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ホーム画面の操作 ホーム画面は、本機の電源を⼊れたときに表⽰される画面です。
ホーム画面で行える操作は以下の通りです。

消耗品の残量や空き容量の目安です。
バーが短いほど、その色のインク残量やメンテ
ナンスボックスの空き容量が少ないことを⽰し
ています。

aが表示されている対象の新しいインクカートリッジ
やメンテナンスボックスを用意してください。交換の
案内が表示されるまで印刷できます。

  押すと...

型番を確認できます。

本機の現在の状態を示しています。

用紙のセットや取り外すときに押し
ます。
U 「印刷までの流れ」4.ページ

ネットワークの接続状態を示しています。
接続状態で表⽰されるアイコンが変わります。 .は
接続時は青くなり電波強度を⽰します。

 無線LAN  有線LAN

 Wi-Fi.Direct

本機の状態を確認、各種設定をしたいときに
押します。

 が表示されているときは、表示されていない項目がありま
す。
例：SC-T3150M

ネットワーク状態の切り替えができます。

Wi-Fi Directについては、以下をご覧ください。
U 「その他の印刷（Wi-Fi Direct印刷/アップロード印
刷）」16 ページ

  押すと...
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スライド押す

タッチパネルの操作

ロール紙の情報を示しています。
設定されている用紙種類とロール紙幅が表⽰されます。

ロール紙の交換などができます。 ロール紙セットの手順が表⽰されます。

  ロール紙セット時に押すと...   ロール紙未セット時に押すと...

通知されたお知らせの件数を示しています。
消耗品の残量が少なくなったときなど、通知があるときにバッジで件数を⽰しています。

スクロールバーが表示されて
いるときは、上下にスライド
してスクロールできます。

  押すと...

全て対応するとバッジは消えます。

未対応のお知らせが一覧で表⽰され、押すと対応方法が表⽰されます。

3



A 
［用紙設定］を押します。

B 給紙方法を選択します。

C ［手順を見る］を押すと作業の詳細が確認できます。

ホーム画面で［用紙をセットしてください］または［印刷可能］
が表示されているときは、単票紙カバーを開けて用紙のセットを
開始できます。ただし単票紙は、用紙セット後に Bで［単票紙（1
枚）］を選択してください。用紙が検知されません。

印刷までの流れ 用紙セットから印刷までの作業の流れを説明します。
良好な印刷品質を得るために、作業の流れを理解してくださ
い。

ロール紙

手順を見ながら用紙をセット用紙セット位置の確認

単票紙（1枚）

A4～最大印字幅
1枚のみ

＊ セット枚数は用紙により異なります。詳細は、『ユーザーズ
ガイド』（オンラインマニュアル）をご覧ください。

オートシートフィーダー
A4～ A3
複数枚＊
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設定項目は用紙によって異なります。.
用紙種類やサイズが合っていないと印刷結果にしわ、こすれ、ム
ラが生じます。

設定完了後［ＯＫ］を押す

［印刷可能］と表⽰されたら
印刷を開始できます。

ロール紙とオートシートフィーダーは同時に
用紙をセットしておき、プリンタードライ
バーで給紙方法を切り替えて印刷できます。

用紙種類 用紙残量または
用紙サイズ

エプソン製専用紙

用紙のパッケージに記載の用紙名称に合わせて設定する。

市販用紙

以下から選択する。
・普通紙
・コート紙<その他>
・フォトペーパー <その他>
・トレーシングペーパー
・トレーシングペーパー <薄手>
・マットフィルム

90秒間画面操作をしないと給紙が開始されるため、速やかに
設定してください。

用紙種類・用紙サイズを設定する 印刷する
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プリンタードライバーで印刷
建物の外観図などのCAD図面を高画質で印刷したいとき
に適しています。

K
線や部品が正しく印刷されないときは、.HP-GL/2また
はHP.RTLで印刷してください。

ここではAutoCAD.2018を例に説明します。

A ［印刷］をクリックします。

B ［プリンタ/プロッタ］で本機を選択して 
［プロパティ］をクリックします。

C ［カスタムプロパティ］をクリックします。

本機のプリンタードライバー画面が表示されます。

D ［基本設定］で［CAD/線画］を選択します。

Windows

Mac

CAD図面やGIS.図面は、用途に応じてどちらかの方法で印刷
してください。CAD図面の印刷
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HP-GL/2またはHP RTLで印刷
地図や設計図などのCAD図面やGIS図面を印刷したいと
きに適しています。

本機はHP-GL/2.（.HP.Designjet.750C基準）とHP.
RTL に対応したアプリケーションソフトで印刷できます。

給紙方法はロール紙、印刷品質は標準でメーカー設定され
ています。変更するときは、以下の作業の前に本機のメ
ニューで設定します。

ここではAutoCAD.2018を例に説明します。

A ［印刷］をクリックします。

B ［プリンタ/プロッタ］で、プロッターを設定します。

お使いの機種により、以下に設定します。

SC-T5150M/
SC-T5150/
SC-T5150N

HP Designjet 750C C3196A

SC-T3150M/
SC-T3150/
SC-T3150N/
SC-T2150

HP Designjet 750C C3195A

印刷されないとき・文字化けするとき
本機のメニューで以下の通り設定します。
［設定］ - ［本体設定］ - ［プリンター設定］ - ［印刷言語］ - 
［USBから印刷］ （または ［ネットワークから印刷］） - ［HP-
GL2］

プリンタードライバーから印刷をするときは、［HP-GL2］から
［Auto］ に戻してください。

単票紙に印刷したいとき・印刷品質を変更したいとき
本機のメニューから目的に合った設定を選択します。 
［設定］ - ［本体設定］ - ［プリンター設定］ - ［外部機器（PC）
印刷設定］

ペン幅やペン色を変更したいとき
本機のメニューから目的に合った設定を選択します。 
［設定］ - ［本体設定］ - ［プリンター設定］ - ［HP-GL/2 固有
印刷設定］

オーバーサイズで印刷したいとき
原稿サイズよりも大きな用紙をセットし、本機のメニューで以
下の通り設定します。 
［設定］  -  ［本体設定］ - ［プリンター設定］ - ［外部機器（PC）
印刷設定］  - ［ページ余白設定］ - ［オーバーサイズ］

7



A3

［出力サイズ］で［ロール紙幅に合わせる］を選択し、ロー
ル紙幅に短辺を合わせるか、長辺を合わせるか選択します。

Windows

Mac

ロール紙幅に合わせて印刷

横断幕/垂れ幕印刷 定形サイズで作成した原稿を、横断幕や垂れ幕用に拡大印刷
する方法を説明します。

横断幕や垂れ幕を印刷する流れ

アプリケーションソフトで原稿を作成する＊

プリンタードライバーで拡大方法を選択する

印刷する

＊.定形外サイズの原稿を作成するときは以下をご覧ください。.
U.「定形外サイズで印刷」10.ページ

原稿の短辺を 
ロール紙幅に合わせる

原稿の長辺を 
ロール紙幅に合わせる

原稿
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［出力サイズ］で［出力サイズに合わせる］を選択し、出力
サイズを選択します。

Windows

Mac

出力サイズに合わせて印刷

A3A4

原稿

出力サイズ

［出力サイズ］で［サイズを指定する］を選択し、出力サイ
ズまたは倍率を⼊力します。

Windows

Mac

サイズを指定して印刷

A4

1000 mm

原稿
出力サイズ
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定形外サイズで印刷するときの流れ

アプリケーションソフトで用紙サイズを登録・
選択する

原稿を作成する

拡大印刷する

ここでは24インチ（610.mm）のロール紙幅に合せた横
断幕を作るために、出力サイズの約1/3の縮尺の用紙サイ
ズで原稿を作成してから、拡大印刷する方法を説明します。

用紙サイズ*

出力サイズ

＊.設定できる用紙サイズは以下の通りです。.
用紙幅：89.mm～最大印字幅.
用紙長さ：127～ 91,000.mm（Windows）.
高さ：127～ 15,240.mm（Mac）

定形外サイズで印刷 横断幕や正方形などの定形外サイズの原稿作成から印刷まで
の作業を説明します。

用紙サイズを登録・選択する

Windows

A アプリケーションソフトを起動して、［ファイル］メ
ニューの［印刷］または［プリント］をクリックします。

B ［基本設定］画面で［ユーザー用紙設定］をクリッ
クします。

C 
［ユーザー定義用紙サイズ］画面で以下を入力します。

［保存］をクリックして、［OK］をクリックすると登録
が完了します。

D 
登録した用紙サイズを選択します。

例）Microsoft Word 2016

［印刷の向き］ ： ［横］
［サイズ］ ： ［横断幕］

登録した用紙サイズが表示されないときは、アプリケー
ションソフトの対応用紙サイズを確認してください。
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Mac

A 
アプリケーションソフトを起動して、［ページ設定］
をクリックします。

アプリケーションソフトによって、［ページ設定］が表示さ
れないときは、［プリント］を選択します。

B 
［方向］で  を選択して、［用紙サイズ］で［カ
スタムサイズを管理］を選択します。

C 
用紙サイズを以下の順で登録します。

で用紙サイズ名を横断幕と入力します。
でプリンター名を選択します。

［OK］をクリックすると登録が完了します。

原稿を作成する

原稿を作成します。

拡大印刷する

24インチロール紙をセットして、ロール紙幅に合せて拡
大印刷します。

拡大印刷については、以下をご覧ください。
U.「横断幕 /垂れ幕印刷」8.ページ
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コピー /スキャン原稿のセット
（SC-T5150M/SC-T3150M）

対応する原稿サイズと種類

原稿サイズ

原稿幅：.
SC-T5150M：148～ 915.mm（36インチ）.
SC-T3150M：148～ 610.mm（24インチ）.
原稿長さ：.
148～ 2720＊.mm
＊スキャン（600dpi）とコピー（きれい、高精細）のみ最大長
は2672.mm

1枚のみ

原稿は以下に注意してセットします。
• 原稿は右側に合わせる
• 原稿の読み取り面は上向きにする
• 絵の方向で原稿をセットする

原稿種類

-.普通紙
-.再生紙
-.コート紙
-.トレーシングペーパー
-.フィルム
-.青焼き
-.印刷本紙
-.キャリアシート

薄い原稿や傷付けたくない原稿はオプションのキャリアシートを
使用します。キャリアシートの使用方法は『ユーザーズガイド』
（オンラインマニュアル）をご覧ください。

手順を見ながら原稿をセット

A ［コピー］または［スキャン］を押します。

スキャンのときは、保存先を選択します。

B ［セット手順］を押します。

既に原稿がセットされているときは、［原稿取除き］ が表示
されます。原稿のセットをし直したいときは、［原稿取除き］
を押して、原稿をセットし直します。

C 画面に従って原稿をセットします。
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コピーの手順（SC-T5150M/SC-T3150M）

A 原稿をセットします。

U.「コピー /スキャン原稿のセット（SC-T5150M/
SC-T3150M）」12.ページ

B コピーの設定をします。

［基本設定］で、カラーや印刷品質、濃度や倍率を設
定します。

原稿種類などの詳細設定をするときは、［応用設定］か
ら設定をします。

C コピー部数を設定します。

D ［コピー］ボタンを押すと原稿の読み取りが開始さ
れます。

E 原稿の読み取りが完了したら、原稿を取り外します。

原稿を持ち、画面で［OK］ボタンを押して原稿を取り
外します。

原稿の取り外しが完了すると、印刷を開始します。

原稿読み取り後に原稿を排紙口で保持せずに、排紙したい
ときは、本機のメニューで以下の通り設定します。

［設定］-［本体設定］-［スキャン設定］-［原稿読み取り設定］- 
［原稿排出確認］-［オフ］
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スキャンの手順（SC-T5150M/SC-T3150M）

書類やCAD図面を読み取って画像データにして、データ
保存したり、電子メールで送信したりすることができます。

フォルダー メール 外部メモリー

フォルダー ネットワーク上の指定フォルダー（共有フォルダー）
に保存できます。

メール プリンターから直接メールに添付して送信できます。

外部メモリー プリンターにセットしたUSBフラッシュメモリーに 
保存できます。

フォルダーへの保存とメール送信は事前に設定が必要です。詳
細は『システム管理者ガイド』をご覧ください。

A 原稿をセットします。

U.「コピー/スキャン原稿のセット（SC-T5150M/
SC-T3150M）」12.ページ

B 保存先/宛先の指定をします。

保存先や宛先は、事前に登録されている宛先のリス
トから選択するか、直接⼊力して指定します。

①［宛先］タブ 登録されている宛先から指定します。

②アドレス帳 アドレス帳に登録されている宛先から指定します。
また新規登録もできます。

アドレス帳に宛先が登録されていないときは、［直接入力］を選択
します。詳細は『ユーザーズガイド』（オンラインマニュアル）を
ご覧ください。

C  ［スキャン設定］ でスキャンの設定をします。

カラーモードやファイル形式などを選択します。
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D 
 ［保存］ボタンを押すとスキャンが開始されます。

E スキャンが完了したら、原稿を取り外します。

原稿を持ち、画面で［OK］ボタンを押して原稿を取り
外します。

スキャン後に原稿を排紙口で保持せずに、排紙したいときは、 
本機のメニューで以下の通り設定します。
［設 定］-［本 体 設 定］-［スキャン設 定］-［原 稿 読 み 取り設 定］- 
［原稿排出確認］-［オフ］

コピーやスキャンなどでよく使う設定値をお気に入りとして登録で
きます。
各設定画面で［お気に入り］を選択し、［お気に入りに登録］を
押します。登録名称を入力し［OK］ボタンを押すと登録されま
す。

お気に入りの編集や登録ができないときは、管理者によって機能
が制限されている可能性があります。プリンターの管理者に問い
合わせてください。
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その他の印刷（Wi-Fi Direct印刷/アップロード印刷）

Wi-Fi Directの接続
訪問先などで有線 LAN接続や無線 LAN接続ができない
ときは、Wi-Fi.Direct でお使いの機器と本機を接続します。

A ホーム画面で  を押します。

B ［Wi-Fi Direct］を押します。

以降は画面の指示に従って接続を完了してください。

C プリンタードライバーやその他の機能を使って印刷
します。
印刷方法は『ユーザーズガイド』（オンラインマニュア
ル）をご覧ください。

Web Configでアップロード印刷
（SC-T5150M/SC-T3150M）
Web.Configのアップロード印刷を使用すると、プリンター
ドライバーをインストールしていないコンピューターから
印刷できます。
対応ファイルは JPEG、HP-GL/2、TIFF、PDF＊の 4種
類です。

＊エプソン製インクジェットプリンターのスキャン機能で作成し
たデータのみ。ただし、EPSON.Scan、Epson.Scan2等のア
プリケーションで作成したデータは非対応。

A 本機とネットワークで接続されているコンピューター
でWebブラウザーを起動します。

B Webブラウザーのアドレスバーに本機のIPアドレス
を入力して、【Enter】または【Return】キーを押
します。

C ［印刷］タブを表示します。

［印刷］タブが表示されていないときは、システム管理
者に問い合わせてください。

D データをドラック&ドロップすると、印刷を開始しま
す。
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マークの意味

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。

N 関連した内容の参照ページを示していま
す。

［xxxxxx］ 操作パネルやコンピューターの画面に表示
される文字列やボタンは［ ］で囲んで示し
ます。

掲載画面
•  本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。ま

た、OS の違いや使用環境によっても異なる画面となる場
合がありますので、ご注意ください。

•  本書に掲載するWindows の画面は、特に指定がない限り 
Windows 10 の画面を使用しています。

•  本書に掲載するMacの画面は、特に指定がない限り 
macOS  Sierraの画面を使用しています。

掲載イラスト
本書では、特に記載がない限りSC-T3150Nのイラストを
掲載しています。

商標
「EPSON」、「EPSON EXCEED YOUR VISION」、
「EXCEED YOUR VISION」はセイコーエプソン株式会社
の登録商標または商標です。
Mac、macOSは 米 国 お よび そ の 他 の 国 で 登 録 さ れ た
Apple Inc. の商標です。
Microsoft, Windows, Windows Vista は、米国Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標で
す。
AutoCAD は、米国および/またはその他の国々における、
Autodesk, Inc.、その子会社、関連会社の登録商標または
商標です。
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

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。
•  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。
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〒160-8801　東京都新宿区新宿四丁目1番6号　JR新宿ミライナタワー 29階 
〒392-8502　長野県諏訪市大和三丁目3番5号

ビジネス(インク)   2020.10

上記 050 で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス KDDI 光ダイレクトを利用しています。
本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

お問い合わせの前に

サポート情報サイト FAQ（よくあるご質問）

最新ソフトウェア、製品マニュアルなど、
製品のサポート情報満載のサイトです。

困ったときの対処方法を
分かり易く説明しています。

epson.jp/support/ epson.jp/faq/

製品に関するご質問・ご相談/運用支援

営業日、営業時間の詳細はサポート情報サイトでご確認ください。

メールで相談する 電話で相談する

epson.jp/mail/ 050-3155-8066
エプソンインフォメーションセンター

修理のお申し込み

豊富な修理メニューをご用意しております。詳細(対象製品など)はウェブサイトでご確認ください。 epson.jp/shuri/

出張修理サービス

電話で申し込む
050-3155-8600

Web で申し込む
epson.jp/119/

0120-545-101
ご購入相談・ご注文窓口

epson.jp/shop/

お近くのエプソン商品取扱店またはエプソンダイレクトショップでお買い求めください。

エプソンダイレクトショップ

消耗品のご購入

ショールームショールーム

最新のエプソン商品を実際にお試し
いただけます。

epson.jp/showall/

ユーザー登録していただくと、お客様に商品の最新情報や
活用のためのヒントをお届けいたします。

myepson.jp/

会員制情報提供サイト（MyEPSON）

ご指定の場所へサービスエンジニアを派遣し、
その場で修理するサービスです。

引取修理サービス

電話で申し込む

Web で申し込む
epson.jp/door/

050-3155-7150

ご指定の日時・場所に修理品を引き取りにお伺い
するサービスです（有償）。

アフターサポート・サービスのご案内
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操
作
ガ
イ
ド

こんなときは

対処方法
横または、縦のスジが入る

罫線が二重になる・文字がゆがむ

しわ・こすれ・色ムラが生じる

印刷結果が改善されるまで、以下の順で対処を実施してください。
印刷対象の用紙をセットしてから始めてください。

用紙種類を確認
ホーム画面の［用紙設定］を押して確認します。違っていたら、対象の給紙方法の行を押して
変更してください。
用紙種類の設定方法は以下をご覧ください。
U 「印刷までの流れ」.-.「用紙種類・用紙サイズを設定する」5.ページ

印刷結果が改善されないとき

用紙調整を実施
ホーム画面の［用紙設定］- 対象の給紙方法の行 -［用紙調整］の順で押します。画面の指示に
従って、調整してください。

印刷結果が改善されないとき

ノズルの目詰まり確認とヘッドクリーニングの実施
ホーム画面の［設定］-［プリンターのお手入れ］-［プリントヘッドのノズルチェック］の順で押します。
画面の指示に従って、ノズルチェックパターンの印刷・確認とヘッドクリーニングを実施します。

3回繰り返してもノズルの目詰まりが改善しないとき

強力ヘッドクリーニングの実施
ホーム画面の［設定］-［プリンターのお手入れ］-［強力ヘッドクリーニング］の順で押します。

それでもノズルの目詰まりが改善されないときは、エプソンのお問い合わせ窓口に連絡してください。

インクがポタ落ちする ヘッドクリーニングをしてください。
ホーム画面の［設定］-［プリンターのお手入れ］-［プリントヘッドのクリーニング］の順で押します。

スキャン・コピー時にスジが入る スキャナーのガラス面が汚れています。『ユーザーズガイド』（オンラインマニュアル）をご覧になり
ガラス面を清掃してください。

原稿の給紙がうまくできない
原稿の幅が正しく認識されない

『ユーザーズガイド』（オンラインマニュアル）の「困ったときは」をご覧になり、原稿をセットして
ください。
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