでしたら、お客様のプリンターで発生した印刷異常の結果（可能であれば
5〜10枚）を、製品と一緒に送付してください。不具合解析時間が短縮されることがあります。
＜エラー発生のとき＞
□プリンターエラーが頻繁に発生する（エラーコード：0x

）

□電源が切れない/入らない

□パネルにエラーメッセージが表示される（エラー内容：

）

□その他（

）

＜認識不良のとき＞
認識しない物を選んでください。
□SDカード
□コンピューター（接続方法：□USB □無線LAN
□スマートフォン/タブレット
□アクセスポイント/無線ルーター
□スキャナー（接続方法：□USB

□無線LAN □有線LAN）

□その他（

□有線LAN）

□外部ストレージ
）

認識しない物のメーカー、型番をご記入ください。
メーカー名：

型番：

＜その他＞
上記にお客様の症状が該当しない場合には、こちらにご記入をお願いいたします。

回）

お問い合わせ先
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純正インクカートリッジのご案内
プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使用することをお勧めします。
純正品以外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プリンター本来の性
能を発揮できない場合があります。純正品以外の品質や信頼性について保証できません。非純正品の使用に起因
して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。
エプソン製品以外のインクカートリッジ使用による不具合事例は、以下の URL からご覧ください。
www.epson.jp/support/shuri/tyui/ink.htm
純正インクカートリッジは以下の通りです。
アイコン

シリーズ名

シリーズ略称

画面の表示

商品名

型番

マグカップ

MUG

BK

マグカップ

ブラック

MUG-BK

C

マグカップ

シアン

MUG-C

M

マグカップ

マゼンタ

MUG-M

Y

マグカップ

イエロー

MUG-Y

-

マグカップ

4 色パック

MUG-4CL

「マグカップ」はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

メンテナンスボックスの型番
メンテナンスボックスは、お客様ご自身で購入・交換が可能な部品です。エプソン純正品のメンテナンスボック
スを使用することをお勧めします。
純正品の型番は以下の通りです。
EWMB3

消耗品の回収と廃棄
インクカートリッジの回収
エプソンは使用済み純正インクカートリッジの回収活動を通じ、地球環境保全と教育助成活動を推進しています。
より身近に活動に参加いただけるように、郵便局や学校での回収活動を推進しています。使用済みのエプソン純
正インクカートリッジを、最寄りの「回収箱設置の郵便局」や「ベルマークのカートリッジ回収活動に参加して
いる学校」にお持ちください。詳しくはエプソンのウェブサイトをご覧ください。
www.epson.jp/recycle/

インクカートリッジやメンテナンスボックスの廃棄
一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。
事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。
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