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ご使用の前に

マークの意味

ご使用の前に

安全に関するマーク

マニュアルの種類と使い方

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。

マニュアルの構成
本機には以下のマニュアルが付属しています。
PDF マニュアルは、本機付属のソフトウェアディスクに

A

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。

収録されています。PDF マニュアルは、Adobe Reader や
プレビュー（Mac OS X）などでご覧ください。
セットアップガイド
（冊子）

本機を箱から取り出した以降から、本
機を使用可能にするまでの作業を説明
しています。作業を安全に行うため
に、必ずご覧ください。

クイックガイド
（冊子）

用紙のセット・交換方法や拡大印刷の
方法など日常行う作業や機能をすぐに
確認できるように抜粋してまとめまし
た。いつでもご覧になれるように、本
機の近くに置いてお使いください。

ユーザーズガイド
（本書）

一般情報に関する表示

本機の基本的な操作方法や日常お使い
いただく上で必要な事項、プリンター
ドライバーの使い方、さまざまな目的
ごとの印刷方法、エプソン製専用紙に
ついてのご案内、困ったときの対処方
法などを説明しています。

ネットワークガイド
（PDF）

ネットワークプリンターとして使用す
るための情報を記載しています。

EpsonNet Print の使
い方（PDF）

EpsonNet Print を使用するための情報
を掲載しています。EpsonNet Print
は、Windows 標準のネットワーク印
刷以外で印刷するときに使用するソフ
トウェアです。ソフトウェアディスク
に収録されています。

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。

L

補足説明や参考情報を記載していま
す。

U

関連した内容の参照ページを示してい
ます。参照先が青字で記載されている
ときは、青字の部分をクリックすると
該当のページが表示されます。

［プリンター設定］

操作パネルやコンピューターの画面に
表示される文字列は[ ]で囲んで示し
ます。

【 Z 】ボタン

操作パネルのボタン名称を示していま
す。

製品マニュアルの最新版 PDF データをダウンロードでき

掲載画面

るサービスを提供しています。
www.epson.jp/support/

・本書の画面は実際の画面と多少異なることがあります。
また、OS の違いや使用環境によっても異なる画面とな
ることがありますので、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 7 の画面を使用しています。
・本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限
り Mac OS X Lion の画面を使用しています。
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OS の表記

PDF マニュアルの見方

Windows の表記

Adobe Reader で PDF マニュアルを見る際の基本的な操作

®

を Adobe Reader DC で表示したときを例に説明します。

®

Microsoft Windows XP operating system 日本語版
®

®

Microsoft Windows Vista operating system 日本語版
®

®

®

®

®

®

®

®

Microsoft Windows 7 operating system 日本語版
Microsoft Windows 8 operating system 日本語版
Microsoft Windows 8.1 operating system 日本語版
Microsoft Windows 10 operating system 日本語版
®

®

®

®

®

®

®

®

Microsoft Windows Server 2003 operating system 日本
語版
Microsoft Windows Server 2008 operating system 日本
語版
Microsoft Windows Server 2008 R2 operating system 日
本語版
Microsoft Windows Server 2012 operating system 日本
語版
本書では、上記の OS（オペレーティングシステム）をそ
れぞれ「Windows XP」
、「Windows Vista」
、「Windows 7」
、
「 Windows 8 」、「 Windows 8.1 」、「 Windows 10 」、
「 Windows Server 2003 」、「 Windows Server 2008 」、

A PDF マニュアルを印刷するときにクリックします。

「Windows Server 2008 R2」
、「Windows Server 2012」と

B クリックするたびに、しおりを閉じたり表示したり
します。

表記しています。またこれらの総称として「Windows」を

C タイトルをクリックすると該当のページが表示され

使用しています。

ます。

Mac OS の表記

［＋］をクリックすると、下の階層のタイトルが表

Mac OSX v10.5.8 以降

示されます。

本書では、上記各オペレーティングシステムを「Mac OS

D 参照先が青字で記載されているときは、青字の部分

X」と表記しています。

をクリックすると該当のページが表示されます。
元のページに戻るときは、以下のように行います。
Windows の場合

掲載イラスト

【Alt】キーを押したまま【←】キーを押します。

本書では、特に記載がない限り SC-T7255 のイラストを掲

【command】キーを押したまま【←】キーを押しま

Mac OS X の場合

載しています。

す。

E 確認したい項目名などキーワードを入力して検索が
できます。
Windows の場合

PDF マニュアルのページ上で右クリックし、表示さ
れたメニューで［簡易検索］を選択すると、検索ツー
ルバーが表示されます。
Mac OS X の場合

［編集］メニューで［簡易検索］を選択すると、検
索ツールバーが表示されます。
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F 表示中の文字が小さくて見えにくいときは
リックすると拡大します。

をク

をクリックすると縮小

します。イラストや画面図など拡大する部分を指定
するには、以下のように行います。
Windows の場合

PDF マニュアルのページ上で右クリックし、表示さ
れたメニューで［マーキーズーム］を選択します。
ポインターが虫眼鏡に変わりますので拡大したい箇
所を範囲指定します。
Mac OS X の場合

［表示］メニュー -［ズーム］-［マーキーズーム］
の順にクリックすると、ポインターが虫眼鏡に変わ
ります。そのまま虫眼鏡のポインターで拡大したい
箇所を範囲指定します。

G 前ページ/次ページを表示します。
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各部の名称と働き
正面
SC-T7255 のイラストで説明します。排紙バスケットなど、形状が異なっていても同じ働きをします。

A プリンターカバー

D 排紙バスケット/大容量排紙バスケット

内部の清掃、紙詰まり時などに開けます。

排紙された用紙を収容し、汚れや折れを防ぎます。
SC-T3255 は、オプションの専用スタンド（24）また

B ボード紙サポート
ボード紙印刷時に起こしてボード紙をセットします。

は大判複合機用スタンド（24）に排紙バスケットが

ボード紙が円滑に給排紙できるようにサポートしま

付属しています。

す。

U「排紙バスケットの使い方（SC-T7255/SC-T5255/

U「ボード紙のセットと取り外し」39 ページ

SC-T3255）」45 ページ
U「大容量排紙バスケットの使い方（SC-T7255D/

C メンテナンスボックスカバー

SC-T5255D）」48 ページ

メンテナンスボックス交換時に開けます。
お使いの機種によっては、右側 1 つだけのものがあ

E キャスター

ります。

左右のスタンドに 2 つずつ付いています。本機を設

U「メンテナンスボックスの交換」172 ページ

置後はキャスターを常にロックした状態でお使いく
ださい。
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F スタックガイド
（SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255 のみ）

Q 大型アラートランプ
エラーが発生すると、点灯/点滅します。

排紙バスケットに収容する排紙のサイズに応じてガ

点灯/

イドを切り替えます。

点滅

U「排紙バスケットの使い方（SC-T7255/SC-T5255/

： エラーが生じています。エラーの内容に
よって、点灯/点滅が異なります。エラー
の内容は、操作パネルの画面で確認でき

SC-T3255）」45 ページ

ます。

G スタックガイド切り替えレバー
（SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255 のみ）

消灯

： 問題ありません。

R ロール紙仮置き台

スタックガイドの切り替え操作をするレバーです。

ロール紙をセットする際に、仮置き台に置いてロー

H カートリッジカバー

ル紙アダプターを取り付けます。
U「ロール紙アダプターの取り付け方」27 ページ

インクカートリッジ交換時に開けます。
U「インクカートリッジの交換」171 ページ

I インクカートリッジ

S アダプターガイド

インクカートリッジは、全スロットに装着してくだ

ロール紙を装着するときのガイドです。ロール紙を

さい。

このガイドに沿って移動させ、アダプターホルダー
に装着します。

J 電源コネクター

U「ロール紙アダプターの取り付け方」27 ページ

付属の電源コードを接続します。

K Option ポート

T ロール紙ロックレバー

大判複合機用スキャナーなどのオプションを接続し

アダプターホルダーに装着したロール紙を固定する

ます。

レバーです。

L USB ポート

U アダプターホルダー

USB ケーブルでコンピューターと接続します。

ロール紙をセットしたロール紙アダプターを装着し
ます。

M LAN ポート

V 給紙口

LAN ケーブルを接続します。

ロール紙や単票紙を印刷するときの給紙口です。
単票紙は手差しで 1 枚ずつ挿入します。

N データランプ

W プリントヘッド

ネットワークの接続状態またはデータの受信状態が

左右に移動しながら、高密度化ノズルでインクを吐

点灯/点滅で示されます。

出して印刷します。

点灯

： 接続状態です。

点滅

： データ受信中です。

X ロール紙カバー
ロール紙を保護するカバーです。ロール紙のセット
と取り外しを除いて閉めた状態でお使いください。

O ステータスランプ

Y 排紙ガイド

ネットワークの通信速度が色で示されます。
消灯

： 10Base-T

赤色

： 100Base-T

緑色

： 1000Base-T

排紙された用紙が排紙バスケットにスムーズに収納
されるように誘導します。

P 操作パネル
U「操作パネル」13 ページ
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背面
SC-T7255D のイラストで説明します。

A Option スロット

C 背面カバー
（SC-T7255D/SC-T5255D のみ)

オプションのハードディスクユニット、または Adobe

ロール 2 ユニットに装着しているロール紙が詰まっ

PostScript 3 拡張ユニットを装着するスロットです。

たときに開けて詰まった用紙を取り除きます。
通常は、必ず閉めた状態でお使いください。

B ロール 2 ユニット接続コネクター
（SC-T7255D/SC-T5255D のみ)

U「ロール紙が詰まった」189 ページ

ロール 2 ユニットの接続ケーブルを接続します。
通常は、必ずケーブルを接続した状態でお使いくだ
さい。
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ロール 2 ユニット
（SC-T7255D/SC-T5255D）

ロール紙アダプター
付属のロール紙アダプターは、ロール紙を本機にセット
する際に使用します。
U「ロール紙アダプターの取り付け方」27 ページ

SC-T7255D のイラストで説明します。

A アダプターロックレバー
レバーを起こすとロックが外れ、倒すとロックされ
ます。ロール紙に取り付けるときはロックを外し、
取り付けた後でロックします。

A 給紙口

B サイズ切り替えレバー

ロール紙を給紙するときの差し込み口です。
U 「 ロ ー ル 2 の セ ッ ト 方 法 （ SC-T7255D/SC-

取り付けるロール紙の紙管サイズに応じて切り替え
ます。

T5255D のみ）」31 ページ

B 引き出し手掛け
ロール紙のセット/取り外し時には、ここに手を掛け
てロール 2 ユニットを出し入れします。
U 「 ロ ー ル 2 の セ ッ ト 方 法 （ SC-T7255D/SCT5255D のみ）」31 ページ

C アダプターガイド
ロール紙をセットしたロール紙アダプターをこのガ
イドに沿って移動させ、アダプターホルダーに装着
します。
U 「 ロ ー ル 2 の セ ッ ト 方 法 （ SC-T7255D/SCT5255D のみ）」31 ページ

D アダプターホルダー
ロール紙をセットしたロール紙アダプターを装着し
ます。

E ロール紙ロックレバー
アダプターホルダーに装着したロール紙を固定する
レバーです。
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F 【 y 】ボタン（戻るボタン）

操作パネル

メニュー表示中にひとつ上の階層に戻るときに押し
ます。U「メニューの操作」128 ページ

G 【 l 】/【 r 】ボタン（左右ボタン）
・タブ選択時に押します。選択されたタブは反転表
示され、状態表示エリアが選択されているタブに
応じた内容に変わります。
U「画面の見方」14 ページ
・メニュー表示中に、［設定名の登録］や［IP アドレ
ス］など、文字入力が必要な項目で入力する文字
位置の指定や 1 文字消去するときに押します。

H 【 u 】/【 d 】ボタン（上下ボタン）
メニュー表示中にメニュー項目や設定値を選択する
ときに押します。U「メニューの操作」128 ページ

I 【 Z 】ボタン
・ボタンを押すと現在、画面で選択されているタブ
のメニューが表示されます。
U「操作パネルのメニューの使い方」128 ページ
・メニュー表示中に、項目を選択した状態で押すと、
そのメニューのひとつ下の階層に進みます。
・メニューで設定値を選択した状態で押すと、その
設定値が有効に設定されるか、あるいは実行され
ます。

A 【 P 】ボタン（電源ボタン）

J【

ニューが表示されます。確認したい項目を選択し、

B Pランプ（電源ランプ）

【 Z 】ボタンを押すとヘルプが表示されます。

本機の動作状態が点灯/点滅で示されます。

K 【 " 】ボタン（メンテナンスボタン）

点灯 ： 電源が入っています。

画面にメンテナンスメニューが表示され、ノズル

点滅 ： データ受信中または本機の電源を切る、ヘッ

チェックとヘッドクリーニングが行えます。

ドクリーニングなどの処理中です。

U「プリントヘッドの調整」165 ページ

消灯 ： 電源が入っていません。

L 【 W 】ボタン（ポーズ/キャンセルボタン）

C 【 ( 】ボタン（用紙セット/取り外しボタ
ン）

・印刷中に押すと、一時停止（ポーズ）状態になり
ます。ポーズ状態を解除するには、再度【 W 】ボ

ボタンを押すと、画面に用紙セット/取り外しメニュー

タンを押すか、画面の［ポーズ解除］を選択して

が表示されます。取り付ける用紙タイプ、または［用

【 Z 】ボタンを押します。画面で［ジョブキャン

紙取り外し］を選択して【 Z 】ボタンを押すと、

セル］を選択して【 Z 】ボタンを押すと処理中の

セット方法や取り外し方が表示されます。画面に従っ

印刷をキャンセルできます。

てセット、取り外しをしてください。

・メニューやヘルプを表示中に押すと、メニューや

D 画面

ヘルプを終了し印刷可能状態に戻ります。

本機の状態やメニュー、エラーメッセージなどが表
示されます。U「画面の見方」14 ページ

E 【Menu】ボタン
ボタンを押すと現在、画面で選択されているタブの
メニューが表示されます。（

】ボタン（ヘルプボタン）

印刷を行っていない状態でボタンを押すとヘルプメ

本機の電源を入れたり、切ったりします。

と+タブを除く）

U「操作パネルのメニューの使い方」128 ページ
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M 【 ) 】ボタン（用紙送り/カットボタン）

B タブ・情報表示エリア

以下の 7 種類のタブが表示されます。

・このボタンはロール紙がセットされているときに
限り有効です。単票紙やボード紙がセットされて

【 l 】/【 r 】ボタンでタブを選択できます。

いるときに押しても機能しません。

情報表示エリアには選択されているタブに応じた情
報が表示されます。

・ロール紙を内蔵カッターで手動カットするときに
押します。

： スキャンファイルの操作タブ

U「手動カットの方法」33 ページ

オプションのハードディスクドライブや Adobe
PostScript3 拡張ユニット（総称してハードディ

・印刷を行っていない状態でロール紙がセットされ
ているときに、このボタンを押し、次に【 d 】ボ

スクと記載します）装着時に限りタブが表示さ

タンを押すとロール紙が送られます。【 u 】ボタン

れます。
以下の通り、スキャンファイルの操作が行えま

を押すと戻ります。【 d 】ボタンを押し続けると
ロー ル紙を最大 3m まで送る ことが でき ます。

す。

【 u 】ボタンを押し続けるとロール紙を最大 20cm

・オプションの大判複合機用スキャナーを装着
しているプリンターから送信されたスキャン

まで戻すことができます。

ファイルの受信。

なお、
【 u 】ボタンでロール紙を戻したとき、用紙

・ハードディスクに保存されているスキャン

先端が印刷開始位置に達すると巻き戻しが停止し

ファイルの印刷や転送。

ます。一旦ボタンから指を離して再度押すと停止

U「スキャン/受信した画像ファイルの操作」

が解除されます。

77 ページ

： 大判コピータブ

画面の見方

オプションの大判複合機用スキャナー接続時に
限り表示されます。
このタブが選択された状態で、実行する作業を
選択し【 Z 】ボタンを押します。オプション
のハードディスクユニットや Adobe PostScript
3 拡張ユニットを装着しているとスキャン機能
も使用できるようになります。
U「大判複合機用スキャナーを使った大判コ
ピーと大判スキャン（オプション）」69 ペー
ジ

, ： 印刷ジョブタブ
印刷ジョブの情報が情報表示エリアに表示され
ます。
【Menu】ボタンを押すと、印刷ジョブメニュー
が表示されます。
U「印刷ジョブメニュー」138 ページ

情報表示エリアの表示
プリンタードライバーを介して印刷していると
きは、印刷中のジョブの名前が表示されます。
オプションのハードディスクユニットや Adobe
PostScript 3 拡張ユニットを装着時に、保留ジョ
ブがあればその数が表示されます。

A メッセージ
本機の状態や操作、エラーメッセージが表示されま
す。
U「メッセージが表示されたとき」178 ページ
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： インクタブ

K

インクカートリッジの状態の目安が情報表示エ

,が点滅しているときは、オプションのハードディスク
ユニットや Adobe PostScript 3 拡張ユニットが通信中で
す。アイコン点滅中は、電源コードを抜いたり、電源
を切ったりしないでください。ハードディスクユニッ
トや Adobe PostScript 3 拡張ユニットのデータが破損す
るおそれがあります。

リアに表示されます。

情報表示エリアの表示
インクカートリッジの状態により、以下のよう
にアイコンが変わります。
正常時

. ： 用紙タブ

警告・エラー発生時

セットしている用紙の情報が情報表示エリアに
表示されます。
【Menu】ボタンを押すと、用紙メニューが表

1 状態表示

示されます。
U「用紙メニュー」140 ページ

： 問題ありません。インジケーター
の高さはカートリッジ内のインク

情報表示エリアの表示

の量に応じて変わります。

セットしている用紙の給紙方法と用紙種類が表

： インクが残り少ないため、新しい

示されます。

インクカートリッジの準備が必要

ロール紙セット時は、ロール紙幅も表示されま

です。

す。
［ロール紙残量管理］を［ON］に設定して

： インク残量が限界値以下のため、

いると、セットしているロール紙の残量が表示

新しいインクカートリッジと交換

されます。この残量が、［ロール紙残量警告］

してください。

で設定した長さ以下になると、タブのアイコン
が表示され、以下のような残量表示で

： エラーが生じています。画面の

ロール紙が残り少ないことをお知らせします。

メッセージを確認し、エラーを解

上に

除してください。

2 インク色の略号

SC-T7255D/SC-T5255D でロール 1/ロール 2 に
ロール紙をセットしているときは、どちらが操
作対象（使用中）かを、アイコンで確認できま

C

： シアン

Y

： イエロー

す。

M

： マゼンタ

： 印刷対象（使用中）のロールです。

MB ： マットブラック

番号で、ロール 1、ロール 2 を示して

BK

います。
： 待機状態のロールです。
自動切り替え指示があると印刷対象
に切り替わります。
ロール紙の自動切り替え U「ロール紙を自動
で 切 り 替 え て 印 刷 す る （ SC-T7255D/SCT5255D のみ）」90 ページ
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- ： メンテナンスタブ
メンテナンスボックスの状態が情報表示エリア

特長

に表示されます。

本機の主な特長は以下の通りです。

【Menu】ボタンを押すと、メンテナンスメ
ニューが表示されます。
U「メンテナンスメニュー」143 ページ

高生産性を実現

情報表示エリアの表示

高速印刷を実現

メンテナンスボックスの状態により、以下のよ

プリントヘッドのキャリッジの移動速度と用紙送りの速
度を高速化し、高速印刷を実現しました。

うにアイコンが変わります。
正常時

高速ロータリーカッター搭載により、用紙をすばやくカッ

警告・エラー発生時

トでき生産性が大幅に向上します。

1

連続収容に対応した排紙バスケット
（SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255）

1 状態表示

排紙バスケットは、A2/A1/A0 サイズの普通紙を 20 枚ま

： 問題ありません。インジケーター

で連続して収容できますので、作業の自動化促進により

の高さは空き容量に応じて変わり

生産性が向上します。
SC-T3255 では、オプションの専用スタンド（24）に排紙

ます。
： 空き容量が残り少ないため、新し

バスケットが付属しています。

いメンテナンスボックスの準備が

U「排紙バスケットの使い方（SC-T7255/SC-T5255/SC-

必要です。

T3255）」45 ページ

： メンテナンスボックスの空き容量

様々なサイズの用紙を混在して連続収容できる大
容量排紙バスケット
（SC-T7255D/SC-T5255D）

が限界値以下になりました。新し
いメンテナンスボックスと交換し
てください。

A1 縦長サイズ以下の様々な用紙サイズを混在して複数枚

/ ： セットアップタブ

収容できます。
また、省スペースポジションにすることで、排紙バスケッ

設定している IP アドレスが情報表示エリアに
表示されます。

トの飛び出しを少なくできるので、狭い場所でも邪魔に

【Menu】ボタンを押すと、セットアップメ

なりません。

ニューが表示されます。

U「大容量排紙バスケットの使い方（SC-T7255D/SC-

U「セットアップメニュー」144 ページ

T5255D）」48 ページ

+ ： 拡大コピータブ
れます。

見やすくわかりやすいカラー液晶パネルで操作性
を向上

このタブが選択された状態で【 Z 】ボタンを

大きく明るいカラー液晶パネルに、直感的に操作できる

スキャナーが接続されているときに限り表示さ

画面デザインでわかりやすく、操作しやすくなりました。

押すと、拡大コピーメニューが表示されます。

表示エリアが大きいので、エラーメッセージなども丁寧

U「拡大コピーメニュー」160 ページ

でわかりやすく、用紙のセット方法もイラスト入りで確
認できます。
U「画面の見方」14 ページ

大型アラートランプで離れた位置からも稼動状態
を確認
エラーが生じたときに、視認性の良い大型アラートラン
プで離れた位置からも状態が確認できます。うっかりイ
ンクや用紙が終わっていて印刷が止まっていた、そんな
無駄を防止できます。
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2 本のロール紙がセットでき、生産性が向上
（SC-T7255D/SC-T5255D）

全色顔料インクを使用しているため、耐水性に優れてお

ロール 1（上段）とロール 2（下段）の 2 ヵ所にロール紙

優れているため、色あせしにくく、光の当たる場所でも

をセットできます。これにより、以下の通り生産性が向

安心して掲示できます。
＊1 屋外用途では、ラミネート加工をしてお使いくだ

り、短期屋外掲示にも対応できます。また、耐光性にも

上します。

さい。

・ロール 1 とロール 2 に異なる用紙種類のロール紙をセッ

＊2 すべての用紙において同様の効果が得られるもの

トして、印刷時にプリンタードライバーから用紙種類を

ではありません。

指定してロール 1 とロール 2 を切り替えて印刷できる
ため、用紙種類を変えるたびに用紙をセットし直す手間
がかかりません。

使いやすさへのこだわり

U「用紙種類に応じてロール 1/ロール 2 を切り替え
る」90 ページ

ロール紙のセットが簡単なスピンドルレス型の
ロール紙アダプター

・ロール 1 とロール 2 に異なる幅のロール紙をセットし
ておくと、印刷ジョブの原稿サイズに応じて、自動で余

スピンドルを必要としないため、狭い場所でも容易にロー

白が少なくなる方のロール紙に切り替わり印刷されま

ル紙の交換ができます。

す。このため、簡単に用紙の節約ができます。U「原

本機のロール紙仮置き台にロール紙を載せて両端にロー

稿サイズに応じてロール 1/ロール 2 を切り替える」92

ル紙アダプターを取り付けるだけでセットできます。ロー

ページ

ル紙仮置き台の高さが低いので、背の低い方でも容易に

・ロール 1 とロール 2 に同じ用紙種類・幅のロール紙を

セットできます。
U「ロール紙アダプターの取り付け方」27 ページ

セットしておくと、印刷を続けるうちに、ロール紙残量
が印刷長よりも短くなったと予測すると、自動で印刷長
よりも長い方のロール紙に切り替わり印刷を継続しま

メンテナンスの容易さ

す。このため、連続無人稼働が可能となります。

ロール紙のセット、インクカートリッジ・メンテナンス

U「用紙がなくなったらロール 1/ロール 2 を切り替え

ボックス・カッターの交換など、全ての消耗品交換作業

て、残量が多い方で印刷する」93 ページ

を本機の前面から行えますので、本機を壁に寄せたまま
お使いいただけます。背面に回りこむために、本機を移
動する必要はありません。

高画質を実現

使用用途で 3 種類の容量から選べるインクカート
リッジ

新開発の EPSON UltraChrome XD Ink テクノロジーで、高

使用頻度に合わせて 110/350/700ml の 3 種類のインク

品質な CAD 図面やポスターを印刷できます。

カートリッジから選択できます。大量のポスターを印刷
するときは、印刷コストを下げられる 700ml のインクカー

くっきり鮮明で耐水性に優れた CAD 図面
新開発の濃度の高いマットブラックインクにより、非常

トリッジを、モノクロ図面の印刷では 110/350ml のイン

に見やすい図面印刷を実現しました。

クカートリッジをと、色ごとに選択できます。

全色顔料インクを使用しているため、耐水性に優れてお

使い勝手を大幅に改善したプリンタードライバー

＊1

り、屋外へも安心して持ち出せます 。

用途や目的を選択するだけで、最適な印刷設定で印刷で

プリンタードライバーでは、簡単に最適な図面印刷がで

きます。個々に面倒な印刷設定をする必要はありません。

きる線画モードを搭載しており、線のつながりや斜線・

プリンタードライバー起動時に、自動的にプリンターの

曲線などの線画や細線の出力に優れた、図面に最適な印

用紙セット状態を取得し、その結果が［用紙設定］に表

刷ができます。

示されますので、用紙のセットミスによる印刷の失敗を
軽減できます。

＊2

ビビッドで、耐光性に優れたポスター/掲示物

また、設定した状態がプリンタードライバー上のイラス

新マゼンタインクによりポスターで大切な赤色が改善さ

トで確認できるので、設定ミスによる印刷の失敗を軽減

れ、より高いアイキャッチ効果が生まれます。

できます。

プリンタードライバーでは、簡単にビビッドなポスター
印刷ができるポスターモードを搭載しています。ポスター
モードを選択するだけで、鮮やかな色合いのポスター印
刷ができます。
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一体型設置が可能な大判複合機用スキャナー

使用・保管時のご注意

オプションの大判複合機用スキャナーは、大判複合機用
スタンドを使用すると本機の上部に装着できます。この
ため、設置スペースを取らず、原稿のセット、コピー印

設置スペース

刷がその場で行えます。
また、コピー実行後、高速で印刷が開始されるため、ス

排紙や消耗品の交換を支障なく行うために、最小限、以

トレスなくお使いいただけます。

下のスペースを確保して物などを置かないでください。

U「大判複合機用スキャナーを使った大判コピーと大判

本機の外形寸法は、「仕様一覧」をご覧ください。

スキャン（オプション）」69 ページ

U「仕様一覧」213 ページ
＊ ボード紙に印刷するときは、本機の前面と背面にス
ペースを確保してください。
U「ボード紙のセットと取り外し」39 ページ

SC-T7255/SC-T5255

SC-T3255
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SC-T7255D/SC-T5255D

あります。必ず用紙の環境条件も満たした場所で使用し
てください。詳しくは、用紙のマニュアルをご覧くださ
い。
また、乾燥する地域やエアコンが稼動している環境、直
射日光が当たる場所で使用するときは、乾燥に注意して
条件範囲内の湿度を保つようにしてください。
・送風機やエアコンなどの風が直接当たる場所、熱源のあ
る場所での使用は避けてください。プリントヘッドのノ
ズルが乾燥し目詰まりが発生することがあります。
・エラーが起こったまま電源を切るとキャッピングされな
い（プリントヘッドが右端に位置しない）ことがありま
す。キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐた
めに自動的にプリントヘッドにキャップ（ふた）をする
機能です。この場合は、再度電源を入れてしばらくする

大判複合機用スキャナー装着時

と、自動的にキャッピングが行われます。

オプションの大判複合機用スタンドを使用して大判複合

・本機の電源が入っている状態で、電源プラグをコンセン

機用スキャナーを装着したときの設置スペースです。

トから抜いたり、ブレーカーを落としたりしないでくだ

＊ セットする原稿の厚さが 0.25mm 以上のときは、本

さい。プリントヘッドがキャッピングされないことがあ

機の前面と背面にスペースを確保してください。

ります。この場合は、再度電源を入れてしばらくする
と、自動的にキャッピングが行われます。

U「厚さ 0.25mm 以上の原稿をセットするとき」
72 ページ

・プリントヘッドを良好な状態に保つため、印刷時以外に
もヘッドクリーニングなどのメンテナンス動作でインク
が消費されます。

使用しないときのご注意
本機を使用しないときは、以下の点に注意して保管して
ください。保管状態が適切でないと、印刷再開時に正し
く印刷できないことがあります。
・印刷しない期間が長くなると、プリントヘッドのノズル
が乾燥し目詰まりを起こすことがあります。プリント
ヘッドの目詰まりを防ぐために、1 週間に 1 度は印刷す
ることをお勧めします。
・用紙を本機にセットしたまま放置すると、表面にロー
ラーの跡が付くことがあります。また、用紙が波打った
り、反ったりして給紙不良やプリントヘッドのこすれの

＊1 SC-T7255D/SC-T5255D のとき

原因となります。保管時は用紙を取り外してください。

＊2 SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255 のとき

・プリントヘッドがキャッピングされている（プリント
ヘッドが右端に位置している）ことを確認してから本機
を保管してください。キャッピングせずに長時間放置す

使用時のご注意

ると、印刷不良の原因となります。

L

本機を使用する際は、故障や誤動作、印刷品質低下の原
因となりますので、以下の点に注意してください。

キャッピングされていないときは、本機の電源を入れ、再度
切ってください。

・
「仕様一覧」に記載の温度・湿度範囲を守って使用して
ください。U「仕様一覧」213 ページ
ただし、上記の条件を満たしていても使用する用紙の環
境条件を満たしていないと、正しく印刷できないことが
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・ホコリが入らないようカバーなどを全て閉めて保管して

・本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インク

ください。

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

また、長期間使用しないときは、静電気の発生しにくい

おり、使用済みインクカートリッジ内にインクが残りま

布やシートなどを掛けておくことをお勧めします。
プリンターのノズルは大変小さいものです。そのため、

す。
・インクカートリッジに再生部品を使用している場合があ

目に見えない小さなホコリがプリントヘッドに付着する

りますが、製品の機能および性能には影響ありません。

と、目詰まりして正しく印刷できないことがあります。

・インクカートリッジを分解または改造しないでくださ

・本機を長期間使用しなかったときは、電源を入れると良

い。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

好な印刷品質を保つために、自動でヘッドクリーニング

・インクカートリッジを落とすなど、強い衝撃を与えない

が実施されることがあります。

でください。カートリッジからインクが漏れることがあ
ります。

ヘッドクリーニングが終了するまでに 10〜15 分程かか
ります。

用紙取り扱い上のご注意

インクカートリッジ取り扱い上
のご注意

用紙の取り扱いや保管の際は、以下の点にご注意くださ
い。用紙の状態が悪いと、良好な印刷結果が得られませ

インクカートリッジは、良好な印刷品質を保つために、

ん。

以下の点に注意して取り扱ってください。

必ず各用紙のマニュアルも併せてご覧ください。

・付属のインクカートリッジおよびメンテナンスボックス
は初回充填用です。交換用のインクカートリッジおよび

取り扱い上のご注意

メンテナンスボックスをお早めにご準備ください。

・エプソン製の専用紙は一般室温環境下（温度 15〜25℃、

・インクカートリッジは直射日光を避けて常温で保管し、

湿度 40〜60％）でお使いください。

個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧
めします。

・用紙を折り曲げたり、印刷面を傷付けたりしないように
注意してください。

・良好な印刷品質を得るために、装着から 1 年以内に使い
切ることをお勧めします。

・用紙の印刷面には触れないでください。手の皮脂や水分
が印刷品質に影響します。

・インクカートリッジを寒い所に長時間保管していたとき
は、4 時間以上室温で放置してからお使いください。

・用紙の端を持って取り扱ってください。また綿製の手袋
を着用することをお勧めします。

・インクカートリッジ上の IC チップは触らないでくださ

・用紙は、温度や湿度などの環境の変化により、波打った

い。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

り、反ったりすることがあります。用紙を傷付けたり汚
したりしないように、手で平らな状態に修正してから

・インクカートリッジは、全スロットに装着してくださ
い。全スロットに装着していないと印刷できません。

セットしてください。

・インクカートリッジを取り外した状態で本機を放置しな

・用紙を濡らさないでください。

いでください。本機内部のインクが乾燥し、正常に印刷

・個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しますので、捨

できなくなるおそれがあります。本機を使用しないとき

てないでください。

も、インクカートリッジは全スロットに装着したままに
してください。

・高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。

・インクカートリッジは、IC チップでインク残量などの

・開封後の単票紙を保管する際は、個装袋に戻して個装箱

情報を管理しているため、本機から取り外しても再装着

に入れて水平な状態で保管してください。

して使用できます。

・使用しないロール紙は、本機から取り外し、巻き直して

・使用途中で取り外したインクカートリッジは、インク供

から梱包されていた個装袋に包んで個装箱に入れて保管

給孔部にホコリが付かないように保管してください。イ

してください。長期間セットしたまま放置すると、用紙

ンク供給孔内には弁があるため、ふたや栓をする必要は

品質が低下するおそれがあります。

ありません。
・取り外したインクカートリッジはインク供給孔部にイン
クが付いていることがありますので、周囲を汚さないよ
うにご注意ください。
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出力紙取り扱い上のご注意
印刷後は、良好な印刷結果を長期間保持するために以下
の点に注意して適切に取り扱ってください。
・印刷物をこすったり引っかいたりしないでください。こ
すったり引っかいたりするとインクが剥がれることがあ
ります。
・印刷物の表面は触らないでください。インクが剥がれる
ことがあります。
・印刷後の用紙は、重ねたり折り曲げたりせずに十分に乾
燥させてください。乾燥させずに重ねると、重なった部
分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあり
ます。この跡はすぐに用紙を剥がして乾燥させればなく
なりますが、そのまま放置すると跡が消えなくなりま
す。
・十分乾燥させずにアルバムなどに保存すると、にじむこ
とがあります。
・ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。
・直射日光に当てないでください。
・印刷後は、変色を防ぐために用紙のマニュアルの指示に
従って展示/保存してください。

L
一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな
成分や光の影響などで退色（変色）していきます。エプソン
製の専用紙も同様ですが、保存方法に注意することで、変色
の度合いを低く抑えることができます。
・各エプソン製専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、専
用紙のマニュアルをご覧ください。
・写真やポスターなどの印刷物は照明（光源＊）の違いなど
によって、色の見え方が異なります。本機の印刷物も光源
の種類によって色が異なって見えることがあります。
＊光源には太陽光、蛍光灯、白熱灯などの種類があります。
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添付ソフトウェアの紹介
本機で使用するソフトウェアは、次の 2 通りの方法で提供されます。
・付属のソフトウェアディスクに収録
収録されているソフトウェアの内容は次項をご覧ください。
・本機に内蔵
ネットワーク経由で Web ブラウザーから起動して使用します。
収録されているソフトウェアの内容は以下をご覧ください。
U「内蔵ソフトウェアの概要」23 ページ

ソフトウェアディスクの内容
付属のソフトウェアディスクには、以下のソフトウェアが収録されています。必要に応じてインストールしてください。
各ソフトウェアの詳細は『ネットワークガイド』（PDF）、または各ソフトウェアのオンラインヘルプをご覧ください。

K
ソフトウェアは、随時バージョンアップを行い利便性の向上や機能強化をしています。最新版は、エプソンのウェブサイトでご確認
ください。
www.epson.jp

Windows の場合
ソフトウェア名称
ドライバーとユーティリティー

概要
以下のソフトウェアがインストールされます。

プリンタードライバー
本機を使用するには、プリンタードライバーをインストールしてください。
セットアップ時にインストールを実行していれば、プリンタードライバーはインストールさ
れています。
U「プリンタードライバーの概要」24 ページ

LFP リモートパネル 2
ユーザー用紙設定などを行うソフトウェアです。
ネットワークユーティリティー

コンピューターと本機をネットワーク接続するときは、チェックを付けた状態でインストー
ルしてください。インストールを実行すると、ウィザード形式でネットワークに接続するた
めのアドレスの設定が簡単にできます。
また、EpsonNet Print がインストールされます。EpsonNet Print は、コンピューターと本機
をネットワーク接続して、TCP/IP 直接印刷をするときに使うソフトウェアです。U
『EpsonNet Print の使い方』
（PDF）

EpsonNet Config

コンピューターから本機のネットワークに関する各種設定を行うソフトウェアです。キー
ボードを使ってアドレスや名称を入力できるので便利です。
インストールを行うとマニュアルも一緒にインストールされます。

LFP Print Plug-In for Office

Microsoft Office アプリケーション（Word、Excel、PowerPoint）用のプラグインソフトウェ
アです。インストールすると、Office アプリケーションの画面上にリボンが表示され、簡単
な操作で横断幕や垂れ幕、拡大印刷ができます。
インストールするときは、事前に以下の点を確認してください。
・Office 2003/Office 2007/Office 2010/Office 2013 をインストールしていること。
・Office 2003/Office 2007/Office 2010/Office 2013 を起動していないこと。
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Mac OS X の場合
ソフトウェア名称
ドライバーとユーティリティー

概要
以下のソフトウェアがインストールされます。

プリンタードライバー
本機を使用するには、プリンタードライバーをインストールしてください。
セットアップ時にインストールを実行していれば、プリンタードライバーはインストールさ
れています。
U「プリンタードライバーの概要」24 ページ

LFP リモートパネル 2
ユーザー用紙設定などを行うソフトウェアです。
ネットワークユーティリティー

コンピューターと本機をネットワーク接続するときは、チェックを付けた状態でインストー
ルしてください。インストールを実行すると、ウィザード形式でネットワークに接続するた
めのアドレスの設定が簡単にできます。

EpsonNet Config

コンピューターから本機のネットワークに関する各種設定を行うソフトウェアです。キー
ボードを使ってアドレスや名称を入力できるので便利です。
インストールを行うとマニュアルも一緒にインストールされます。

内蔵ソフトウェアの概要
ソフトウェア名称
Remote Manager

概要
本機の状態の確認やネットワーク設定、セキュリティ設定などが行えます。
また、オプションのハードディスクユニットや Adobe PostScript3 拡張ユニットに保存した
印刷ジョブの操作などもできます。
U「ハードディスクドライブへの保存と再印刷（オプション）
」65 ページ
Remote Manager の起動方法や使い方は、以下をご覧ください。
U「Remote Manager の使い方」25 ページ

Copy Manager

オプションの大判複合機用スキャナーを使った大判コピーや大判スキャンの操作ができま
す。
タブレットなどから起動して使うと、大きな画面でコピー設定やスキャン設定ができ操作性
良く作業できます。使い方の詳細は、オンラインヘルプをご覧ください。
起動方法 U「Copy Manager の起動方法」70 ページ
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Windows

プリンタードライバーの概要
プリンタードライバーの主な機能は以下の通りです。
・アプリケーションソフトから受け取った印刷データを、
プリンターで印刷できるデータに変換してプリンターに
送ります。
・設定画面で原稿サイズや印刷品質などを設定できます。

Windows

プリンタードライバーの全設定の書き出しや取り込みが
できます。
U「ユーティリティー画面の概要」122 ページ

Mac OS X

設定した印刷条件は保存できます。また、保存した設定
の書き出しや取り込みができます。
U「プリンタードライバーのカスタマイズ」120 ペー
ジ

Mac OS X

・本機の印刷品質を保つための各種メンテナンス機能の実
行と、本機の状態確認などができます。
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Remote Manager の使い方

例

本機とネットワークで接続されているコンピューターや
タブレット端末の Web ブラウザーで起動して使用します。
本機の状態確認やネットワークなどの設定以外に、アッ
プロード印刷やフォルダー印刷が行えます。

起動方法

A
B

LAN
ネットワークを介して本機と接続されているタブ
レット端末やコンピューターで Web ブラウザー
を起動します。
本機に設定されている IP アドレスをアドレスバー
に入力して、
【Enter】または【return】キーを
押します。
以下のいずれかのオプション装着時は、手順 3 に進
みます。

対応 OS やブラウザーは、以下をご覧ください。

・大判複合機用スキャナー

U「システム条件」212 ページ

・ハードディスクユニット
・Adobe PostScript 3 拡張ユニット

アップロード印刷とフォルダー印刷
の概要

非装着時は、Remote Manager が起動します。

C

アップロード印刷とフォルダー印刷は、プリンタードラ

表示された画面で、
［Remote Manager］をク
リックします。

イバーをインストールしていないコンピューターやタブ
レット端末から Remote Manager を起動して印刷する機
能です。

アップロード印刷
印刷したいファイルを選択して本機にアップロードする
だけで印刷できます。お使いのブラウザーがドラッグ&ド
ロップに対応していれば、複数のファイルを一括してアッ
プロードして順次印刷できます。

フォルダー印刷
あらかじめ設定した共有フォルダーのファイルを選択し

本機は無線 LAN 機能を搭載していません。本機とタブレッ

て印刷できます。

ト端末をネットワーク接続するには、無線 LAN ルーター
または無線 LAN アクセスポイントが必要です。
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ご使用の前に

対応ファイル
アップロード印刷、フォルダー印刷できるファイルは以
下の通りです。対応ファイルは、オプションの Adobe
PostScript 3 拡張ユニットを装着しているかどうかで異な
ります。
ファイルフォーマット

非装着

装着

HP-GL/2

○

○

HP RTL

○

○

PDF

-

○

PostScript

-

○

EPS

-

○

TIFF

-

○

JPEG

-

○

CALS G4(type Ⅰ)

-

○

HP-GL/2、HP RTL フォーマットのファイルは、本機の設
定メニューの［HP-GL/2 設定］に従って印刷されます。
U「プリンター設定」144 ページ
それ以外のファイルは、本機の設定メニューの［PS3 拡張
ユニット］の設定に従って印刷されます。
＊4

U「オプション設定 」152 ページ
操作の詳細は、オンラインヘルプをご覧ください。
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基本の操作

基本の操作

ロール紙アダプターの取り付け
方

ロール紙のセットと取り外
し

A

【 P 】ボタンを押して本機の電源を入れます。

L
・排紙バスケットを閉じると、作業がしやすくなりま
す。
SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255 U「収納と開き方」
45 ページ
SC-T7255D/SC-T5255D U「収納方法」48 ページ

ロール紙は、付属のロール紙アダプターに取り付けてか
ら本機にセットします。

K

・ボード紙サポートが上がっていると、紙詰まりの原
因となりますので、全て下げます。下げるには、ボー
ド紙サポートをつまんで、斜め下に引っ張り、手を
放します。

用紙は印刷直前にセットしてください。本機にセットしたま
ま放置すると、表面にローラーの跡が付くことがあります。

L
・本機で使用できる用紙の詳細は、以下をご覧ください。
U「使用可能な用紙」198 ページ
・オプションの大判複合機用スキャナーを専用スタンドで本
機に装着しているときは、スキャナーを「カチッ」と音が
するまで上げてから作業してください。

B

SC-T7255D/SC-T5255D をお使いのときは、ロール 1 と
ロール 2 でロール紙のセット方法が異なります。ロール
紙アダプター取り付け後は、以下をご覧ください。
ロール 1 のセット方法 U「ロール紙/ロール 1 のセット
方法」29 ページ
ロール 2 のセット方法 U「ロール 2 のセット方法（SCT7255D/SC-T5255D のみ）」31 ページ
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ロール紙を本機上面のロール紙仮置き台に置きま
す。

基本の操作

C

E

付属の 2 つのロール紙アダプターのサイズ切り替
えレバーを、セットするロール紙の紙管サイズに
応じて切り替えます。

ロール紙の両端にロール紙アダプターを取り付け
ます。
ロール紙とロール紙アダプターが隙間なくぴったり
と付くまで押し込みます。

F

D

ロール紙アダプターは 2 つとも、アダプターロッ
クレバーを起こしてロックを解除します。

28

アダプターロックレバーを両側とも倒してロック
します。

基本の操作

C

ロール紙/ロール 1 のセット方法
以下の操作で使用するボタン

A

D

ロール紙カバーを開けます。

E

アダプターガイドに当たるまでロール紙を右に寄
せ、次にアダプターガイドに沿わせて、ゆっくり
と奥に滑らせて押し込みます。

操作パネルの【 ( 】ボタンを押します。画面
で、
［ロール紙］または［ロール 1］が選択され
ていることを確認して【 Z 】ボタンを押します。

ロール紙がたるんだり、先端が折れたりしていな
いことを確認して、給紙口に挿入します。

SC-T7255D/SC-T5255D で［自動給紙設
定］を［ON］に設定しているとき

B

ロール紙を挿入していくと「ピッピッ」と鳴りま

アダプターホルダーのロックレバーが上がってい
ることを確認します。

す。音が鳴ったら、手順 6 に進んでください。

SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255
SC-T7255D/SC-T5255D で［自動給紙設
定］を［OFF］にしているとき
挿入したロール紙の先端を図のように、本体の外ま
でまっすぐに引き出します。
ロール紙の先端が水平になっていないときやきれい
にカットされていないときは、手順 6 の操作時に内
蔵カッターでカットできます。
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F

L

L

ロール紙の印刷面に触れないようにセットしてくださ
い。ロール紙挿入後は、図のようにロール紙アダプター
を回してロール紙を送り出してください。

ロール紙セット開始前に、オプションの大判複合機用
スキャナーを上げたときは、スキャナーを使用できる
状態に戻してください。

ロール紙ロックレバーを下げて【 Z 】ボタンを
押します。

H

用紙種類を確認します。

セットしたロール紙に用紙情報のバーコード
印刷があるとき
給紙時にバーコードを自動的に読み取り、自動で用

SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255 ま た は SC-T7255D/

紙種類とロール紙残量管理の設定が行われます。

SC-T5255D で［自動給紙設定］を［OFF］にしてい

［印刷可能］と表示されたら、印刷を実行できま

るときは、【 Z 】ボタンを押してから、5 秒以内に

す。

【 ) 】ボタンを押すとロール紙先端を内蔵カッ

セットしたロール紙に用紙情報のバーコード
印刷がないとき

ターでカットできます。

G

画面に現在本機で設定されている用紙種類が表示さ
れます。

ロール紙カバーを閉めます。

表示された設定のまま印刷するときは【 d 】/【 u 】
ボタンを押して［上記設定で決定する］を選択し、
【 Z 】ボタンを押します。
設定を変更するときは、［設定を変更する］を選択
し、【 Z 】ボタンを押します。U「用紙設定の確
認と設定変更」43 ページ
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D

ロール 2 のセット方法
（ SC-T7255D/SC-T5255D の
み）

ロール紙ロックレバーが上がっていることを確認
します。

以下の操作で使用するボタン

E

A

排紙バスケットを水平ポジションまで倒します。

B

操作パネルの【 ( 】ボタンを押します。

U「ポジションの変更方法」48 ページ

【 d 】/【 u 】ボタンを押して、［ロール 2］を選択
し、【 Z 】ボタンを押します。

C

ロール 2 ユニットの引き出し手掛けに手を掛け
て、引き出します。

K
ロール 2 ユニットは、操作パネルの画面で指示された
とき以外は、引き出さないでください。用紙がセット
された状態で不用意に引き出すと、用紙詰りや用紙が
傷つく原因となります。
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ロール紙アダプターの平らな面が下を向くように
してアダプターガイドに置き、次にアダプターガ
イドに沿わせて、ゆっくりと奥に滑らせて押し込
みます。

基本の操作

F

ロール紙がたるんだり、先端が折れたりしていな
いことを確認して、給紙口に挿入します。

H

ロール 2 ユニットを押し込み【 Z 】ボタンを押
します。

I

用紙種類を確認します。

ロール紙を挿入していくと、自動給紙され「ピッ
ピッ」と鳴ります。

セットしたロール紙に用紙情報のバーコード
印刷があるとき
給紙時にバーコードを自動的に読み取り、自動で用
紙種類とロール紙残量管理の設定が行われます。
［印刷可能］と表示されたら、印刷を実行できま
す。

セットしたロール紙に用紙情報のバーコード
印刷がないとき
画面に現在本機で設定されている用紙種類が表示さ
れます。
表示された設定のまま印刷するときは【 d 】/【 u 】
ボタンを押して［上記設定で決定する］を選択し、
【 Z 】ボタンを押します。
設定を変更するときは、［設定を変更する］を選択
し、【 Z 】ボタンを押します。U「用紙設定の確
認と設定変更」43 ページ

G

ロール紙ロックレバーを下げます。
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ロール紙のカット設定

本機での設定方法

本機は内蔵カッターを装備しています。印刷後のロール

し、【 Z 】または【Menu】ボタンを押します。表示され

操作パネルの【 l 】/【 r 】ボタンを押して/タブを選択

紙を以下のどちらかでカットできます。

たセットアップメニューで［プリンター設定］-［ロール

・自動カット：

紙設定］-［自動カット］で［ON］に設定します。［OFF］

プリンタードライバーや操作パネルのメニューでの設定

に設定すると手動カットモードになります。メーカー設

に従って、1 ページ印刷するごとに決まった位置で自動

定値は［ON］に設定されています。

的にカットされます。

U「セットアップメニュー」144 ページ

・手動カット：
操作パネルでカット位置を設定してカットします。手動
カット時は、切り取り線が印刷されますので、切り取り

手動カットの方法

線を目安に内蔵カッターでカットできます。

プリンタードライバーや操作パネルで［カットなし］ま
たは［自動カット］を［OFF］に設定しているときは、印

K

刷後に次の手順で、任意の箇所をカットできます。

以下のような市販の用紙種類を内蔵カッターでカットすると、
きれいにカットできないことがあります。また、内蔵カッター
の損傷や寿命を縮めるおそれがあります。

以下の操作で使用するボタン

・ファインアート紙系
・キャンバス系
・塩ビ系
・マットボード紙系
・のり付き用紙
・ターポリン
これらの用紙は、市販のカッターやはさみを使って以下の手
順でカットしてください。
【 ) 】ボタンを押します。
【 d 】ボタンを押し続けて、用
紙のカット位置を排紙ガイドの下まで排出します。市販のカッ
ターやはさみを使ってカットします。
SC-T7255D/SC-T5255D をお使いのときは、これらの用紙は
ロール 1 にセットすることをお勧めします。

自動カットの設定方法
設定は、操作パネルとプリンタードライバーの両方で行
えます。ただし、プリンタードライバーを介して印刷す
るときは、プリンタードライバーの設定が有効になりま
す。

L
・オプションの自動巻き取りユニットは、
［オートカット］ま
たは［自動カット］の設定を無効にしてお使いください。
・カットするまでに時間が掛かることがあります。
・カット時の音が気になるときは、
［カット動作モード］を
［静音］に設定してください。
U「セットアップメニュー」144 ページ

コンピューターでの設定方法
プリンタードライバーの［プロパティ］（または［印刷設
定］）-［拡張設定］-［ロール紙オプション］の［オート
カット］で設定します。
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A

【 ) 】ボタンを押します。プリンターカバー
を閉めた状態で内部を見ながら【 d 】ボタンを押

ロール紙/ロール 1 の取り外し方

して、ロール紙のカットする位置を内部の右側に
に合わせます。
あるマークの

印刷終了後、ロール紙を本機から取り外して保管する手
順を説明します。ロール紙をセットしたまま放置すると、
表面に加圧ローラーの跡が付くことがあります。
以下の操作で使用するボタン

L

A

用紙セット/取り外しメニューが表示されます。

の最短値は、50〜127mm に設定されています。
がこの値より短いときは、カットできる長さまで自
動で用紙を送ってからカットします。
最短の値は、用紙種類によりあらかじめ決まっており
変更はできません。

B

印刷可能な状態であることを確認し、【 ( 】ボ
タンを押します。

B

【 d 】/【 u 】ボタンを押して、
［用紙取り外し］
を選択し、
【 Z 】ボタンを押します。
SC-T7255D/SC-T5255D をお使いで、ロール 2 にも
ロール紙をセットしているときは、続いて［ロール

【 Z 】ボタンを押します。

1］を選択して、【 Z 】ボタンを押します。

内蔵カッターでカットされます。

［ロール紙残量管理］を［ON］に設定しているとき
は自動的にバーコードが印刷されます。
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基本の操作

C

セットされているロール紙が自動的に巻き取られ
ます。

F

両側のロール紙アダプターを持って、ロール紙を
ロール紙仮置き台に移します。

G

両側のロール紙アダプターのアダプターロックレ
バーを起こしてロックを解除します。

H

ロール紙アダプターを取り外します。

SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255
巻き取りが完了すると、画面に［

を押して用紙

をセットしてください。］と表示されます。

SC-T7255D/SC-T5255D
巻き取りが完了すると「ピッピッ」と鳴ります。

L
［ロール紙アダプターを回してロール紙先端が給紙口
から完全に出るまで巻き戻します］と、画面に表示さ
れたときは、ロール紙カバーを開けて手でロール紙を
巻き戻してください。

D

ロール紙カバーを開けます。

L
ロール紙を取り外す際は、オプションのロール紙固定
ホルダーを巻いておくと、巻きほぐれを防止できます。

E

ロール紙ロックレバーを上げます。

ロール紙はきちんと巻き直してから購入時に梱包さ
れていた個装袋に包み、個装箱に入れ保管してくだ
さい。
ロール紙カバーを閉めてください。
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ロール 2 の取り外し方
（ SC-T7255D/SC-T5255D の
み）
印刷終了後、ロール 2 ユニットのロール紙を取り外して

D

排紙バスケットを水平ポジションまで倒します。

E

ロール 2 ユニットの引き出し手掛けに手を掛け
て、引き出します。

U「ポジションの変更方法」48 ページ

保管する手順を説明します。ロール紙をセットしたまま
放置すると、表面に加圧ローラーの跡が付くことがあり
ます。
以下の操作で使用するボタン

L
ロール紙を取り外す際は、オプションのロール紙固定
ホルダーを巻いておくと、巻きほぐれを防止できます。

A

印刷可能な状態であることを確認し、
【 ( 】ボ
タンを押します。

F

ロール紙ロックレバーを上げます。

G

ロール紙をロール紙仮置き台に移します。

用紙セット/取り外しメニューが表示されます。

B

【 d 】/【 u 】ボタンを押して、
［用紙取り外し］
を選択し、
【 Z 】ボタンを押します。
ロール 1 にもロール紙をセットしているときは、続
いて［ロール 2］を選択して、【 Z 】ボタンを押し
ます。
ロール紙残量管理を ON に設定しているときは自動
的にバーコードが印刷されます。

C

セットされているロール紙が自動的に巻き取られ
ます。
巻き取りが完了すると「ピッピッ」と鳴ります。
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H

ロール 2 ユニットを押し込みます。

単票紙のセットと取り外し
単票紙は用紙の厚さによりセット位置と手順が異なりま
す。
用紙厚 0.08〜0.8mm U「単票紙のセット方法」37 ペー
ジ
用紙厚 0.8〜1.5mm U「ボード紙のセット方法」39
ページ

I

K
用紙が波打ったり、反ったりしているときは平らな状態に修
正してから本機にセットするか、あるいは新しい用紙をお使
いください。波打ったり、反ったりしている用紙をセットす
ると、用紙サイズの検知や給紙、印刷が正しく行えないこと
があります。
開封後の用紙は個装袋に戻して水平な状態で保管し、印刷の
直前に袋から取り出して使うことをお勧めします。

両側のロール紙アダプターのアダプターロックレ
バーを起こしてロックを解除します。

単票紙のセット方法
K
用紙は印刷直前にセットしてください。本機にセットしたま
ま放置すると、表面に加圧ローラーの跡が付くことがありま
す。

J

L
本機で使用できる用紙の詳細は、以下をご覧ください。
U「使用可能な用紙」198 ページ

ロール紙アダプターを取り外します。

以下の操作で使用するボタン

ロール紙はきちんと巻き直してから購入時に梱包さ
れていた個装袋に包み、個装箱に入れ保管してくだ
さい。
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A

C

【 P 】ボタンを押して本機の電源を入れます。

L

用紙を、印刷する面を手前にして給紙口に挿入し
ます。
用紙右端をロール紙カバーのセット位置に合わせ

・排紙バスケットを閉じると、作業がしやすくなりま
す。
SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255 U「収納と開き方」
45 ページ
SC-T7255D/SC-T5255D U「収納方法」48 ページ

て、給紙口に挿入します。用紙先端が突き当たるま
で差し込みます。

・ボード紙サポートが上がっていると、紙詰まりの原
因となりますので、全て下げます。下げるには、ボー
ド紙サポートをつまんで斜め下に引っ張り、手を放
します。

K

B

用紙は必ず縦長にセットしてください。横長にセット
すると印刷品質が低下することがあります。

操作パネルの【 ( 】ボタンを押します。【 d 】/
【 u 】 ボ タ ン を 押 し て 、［ 単 票 紙 ］ を 選 択 し

D

【 Z 】ボタンを押します。

画面に［
【 Z 】を押します。
］と表示されている
ことを確認し、
【 Z 】ボタンを押します。
給紙が始まります。

E

用紙種類を確認します。
画面に、現在本機で設定されている用紙種類が表示
されます。表示された設定のまま印刷するときは
【 d 】/【 u 】ボタンを押して［上記設定で決定す
る］を選択し、
【 Z 】ボタンを押します。設定を変
更するときは、［設定を変更する］を選択し、【 Z 】
ボタンを押します。U「用紙設定の確認と設定変
更」43 ページ
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ボード紙のセットと取り外
し

単票紙の取り外し方
印刷が終了した、単票紙を取り外す手順を説明します。

L

厚さが 0.8〜1.5mm の用紙のセット方法と取り外し方を説

セットしただけで印刷していない用紙を取り外すときは、
【 ( 】ボタンを押して、［用紙取り外し］を選択します。

明します。
印刷できるサイズは以下の通りです。
＊

＊

A2/A1/B2/B1 /B1 横 /24×30 インチ/30×40 インチ

＊

＊ SC-T3255 では、対応していません。

以下の操作で使用するボタン

ボード紙のセット方法
ボード紙に印刷するときは、本機の前方と後方に用紙を
突き出して印刷します。必要なスペースの目安は、下表
の通りです。本機を壁際に設置しているときは、後方ス
ペースを確保してください。

A

操作パネルの画面に［用紙排出］のメッセージが
表示されていることを確認します。
単票紙を落ちないように手で支えてから、
【 Z 】ボ
タンを押します。

B

最後まで排紙されますので、取り外します。

用紙サイズ

前方(a)

後方(b)

A2

444mm

135mm

A1

691mm

382mm

B2

578mm

269mm

B1

880mm

571mm

24×30 インチ

612mm

303mm

30×40 インチ

866mm

557mm

K
用紙は印刷直前にセットしてください。本機にセットしたま
ま放置すると、表面にローラーの跡が付くことがあります。

L
本機で使用できる用紙の詳細は、以下をご覧ください。
U「使用可能な用紙」198 ページ
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以下の操作で使用するボタン

A

C

ボード紙サポートを全て上げます。

D

印刷する面を上にして、図のようにボード紙サ
ポートの突起の手前に用紙先端を合わせます。

斜め下に押し下げて、そのまま上げます。

【 P 】ボタンを押して本機の電源を入れます。

L
排紙バスケットを閉じると、作業がしやすくなります。
SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255 U「収納と開き方」
45 ページ
SC-T7255D/SC-T5255D U「収納方法」48 ページ

B

操作パネルの【 ( 】ボタンを押します。【 d 】/
【 u 】ボタンを押して、
［ボード紙］を選択し
【 Z 】ボタンを押します。
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E

用紙先端でボード紙サポートの突起を押し倒しな
がら挿入します。

F

プリンターカバーを開けます。

G

用紙が内部のローラーの下を通ったことを確認し
ながら、挿入します。

H

プリンターカバーを閉めます。

I

用紙の末端と右端をセット位置に合わせます。
図のように、用紙右端を排紙ガイド右側の溝の中央
に合わせ、末端を全てのボード紙サポートの線に合
わせます。
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J

B

用紙の位置合わせが終了したら、【 Z 】ボタンを
押します。
給紙が始まります。

K

K

用紙種類を確認します。

引き続き、ボード紙以外の用紙で印刷をするときは、
ボード紙サポートを全て下げます。ボード紙サポート
が上がっていると、紙詰まりの原因となります。
ボード紙サポートは、図のようにつまんで斜め下に引っ
張り、手を放すと下がります。

画面に、現在本機で設定されている用紙種類が表示
されます。表示された設定のまま印刷するときは
【 d 】/【 u 】ボタンを押して［上記設定で決定す
る］を選択し、
【 Z 】ボタンを押します。設定を変
更するときは、［設定を変更する］を選択し、【 Z 】
ボタンを押します。U「用紙設定の確認と設定変
更」43 ページ

ボード紙の取り外し方
印刷が終了した、ボード紙を取り外す手順を説明します。

L
セットしただけで印刷していない用紙を取り外すときは、
【 ( 】ボタンを押して、［用紙取り外し］を選択します。

以下の設定で使用するボタン

A

操作パネルの画面の指示に従って、ボード紙を手
前に引き抜きます。
ボード紙を取り外したら、
【 Z 】ボタンを押しま
す。

操作パネルの画面に［用紙排出］のメッセージが
表示されていることを確認します。
ボード紙を落ちないように手で支えてから、【 Z 】
ボタンを押します。
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D

用紙設定の確認と設定変更
用紙のセットが終了すると、操作パネルの画面に、現在
設定されている用紙種類が表示されます。

ロール紙セット時で、
［ロール紙残量管理］を
［ON］にしているときは、セットしたロール紙
の長さを入力する画面が表示されます。
【 d 】/【 u 】ボタンを押してロール紙の全長を
5.0〜150m の範囲で設定し、
【 Z 】ボタンを押
します。設定は 0.5m 単位で行えます。

L
［ロール紙残量管理］で［ON］を選択し、ロール紙情報の
バーコードが印刷されたロール紙をセットしたときは、自動
的にバーコードを読み取り、用紙の設定がされます。

【 r 】ボタンを押すと、［ロール紙残量管理］を
［OFF］に変更できます。再び［ON］に変更すると
きは、用紙メニューの［ロール紙残量管理］で行い
ます。U「用紙メニュー」140 ページ

表示されている内容から設定を変更する手順は、以下の
通りです。SC-T7255D/SC-T5255D をお使いのときは、

しばらくして画面に［印刷可能］と表示されたら、印刷

セットしたロール紙（ロール 1/ロール 2）ごとに、設定が

ができます。コンピューターから印刷するデータを送信

保持されます。

してください。

以下の設定で使用するボタン

ロール紙残量管理とは
本機は、［ロール紙残量管理］を［ON］に設定している
と、ロール紙に関する以下の管理が行われます。
・ロール紙交換時の残量管理
次の設定値をバーコード化して印刷し記録できます。
ロール紙の残量、ロール紙残量警告の限界値、用紙種類
バーコードはロール紙取り外し時に、ロール紙先端に自
動的に印刷されます。次回、このロール紙をセットする
と自動的にバーコードが読み取られ用紙設定がされるの

A

で、何種類かのロール紙を使用する際に、効率良く交換

【 d 】/【 u 】ボタンを押して［設定を変更する］

できます。

を選択し、
【 Z 】ボタンを押します。

・.タブの情報表示エリアでの残量管理

表示されている用紙種類で印刷するときは、［上記

セットされているロール紙の残量が表示され、確認でき

設定で決定する］を選択して、【 Z 】ボタンを押し

ます。残量が限界値を切ると、警告表示に変わり用紙が

ます。続いて、手順 5 に進みます。

残り少ないことをお知らせします。
U「画面の見方」14 ページ
・印刷可否予測
途中まで印刷したらロール紙が終わってしまい印刷でき
なかった、というような無駄が起きないように印刷の前
に現在の残量で印刷が可能かどうかを予測し、結果を表
示します。これにより、用紙を交換してから印刷する
か、そのまま印刷できるかがわかるので、無駄な印刷を
防げます。
SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255 では、オプションのハー
ドディスクユニットまたは Adobe PostScript 3 拡張ユ
ニット装着時に限り予測が行えます。
U「ハードディスクドライブへの保存と再印刷（オプ

B

用紙種類を選択して【 Z 】ボタンを押します。

C

用紙名を選択して【 Z 】ボタンを押します。

ション）」65 ページ
SC-T7255D/SC-T5255D では、予測に基づき用紙がなく
なったらロール 1/ロール 2 を自動で切り替えて印刷を
続けることができます。
U「用紙がなくなったらロール 1/ロール 2 を切り替え
て、残量が多い方で印刷する」93 ページ
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L

用紙の交換

［ロール紙アダプターを回してロール紙先端が給紙口
から完全に出るまで巻き戻します］と、画面に表示さ
れたときは、ロール紙カバーを開けて手でロール紙を
巻き戻してください。

用紙を交換する手順を説明します。現在セットされてい
る用紙により取り外し方が異なりますが、操作パネルの
画面に作業手順が表示されますので、画面の指示に従っ
てください。

単票紙のとき
自動的に後方に排紙されますので、取り除きます。

以下の操作で使用するボタン

ボード紙のとき
途中まで前面に排紙されます。排紙されたボード紙
が落ちないように手で支えてから【 Z 】ボタンを
押して、ボード紙を引き抜きます。
ボード紙以外の用紙と交換するときは、ボード紙サ
ポートを全て下げます。ボード紙サポートが上がっ
ていると、紙詰まりの原因となります。
ボード紙サポートは、図のようにつまんで、斜め下
に引っ張り、手を離すと下がります。

A

印刷可能な状態であることを確認し、
【 ( 】ボ
タンを押します。
用紙セット/取り外しメニューが表示されます。

B
C

【 d 】/【 u 】ボタンを押して、どの用紙と交換
するのかを選択し、
【 Z 】ボタンを押します。

D

セットされている用紙が排出されます。
排紙動作は、セットされている用紙によって、次の
ように異なります。

ロール紙で［ロール紙残量管理］が［ON］
のとき
バーコード印刷が開始され、印刷が終了すると自動
的にロール紙が巻き戻ります。

ロール紙で［ロール紙残量管理］が［OFF］
のとき
自動的にロール紙が巻き戻ります。
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画面の指示に従って、次に使う用紙をセットしま
す。

基本の操作

連続収容時の用紙サイズとポジション

排紙バスケットの使い方
（ SC-T7255/SC-T5255/
SC-T3255）

用紙サイズ

排紙バスケットを使うと、排紙された用紙が床と接触し
て汚れたり折れたりせずに収容できます。

ポジション

A1 縦長（594×841mm）

標準ポジション（スタックガ
イド倒す）

A0 縦長（841×1189mm）＊

標準ポジション（スタックガ
イド起こす）

A2 縦長（420×594mm）

SC-T3255 は、オプションの専用スタンド（24）または大

水平ポジション

判複合機用スタンド（24）に排紙バスケットが付属して

A1 横長（841×594mm）＊

います。

＊ SC-T3255 では、対応していません。

1 枚収容時は、用紙種類に関わらず、以下のサイズまで収

K

容できます。

普通紙に上記サイズで印刷をしたとき以外は、連続収容する
と印刷結果の汚れや用紙の折れ、傷の原因となります。連続
して印刷するときは、1 枚ずつ取り出してから次の用紙を収
容してください。

1 枚収容時の最大サイズ
用紙幅
SC-T7255

約 1,118mm/44 インチ

SC-T5255

約 914mm/36 インチ

SC-T3255

約 610mm/24 インチ

用紙長

収納と開き方

約 1,189mm

収納方法
1 枚収容時は、排紙バスケットを標準ポジションでお使い

用紙をセットするときや本機を移動するときは、排紙バ

ください。
ポジションの変更方法 U「ポジションの変更方法」46

スケットを閉じます。

ページ

排紙バスケットを向こう側に押します。
排紙バスケットが水平ポジションになっているときは、

L

収納できません。標準ポジションにしてから収納してく

長尺印刷など最大収容用紙長を超えて印刷をするときは、排
紙バスケットを収納した状態で印刷します。排紙された用紙
が床と接触する前に、排紙ガイド付近で用紙両端を手で持ち、
そのまま軽く持ち上げた状態で印刷が終了するまで保持する
ことをお勧めします。

ださい。
U「ポジションの変更方法」46 ページ

エプソン製専用紙の普通紙ロール＜薄手＞に以下のサイ
ズで線画モードの印刷をしたときは、同一サイズを 20 枚
まで連続して収容できます。
連続収容する際は、収容する用紙サイズにより、排紙バ
スケットのポジション変更してください。
ポジションの変更方法 U「ポジションの変更方法」46
ページ
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開き方

ポジションの変更方法

排紙バスケットが収納状態になっているときは、以降の

収容する用紙サイズに応じてポジションを切り替えます。

手順で排紙バスケットを広げ使用できる状態にします。

L

排紙バスケットを軽く引き下げます。

印刷するデータや使用環境によっては、正しく排紙バスケッ
トに収容できずにしわが寄ったり折れたりすることがありま
す。

標準ポジション

A

少し手前に引いてから、下げます。

B

上側のスタックガイド切り替えレバーを操作し
て、上側のスタックガイドを下げます。

K
排紙バスケットを以下の右図の位置まで開くと、正しく収容
できません。
左図の位置まで引き上げてください。

以下の通り、収容する用紙サイズによって、下側のスタッ
クガイドを切り替えます。
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A1 縦長サイズの用紙を連続収容するとき

水平ポジション

A

上側のスタックガイド切り替えレバーを操作し
て、上側のスタックガイドを上げます。

B

上に持ち上げて、軽く下げます。

上記以外のとき

L
水平ポジションにならず、標準ポジションなってしま
うときは、上に持ち上げて、軽く押しながら下げてく
ださい。
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大容量排紙バスケットの使
い方（SC-T7255D/
SC-T5255D）

収納とポジション変更の方法

大容量排紙バスケットを使うと、排紙された用紙が床と

排紙バスケットを閉じます。

収納方法
用紙をセットするときや本機を移動するときは、大容量

接触して汚れたり折れたりせずに収容できます。
1 枚収容時は、用紙種類やサイズに関わらず印刷後の用紙
を収容できます。
収容できる最大用紙長は以下の通りです。

1 枚収容時の最大用紙長
大容量ポジション

約 1,580mm

省スペースポジション

約 1,189mm

L

ポジションの変更方法

長尺印刷など最大収容用紙長を超えて印刷をするときは、排
紙バスケットを収納した状態で印刷します。排紙された用紙
が床と接触する前に、排紙ガイド付近で用紙両端を手で持ち、
そのまま軽く持ち上げた状態で印刷が終了するまで保持する
ことをお勧めします。

省スペースポジション
左右のフレームの下側の突起で固定された状態まで倒し
ます。

エプソン製専用紙の普通紙ロール＜薄手＞に以下のサイ
ズで線画モードの印刷をしたときは、A1 縦長サイズ以下
＊

の様々な用紙サイズを混在して複数枚 収容できます。
複数枚収容時は、大容量ポジションでお使いください。
ポジションの変更方法 U「ポジションの変更方法」48
ページ
＊ 常温環境下で 20 枚まで。ただし、作業環境や印刷す
る画像により、収容できる枚数は減少します。たく
さん収容しすぎると、用紙詰りの原因となります。

K
普通紙の A1 縦長サイズ以上の用紙を複数枚収容すると、印
刷結果の汚れや用紙の折れ、傷の原因となります。

48

基本の操作

大容量ポジション

水平ポジション

少し手前に引いてから下げます。

少し手前に引いてから下げます。

左右のフレームの上側の突起で固定された状態まで倒し

その後、まっすぐ押し込みます。

ます。

水平ポジションから別のポジションに変更するときは、
上記の手順を逆に行ってください。
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自動巻き取りユニットの使
い方（SC-T7255 のみ）

操作パネルの使い方
自動巻き取りユニットの操作パネルの使い方を説明しま
す。

オプションの自動巻き取りユニットを使うと、印刷後の
用紙を自動で巻き取りながら印刷できます。ロール紙に
連続して大量の印刷するときや長尺印刷をするときに効
率の良い作業ができます。
本機の自動巻き取りユニットは、以下のどちらかの方向
で巻き取ることができます。用紙によっては、巻き取り
非対応のものや巻き取り方向が制限されるものがありま
す。
用紙の巻き取り対応や巻き取り方向は、以下をご覧くだ
さい。
U「エプソン製専用紙一覧」198 ページ
外巻き

内巻き

A 電源ランプ
自動巻き取りユニットの状態を示します。

外巻き(Forward)は、印刷面を外側にして巻き取ります。
内巻き(Backward)は、印刷面を内側にして巻き取ります。

点灯

： 使用可能な状態です。

速めの点滅

： 動作中です。

遅めの点滅

： 省電力状態です。

間隔の長い点滅

： エラーが発生しています。

消灯

： 電源が入っていません。

B Auto スイッチ

B

自動巻き取りの方向を設定するスイッチです。
Backward ： 印刷面を内側にして巻き取ります。

・自動巻き取りユニットの紙管は、マニュアルをご覧になり
正しく固定してください。
紙管が落下すると、けがをするおそれがあります。
・自動巻き取りユニット動作中は、手や髪の毛などが稼動部
に巻き込まれ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。

Forward

： 印刷面を外側にして巻き取ります。

Off

： 巻き取りません。

C Manual スイッチ
手動巻き取りの方向を設定するスイッチです。
Auto スイッチが Off のときに機能します。

K

Backward ： 印刷面を内側にして巻き取ります。

ロール紙の先端部が垂直にカットされていることを確認して
ください。先端部が波打っていたり、曲がってカットされて
いると、正しく巻き取れません。
U「手動カットの方法」33 ページ

3 秒以上押し続けると速くなります。
Forward

： 印刷面を外側にして巻き取ります。
3 秒以上押し続けると速くなります。

L
自動巻き取りユニットの取り付け方は、自動巻き取りユニッ
ト用アタッチメントに付属のマニュアルをご覧ください。
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A

用紙の取り付け
ここでは、ロール紙を自動巻き取りユニットの紙管に取

自動巻き取りユニットの Auto スイッチを Off に
します。コンセントに電源コードのプラグを差し
込み、電源ランプが点灯したことを確認します。

り付ける手順を説明します。
巻き取り方向により、取り付け方が異なります。

K
取り付け作業をする前に、本機メニューの［自動カット］の
設定を［OFF］にしてください。［ON］にしたまま自動巻き
取りユニットを使用すると、エラーになります。
U「ロール紙のカット設定」33 ページ

外巻きでの巻き取り
紙管の取り付け方法は、オプションの自動巻き取りユニッ
ト用アタッチメントに付属の『セットアップガイド』を
ご覧ください。
以下の操作で使用するボタン
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B

【 P 】ボタンを押して本機の電源を入れます。

C

ロール紙が本機に正しくセットされていることを
確認します。

D

操作パネルの【 ) 】ボタンを押します。【 d 】
ボタンを押し続けて用紙の先端を紙管の位置まで
送り出します。

基本の操作

E

用紙の先端を紙管に貼り付けます。

L

市販のテープで中央、左右の順に貼り付けます。

用紙によっては、自動巻き取りユニットに付属のテン
ショナーを使用します。テンショナーは図のように、
ロール紙をたるませた中央付近に入れてください。テ
ンショナーが必要な用紙は、以下をご覧ください。
U「エプソン製専用紙一覧」198 ページ

H

F

操作パネルの【 d 】ボタンを押し続けて、紙管 3

G

Manual スイッチを Forward 側に押し続け、用
紙を紙管に 3 周巻き取らせます。

Auto スイッチを Forward 側にセットします。

周分程度用紙をたるませます。

内巻きでの巻き取り
紙管の取り付け方法は、オプションの自動巻き取りユニッ
ト用アタッチメントに付属の『セットアップガイド』を
ご覧ください。

巻き付け後に、用紙と紙管の間に十分なたるみを持
たせてください。
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以下の操作で使用するボタン

B

【 P 】ボタンを押して本機の電源を入れます。

C

ロール紙が本機に正しくセットされていることを
確認します。

D
E

A

操作パネルの【 ) 】ボタンを押します。【 d 】
ボタンを押し続けて用紙の先端を紙管の位置まで
送り出します。

用紙の先端を紙管に貼り付けます。
市販のテープで中央、左右の順に貼り付けます。

自動巻き取りユニットの Auto スイッチを Off に
します。コンセントに電源コードのプラグを差し
込み、電源ランプが点灯したことを確認します。

F
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操作パネルの【 d 】ボタンを押し続けて、紙管 3
周分程度用紙をたるませます。

基本の操作

G

Manual スイッチを Backward 側に押し続け、
用紙を紙管に 3 周巻き取らせます。

巻き取った用紙の取り外し
巻き取り終わった用紙の取り外し方を説明します。

B

自動巻き取りユニットから巻き取った用紙を取り外す作業は、
左右をそれぞれ 1 人で持って行ってください。
1 人だけで行うと、巻き取り後の用紙が落下してけがをする
おそれがあります。

以下の操作で使用するボタン

巻き付け後に、用紙と紙管の間に十分なたるみを持
たせてください。

H

Auto スイッチを Backward 側にセットします。

A
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Auto スイッチを Off にします。

基本の操作

B

基本的な印刷方法
（Windows）

用紙をカットし、切り離した用紙を最後まで巻き
取ります。
U「手動カットの方法」33 ページ
カット後は、印刷面が床に接触しないように手で支

印刷は、印刷するデータを作成したアプリケーションソ

えながら用紙を最後まで巻き取ります。Manual ス

フトから実行します。印刷の基本的な操作手順は、以下

イッチを巻き取りの方向に応じて Forward 側または

の通りです。

Backward 側に押し続けてください。

C

A

可動ユニットのロックを解除し、可動ユニットを
紙管から取り外します。

本機の 電源を入れて、印刷する用紙をセットし
ます。
U「ロール紙アダプターの取り付け方」27 ページ

可動ユニットを取り外すときは、紙管を落とさない

U「単票紙のセット方法」37 ページ

ように片手で支えてから行ってください。

U「ボード紙のセット方法」39 ページ

B

D

紙管を自動巻き取りユニットから取り外します。
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データを作成したら［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。

基本の操作

C

表示された内容が、目的の設定でないときは、プリ

本機が選択されていることを確認し、
［プリンター
のプロパティ］または［プロパティ］をクリック
して基本設定画面を表示させます。

ンターの用紙を目的のものに変更してから、［情報
を取得］ボタンをクリックします。プリンターの情
報が再取得され、［用紙設定］の設定内容が更新さ
れます。

L
［情報を取得］ボタンをクリックすると、プリンター
にセットされている用紙の情報が表示されます。

E

［サイズ設定］の［原稿サイズ］を設定します。
［原稿サイズ］では、アプリケーションソフトで印
刷データ作成時に設定した用紙サイズを選択しま
す。

D

［用紙設定］の設定内容を確認します。

SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255 を お 使
いのとき
プリンタードライバー起動時に、自動的にプリン
ターの用紙セット情報を取得し、その結果が［用紙
設定］に表示されます。
表示された内容で印刷を実行するときは、次のス
テップに進みます。

SC-T7255D/SC-T5255D をお使いのとき
プリンタードライバー起動時に［ロール自動 - ＊＊

プルダウンメニューに目的のサイズがないときは、

mm］が選ばれているときは、プリンターで現在使

［ユーザー用紙設定］で独自のサイズを設定して保

用中のロール紙の用紙種類と幅になっています。印

存できます。U「定形外サイズの印刷」87 ペー

刷を実行すると、プリンターのセットアップメニュー
の［ロール切替条件］の設定に従って印刷するロー

ジ

ル紙が切り替わります。
U「ロール紙を自動で切り替えて印刷する（SCT7255D/SC-T5255D のみ）」90 ページ
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F

H

拡大・フチなし設定をします。
ロール紙をセットしているときは、
［ロール紙幅に
拡大］にチェックを付けるだけで、簡単にロール紙
幅いっぱいに拡大印刷できます。

設定した内容を確認します。
設定した内容が右側のイラストに反映されています
ので、問題ないか確認します。

フチ(余白)のない印刷を行うときは、［フチなし］に
チェックを付けます。
原稿サイズよりも大きい用紙にフチなし印刷すると
きは、拡大とフチなしの両方の設定をしてくださ
い。

I

［OK］ボタンをクリックします。

J

設定が完了したら、［印刷］をクリックして印刷
を実行します。

拡大やフチなしを詳細に設定するには、レイアウト
画面で行います。
U「拡大/横断幕/垂れ幕印刷」83 ページ
U「フチなし印刷」95 ページ

G

［印刷品質］で［印刷目的］を選択します。
印刷物の用途や目的に応じてリストから目的を選択
します。

画面上にプログレスバーが表示され、印刷が始まり
ます。

色補正の方法やカラー調整をお好みに応じて詳細に
設定するときは、
［詳細設定］を選択します。
U「色補正して印刷」100 ページ
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印刷中の画面

基本的な印刷方法
（Mac OS X）

印刷を開始すると以下の画面が表示され、進行状況（コ
ンピューターの処理状況）を示すプログレスバーが表示
されます。この画面ではインク残量の目安/型番情報など
も確認できます。

A

本機の電源を入れて、印刷する用紙をセットしま
す。
U「ロール紙アダプターの取り付け方」27 ページ
U「単票紙のセット方法」37 ページ
U「ボード紙のセット方法」39 ページ

B

データを作成したら、アプリケーションソフト
で、［ファイル］メニュー-［プリント］などをク
リックします。

印刷中にエラーが生じたときやインクカートリッジの交
換が必要なときは、エラーメッセージが表示されます。

C

プリント画面が表示されます。
Mac OS X Lion 以降
画面下の［詳細を表示］をクリックしてください。

58

基本の操作

Mac OS X v10.6、v10.5 では、さらに矢印（

D

）を

クリックするとページ設定画面の項目が設定できま
す。

本機が選択されていることを確認し、用紙サイズ
の設定をします。
［用紙サイズ］で以下のいずれかを選択します。実
際は、XXXX には A4 など用紙サイズが表示されま
す。
XXXX:ロール紙にフチありで印刷します。本機のメ
ニューの［ロール紙余白］で設定した余白で印刷さ
れます。U「印刷ジョブメニュー」138 ページ
XXXX（単票紙）：単票紙にフチありで印刷します。
左右上 3mm 余白、下 14mm 余白で印刷されます。

L
プリント画面にページ設定画面の項目が表示されない
ときは、アプリケーションソフトで、
［ファイル］メ
ニュー-［ページ設定］などをクリックします。

フチなしや長尺印刷を行うとき U「フチなし印刷」
95 ペ ー ジ 、 U 「 拡 大 / 横 断 幕 / 垂 れ 幕 印 刷 」 83
ページ

E

一覧から［基本設定］を選択し、印刷用紙設定の
設定内容を確認します。

Mac OS X v10.6 以 降 （ SC-T7255/
SC-T5255/SC-T3255 をお使いのとき）
プリンタードライバー起動時に、自動的に本機の用
紙セット情報を取得し、その結果が［ページ設定］
と［用紙種類］に表示されます。表示された内容で
印刷を実行するときは、次のステップに進みます。

Mac OS X v10.6 以 降 （ SC-T7255D/
SC-T5255D をお使いのとき）
プリンタードライバー起動時に［ロール切替］で
［自動］が選ばれているときは、プリンターで現在
使用中のロール紙の用紙種類と幅になっています。
印刷を実行するとプリンターのセットアップメニュー
の［ロール切替条件］の設定に従って印刷するロー
ル紙が切り替わります。
U「ロール紙を自動で切り替えて印刷する（SCT7255D/SC-T5255D のみ）」90 ページ
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Mac OS X v10.5

G

セットした用紙に合わせて［ページ設定］と［用紙
種類］を設定します。

設定した内容を確認します。
設定した内容が右側のイラストに反映されています
ので、問題ないか確認します。

H

設定が完了したら、［プリント］をクリックして
印刷を実行します。

印刷中は Dock 内にプリンターアイコンが表示されます。
プリンターアイコンをクリックすると進行状況が表示さ
れます。印刷データの情報や印刷待ちデータなどが確認
できるほか、印刷の中止などもできます。
また、印刷中にエラーが発生すると通知のメッセージが
表示されます。

表示された内容が、目的の設定でないときは、プリ
ンターの用紙を目的のものに変更してから、［情報
を取得］ボタンをクリックします。プリンターの情
報が再取得され、設定内容が更新されます。

F

印刷物の使用目的を選択します。
印刷物の用途や目的に応じてリストから目的を選択
します。

色補正の方法やカラー調整をお好みに応じて詳細に
設定するときは、［モード設定］で［詳細設定］を
選択します。
U「色補正して印刷」100 ページ
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ロール紙の余白は、メニューの［ロール紙余白］の設定

印刷可能領域

値によって下表のように異なります。
［ロール紙余白］の設定 U「セットアップメニュー」

本機で印刷できる領域の説明をします。

144 ページ

以下の設定値を越える値でアプリケーションソフトの余

はメーカー設定値です。

白設定をしているときは、はみ出す部分は印刷されませ
ん。例えば、本機のメニューで左右余白を 15mm に設定

ロール紙余白の設定値

しているときに、アプリケーションソフトで用紙幅いっ
ぱいに作成したデータを印刷すると左右 15mm 分は印刷

標準

されません。

余白の値
A,C=15mm＊
B,D=3mm

先端 15mm/後端 15mm

ロール紙の印刷可能領域

A,C=15mm
B,D=3mm

下図のグレーの部分が印刷可能領域です。
左右フチなし印刷時は、左右余白が 0mm になります。四

先端 35mm/後端 15mm

A=35mm

辺フチなし印刷時は、四辺の余白が 0mm になります。

C=15mm

イラスト内の矢印は、排紙方向を示しています。

B,D=3mm

254mm~1118mm 1
254mm~914mm 2
3mm/15mm 254mm~620mm 3 3mm/15mm
C

先端 45mm/後端 15mm

C=15mm

3mm/15mm

4

A=45mm

B,D=3mm
四辺 3mm

A,B,C,D=3mm

四辺 15mm

A,B,C,D=15mm

~

127mm
15m

D

B

＊ ［標準］を選択し、以下の用紙を使用するときは A
の値が 20mm になります。
A

4

3~45mm

EPSON プロフェッショナルフォト＜厚手光沢＞/＜厚
手半光沢＞/＜厚手絹目＞/＜厚手微光沢＞

＊1 SC-T7255/SC-T7255D

また、以下の用紙を［CAD/線画］モードで印刷する

＊2 SC-T5255/SC-T5255D
＊3 SC-T3255

ときは、AC の値が 3mm になります。

＊4 プリンタードライバーの［拡張設定］タブで［ロール

普通紙ロール<薄手>/PX マット紙ロール＜薄手＞

紙オプション］の［長尺モード］を選択すると、用紙上
下の余白が 0mm になります。
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K

単票紙の印刷可能領域

・ロール紙の最終端が芯から外れるときは印刷が乱れます。
最終端が印刷領域に掛からないようにしてください。

左右フチなし印刷時は、左右余白が 0mm になります。
（ボード紙はフチなし印刷できません）

）が印刷データの幅（
）よりも
・印刷可能領域の幅（
小さいときは、印刷可能領域の幅からはみ出す部分（
）
は印刷されません。

15mm

イラスト内の矢印は、排紙方向を示しています。

15mm

＊1 SC-T7255/SC-T7255D
＊2 SC-T5255/SC-T5255D
＊3 SC-T3255
全て印刷するには左右余白を変更して狭くするか、印刷デー
タの幅を印刷可能領域内に収まるように変更します。
先端/後端余白を広く変更したときは、印刷領域の長さは変
わらず印刷長が長くなります。
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電源オフタイマーによる電
源の切断

印刷の中止方法
印刷を中止するには、状況に応じて以下の手順で行いま
す。

本機には、以下の 2 種類の省電力設定が装備されていま

コンピューターから本機へのデータ転送が終了している

す。

ときは、コンピューターから印刷を中止することはでき

・スリープモード

ません。本機で中止してください。

エラーが発生していない状態で印刷ジョブの受信や操作

コンピューターから中止（Windows）

パネルなどの操作が何も行われない状態が続いたとき
は、スリープモードに移行します。スリープモードにな
ると操作パネルの画面表示が消え、内部のモーター等が

プログレスバーが表示されているとき

オフになり消費電力が抑えられます。

［印刷中止］をクリックします。

印刷ジョブを受信したり、操作パネルの任意のボタンを
押すと解除されます。
スリープモード移行時間は、5〜210 分の中から選択し
て設定できます。メーカー設定値は、何も操作しない状
態が 15 分続くとスリープモードになります。スリープ
モードに移行するまでの時間はセットアップメニューで
変更できます。U「セットアップメニュー」144 ペー
ジ

L
スリープモードになると、本機の電源を切ったときの
ように操作パネルの画面表示が消えますが Pランプは
点灯しています。

プログレスバーが表示されていないとき

・電源オフタイマー

A

電源オフタイマー機能が装備されており、エラーが発生
していない状態で、設定した時間を越えて印刷ジョブの
受信や操作パネルなどの操作が何も行われない状態が続

印刷中、タスクバーに表示されるプリンターのア
イコンをクリックします。
アイコンが表示される、されないは Windows での設

いたときは、自動で本機の電源が切れます。自動で電源

定によります。

を切るまでの時間は、1〜24 時間の範囲を 1 時間単位で
設定できます。

B

メーカー設定値は、
［OFF］になっています。電源オフ
タイマーの設定はセットアップメニューで行います。
U「セットアップメニュー」144 ページ

中止したい印刷データ名上で右クリックしドキュ
メントメニューを表示させて、［キャンセル］を
クリックします。
全ての印刷データを中止するときは、［プリンタ］
メニューの［すべてのドキュメントの取り消し］を
クリックします。

本機へのデータ転送が終了していると、上記画面に
印刷データは表示されません。
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コンピューターから中止（Mac OS X）

A

Dock 内のプリンターアイコンをクリックしま
す。

B

中止したい印刷データをクリックして、［削除］
をクリックします。

本機へのデータ転送が終了していると、上記画面に
印刷データは表示されません。

本機から中止
【 W 】ボタンを押し、画面で［ジョブキャンセル］を選
択して、【 Z 】ボタンを押します。
印刷途中であっても、印刷をキャンセルします。キャン
セル後、印刷可能状態になるまでに時間が掛かることが
あります。

L
上記の操作では、コンピューターの印刷待ちデータは削除で
きません。印刷待ちデータを削除するときは前項の「コン
ピューターから中止」をご覧ください。
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L

ハードディスクドライ
ブへの保存と再印刷
（オプション）

保留ジョブは、操作パネルのセットアップメニューで
［保留ジョブの保存］を［ON］にすると保存できるよ
うになります。
メーカー設定値は［OFF］になっています。
U「セットアップメニュー」144 ページ

• 保存ジョブの確認/再印刷
ハードディスクに印刷ジョブを保存して、あとから

機能概要

再印刷できます。

オプションのハードディスクユニットや Adobe PostScript

ますので、お使いのコンピューターには負荷を与え
ません。

再印刷する際は、ハードディスクから直接印刷でき

3 拡張ユニット（以降、総称してハードディスクと呼びま

印刷ジョブの保存は、プリンタードライバーで設定

す。）を装着すると、以下の方法で印刷ジョブの確認や操

します。U「印刷ジョブを保存」66 ページ

作ができます。

L

K

・本機にオプションの大判複合機用スキャナーや市販
のスキャナーを接続して行う、大判コピーや拡大コ
ピー印刷の印刷ジョブはハードディスクには保存で
きません。

本機に は、SC-T7050/SC-T5050/SC-T3050 用オプシ ョンの
ハードディスクユニットは装着できません。必ず本機専用オ
プションのハードディスクユニットをお使いください。
U「消耗品とオプション」196 ページ

・以下のソフトウェアを使用して印刷したときは、必
ずハードディスクに印刷ジョブが保存されます。
その他のソフトウェアに関しては、ソフトウェアに
付属のマニュアルやヘルプでご確認ください。

拡張される機能
以下のように印刷ジョブの確認や操作ができます。

・LFP Print Plug-In for Office

• 印刷待ちジョブの確認

・EPSON CopyFactory5

印刷ジョブが多数あり、順番待ち状態の印刷ジョブ
があるときは、その印刷待ちジョブの以下の情報を
確認できます。
・予測印刷開始時間
・印刷に要する予測時間
・現在の消耗品の残量で印刷可能かなど

• 保 留 ジ ョ ブ の 確 認 / 再 開 （ SC-T7255/
SC-T5255/SC-T3255 のみ）
給紙方法などの設定が本機と印刷ジョブで違ってい
ると、エラーになり印刷が中断されます。
エラーになると、本機にセットされている用紙を交
換するなど、印刷できる状態にしないと印刷再開で
きません。
しかし、ハードディスクに以下の印刷ジョブを保留
ジョブとして一時的に保存できます。
このため、セットされている用紙で印刷できる印刷
ジョブを全て印刷し終えてから、用紙を交換して保
留ジョブを一括して印刷再開でき、効率の良い作業
ができます。
・給紙方法の設定が本機設定と異なる印刷ジョブ
・用紙種類が本機設定と異なる印刷ジョブ
・出力用紙サイズ(幅)が本機設定よりも大きな印刷
ジョブ
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印刷ジョブの操作手段
• 操作パネルの印刷ジョブメニューから

ハードディスク内のデータについて
ハードディスク内のデータは、コンピューターなどにコ

詳細な手順 U「保存したジョブの確認・印刷・削

ピーできません。ハードディスクに印刷ジョブを保存し

除」67 ページ

ても、元データはコンピューターで保管してください。
ハードディスク内のデータは、次のようなときに消失ま

• Remote Manager から

たは破損する可能性があります。

Remote Manager は、本機のネットワークインター

・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき

フェイスに標準で搭載されており、ハードディスク
に保存した印刷ジョブを操作する以外に、本機の状

・誤った使い方をしたとき

態の確認やネットワーク設定が行えるユーティリ

・故障や修理のとき

ティーです。お使いのコンピューターの Web ブラウ

・天災による被害を受けたとき

ザーのアドレスバーに本機に設定されている IP アド
レスを入力して起動します。

上記に限らず、また保証期間内であってもデータ消失・
破損等の責任は負いかねます。消失・破損したデータの
復旧も責任を負いかねます。ご了承ください。

印刷ジョブを保存
ここでは、プリンタードライバーで印刷ジョブを保存す
る設定手順を説明します。

A

Remote Manager から操作するときは、印刷待ちジョ
ブの個別キャンセルや、保留ジョブの個別キャンセ
ル・再開ができます。
使い方の詳細は、Remote Manager のヘルプをご覧く
ださい。
Remote Manager の起動方法 U「Remote Manager
の使い方」25 ページ

• LFP HDD ユーティリティーから（Windows
のみ）
ハードディスクに保存した印刷ジョブを操作するユー
ティリティーです。本機とコンピューターを USB 接
続しているときは、このユーティリティーをお使い
ください。
エプソンのウェブサイトからダウンロードしてお使
いください。
www.epson.jp
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刷］
（または［プリント］
）をクリックします。
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B

保存したジョブの確認・印
刷・削除

本機が選択されていることを確認し、
［プリンター
のプロパティ］または［プロパティ］をクリック
して設定画面を表示させます。

ここでは、保存したジョブを操作パネルで確認・印刷・
削除する手順を説明します。
以下の操作で使用するボタン

C

拡張設定画面でハードディスクユニットの［設
定］ボタンをクリックして、
［印刷して保存する］
または［保存のみ］を選択します。

A

印刷可能な状態であることを確認します。
【 l 】/
【 r 】ボタンを押して、,を選択して、
【 Z 】ボ
タンを押します。
印刷ジョブメニューが表示されます。

B

【 d 】/【 u 】ボタンを押して、
［保存ジョブの確
認/再印刷］を選択し、
【 Z 】ボタンを押しま
す。
保存されている印刷ジョブの名前が表示されます。

C

【 d 】/【 u 】ボタンを押して印刷、削除するジョ
ブ名を選択し、
【 Z 】ボタンを押します。
ファイル名を選択後に【 r 】ボタンを押すと、サム

D

ネイルを確認できます。

このあとは、通常通り印刷を行います。

ファイル名だけでは不安なとき、サムネイルで目的

［保存のみ］を選択したときは、保存されるだけで

のファイルか確認できます。サムネイル表示画面で

印刷は行われません。

【 Z 】ボタンを押すと選択したファイルの詳細情
報が表示されます。
ファイルによってはサムネイルを保持していないこ
とがあります。この場合は、選択したファイルの詳
細情報が表示されます。

D

【 d 】/【 u 】ボタンを押して、
［印刷］または
［削除］を選択し、【 Z 】ボタンを押します。
［削除］選択時は、確認画面が表示されます。
【 Z 】ボタンを押すと削除されます。
再印刷をするときは、印刷部数入力画面が表示され
ます。手順 5 に進んでください。
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E

【 d 】/【 u 】ボタンを押して、印刷部数を入力
し、
【 Z 】ボタンを押すと印刷が始まります。
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操作手段

コピーとスキャン

大判コピーや大判スキャンの操作、スキャンした画像ファ
イルの操作は、以下のどちらかで行えます。
・操作パネルの大判コピー/大判スキャン画面から

大判複合機用スキャナーを
使った大判コピーと大判ス
キャン（オプション）

詳細な手順は、以降をご覧ください。
・Copy Manager から
Copy Manager は、ネットワークを介して本機と接続さ
れているタブレット端末やコンピューターからコピーや
スキャンの操作を行うソフトウェアです。
起動方法 U「Copy Manager の起動方法」70 ページ

機能概要

機能対応表
どちらで操作するかにより、行える機能が下表の通り異

主な機能

なります。

オプションの大判複合機用スキャナーを接続すると、以
下の機能を実行できます。

操作パ
ネル

Copy
Manag
er

大判コピー

○

○

大判スキャン＊1

○

○

スキャンしてメール送信

○

○

メール受信

○

○

着に加えて、別オプションのハードディスクユニットま

スキャンして共有フォルダーへ

○

○

たは Adobe PostScript 3 拡張ユニット（以降、総称して

スキャンしてハードディスクへ

○

○

大判コピー
接続している大判複合機用スキャナーのモデルにより、
36 インチまたは 25 インチまでの原稿をセットして大判コ
ピーができます。

大判スキャン
大判スキャンを行うには、大判複合機用スキャナーの装

ハードディスクと呼びます）が必要です。
スキャン/メール受信した画像ファ
イルの操作＊2、＊3

スキャンした画像の保存形式は、以下から選択できます。
・JPEG ファイル

印刷＊4

○

○

・PDF ファイル

サムネイル表示

○

○

・TIFF ファイル

メールに添付して送信

○

○

フォルダーに転送

○

○

-

○

○

○

メール送信先アドレスの登録・編
集

-＊5

○

共有フォルダーアドレスの登録・
編集

-＊5

○

-

○

送信または保存先は、以下から選択できます。

ファイルダウンロード

＊

・電子メールに添付して、別のプリンター に送信。（ス
キャンしてメール送信）

削除

・ネットワーク上の共有フォルダーに保存。（スキャンし
て共有フォルダーへ）
・スキャンを行った大判複合機用スキャナーを接続してい
るプリンターに装着しているハードディスクに保存。（ス
キャンしてハードディスクへ）

ファイル操作履歴の確認

＊ 送信先のプリンターには、大判複合機用スキャナー
とハードディスクが装着されている必要があります。
本機能に対応しているかは、プリンターに付属のマ
ニュアルでご確認ください。
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操作パ
ネル

Copy
Manag
er

原稿排出方向

○

-

キャリブレーション

○

-

原稿送り補正

○

-

スキャン速度

○

-

B

本機に設定されている IP アドレスをアドレスバー
に入力して、
【Enter】または【return】キーを
押します。

C

表示された画面で、Copy Manager をクリック
します。

スキャナーメンテナンス

＊1 オプションのハードディスクユニットまたは Adobe
PostScript 3 拡張ユニット装着時に限り有効です。
＊2 「スキャンしてメール送信」と「スキャンして共
有フォルダーへ」も、スキャンした画像ファイル

本機は無線 LAN 機能を搭載していません。本機とタブレッ

は本機のハードディスクに保存されます。

ト端末をネットワーク接続するには、無線 LAN ルーター

＊3 オプションの大判複合機用スキャナーの装着/非装

または無線 LAN アクセスポイントが必要です。

着に関わらず操作できます。

例

＊4 PDF ファイルと TIFF ファイルは、オプションの
Adobe PostScript 3 拡張ユニット装着時に限り印刷
できます。
＊5 設定メニューの［管理者メニュー］で［全設定の
初期化］または［HDD フォーマット］の［セキュ
ア（高速）］、［セキュア（サニタイジング）］を行
うとアドレス帳に登録した内容は全て消去されま
す。

LAN

Copy Manager の起動方法
Copy Manager は、本機のネットワークインターフェイス
に搭載されており、本機に以下のオプションがどれか装
着されていると機能します。
・大判複合機用スキャナー
・ハードディスクユニット
・Adobe PostScript 3 拡張ユニット

対応 OS やブラウザーは、以下をご覧ください。
U「システム条件」212 ページ

ただし、大判複合機用スキャナーが装着されていないと、
大判コピー、大判スキャン機能は使えません。
起動方法は以下の通りです。

A

ネットワークを介して本機と接続されているタブ
レット端末やコンピューターで Web ブラウザー
を起動します。
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アドレス帳の作成・編集

スキャン前の準備

メール送付先、共有フォルダーのアドレスを登録するア

「スキャンしてメール送信」や「スキャンして共有フォ

ドレス帳の作成・編集は、Copy Manager で行います。

ルダーへ」を行うには、事前に以下の設定を済ませてく
ださい。

A

・メールサーバーの設定
Remote Manager で設定します。

Copy Manager を起動します。

U「メールサーバーの設定」71 ページ

B

・メール送付先アドレス、共有フォルダーアドレスの登録
Copy Manager で設定します。

画面上部の［設定］アイコンをクリックします。

U「アドレス帳の作成・編集」71 ページ
Copy Manager の機能の詳細は、ヘルプをご覧ください。

K

L

「スキャンしてメール送信」や「スキャンして共有フォルダー
へ」を行うときや Copy Manager から操作するときは、セキュ
リティーに関する設定を行っていないと、情報の盗み見や改
ざんなどの問題が発生する可能があります。
セキュリティーの設定を行わないで使用した場合の問題を十
分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリ
ティーに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めし
ます。

アドレス帳に登録したメール送付先、共有フォルダーのアド
レスは、アドレス帳の編集で 1 件ずつ削除してください。
アドレス帳を全て削除するときは、本機の設定メニューの［管
理者メニュー］で［全設定の初期化］または［HDD フォー
マット］の［セキュア（高速）］、［セキュア（サニタイジン
グ）］を行います。

メールサーバーの設定
メ ー ル サ ー バ ー （ SMTP ・ POP3 ） の 設 定 は Remote
Manager で 行 い ま す 。 Remote

Manager は 、 Copy

Manager と同様に本機のネットワークインターフェイス
に搭載されているソフトウェアです。
起動方法は以下の通りです。

A

ネットワークを介して本機と接続されているタブ
レット端末やコンピューターで Web ブラウザー
を起動します。

B

本機に設定されている IP アドレスをアドレスバー
に入力して、
【Enter】または【return】キーを
押します。

C

表示された画面で、
［Remote Manager］をク
リックします。

D

Setup タブ画面を表示し、画面左のメニューで
［メール］をクリックします。

Remote Manager の機能の詳細は、オンラインヘルプをご
覧ください。
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セットできない原稿

原稿セット時のご注意

以下のような原稿はセットしないでください。紙詰りや

セットできる原稿の幅と用紙種類、セットできない原稿

故障の原因となります。

は、以下の通りです。

・折り目やしわがある

K

・とじてある

ホコリの付いた原稿をセットすると、ホコリが大判複合機用
スキャナー内部に付着して、コピーやスキャンした画像の品
質を低下させる原因となります。原稿をセットする前に、原
稿のホコリを払ってください。

・反っている
・裏がカーボンになっている
・ステープラーやクリップ、のりなどが付いている
・ルーズリーフなど多数の穴がある

セットできる原稿の幅

・不規則な形状・直角に裁断されていない

大判複合機用スキャナー（25）：152〜635mm（6〜25 イ

・写真・シール・ラベルなどが貼ってある

ンチ）

・透明

大判複合機用スキャナー（36）：152〜914mm（6〜36 イ

・光沢がある

ンチ）

・用紙が劣化している
・破れている

セットできる原稿の用紙種類
・普通紙

厚さ 0.25mm 以上の原稿をセットす
るとき

・再生紙
・トレーシングペーパー

原稿をセットする前に、以下の 3 項目を対応してくださ

・マットフィルム

い。

・青焼きコピー

ジアゾタイプ（白地に青線)

・青焼きコピー

陰画タイプ（青地に白線）

排紙ガイドを取り外す
排紙ガイドが付いたままだと、原稿が突き当たり、排紙

・インクジェットプリンター用マット紙

できません。

・合成紙

排紙ガイドの枚数は、お使いのモデルにより異なります。

・新聞紙
・広告紙
・フォト紙
＊ デリケートな原稿は、クリアホルダーなどにはさん
でセットすることをお勧めします。
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原稿排出方向を前方にする

原稿のセット方法

排紙ガイドを取り外した状態で、原稿を後方に排出する
と原稿が背面に落下し折れたり、潰れたりして破損する
ことがあります。
U「原稿排出方向やスキャン精度の変更方法」74 ペー
ジ

A

給紙ガイドを原稿セット位置に合わせます。

B

原稿の読み取り面を上にして、原稿の右端を給紙
ガイドに合わせます。

前方、後方スペースの確保
原稿読み取り時に前方と後方に原稿が突き出します。必
要なスペースの目安は、下表の通りです。本機を壁際に
設置しているときは、後方スペースを確保してください。

用紙サイズ

前方（a）

後方（b）

A2

185mm

220mm

A1

432mm

467mm

B2

319mm

354mm

B1

621mm

656mm

24×30 インチ

353mm

388mm

30×40 インチ

607mm

642mm

原稿が斜めにならないように給紙するには、原稿の
長い辺を挿入して給紙することをお勧めします。
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C

原稿の先端が、内部の全てのローラーに揃って触
れるように水平に挿入します。

原稿排出方向やスキャン精度の
変更方法

先端がローラーに触れると、自動的に原稿が読み取
り開始位置まで給紙されます。自動給紙が始まった

原稿排出時の排出方向の変更やより高いスキャン精度に

ら手を放して、原稿の引き込み動作を妨げないでく

変更する手順は、以下の通りです。

ださい。

L
原稿排出方向を後方に変更したときは、排紙ガイドを装着し
てお使いください。排紙ガイドを装着しないと原稿が背面に
落下して折れたり、潰れたりして破損することがあります。

以下の操作で使用するボタン

D

給紙後は、給紙ガイドを取り外し、原稿の右端と
ガイドの線が揃っていることを確認します。
給紙ガイドをセットしたままコピーやスキャンをす
ると、原稿の端を傷めることがあります。

A

K
原稿がガイドの線よりも大きく傾いていると、傾いて
はみ出た部分はコピー/スキャンされません。【 r 】ボタ
ンを押して原稿を排紙し、原稿を再セットしてくださ
い。

L
1m 以上の長い原稿は、読み取り中に原稿が傾かないよ
うに、手で支えてください。
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大判コピー/大判スキャン画面で【 d 】/【 u 】
ボタンを押して［スキャナーメンテナンス］を選
択し、
【 Z 】ボタンを押します。

B

【 d 】/【 u 】ボタンを押して［原稿排出方向］

C

【 d 】/【 u 】ボタンを押して設定したい項目を

D

【 W 】ボタンを押すとメニューが終了します。

または［スキャン速度］を選択し、
【 Z 】ボタン
を押します。

選択し、【 Z 】ボタンを押します。

コピーとスキャン

D

大判コピーの手順
ここでは、本機の操作パネルからコピーを行う手順を説

大判コピー/大判スキャン画面が表示されている
ことを確認します。
別の画面が表示されているときは、【 l 】/【 r 】ボ

明します。
コピーの印刷は、お使いの機種により以下の給紙経路で

タンを押して、

行われます。

E

・SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255
セットされているロール紙または単票紙
・SC-T7255D/SC-T5255D
［コピー設定］の［給紙方法］から、［ロール 1］/

タブを選択します。

大判コピー/大判スキャン画面で【 d 】/【 u 】
ボタンを押して［コピー］を選択し、
【 Z 】ボタ
ンを押します。
大判コピー画面が表示されます。

［ロール 2］ /［ロール自動］/［単票紙］のどれかを選
択して印刷

F

以下の操作で使用するボタン

大判コピー画面で【 d 】/【 u 】ボタンを押すと、
コピー部数を設定できます。
【 Z 】ボタンを押すとコピーが始まります。
コピー設定や拡大率を変更するときは、【Menu】ボ
タンを押すとコピー設定メニューが表示されます。
SC-T7255D/SC-T5255D に大判複合機用スキャナー
を装着しているときは、印刷する用紙（ロール 1/
ロール 2/ロール自動/単票紙）もコピー設定メニュー
で指定できます。
コピー設定メニューの操作方法 U「メニューの操
作」128 ページ
設定内容 U「大判コピー・大判スキャンメニュー」
161 ページ

G

コピーが完了すると手順 6 の画面に戻ります。
【 r 】ボタンを押すと原稿が排出されます。原稿
をセット後【 Z 】ボタンを押すと続けてコピー
できます。

A

コピーが完了したら、必ず原稿を排出してくださ

【 P 】ボタンを押して本機の電源を入れます。

い。先の原稿が入った状態で、次の原稿をセットす

本機の電源を入れると、連動してスキャナーの電源

ると正しく給紙できません。

が入ります。

原稿の排出方向は変更できます。排出方向の変更方
法 U「原稿排出方向やスキャン精度の変更方法」

B

74 ページ

大判コピーに対応した用紙を本機にセットしま
す。
U「エプソン製専用紙一覧」198 ページ

C

スキャナーに原稿をセットします。
U「厚さ 0.25mm 以上の原稿をセットするとき」
72 ページ
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E

大判スキャンの手順
「スキャンしてメール送信」や「スキャンして共有フォ
ルダーへ」を行うには、事前に設定が必要です。
U「スキャン前の準備」71 ページ

大判コピー/大判スキャン画面で【 d 】/【 u 】
ボタンを押して［スキャン］を選択し、
【 Z 】ボ
タンを押します。
スキャンファイルの保存/送付先を選択する画面が表
示されます。

ここでは、本機の操作パネルからスキャンを行う手順を

F

説明します。
以下の操作で使用するボタン

【 d 】/【 u 】ボタンを押して保存/送付先を選
択し、
【 Z 】ボタンを押します。
［ハードディスク］を選択したときは、手順 8 に進
んでください。
［共有フォルダー］や［メールで送信］を選択した
ときは、手順 7 に進んでください。

G

【 d 】/【 u 】ボタンを押して保存先フォルダー

H

主なスキャン設定の内容が表示されています。
【 Z 】ボタンを押すとスキャンが始まります。

または宛先を選択し、
【 Z 】ボタンを押します。

設定を変更するときは、【Menu】ボタンを押すとス
キャン設定メニューが表示されます。
スキャン設定メニューの操作方法 U「メニューの
操作」128 ページ
設定内容 U「大判コピー・大判スキャンメニュー」
161 ページ

A

【 P 】ボタンを押して本機の電源を入れます。

I

本機の電源を入れると、連動してスキャナーの電源
が入ります。

B

スキャンが完了すると手順 8 の画面に戻ります。
【 r 】ボタンを押すと原稿が排出されます。原稿
をセット後【 Z 】ボタンを押すと続けて同じ保
存/送付先にスキャンファイルを保存または送付
できます。

大判スキャン機能に対応した用紙を本機にセット
します。

スキャンが完了したら、必ず原稿を排出してくださ
U「エプソン製専用紙一覧」198 ページ

い。先の原稿が入った状態で、次の原稿をセットす
ると正しく給紙できません。

C

原稿の排出方向は変更できます。排出方向の変更方

スキャナーに原稿をセットします。

法 U「原稿排出方向やスキャン精度の変更方法」

U「厚さ 0.25mm 以上の原稿をセットするとき」

74 ページ

72 ページ

D

大判コピー/大判スキャン画面が表示されている
ことを確認します。
別の画面が表示されているときは、【 l 】/【 r 】ボ
タンを押して、

タブを選択します。
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［受信スキャンファイルの操作］に（3）のように

スキャン/受信した画像ファイル
の操作

数字が表示されているときは、印刷可能な受信ファ
イルで未印刷のファイルの数を示しています。

スキャンしたファイルや別のプリンターからメールで送

B

信されたスキャンファイルに対して、以下の操作が行え
ます。
この機能は、オプションの大判複合機用スキャナーの装
着/非装着に関わらず実施できます。
・印刷

大判コピー/大判スキャン画面で【 d 】/【 u 】
ボタンを押して［受信スキャンファイルの操作］
または［スキャンファイルの操作］を選択し、
【 Z 】ボタンを押します。
選択したファイルの一覧が表示されます。ファイル
名横のアイコンの意味は次の通りです。

PDF ファイルと TIFF ファイルは、オプションの Adobe
PostScript 3 拡張ユニット装着時に限り印刷できます。

［受信スキャンファイルの操作］を選択した
とき

また、お使いの機種により以下の給紙経路で印刷されま
す。
・SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255

未印刷のファイルです。一度でも印刷する
と、以降は に変わります。

セットされているロール紙または単票紙
・SC-T7255D/SC-T5255D

印刷できないファイル＊です。

スキャン印刷の設定の［給紙方法］から、［ロール
1］/［ロール 2］ /［ロール自動］/［単票紙］の
どれかを選択して印刷

印刷済みのファイルです。

・メールに添付して送信
・ネットワーク上の共有フォルダーに転送

［スキャンファイルの操作］を選択したとき

・ファイル削除

共有フォルダーに転送した画像ファイルで
す。印刷できないファイル＊です。

以下の操作で使用するボタン

共有フォルダーに転送した画像ファイルで
す。印刷可能なファイルです。

ハードディスクに保存した画像ファイルで
す。印刷できないファイル＊です。

ハードディスクに保存した画像ファイルで
す。印刷可能なファイルです。

A

タブアイコンの

または

を選択します。

メール送信した画像ファイルです。印刷で
きないファイル＊です。

本機にオプションの大判複合機用スキャナーを接続
していないときもオプションのハードディスクユ

メール送信した画像ファイルです。印刷可
能なファイルです。

ニットまたは Adobe PostScript 3 拡張ユニットを装
着していると、タブに

が表示されます。コピーや

スキャンはできませんが、以下の操作は行えます。
・受信スキャンファイルの操作

＊ PDF ファイルと TIFF ファイルは、オプションの Adobe
PostScript 3 拡張ユニット装着時に限り印刷できます。

＊

・新規スキャンファイル受信
・スキャンファイルの操作

＊

＊ ハードディスクに受信スキャンファイルやス
キャンファイルが保存されていると表示されま
す。
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C

A3、A4 スキャナーを使っ
た拡大コピー

【 d 】/【 u 】ボタンを押して操作するファイル
を選択します。
ファイル名だけではわかりにくいときは、【 r 】ボ
タンを押してください。

本機にエプソン製 A3、A4 スキャナーを接続すると、コン

スキャンした画像のサムネイルが表示され内容を確

ピューターを介さずに原稿を簡単に拡大コピーできます。

認できます。

対応スキャナーは、エプソンのウェブサイトでご確認く

L

ださい。
www.epson.jp

・画像のサイズによっては、画像上部だけのサムネイ
ル表示になることがあります。

対応サイズ

・サムネイル画面で【 r 】ボタンを押すと、選択した
ファイルの詳細情報が表示されます。

スキャン原稿サイズ：L 判〜A3

＊1

出力サイズ：A2〜36 インチ（約 914mm）

D

＊1 接続するスキャナーの仕様により異なります。

【 Z 】ボタンを押します。
［受信スキャンファイルの操作］で

＊2

＊2 SC-T3255 では、24 インチ（約 610mm）までで
が表示さ

す。

れたファイルを選択したときは、【 Z 】ボタンを押
すと印刷が始まります。
それ以外のファイルを選択したときは、手順 5 に進

E

みます。

スキャナーの接続

【 d 】/【 u 】ボタンを押して実行したい操作を
選択し、【 Z 】ボタンを押します。

A

本機とスキャナーをそれぞれ使用できる状態にし
ます。
スキャナーのセットアップは、スキャナーに付属の

［印刷］、［削除］を選択したときは、画面の表示を

マニュアルをご覧ください。

確認して操作してください。
［共有フォルダーに転送］や［メール送信］を選択
したときは、保存先フォルダーや送信先を選択する
画面が表示されますので、スキャン時と同様に操作

B

本機とスキャナーの電源を切ります。

C

スキャナーに付属の接続ケーブルで、スキャナー
と本機を接続します。

してください。

F

操作が完了するとファイル一覧画面に戻ります。
【 y 】ボタンを押すとメニューが終了します。
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E

K
スキャナーは直接本機に接続してください。直接接続
しないと、拡大コピー機能は使用できません。

拡大コピーの手順

拡大コピー画面で【 u 】/【 d 】ボタンを押し、
コピー部数を設定し、
【 Z 】ボタンを押すとコ
ピーが始まります。
コピー設定や拡大率を変更するときは【Menu】
ボタンを押します。拡大コピー設定メニューが表
示されます。
【 Z 】ボタンの代わりにスキャナーの【 ] 】ボタ

コピー結果の印刷は、お使いの機種により以下の給紙経

ンを押してもコピーが始まります。

路で行われます。

拡大コピー設定メニューの操作方法 U「メニュー

・SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255

の操作」128 ページ

セットされているロール紙または単票紙

設定内容 U「拡大コピーメニュー」160 ページ

・SC-T7255D/SC-T5255D

L

現在、選択されているロール紙または単票紙
現在、選択されている用紙は、.タブを選択して確認

SC-T3255 をお使いのときは、
［自動拡大］で［その他
の倍率］を選択し、［出力サイズを選択］で［A0（2 枚
出力）
］を選択すると、図のように 2 枚に分かれて印刷
されます。
A2 幅サイズのロール紙に印刷すると、2 枚をテープな
どで貼り合わせるだけで A0 サイズの印刷物が完成しま
す。A2 幅以上のサイズのロール紙に印刷したときは余
分を切り取ります。

できます。
以下の操作で使用するボタン

A

本機とスキャナーの電源を入れます。

B

拡大コピー機能に対応した用紙を本機にセットし
ます。

電源を入れる順番は問いません。

U「エプソン製専用紙一覧」198 ページ

C

スキャナーの原稿台または ADF（オートドキュ
メントフィーダーの略）に原稿をセットします。
U「原稿セット時のご注意」80 ページ
スキャナーの使い方は、スキャナーに付属のマニュ
アルをご覧ください。

D

印刷可能な状態であることを確認し、【 l 】/
【 r 】ボタンを押して、+を選択して、
【 Z 】ボ
タンを押します。
拡大コピー画面が表示されます。
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原稿セット時のご注意
スキャナーに拡大コピー対象の原稿をセットする際は、
印刷品質低下や正しくスキャンされない原因となります
ので、以下の点に注意してください。
・原稿は必ず横置きでセットしてください。

・原稿台と ADF の両方に原稿があるときは、ADF に置い
た原稿をスキャンします。
原稿台使用時は ADF には用紙を置かないでください。
・以下のときは、ADF は使用できません。
・
［自動拡大］で［A4/2→長尺（自動）
］を選択した
とき
・
［出力サイズを選択］で［B1］、［A0］を選択し複
数枚コピーを実行したとき、または［A0（2 枚出
力）］を選択したとき
・原稿が L 判またはハガキ、KG サイズのとき
・原稿がハガキや写真などの厚手の用紙のとき
・原稿台に原稿をセットして、複数部数コピーすると、原
稿スキャンが毎回入ることがあります。
複数部数コピーするときは、指定した部数分の印刷が終
了するまで原稿カバーを開けないでください。
・何枚も続けてコピーするときは、ADF に原稿をセットし
てください。この場合、原稿をスキャンするたびに印刷
されますので、複数部数コピーは部単位で印刷されませ
ん。
例）2 枚の原稿を 2 部コピーしたときの出力順
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フォルダー印刷の準備

フォルダー印刷

以下の通り、Remote Manager で共有フォルダーの設定を
行います。
Remote Manager は、本機のネットワークインターフェイ

機能概要

スに搭載されているソフトウェアです。

あらかじめ設定した、ネットワーク上の共有フォルダー
のファイルを選択して印刷できます。

A

共有フォルダーの設定は、Remote Manager で行います。
U「フォルダー印刷の準備」81 ページ

ネットワークを介して本機と接続されているタブ
レット端末やコンピューターで Web ブラウザー
を起動します。

操作手段

B

ファイルを選択して印刷する操作は、本機の操作パネル
からと Remote Manager からの 2 通りの方法で行えます。
操作パネルの操作方法 U「フォルダー印刷の手順」82
ページ

本機に設定されている IP アドレスをアドレスバー
に入力して、
【Enter】または【return】キーを
押します。
以下のいずれかのオプション装着時は、手順 3 に進

Remote Manager での操作方法は、オンラインヘルプをご

みます。

覧ください。

・大判複合機用スキャナー

対応ファイル

・ハードディスクユニット

フォルダー印刷できるファイルは以下の通りです。対応

・Adobe PostScript 3 拡張ユニット

ファイルは、オプションの Adobe PostScript 3 拡張ユニッ

非装着時は、手順 4 に進みます。

トを装着しているかどうかで異なります。
ファイルフォーマット

非装着

装着

HP-GL/2

○

○

HP RTL

○

○

PDF

-

○

PostScript

-

○

EPS

-

○

TIFF

-

○

JPEG

-

○

CALS G4(type Ⅰ)

-

○

HP-GL/2、HP RTL フォーマットのファイルは、本機の設

C

表示された画面で、Remote Manager をクリッ
クします。

D

Setup タブ画面を表示させて画面左のメニューで
［共有フォルダー］をクリックします。

Remote Manager の操作の詳細は、オンラインヘルプをご

定メニューの［HP-GL/2 設定］に従って印刷されます。

覧ください。

U「プリンター設定」144 ページ
それ以外のファイルは、本機の設定メニューの［PS3 拡張
ユニット］の設定に従って印刷されます。
＊4

U「オプション設定 」152 ページ
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D

フォルダー印刷の手順

【 d 】/【 u 】ボタンを押すと、印刷部数を設定

操作パネルからフォルダー印刷する手順は、以下の通り

できます。
【 Z 】ボタンを押すと印刷が始まりま
す。

です。

オプションのハードディスクユニットまたは Adobe
PostScript 3 拡張ユニット未装着時は、印刷部数は 1

以下の操作で使用するボタン

枚固定になります。
給紙方法などを変更するときは、【Menu】ボタンを
押すと設定メニューが表示されます。SC-T7255D/
SC-T5255D は、［ロール 1］ /［ロール 2］ /［ロー
ル自動］ /［単票紙］から選択できます。
［印刷プレビュー］を［する］に設定しているとプ
レビュー画面が表示されます。プレビュー画面で
【 Z 】ボタンを押すと印刷が始まります。

A

印刷プレビューを途中でやめるときは【 W 】ボタ

印刷可能な状態であることを確認します。
【 l 】/
【 r 】ボタンを押して,を選択し、
【 Z 】ボタン

ンを押します。

を押します。
印刷ジョブメニューが表示されます。

B

【 d 】/【 u 】ボタンを押して［フォルダー印刷］
を選択し、
【 Z 】ボタンを押します。
オ プ シ ョ ン の ハ ー ド デ ィ ス ク ユ ニ ッ ト や Adobe
PostScript 3 拡張ユニットを装着していないときは、
［フォルダー印刷］だけが表示されます。
しばらくして、共有フォルダー内のファイルのリス
トが表示されます。

C

【 d 】/【 u 】ボタンを押して印刷するファイル
を選択し、
【 Z 】ボタンを押します。
印刷設定の画面が表示されます。

82

いろいろな印刷方法

L

いろいろな印刷方法

・横断幕や垂れ幕などを制作するための長尺印刷専用のアプ
リケーションソフトで印刷するときは、長尺印刷専用アプ
リケーションソフトのマニュアルに従ってプリンタードラ
イバーを設定してください。

拡大/横断幕/垂れ幕印刷

・Windows 版の拡張設定画面にある［長尺モード］は、長尺
印刷専用アプリケーションソフトの使用時に必要に応じて
チェックします。

原稿の用紙サイズをプリンタードライバーで拡大または
縮小して印刷します。設定方法には以下の 3 通りの方法
があります。
横断幕や垂れ幕、あるいは正方形などの定形外サイズの
印刷をするときは、あらかじめ原稿の用紙サイズをプリ
ンタードライバーに登録してください。
U「定形外サイズの印刷」87 ページ
・ロール紙の幅に合わせる
印刷するロール紙の幅に合わせて自動的に拡大/縮小し
て印刷します。

ロール紙の幅に合わせて印刷
Windows での設定

A

プリンタードライバーの基本設定画面を表示し、
［原稿サイズ］でデータの用紙サイズと同じサイ
ズを選択します。
U「基本的な印刷方法（Windows）」55 ページ

・サイズを指定する
拡大/縮小率を任意に設定して印刷します。定形外の用
紙サイズのときなどに設定します。

・出力サイズに合わせる
印刷する用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小して
印刷します。

83

いろいろな印刷方法

B

レイアウト画面で［拡大/縮小］をチェックし、
［ロール紙の幅に合わせる］をクリックします。

Mac OS X での設定

A

プリント画面を表示し、一覧から［ページレイア
ウト設定］を選択し、［拡大/縮小］をチェックし
ます。
U「基本的な印刷方法（Mac OS X）」58 ページ

B
C

［ロール紙の幅に合わせる］をチェックし、原稿
の短辺をロール紙幅に合わせるか、長辺をロール
紙幅に合わせるのかを選択します。

原稿の短辺をロール紙幅に合わせるか、長辺を
ロール紙幅に合わせるのかを選択します。

L
出力サイズをロール紙の幅に合わせることは、基本設
定画面の［ロール紙幅に拡大］をチェックしても行う
ことができます。

D

C

その他の設定を確認して印刷を行います。
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いろいろな印刷方法

D

サイズを指定して印刷

その他の設定を確認して印刷を行います。

Windows での設定
Mac OS X での設定

A

プリンタードライバーの基本設定画面を表示し、
［原稿サイズ］でデータの用紙サイズと同じサイ
ズを選択します。

A

U「基本的な印刷方法（Windows）」55 ページ

プリント画面を表示し、一覧から［ページレイア
ウト設定］を選択し、［拡大/縮小］をチェックし
ます。
U「基本的な印刷方法（Mac OS X）」58 ページ

B

［サイズを指定する］をチェックし、サイズ指定
の方法を選択してサイズを設定します。
設定値は直接入力するか、右側の三角マークをク
リックして設定します。

B

C

レイアウト画面で［拡大/縮小］をチェックし、
［サイズを指定する］をクリックします。

C

サイズ指定の方法とサイズを設定します。
設定値は直接入力するか、右側の三角マークをク
リックして設定します。

85

その他の設定を確認して印刷を行います。

いろいろな印刷方法

出力サイズに合わせて印刷

Mac OS X での設定

Windows での設定

A

A

プリンタードライバーの基本設定画面を表示し、
［原稿サイズ］でデータの用紙サイズと同じサイ
ズを選択します。

プリント画面を表示し、一覧から［ページレイア
ウト設定］を選択し、［拡大/縮小］をチェックし
ます。
U「基本的な印刷方法（Mac OS X）」58 ページ

U「基本的な印刷方法（Windows）」55 ページ

B

B

［出力サイズに合わせる］をチェックし、本機に
セットした用紙サイズを選択します。

C

その他の設定を確認して印刷を行います。

レイアウト画面で［拡大/縮小］をチェックし、
［出力サイズに合わせる］をクリックします。

L
出力サイズに合わせた印刷は、プリント画面の［用紙処理］
にある［用紙サイズに合わせる］をチェックしても行うこと
ができます。

C

印刷する用紙サイズを選択します。
［ジャストサイズ］をチェックすると、原稿の余白
を除いた印刷領域を、指定した出力サイズぴったり
に拡大します。

L
［ジャストサイズ］にチェックを付けたときは、［出力
サイズ］で指定したサイズに本機が必要とする余白を
足した大きさの用紙をセットしてください。
本機の余白 U「印刷可能領域」61 ページ

D

その他の設定を確認して印刷を行います。
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Windows での設定

定形外サイズの印刷
横断幕や垂れ幕、あるいは正方形のサイズといった定形

A

外の用紙サイズに印刷するときのために、あらかじめそ
れらの用紙サイズをプリンタードライバーに登録するこ

プリンタードライバーの基本設定画面を表示し、
［ユーザー用紙設定］をクリックします。
U「基本的な印刷方法（Windows）」55 ページ

とができます。登録した用紙サイズはアプリケーション
ソフトの［ページ設定］などから選択できるようになり
ます。

設定できる用紙サイズは下表の通りです。
用紙幅

用紙長さ＊2

SC-T7255/SC-T7255D

89〜1118mm

SC-T5255/SC-T5255D

89〜914mm

SC-T3255

89〜620mm ＊1

K
［給紙方法］で［前面手差し（ボード紙）
］が選択され
ていると［ユーザー用紙設定］は選択できません。

Windows：127〜15000mm
Mac OS X：127〜15240mm

B

＊1：最大印字幅は、610mm になります。
＊2： 長尺印刷対応のアプリケーションソフトを使用すると、用
紙長さ以上の印刷ができます。ただし、実際に印刷可能な長
さは、アプリケーションソフトの仕様、本機にセットした用
紙の長さ、コンピューターの環境などにより変わります。

ユーザー用紙サイズ画面で、使用する用紙サイズ
を設定し、
［保存］をクリックします。
・
［用紙サイズ名］の入力可能文字数は、全角 12 文
字（半角 24 文字）です。
・
［ベース用紙サイズ］で、使用する用紙に近い定形
サイズを選択すると、［用紙幅］/［用紙長さ］に

K

その数値が表示されます。

・本機で印刷できる最小用紙サイズは、用紙幅 254mm×用紙
長 127mm です。プリンタードライバーの［ユーザー用紙
設定］でこれより小さな値を設定したときは、不要な余白
は切ってお使いください。

・
［アスペクト比の固定］で縦横の比率を選択して、
［基準］で［横長］か［縦長］を選択すると、［用
紙幅］か［用紙長さ］の入力だけでサイズが設定

・Mac OS X のカスタム用紙サイズでは、本機にセットできな
い大きな用紙サイズを設定できますが、正常に印刷できま
せん。

できます。

・アプリケーションソフトによって出力可能サイズに制限が
あります。

L
・保存した内容を変更するときは、画面左のリストか
ら用紙サイズ名をクリックしてください。
・保存した用紙サイズを削除するときは、画面左のリ
ストから用紙サイズ名を選択して［削除］をクリッ
クしてください。
・保存できる用紙サイズは 100 個です。
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C

U「印刷可能領域」61 ページ

［OK］をクリックします。
これで基本設定画面の［原稿サイズ］から、保存し
た用紙サイズを選択できるようになりました。
この後は、通常通り印刷を行います。

Mac OS X での設定

A

プリント画面を表示し、
［用紙サイズ］で［カス
タムサイズを管理］を選択します。
U「基本的な印刷方法（Mac OS X）」58 ページ

L
・保存した内容を変更したいときは、画面左のリスト
から用紙サイズ名をクリックしてください。
・保存されている用紙サイズを複製するときは、画面
左のリストから用紙サイズ名を選択して［複製］を
クリックしてください。
・保存されている用紙サイズを削除したいときは、画
面左のリストから用紙サイズ名を選択して［−］を
クリックしてください。
・OS のバージョンにより、カスタム用紙の設定方法が
異なります。OS 付属のマニュアルやヘルプなどでご
確認ください。

L
お使いのアプリケーションによってプリント画面にペー
ジ設定画面の項目が表示されないときは、ページ設定
画面を表示して設定します。

B

［＋］をクリックし、用紙サイズ名を入力しま
す。

C

［用紙サイズ］の［幅］と［高さ］、余白を入力
して、
［OK］をクリックします。

D

［OK］をクリックします。
これで用紙サイズのポップアップメニューから、保
存した用紙サイズを選択できるようになりました。
この後は、通常通り印刷を行います。

指定できるページサイズの範囲と余白の大きさは、
プリンターの機種やプリンター本体の設定値により
異なります。
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CAD 図面の印刷

B

本機は、プロッター印刷で使われる HP-GL/2 と HP RTL を

Mac OS X

その他の設定を確認して印刷を行います。

サポートしています。本機で、CAD 図面を印刷するとき
は、以下のどちらかの方法で印刷できます。

A

・付属のプリンタードライバーの CAD/線画モードで印刷
する。

プリント画面を表示し、一覧から［基本設定］を
選択します。
U「基本的な印刷方法（Mac OS X）」58 ページ

・プロッター印刷で使われる HP-GL/2、HP RTL をエミュ
レーションして印刷する。
通常の印刷か HP-GL/2 または HP RTL をエミュレーション

B

して印刷するかは、送られた印刷データを判別して自動
で切り替わります。ただし、動作モードの切り替えが正

［モード設定］で［印刷目的］を選択し、
［CAD/
線画 （ 黒 ）］ま た は［ CAD/ 線 画 （ カ ラ ー）］、
［CAD/線画（モノクロ 2 階調）
］を選択します。

しく行われずに印刷が正常に実行されないときは、セッ
トアップメニューの［プリンターモード］で［HP-GL/2］
に設定してください。

プリンタードライバーの CAD/
線画モードで印刷する
Windows のアプリケーションソフトから CAD 図面を印刷
するときは、プリンタードライバーの CAD/線画モードで
印刷することをお勧めします。

Windows

A

プリンタードライバーの基本設定画面を表示し、
［印刷品質］で［印刷目的］を選択し、
［CAD/線
画（黒）
］または［CAD/線画（カラー）
］
、
［CAD/
線画（モノクロ 2 階調）］を選択します。

L
［CAD/線画（黒）］または［CAD/線画（カラー）］は、
CAD 図面印刷に適した用紙種類が選択されているとき
に、［印刷目的］の選択項目として表示されます。

C

L
［CAD/線画（黒）］または［CAD/線画（カラー）］、
［CAD/線画（モノクロ 2 階調）］は、CAD 図面印刷に
適した用紙種類が選択されているときに、［印刷目的］
の選択項目として表示されます。
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HP-GL/2 、 HP RTL を エ ミ ュ
レーションして印刷する

ロール紙を自動で切り替え
て印刷する（SC-T7255D/
SC-T5255D のみ）

本機は、HP-GL/2（HP Designjet 750C 準拠）、HP RTL を
＊

エミュレーション できます。
アプリケーションソフトから HP-GL/2 または HP RTL 出力

印刷ジョブに適したロール紙に自動で切り替えて印刷す

で印刷したいときは、お使いの機種により以下の通り、

る方法を代表的な使われ方を例に説明します。

出力機器の設定をしてください。
・SC-T7255/SC-T7255D/SC-T5255/SC-T5255D

用紙種類に応じてロール 1/ロー
ル 2 を切り替える

HP Designjet 750C C3195A
・SC-T3255
HP Designjet 750C C3196A
＊ 全ての機能には対応しておりません。動作確認され

例えば、次のような使い方が多いときは、以降の設定で

ていないアプリケーションソフトで使用する際は、

使用すると、用紙種類に応じて自動でロール 1 とロール 2

事前の出力検証をお願いします。

を切り替えて印刷できます。

動作確認済みアプリケーションの情報は、エプソン

使用例

のウェブサイトでご確認ください。
www.epson.jp/support/

内部確認用の図面は普通紙に印刷し、プレゼン用やクラ
イアント提出用図面はカラー印刷用紙で印刷するなど、
用途に応じて用紙種類を使い分けているとき。

K
印刷データが非常に大きい場合、正常に印刷できないことが
あります。

以降では、用紙が次の通りセットされているものとして
説明します。各用紙の幅は同一とします。
ロール 1：普通紙
ロール 2：PX マット紙＜薄手＞

HP-GL/2、HP RTL をエミュレーションして印刷するとき
は、以下の点に留意してください。

Windows での設定

・用紙種類選択の設定
本機の［用紙種類選択］で以下のいずれかに設定してく

A

ださい。以下以外の用紙種類では、印刷品質が低下する
ものがあります。
PX マット紙＜薄手＞/普通紙/普通紙＜薄手＞/トレーシ
ングペーパー/トレーシングペーパー＜薄手＞
・HP-GL/2 設定

本機の操作パネルで、セットアップメニューの
［プリンター設定］-［ロール紙設定］-［ロール
紙切替条件］-［用紙種類］が［種類一致］に設
定されていることを確認します。
［用紙種類］のメーカー設定値は、
［種類一致］で

HP-GL/2、HP RTL をエミュレーションして印刷する際

す。設定を変更していないときは、
［種類一致］に

の印刷設定は、本機のセットアップメニュー-［プリン

設定されています。

ター設定］-［HP-GL/2 設定］で行います。

U「セットアップメニュー」144 ページ

U「セットアップメニュー」144 ページ

90

いろいろな印刷方法

B

Mac OS X での設定

プリンタードライバーの基本設定画面を表示し、
［給紙方法］に［ロール自動 - XXXXX］と表示
されていることを確認します。

A

XXXXX には、プリンターで現在使用中のロール紙の
幅が表示されます。
［ロール自動 - XXXXX］となっていないときは、ク
リックして［ロール自動 - XXXXX］を選択してくだ

本機の操作パネルで、セットアップメニューの
［プリンター設定］-［ロール紙設定］-［ロール
紙切替条件］-［用紙種類］が［種類一致］に設
定されていることを確認します。
［用紙種類］のメーカー設定値は、
［種類一致］で

さい。

す。設定を変更していないときは、
［種類一致］に
設定されています。
U「セットアップメニュー」144 ページ

B
C

コンピューターでプリント画面を表示して、
［用
紙サイズ］でロール紙が選択されていることを確
認し、一覧から［基本設定］を選択します。

［ロール切替］に［自動］と表示されていること
を確認します。
［自動］となっていないときは、クリックして［自
動］を選択してください。

C

［用紙種類］で印刷したい用紙種類を選択しま
す。
今回の例では、用途に応じて［普通紙］または［PX
マット紙＜薄手＞］を選択します。

D

［原稿サイズ］や［印刷品質］など、その他必要
な設定をして、印刷を行います。
［ドライバーで設定した用紙種類が、プリンターの
用紙種類選択と異なります。］とメッセージが表示
されたときは、［無視］をクリックしてください。
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D

Windows での設定

［用紙種類］で印刷したい用紙種類を選択しま
す。

A

今回の例では、用途に応じて［普通紙］または［PX
マット紙＜薄手＞］を選択します。

本機の操作パネルで、セットアップメニューの
［プリンター設定］-［ロール紙設定］-［ロール
紙切替条件］-［用紙幅］が［余白最適］に設定
されていることを確認します。
［用紙幅］のメーカー設定値は、［余白最適］です。
設定を変更していないときは、［余白最適］に設定
されています。
U「セットアップメニュー」144 ページ

B

プリンタードライバーの基本設定画面を表示し、
［給紙方法］に［ロール自動 - XXXXX］と表示
されていることを確認します。
XXXXX には、プリンターで現在使用中のロール紙の
幅が表示されます。

E

［ロール自動 - XXXXX］となっていないときは、ク

［印刷品質］など、その他必要な設定をして、印
刷を行います。

リックして［ロール自動 - XXXXX］を選択してくだ
さい。

［ドライバーで設定した用紙種類が、プリンターの
用紙種類選択と異なります。］とメッセージが表示
されたときは、［無視］をクリックしてください。

原稿サイズに応じてロール 1/
ロール 2 を切り替える
例えば、次のような使い方が多いときは、以降の設定で
使用すると印刷ジョブの原稿サイズに応じて自動でロー
ル 1 とロール 2 を切り替えて印刷できます。

使用例
A0、A1、A2、A3 といった多様なサイズの図面を、余白が
少なくなる方のロール紙に自動で切り替えて印刷したい
とき。
以降では、用紙が次の通りセットされているものとして
説明します。用紙種類は同一とします。
ロール 1：A2 幅
ロール 2：A0 幅
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C

C

［原稿サイズ］で、アプリケーションソフトで設
定した用紙サイズを選択します。
今回の例では、［A1 594x841mm］を選択します。

［ロール切替］に［自動］と表示されていること
を確認します。
［自動］となっていないときは、クリックして［自
動］を選択してください。

D

［印刷品質］など、その他必要な設定をして、印
刷を行います。
ロール 2（A0 幅）のロール紙に印刷されます。
手順 3 で、［A3］や［A2］を選択すると、ロール 1
（A2 幅）のロール紙に印刷されます。

Mac OS X での設定

A

D

ロール 2（A0 幅）のロール紙に印刷されます。

本機の操作パネルで、セットアップメニューの
［プリンター設定］-［ロール紙設定］-［ロール
紙切替条件］-［用紙幅］が［余白最適］に設定
されていることを確認します。

手順 2 で、［A3］や［A2］を選択すると、ロール 1
（A2 幅）のロール紙に印刷されます。

［用紙幅］のメーカー設定値は、［余白最適］です。

用紙がなくなったらロール 1/
ロール 2 を切り替えて、残量が
多い方で印刷する

設定を変更していないときは、［余白最適］に設定
されています。
U「セットアップメニュー」144 ページ

B

［印刷品質］など、その他必要な設定をして、印
刷を行います。

コンピューターでプリント画面を表示し、
［用紙
サイズ］でロール紙が選択されていることを確認
します。

例えば、次のような使い方が多いときは、以降の設定で
使用すると、自動でロール 1 とロール 2 を切り替えて残
量が多い方のロール紙で印刷します。

今回の例では、［A1］を選択します。

使用例
無人連続稼働で大量に印刷中に、ロール紙残量が印刷ジョ
ブより少ないかどうか予測して、自動でもう一方のロー
ル紙に切り替えて、中断することなく印刷を継続したい
とき。
以降では、用紙が次の通りセットされているものとして
説明します。
ロール 1：普通紙 A1 幅
ロール 2：普通紙 A1 幅
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D

Windows での設定

A

［原稿サイズ］や［印刷品質］など、その他必要
な設定をして、印刷を行います。
印刷を続けるうちに、ロール紙残量が印刷長よりも

本機の操作パネルで、用紙メニューの［ロール紙
残量管理］を［ON］に設定し、ロール 1、ロー
ル 2 ともセットしているロール紙長を設定しま
す。

短くなったと予測すると、自動でロール紙残量が印
刷長よりも長い方のロール紙に切り替わり印刷を継
続します。

Mac OS X での設定

ロール紙セット時にロール紙長を設定したときや
ロール紙情報のバーコードが印刷されたロール紙を
セットしたときは、手順 2 に進みます。

A

U「用紙メニュー」140 ページ

B

本機の操作パネルで、セットアップメニューの
［プリンター設定］-［ロール紙設定］-［ロール
紙切替条件］-［用紙長］が［印刷長優先］に設
定されていることを確認します。

ロール紙セット時にロール紙長を設定したときや
ロール紙情報のバーコードが印刷されたロール紙を
セットしたときは、手順 2 に進みます。

［用紙長］のメーカー設定値は、［印刷長優先］で

U「用紙メニュー」140 ページ

す。設定を変更していないときは、
［印刷長優先］
に設定されています。

B

U「セットアップメニュー」144 ページ

C

本機の操作パネルで、用紙メニューの［ロール紙
残量管理］を［ON］に設定し、ロール 1、ロー
ル 2 ともセットしているロール紙長を設定しま
す。

プリンタードライバーの基本設定画面を表示し、
［給紙方法］に［ロール自動 - XXXXX］と表示
されていることを確認します。

本機の操作パネルで、セットアップメニューの
［プリンター設定］-［ロール紙設定］-［ロール
紙切替条件］-［用紙長］が［印刷長優先］に設
定されていることを確認します。
［用紙長］のメーカー設定値は、［印刷長優先］で
す。設定を変更していないときは、
［印刷長優先］

XXXXX には、プリンターで現在使用中のロール紙の

に設定されています。

幅が表示されます。

U「セットアップメニュー」144 ページ

［ロール自動 - XXXXX］となっていないときは、ク
リックして［ロール自動 - XXXXX］を選択してくだ

C

さい。
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コンピューターでプリント画面を表示して、
［用
紙サイズ］でロール紙が選択されていることを確
認し、一覧から［基本設定］を選択します。

いろいろな印刷方法

D

［ロール切替］に［自動］と表示されていること
を確認します。

フチなし印刷

［自動］となっていないときは、クリックして［自

フチなし印刷機能によりフチ（余白）のない印刷ができ

動］を選択してください。

ます。
使用する用紙形態により、選択できるフチなし印刷の種
類が以下のように異なります。
ロール紙：四辺フチなし、左右フチなし
単票紙：左右フチなしのみ
（ボード紙はフチなし印刷できません）
四辺フチなし印刷では、さらにカット動作を設定できま
す。U「ロール紙カット動作について」97 ページ
左右フチなし印刷では、用紙の上下に余白が生じます。
上下余白の値 U「印刷可能領域」61 ページ

フチなし印刷方法の種類
フチなし印刷を行うには、以下の 2 通りの方法がありま
す。
・自動拡大
プリンタードライバーで画像データを用紙サイズより少
し拡大し、はみ出させて印刷します。用紙からはみ出し
た部分は印刷されませんので、結果としてフチのない印
刷になります。

E

アプリケーションソフトのページ設定などで画像データ

［印刷品質］など、その他必要な設定をして、印
刷を行います。

のサイズを以下のように設定します。
・印刷する用紙サイズとページ設定を同じサイズに合

印刷を続けるうちに、ロール紙残量が印刷長よりも

わせます。

短くなったと予測すると、自動でロール紙残量が印

・余白設定できるときは、余白を「0mm」に設定しま

刷長よりも長い方のロール紙に切り替わり印刷を継

す。

続します。

・画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作
成します。

・原寸維持
アプリケーションソフトで実際の用紙サイズより大きな
印刷データを作成しておくことにより、フチなし印刷を
実現します。プリンタードライバーでは画像データを拡
大しません。アプリケーションソフトのページ設定など
で画像データのサイズを以下のように設定します。
・実際の用紙サイズより左右各 3mm（合計 6mm）は
み出すように印刷データを作成します。
・余白設定できるときは、余白を「0mm」に設定しま
す。
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・画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作

フチなし印刷対応用紙サイズ

成します。
プリンタードライバーによる画像の拡大を避けたいとき

フチなし印刷可能な用紙サイズは以下の通りです。

に使用します。

お使いの機種によって対応する用紙サイズが異なります。
SC-T7255
SC-T7255
D

SC-T5255
SC-T5255
D

SC-T3255

四切/
254mm/
10 インチ

○

○

○

30cm

○

○

○

A3 ノビ/
329mm/
13 インチ

○

○

○

406mm/
16 インチ

○

○

○

US C/
432mm/
17 インチ

○

○

○

B2/515mm

○

○

○

A1/594mm

○

○

○

610mm/
24 インチ

○

○

○

B1/728mm

○

○

−

A0/841mm

○

○

−

914mm/
36 インチ

○

○

−

B0/1030mm

○

−

−

1118mm/
44 インチ

○

−

−

対応用紙幅

用紙の種類によっては印刷品質が低下するものや、フチ
なし印刷を選択できないものがあります。
U「エプソン製専用紙一覧」198 ページ
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ロール紙カット動作について
ロール紙にフチなし印刷するときは、プリンタードライバーの［ロール紙オプション］で左右フチなしか四辺フチなしか
とカット動作を設定します。各設定値のカット動作は下表の通りです。
プリンタードライ
バーの設定

左右フチなし

四辺フチなし 1 カット

四辺フチなし 2 カット

プリンタードライバーの初期設定
は［左右フチなし］です。

・上端は印刷動作を中断してカッ
トするため、画像によっては多
少色ムラが発生することがあり
ます。

・上端は印刷動作を中断してカッ
トするため、画像によっては多
少色ムラが発生することがあり
ます。

・カット位置がずれていると連続
するページの画像がわずかに上
下端に残ることがあります。こ
の場合は、
［カット位置調整］を
行ってください。

・ 上下端に余白が残らないよう
に、画像の内側でカットします
ので指定サイズより 2mm 程度
短くなります。

カット動作

備考

U「メンテナンスメニュー」
143 ページ
・1 枚だけ印刷したとき、または
1 枚を複数印刷したときは、
［四
辺フチなし 2 カット］と同じ動
作をします。複数枚を連続印刷
するときには 1 枚目の上端と連
続部の下端のみ、余白が残らな
いように 1mm 内側をカットし
ます。

97

・ 前ページの終端をカットした
後、紙送りしてから次ページの
上端をカットするため、60〜
127mm 程度の切れ端が発生し
ますが、より正確にカットでき
ます。
・上端に余白が出るときは、カッ
ト位置調整を行ってください。
U「メンテナンスメニュー」
143 ページ

いろいろな印刷方法

C

印刷の設定手順

レイアウト画面の［フチなし設定］で、［自動拡
大］と［原寸維持］のどちらかを選択します。

Windows での設定

A

プリンタードライバーの基本設定画面を表示し、
必要な設定を行います。
U「基本的な印刷方法（Windows）」55 ページ

［自動拡大］を選択したときは、［はみ出し量設定］
をクリックしてはみ出し量を以下から選択します。

L
基本設定画面の［ロール紙幅に拡大］またはレイアウ
ト画面の［拡大/縮小］をチェックしたときは、［原寸維
持］を選択することはできません。

B

多い

［サイズ設定］で［フチなし］をチェックしま
す。

： 左 3mm、右 5mm（画像の左右方向の
中心軸は右に 1mm 偏ります）

標準

ロール紙幅に合わせて自動拡大して印刷するとき

： 左右 3mm

少ない ： 左右 1.5mm

は、［ロール紙幅に拡大］を先にチェックします。

L
はみ出し量を［少ない］にすると画像データの拡大率
が下がります。このため、印刷する用紙や使用環境に
よっては用紙の端に余白が残ることがあります。

D

ロール紙に印刷するときは、拡張設定画面の
［ロール紙オプション］で、
［オートカット］の
設定をします。
U「ロール紙カット動作について」97 ページ

E
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その他の設定を確認して印刷を行います。

いろいろな印刷方法

C

Mac OS X での設定

A

ロール紙に印刷するときは、一覧から［拡張設
定］を選択し、
［オートカット］の設定をします。

プリント画面を表示し、
［用紙サイズ］で印刷す
る用紙サイズとフチなし印刷の方法を選択しま
す。
U「基本的な印刷方法（Mac OS X）」58 ページ
フチなし印刷の方法、選択肢が以下のように表示さ
れます。
xxxx（ロール紙（フチなし、自動拡大））
xxxx（ロール紙（フチなし、原寸維持））
xxxx（単票紙（フチなし、自動拡大））
xxxx（単票紙（フチなし、原寸維持））
xxxx には実際は A4 など用紙サイズが表示されます。

U「ロール紙カット動作について」97 ページ

D
L
お使いのアプリケーションによってプリント画面にペー
ジ設定画面の項目が表示されないときは、ページ設定
画面を表示して設定します。

B

用紙サイズで［自動拡大］を選択したときは、一
覧から［ページレイアウト設定］を選択し、
［は
み出し量設定］をクリックします。
はみ出し量の値は、以下の通りです。
多い

： 左 3mm、右 5mm（画像の左右方向の中
心軸は右に 1mm 偏ります）

標準

： 左右 3mm

少ない ： 左右 1.5mm

L
はみ出し量を［少ない］にすると画像データの拡大率
が下がります。このため、印刷する用紙や使用環境に
よっては用紙の端に余白が残ることがあります。
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OS

色補正して印刷
プリンタードライバーがカラースペースにマッチするよ
うに自動的に内部で色補正を行う機能です。以下の色補
正方法を選択できます。
・EPSON 基準色（sRGB）
sRGB 空間に最適化して色補正を行います。
・あざやかな色あい
sRGB 空間をベースにメリハリのある色補正を行いま
す。

Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

10、
8.1、
8、
7、
Vista

線と背景との境界を不連続な部分として処理すること
で、線画への最適化を行います。

プリンタによるカラー管理

Windows XP
（ Service Pack2 以
降 か つ .NET3.0 以
降）
Windows XP （ 上 記
以外）

・線画

カラーマネジメントの設定

カラーマネジメントなし

その他のアプリケーションソフトでは、［カラーマ
ネジメントなし］に設定してください。

・ICM
画像データと印刷結果の色合わせのためのカラーマネジ
メントを行います（Windows のみ）。

L
各アプリケーションソフトの対応 OS は製品提供元の
ウェブサイトをご覧ください。

U「カラーマネジメント印刷」112 ページ
・オフ（色補正なし）
プリンター-ドライバーによる色補正を行いません。ア
プリケーションソフトでカラーマネジメントを行うとき
などに使用します。

プリント画面を開きます。
［カラーマネジメント］を選択して、［ドキュメン

U「カラーマネジメント印刷」112 ページ
なお、［色補正］で［EPSON 基準色（sRGB）］/［あざや
かな色あい］/［線画］の［設定］を選択したときは、［設
定］ボタンが表示されます。
［設定］ボタンをクリックするとガンマ、明度、コント
ラスト、彩度、カラーバランスの微調整などができます。
お使いのアプリケーションソフトに色補正機能がないと
きなどに使います。

L
色補正方法として表示される項目は、使用している OS や選
択している用紙によって異なります。

Windows での設定

A

Adobe Photoshop CS5 の設定例

カラーマネジメント機能を持つアプリケーション
ソフトを使用するときは、アプリケーションソフ
トでカラー処理の方法を設定します。
カラーマネジメント機能に対応していないアプリ
ケーションソフトを使用するときは、手順 2 から始
めてください。
アプリケーションソフトの種類によって、下表の通
りに設定してください。
Adobe Photoshop CS3 以降
Adobe Photoshop Elements 6 以降
Adobe Photoshop Lightroom 1 以降
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ト］を選択します。［カラー処理］で［プリンタに
よるカラー管理］を選択して、［プリント］をクリッ
クします。

いろいろな印刷方法

B

プリンタードライバーの基本設定画面を表示し、
［印刷品質］を［詳細設定］に切り替えて、色補
正の方法を選択します。
U「基本的な印刷方法（Windows）」55 ページ
さらに、微調整するときは［設定］をクリックしま

Mac OS X での設定

A

す。

カラーマネジメント機能を持つアプリケーション
ソフトを使用するときは、アプリケーションソフ
トでカラー処理の方法を設定します。
カラーマネジメント機能に対応していないアプリ
ケーションソフトを使用するときは、手順 2 から始
めてください。
以下のアプリケーションソフトでは、カラーマネジ
メントの設定を［プリンターによるカラー管理］に
してください。
Adobe Photoshop CS3 以降
Adobe Photoshop Elements 6 以降
Adobe Photoshop Lightroom 1 以降
その他のアプリケーションソフトでは、［カラーマ
ネジメントなし］に設定してください。

C

L

［設定］をクリックしたときは、
［ガンマ］、
［明
度］、
［コントラスト］、
［彩度］、カラーバランス
などを調整します。

各アプリケーションソフトの対応 OS は製品提供元の
ウェブサイトをご覧ください。

各項目の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを

Adobe Photoshop CS5 の設定例

ご覧ください。

プリント画面を開きます。
［カラーマネジメント］を選択して、［ドキュメン
ト］を選択します。［カラー処理］で［プリンタに
よるカラー管理］を選択して、［プリント］をクリッ
クします。

L
画面左側のサンプル画像で確認しながら補正値の調整
ができます。また、［調整方法］の［カラーサークル］
または［スライドバー］を選択してカラーバランスの
微調整ができます。

D

その他の設定を確認して印刷を行います。
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B

E

プリント画面を表示します。
U「基本的な印刷方法（Mac OS X）」58 ページ

［色補正］で色補正方法を選択します。
さらに、微調整するときは［設定］をクリックしま
す。

C

D

一 覧から ［カラー ・マッ チング ］を選 択し、
［EPSON Color Controls］をクリックします。

L

L

以下のアプリケーションソフトをお使いのときは、手
順 1 の設定をしていないと［EPSON Color Controls］が
選択できません。

Mac OS X v10.5 で、以下のアプリケーションソフトを
お使いのときは、［一般 RGB に固定］のチェックを外し
てください。

・Adobe Photoshop CS3 以降

・Adobe Photoshop CS3 以降

・Adobe Photoshop Lightroom 1 以降

・Adobe Photoshop Lightroom 1 以降

・Adobe Photoshop Elements 6 以降

・Adobe Photoshop Elements 6 以降
上記以外のソフトウェアを使うときは、チェックを付
けてください。

一覧から［基本設定］を選択し、
［モード設定］
で［詳細設定］を選択します。

F

各項目を設定します。
各項目の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを
ご覧ください。

G
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いろいろな印刷方法

割り付け印刷/分割印刷
複数ページのデータを 1 枚の用紙に割り付けて印刷した

折り返し両面印刷（Windows
のみ）

り、1 ページのデータを複数枚の用紙に分割して印刷でき
ます。
割り付け印刷/分割印刷には、以下の 3 つの印刷方法があ
ります。

A

• 折り返し両面印刷（Windows のみ）
連続した 2 ページのデータを 1 枚の用紙に印刷でき

プリンタードライバーのレイアウト画面を表示
し、
［ページ配置設定］をチェックします。続け
て［折り返し両面印刷］を選択して、
［設定］ボ
タンをクリックします。
U「基本的な印刷方法（Windows）」55 ページ

ます。2 ページ目のデータは 180˚反転され、1 ペー
ジ目とつながった状態で印刷されるので、折りたた
むことで両面の印刷物にすることができます。

• 割り付け印刷
1 枚の用紙に 2 ページまたは 4 ページの連続したデー
タを割り付けて印刷できます。

B

折り返し両面印刷設定画面で、
［とじしろ位置］
と［とじしろ］を設定します。

C

その他の設定を確認して印刷を行います。

• 分割印刷（Windows のみ）
1 ページのデータを複数枚の用紙に分割して印刷でき
ます。出力紙をつなぎ合わせて、大きな印刷物（最
大で 16 倍）にすることができます。［フチなし分割
印刷］を有効にすると、出力紙の余白を切断せずに
そのままつなぎ合わせることができますが、フチな
し印刷時のはみ出し部分が失われるため、つなぎ目
の画が少しずれることがあります。
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C

割り付け印刷
L

その他の設定を確認して印刷を行います。

Mac OS X での設定

・Windows での割り付け印刷機能は、フチなし印刷時は使用
できません。

A

・Windows では、拡大/縮小機能（フィットページ機能）を
同時に使用することで、印刷データと異なるサイズの用紙
にも割り付けて印刷できます。
U「定形外サイズの印刷」87 ページ

プリント画面を表示し、一覧から［レイアウト］
を選択し、割り付けるページ数などを設定しま
す。
U「基本的な印刷方法（Mac OS X）」58 ページ

Windows での設定

A

プリンタードライバーのレイアウト画面を表示
し、
［ページ配置設定］をチェックします。続け
て［割り付け印刷］を選択して、
［設定］ボタン
をクリックします。
U「基本的な印刷方法（Windows）」55 ページ

L
［境界線］で割り付けたページの境界に枠線を印刷で
きます。

B

B

割り付け順設定画面で、
［割り付けページ数］と
［割り付け順序］を設定します。
［枠を印刷］をチェックすると、割り付けたページ
に枠線が印刷されます。
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L

分割印刷（Windows のみ）

A

・［フチなし分割印刷］がグレーアウトしているとき
は、設定している用紙やサイズがフチなしに対応し
ていません。
U「フチなし印刷対応用紙サイズ」96 ページ
U「エプソン製専用紙一覧」198 ページ

プリンタードライバーのレイアウト画面を表示
し、
［ページ配置設定］をチェックします。続け
て［分割印刷］を選択して、
［設定］ボタンをク
リックします。

・［オートカット］を［四辺フチなし 1 カット］または
［四辺フチなし 2 カット］に設定していると、画像
の 1〜2mm 内側でカットされるため、つなぎ目の画
像が少しずれることがあります。

U「基本的な印刷方法（Windows）」55 ページ

フチあり選択時
［フチなし分割印刷］のチェックを外します。

B

分割印刷画面で、［分割設定枚数］を設定します。

L
貼り合わせ後の仕上がりサイズについて
［フチなし分割印刷］にチェックしていないときは［ガ
イド印刷］の項目が表示されます。
［枠を印刷］を選択したときとしないときの仕上がり
サイズは同じになりますが、［貼り合わせガイドを印
刷］を選択すると、重ね合わせ分だけ小さくなります。

D
C

フチなしで分割印刷するか、フチありで分割印刷
するかを選択します。

フチなし選択時
［フチなし分割印刷］にチェックを付けます。
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フチあり割り付け印刷時の貼り合わせ方
［貼り合わせガイドを印刷］を選択すると、下図のよう

A

な貼り合わせガイド（×印の中心線）と切り取りガイド

上段 2 枚の用紙を用意して、まず左側の用紙の不
要部分を貼り合わせガイド（×印の中心）を結ぶ
線で切り落とします。

（×印と□印の接線）が印刷されます。

L
カラー印刷では、貼り合わせガイドは青線で、切り取りガイ
ドは赤線で印刷されますが、モノクロ印刷では、全て黒線に
なります。

以降で、4 枚を例に貼り合わせるときの手順を説明しま
す。

B
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右側の用紙の上に左側の用紙を重ねます。このと
き、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、
裏面にテープを貼って仮止めします。

いろいろな印刷方法

C

2 枚の用紙を重ねたまま、切り取りガイド（×印
の左側）を結ぶ線で切断して、不要部分を取り去
ります。

F

G

D

切り離した用紙を再度貼り合わせます。

E

下段の 2 枚の用紙も、手順 1〜4 に従って貼り合
わせます。

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせます。
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上段の用紙の貼り合わせガイド（×印の中心）を
結ぶ線で切り落とします。

下段の用紙の上に上段の用紙を重ねます。このと
き、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、
裏面にテープを貼って仮止めします。

いろいろな印刷方法

H

2 枚の用紙を重ねたまま、切り取りガイド（×印
の上側）を結ぶ線で切断して、不要部分を取り去
ります。

I
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上段と下段の用紙を貼り合わせます。
裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてくださ
い。

いろいろな印刷方法

J

全ての用紙を貼り合わせたら、切り取りガイド
（×印の内側）に合わせて余白を切り取ります。

まとめて印刷（レイアウト
マネージャー）
（Windows のみ）
異なるアプリケーションソフトで作成した複数のデータ
を、自由にレイアウトして、まとめて印刷できます。ま
た、レイアウトマネージャーを活用することで、印刷の
作業効率や用紙の使用効率を上げることもできます。

複数のデータをレイアウトした例

縦横自由にレイアウトした例
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オブジェクト全体のサイズや配置は、［ファイル］

印刷の設定手順

メニューの［環境設定］や［配置］メニューで変更
できます。

A
B

各機能の詳細は、レイアウトマネージャー画面のヘ

印刷するファイルをアプリケーションソフトで開
きます。

ルプをご覧ください。

プリンタードライバーの基本設定画面で［レイア
ウトマネージャー］にチェックし、
［サイズ設定］
の［原稿サイズ］でアプリケーションソフトで作
成した原稿サイズを設定します。
U「基本的な印刷方法（Windows）」55 ページ

F
L

［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリッ
クし、プリンタードライバー画面で印刷の設定を
します。

［原稿サイズ］はレイアウトマネージャー画面上に配
置されるサイズです。実際に印刷する用紙サイズは、
手順 6 の画面で設定します。

C

［OK］をクリックして、アプリケーションソフ
トで印刷を行うと、レイアウトマネージャー画面
が開きます。
データは印刷されず、1 ページが 1 オブジェクトと
して、レイアウトマネージャー画面の用紙上に配置
されます。

［用紙設定］を確認して、［印刷品質］を設定しま
す。

D

レイアウトマネージャー画面を開いたまま、手順
1〜3 を繰り返して印刷データをすべて配置しま
す。

G

レイアウトマネージャー画面にオブジェクトが追加
されます。

E

レイアウトマネージャー画面で［ファイル］メ
ニューをクリックして、
［印刷］をクリックしま
す。
印刷が始まります。

レイアウトマネージャー画面でオブジェクトの配
置を整えます。
オブジェクトをドラッグして移動やサイズ変更がで
きるほか、ツールボタンや［オブジェクト］メニュー
で整列、回転ができます。
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設定の保存と呼び出し
レイアウトマネージャー画面で配置・設定した内容はファ
イルとして保存できます。作業の途中で一旦終了すると
きはファイルに保存し、後で呼び出して作業を継続でき
ます。

保存方法

A

レイアウトマネージャー画面で、
［ファイル］メ
ニューの［名前を付けて保存］の順にクリックし
ます。

B

ファイル名を入力して、保存先を選択し［保存］
をクリックします。

C

レイアウトマネージャー画面を終了します。

呼び出し方法

A

Windows タスクバーのユーティリティー呼び出
）を右クリックし、表示された
しアイコン（
メニューで［レイアウトマネージャー］をクリッ
クします。
レイアウトマネージャー画面が表示されます。
Windows タスクバーにユーティリティー呼び出しア
イコンが表示されていないとき U「ユーティリ
ティー画面の概要」122 ページ

B

レイアウトマネージャー画面で、
［ファイル］メ
ニュー-［開く］の順にクリックします。

C

ファイルの保存先を選択し、呼び出すファイルを
開きます。
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カラーマネジメント印
刷

カラーマネジメント印刷の
設定
本機のプリンタードライバーを使用したカラーマネジメ
ント印刷には、以下の 2 通りの方法があります。

カラーマネジメントについ
て
同じ画像データでも、原画とディスプレイの表示、さら
に本機の印刷結果で色合いが異なって見えることがあり
ます。これは、スキャナーやデジタルカメラなどの入力
機器が色を電子データとして取り込んだり、ディスプレ
イや本機などの出力機器が色データから実際の色に再現
したりするときの特性が、それぞれで異なるために生じ
ます。この入出力機器間で色変換するときの特性の違い
をできるだけ補正する方法として、カラーマネジメント
システムがあります。カラーマネジメントシステムは、
画像処理用のアプリケーションソフトのほか、Windows
や Mac OS などの OS にも搭載されています。Windows に
は ICM、Mac OS X には ColorSync というカラーマネジメ
ントシステムが搭載されています。

お使いになるアプリケーションソフトや OS などの条件や
目的に合わせて最適な方法を選んで印刷してください。

アプリケーションソフトでカラーマネジメント設
定を行う
カラーマネジメントに対応したアプリケーションソフト
から印刷する方法です。全てのカラーマネジメント処理
をアプリケーションソフトのカラーマネジメントシステ
ムが行います。この方法は、異なる OS 環境で共通のアプ
リケーションソフトを使用し同様のカラーマネジメント
印刷結果を得たいときにも有効です。
U「アプリケーションソフトでカラーマネジメント設定
を行う」113 ページ

プリンタードライバーでカラーマネジメント設定
を行う
プリンタードライバーが OS のカラーマネジメントシステ
ムを使用して、全てのカラーマネジメント処理を行いま

カラーマネジメントシステムでは、装置間の色合わせ（カ
ラーマッチング）を行う方法として「プロファイル」と
呼ばれる色補正情報の定義ファイルを使用します（ICC プ

す。プリンタードライバーでカラーマネジメント設定を
行うには、以下の 2 通りの方法があります。
・ホスト ICM 補正（Windows）/ColorSync（Mac OS X）
カラーマネジメントに対応したアプリケーションソフト

ロファイルと呼ばれることもあります）。入力側装置のプ
ロファイルを入力プロファイル（またはソースプロファ

から印刷するときに設定します。この方法は、同じ OS

イル）、プリンター側をプリンタープロファイル（または

環境で異なるアプリケーションソフトから印刷したとき

アウトプットプロファイル）と呼びます。本機のプリン

の印刷結果を近付けたいときにも有効です。

タードライバーでは用紙種類ごとにプロファイルを用意

U「ホスト ICM 補正によるカラーマネジメント印刷

しています。

（Windows）」114 ページ

入力装置で変換できる色の領域と出力装置で再現できる

U「ColorSync によるカラーマネジメント印刷（Mac

色の領域は異なっています。そのため、プロファイルを

OS X）」115 ページ

使って色合わせしても、合わせることのできない色領域
が存在します。カラーマネジメントシステムでは、プロ

・ドライバー ICM 補正（Windows のみ）

ファイルの指定のほかに、色合わせができない領域の変
換条件を「インテント」として指定します。インテント
の名称や種類は、使用するカラーマネジメントシステム
により異なります。

カラーマネジメントに対応していないアプリケーション
ソフトからのカラーマネジメント印刷が可能になりま
す。
U「ドライバー ICM 補正によるカラーマネジメント印
刷（Windows のみ）」116 ページ

入力装置と本機の間でカラーマネジメントしても、印刷
結果とディスプレイの表示色を合わせることはできませ
ん。ディスプレイの表示と印刷結果の色合わせするため
には、入力装置とディスプレイの間でもカラーマネジメ
ントを行う必要があります。
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プロファイルの設定方法
3 種類のカラーマネジメント印刷は、カラーマネジメント
エンジンの利用方法が異なるため、入力プロファイル、
プリンタープロファイル、インテント（マッチング方法）
の設定方法が異なります。下表の通り、プリンタードラ
イバーまたはアプリケーションソフトのどちらかで設定
します。

アプリケーションソフトで
カラーマネジメント設定を
行う
カラーマネジメントに対応したアプリケーションソフト
を利用して印刷します。アプリケーションソフトでカラー
マネジメントの設定をし、プリンタードライバーの色補

入力プロ
ファイル
の設定

プリン
タープロ
ファイル
の設定

インテン
トの設定

ドライバー ICM
補正
（Windows）

プリンター
ドライバー

プリンター
ドライバー

プリンター
ドライバー

ホ ス ト ICM 補
正
（Windows）

アプリケー
ションソフ
ト

プリンター
ドライバー

プリンター
ドライバー

ColorSync
（Mac OS X）

アプリケー
ションソフ
ト

プリンター
ドライバー

アプリケー
ションソフ
ト

アプリケーショ
ンソフト

アプリケー
ションソフ
ト

アプリケー
ションソフ
ト

アプリケー
ションソフ
ト

正機能を無効にします。

A

アプリケーションソフトの設定をします。
Adobe Photoshop CS5 の設定例
プリント画面を開きます。
［カラーマネジメント］を選択して、［ドキュメン
ト］を選択します。［カラー処理］で［Photoshop に
よるカラー管理］を選択し、［プリンタプロファイ
ル］と［マッチング方法］を選択して、［プリント］
をクリックします。

カラーマネジメント印刷時に必要な用紙ごとのプリンター
プロファイルは、本機のプリンタードライバーとともに
インストールされ、プリンタードライバーの設定画面で
選択できます。
設定方法の詳細は、以下を参照してください。
U「ドライバー ICM 補正によるカラーマネジメント印刷
（Windows のみ）」116 ページ
U「ホスト ICM 補正によるカラーマネジメント印刷
（Windows）」114 ページ
U「ColorSync によるカラーマネジメント印刷（Mac OS
X）」115 ページ
U「アプリケーションソフトでカラーマネジメント設定
を行う」113 ページ

B

プリンタードライバーの設定画面（Windows）
またはプリント画面（Mac OS X）を表示します。
続いて、プリンタードライバーの設定をします。

Windows の場合
U「基本的な印刷方法（Windows）」55 ページ

Mac OS X の場合
U「基本的な印刷方法（Mac OS X）」58 ページ
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C

色補正をオフに設定します。

Windows の場合
基本設定画面の［印刷品質］で［詳細設定］を選択
し、［色補正］で［オフ（色補正なし）］を選択しま

プリンタードライバーでカ
ラーマネジメント設定を行
う

す。

ホスト ICM 補正によるカラーマ
ネジメント印刷（Windows）
画像データは、あらかじめ入力プロファイルが埋め込ま
れた状態のものを使用してください。また、アプリケー
ションソフトは、ICM に対応している必要があります。

A

アプリケーションソフトでカラー処理の方法を設
定します。

Mac OS X の場合

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通

一覧から［基本設定］を選択し、［モード設定］の
［詳細設定］をチェックします。さらに［色補正］

りに設定してください。

で［オフ（色補正なし）］を選択します。

Adobe Photoshop Elements 6 以降

Adobe Photoshop CS3 以降
Adobe Photoshop Lightroom 1 以降
OS
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

10、
8.1、
8、
7、
Vista

カラーマネジメントの設定
プリンタによるカラー管理

Windows XP
（ Service Pack2 以
降 か つ .NET3.0 以
降）
Windows XP
（上記以外）

カラーマネジメントなし

その他のアプリケーションソフトでは、［カラーマ
ネジメントなし］に設定してください。

D

L

その他の設定を確認して印刷を行います。

各アプリケーションソフトの対応 OS は製品提供元の
ウェブサイトをご覧ください。

Adobe Photoshop CS5 の設定例
プリント画面を開きます。
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［カラーマネジメント］を選択して、［ドキュメン

プロファイルを変更したいときは、下段の［すべて

ト］を選択します。
［カラー処理］で［プリンタに

のプロファイルを列挙］にチェックを付けます。

よるカラー管理］を選択して、［プリント］をクリッ
クします。

D
カラーマネジメント機能に対応していないアプリ
ケーションソフトを使用するときは、手順 2 から始
めてください。

その他の設定を確認して印刷を行います。

ColorSync によるカラーマネジ
メント印刷（Mac OS X）
画像データは、あらかじめ入力プロファイルが埋め込ま
れた状態のものを使用してください。また、アプリケー

B

プリンタードライバーの基本設定画面の［印刷品
質］で［詳細設定］を選択し、
［色補正］で
［ICM］を選択して［設定］をクリックします。

ションソフトは、ColorSync に対応している必要がありま
す。

L

U「基本的な印刷方法（Windows）」55 ページ

C

アプリケーションソフトによっては、［ColorSync］によるカ
ラーマネジメント印刷は使用できません。

A

アプリケーションソフトで、カラーマネジメント
機能が無効になるように設定します。

B

プリント画面を表示します。

［ホスト ICM 補正］を選択します。
基本設定画面の［用紙種類］でエプソン製専用紙を
選択すると、用紙に対応したプリンタープロファイ
ルが自動的に指定され、［プリンタープロファイル
情報］の欄に表示されます。
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U「基本的な印刷方法（Mac OS X）」58 ページ

カラーマネジメント印刷

C

一 覧から ［カラー ・マッ チング ］を選 択し、
［ColorSync］をクリックします。

ドライバー ICM 補正によるカ
ラーマネジメント印刷
（Windows のみ）
プリンタードライバー内部でプリンタープロファイルを
使用してカラーマネジメント処理を行います。以下の 2
種類の色補正方法があります。
・ドライバー ICM 補正（簡易）
プロファイルとインテントの指定は画像データ全体で 1
種類を指定して処理します。
・ドライバー ICM 補正（詳細）
プリンタードライバーが画像データを［イメージ］
、［グ
ラフィック］
、［テキスト］の 3 種類の領域に判別して、
それぞれの領域で異なるプロファイルとインテントを指

D

定して処理します。

一覧から［基本設定］を選択し、
［モード設定］
の［詳細設定］をチェックします。さらに［色補
正］で［オフ（色補正なし）
］を選択します。

カラーマネジメント機能を持つアプリケーション
ソフトを使用するときは
プリンタードライバーの設定を行う前にアプリケーショ
ンソフトでカラー処理の方法を設定します。
アプリケーションソフトの種類によって、下表の通りに
設定してください。
Adobe Photoshop CS3 以降
Adobe Photoshop Elements 6 以降
Adobe Photoshop Lightroom 1 以降
OS
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

10、
8.1、
8、
7、
Vista

カラーマネジメントの設定
プリンタによるカラー管理

Windows XP
（ Service Pack2 以 降 か
つ.NET3.0 以降）

E

Windows XP（上記以外）

カラーマネジメントなし

その他の設定を確認して印刷を行います。
その他のアプリケーションソフトでは、［カラーマネジメ
ントなし］に設定してください。

L
各アプリケーションソフトの対応 OS は製品提供元のウェブ
サイトをご覧ください。
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Adobe Photoshop CS5 の設定例
プリント画面を開きます。

B

［カラーマネジメント］を選択して、［ドキュメント］を
選択します。［カラー処理］で［プリンタによるカラー管

ICM 画面の［補正方法］で［ドライバー ICM 補
正（簡易）］または［ドライバー ICM 補正（詳
細）
］を選択します。
［ドライバー ICM 補正（詳細）］を選択すると、写

理］を選択して、［プリント］をクリックします。

真などのイメージデータ、グラフィックデータ、テ
キストデータごとにプロファイルとインテントが指
定できます。
インテント

A

プリンタードライバーの基本設定画面の［印刷品
質］で［詳細設定］を選択し、
［色補正］で
［ICM］を選択して［設定］をクリックします。

説明

彩度

彩度を保持して変換します。

知覚的

視覚的に自然なイメージになるよ
うに変換します。画像データが広
範囲な色域を使用しているときに
使用します。

相対的な色域を
維持

元データの色域座標と印刷時の色
域座標が一致するように、さらに
白色点（色温度）の座標値が一致
するように変換します。多くのカ
ラーマッチング時に使用します。

絶対的な色域を
維持

元データも印刷データも絶対的な
色域座標に割り当てて変換しま
す。したがって、元データと印刷
データの白色点（色温度）は色調
補正されません。ロゴカラーの印
刷など、特殊な用途で使用しま
す。

U「基本的な印刷方法（Windows）」55 ページ

C
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その他の設定を確認して印刷を行います。

プリンタードライバーの便利な使い方（Windows）

プリンタードライバー B
の便利な使い方
（Windows）
設定画面の表示

本機のプリンターアイコンを右クリックして［印
刷設定］をクリックします。

プリンタードライバーの画面が表示されます。

プリンタードライバーの設定画面は、以下の 2 通りの方
法で表示できます。
・アプリケーションソフトから表示する
U「基本的な印刷方法（Windows）」55 ページ
・スタートボタンから表示する

コントロールパネルから表示す
る
ノズルチェックやヘッドクリーニングなど本機のメンテ
ナンスを行うときや、アプリケーションソフト共通の設
定をするときは、以下の手順で行います。

この後、各項目を設定します。ここでの設定が、アプリ
ケーションソフトからプリンタードライバーを表示した
ときの初期設定になります。

A

［デバイスとプリンターの表示］または［デバイ
スとプリンター］を開きます。

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/
Windows 7 の場合
［ハードウェアとサウンド］（または［ハードウェ
ア］）の［デバイスとプリンターの表示］（または
［デバイスとプリンター］
）の順にクリックします。

Windows Vista の場合
［ハードウェアとサウンド］-［プリンタ］の順にク
リックします。

Windows XP の場合
［プリンタとその他のハードウェア］-［プリンタと
FAX］の順にクリックします。

L
Windows XP のコントロールパネルの表示を［クラシッ
ク表示］にしているときは、［スタート］-［コントロー
ルパネル］-［プリンタと FAX］の順にクリックします。
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プリンタードライバーの便利な使い方（Windows）

ヘルプの表示方法
プリンタードライバーヘルプは、以下の 2 通りの方法で

確認したい項目上で右クリック
して表示する

表示できます。

知りたい項目上で右クリックして、［ヘルプ］をクリック

・
［ヘルプ］をクリックして表示する

します。

・確認したい項目上で右クリックして表示する

ヘルプボタンをクリックして表
示する
［ヘルプ］ボタンを押すと、現在表示しているタブの概
要がヘルプ画面に表示されます。

L
Windows XP では、タイトルバー上の
をクリックして、知
りたい項目をクリックするとヘルプが表示されます。
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プリンタードライバーの便利な使い方（Windows）

L

プリンタードライバーのカ
スタマイズ

保存した設定は、［設定の書き出し］をクリックするとファイ
ルとして保存できます。保存したファイルを別のコンピュー
ターで［設定の取り込み］を行うと設定を共有できます。

印刷目的や使い勝手に合わせて、設定を保存したり各設
定の表示項目を変更したりできます。

メディア種類の追加
各種設定をお気に入りとして保
存

新しく登録する用紙に合わせて、［印刷品質］と［用紙設

プリンタードライバーの全ての印刷設定値を［お気に入

に選択候補として表示されるようになります。

り］の項目として保存できます。また［お気に入り］に
は、あらかじめ目的に応じた推奨の設定値も保存されて
います。
［お気に入り］に保存した設定を呼び出すことで効率良

定］を設定し、カスタムメディアとして登録します。登
録したカスタムメディアは、用紙設定画面の［用紙種類］

A

く、繰り返し同じ設定で印刷できます。

A
B

L
［印刷品質］で［印刷目的］を選択すると、カスタム
メディアを登録することはできません。

基本設定画面、レイアウト画面、拡張設定画面の
各項目を、
［お気に入り］に保存したい内容に設
定します。

［保存/削除］をクリックします。

B
C

基本設定画面の［詳細設定］を選択し、必要な設
定を行います。

［設定名］にお好きな名称を入力し、
［保存］を
クリックします。

最大 100 件まで保存できます。保存した設定は［お気に
入り］から呼び出すことができます。
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拡張設定画面の［用紙調整］をクリックします。

プリンタードライバーの便利な使い方（Windows）

C

登録する用紙に合わせて、必要な設定を行い
［OK］をクリックします。

表示項目の整理
［お気に入り］、［用紙種類］、［用紙サイズ］の表示項目
について、普段使うものがすぐに表示されるように以下
のように整理できます。
・不要な項目を非表示にする。
・よく使う順に並べ替える。
・グループ（フォルダー）にまとめる。

D

拡張設定画面の［カスタムメディア設定］をク
リックします。

E

［設定名］にお好きな名称を入力し、
［保存］を
クリックします。

A

［ユーティリティー］タブ-［メニューの整理］
をクリックします。

B

［編集項目］を選択します。

最大 100 件まで保存できます。保存した設定は［用紙種
類］から呼び出すことができます。

L
保存した設定は、［設定の書き出し］をクリックするとファイ
ルとして保存できます。保存したファイルを別のコンピュー
ターで［設定の取り込み］を行うと設定を共有できます。
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C

［リスト］の中で、表示順やグループ分けを変更
します。
・項目の移動や表示順を変更するには、選択してド
ラッグ＆ドロップします。

ユーティリティー画面の概
要
プリンタードライバーのユーティリティー画面から、以

・新規のグループ（フォルダー）を作成するには、

下の機能が実行できます。

［グループ作成］をクリックします。
・グループ（フォルダー）を削除するには、［グルー
プ削除］をクリックします。
・使用しない項目は［表示しない］にドラッグ＆ド
ロップします。

ノズルチェック
プリントヘッドのノズルが目詰まりしていないかを確認
するためのノズルチェックパターンを印刷する機能です。
印刷されたパターンがかすれたり、隙間が空いたりして
いるときは、ヘッドクリーニングを実行して目詰まりを
解消してください。

D

L

U「プリントヘッドのクリーニング」166 ページ

［グループ削除］を実行すると、グループ（フォル
ダー）は削除されますが、グループ（フォルダー）内
の各項目は残ります。

ヘッドクリーニング

［保存］をクリックします。

印刷がかすれるときや、隙間が空くときに行います。プ
リントヘッドの表面を清掃する機能です。
U「プリントヘッドのクリーニング」166 ページ

ギャップ調整
印刷結果に粒状感が出るときやピントがずれたようにな
るときは、ギャップ調整を行います。ギャップ調整は、
印刷時のプリントヘッドのズレを調整する機能です。
U「印刷位置ずれの調整（ギャップ調整）」168 ページ
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プリンタードライバーの便利な使い方（Windows）

EPSON プリンターウィンドウ!3

L

インク残量やエラーメッセージなど本機の状態をコン

モニターの設定画面で［呼び出しアイコン］にチェックを付
けると、Windows タスクバーにユーティリティー呼び出しア
イコンが表示されます。
このアイコンを右クリックすると、以下のメニューが表示さ
れメンテナンス機能を実行できます。
表示されたメニューで本機名称をクリックすると、EPSON プ
リンターウィンドウ!3 が起動します。

ピューター画面で確認できます。SC-T7255D/SC-T5255D
でロール 1/ロール 2 にロール紙をセットしているときは、
どちらが操作対象（使用中）かも確認できます。
SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255

印刷待ち状態表示
印刷待ちデータの一覧（印刷キュー）画面を表示します。
印刷待ちデータの一覧（印刷キュー）画面では、印刷待
ちデータの情報や印刷待ちデータの削除、再印刷などが
SC-T7255D/SC-T5255D

実行できます。

ドライバーの動作設定
プリンタードライバーの基本動作に関する各種機能が設
定できます。

メニューの整理
［お気に入り］、［用紙種類］、［用紙サイズ］それぞれの
表示項目をよく使う項目順に並べ替えるなど整理できま
す。U「表示項目の整理」121 ページ

設定の書き出し/取り込み
プリンタードライバーの全ての設定をファイルに保存/ファ
イルから取り込みます。複数のコンピューターに同一の
プリンタードライバーの環境を作ることができるので、
同じ設定で印刷したいときに便利です。

LFP リモートパネル 2
モニターの設定
EPSON プリンターウィンドウ!3 画面で通知させるエラー

ユーザー用紙設定などができます。詳細は、LFP リモート
パネル 2 のヘルプをご覧ください。

表示の選択やユーティリティー呼び出しアイコンのタス

L

クバーへの登録などを行えます。

［LFP リモートパネル 2］がグレーアウトしているときは、
LFP リモートパネル 2 がインストールされていません。ソフ
トウェアディスクのソフトウェア一覧からインストールして
ください。
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プリンタードライバーの便利な使い方（Windows）

プリンタードライバーの削
除

D

本機のアイコンをクリックして、
［OK］をクリッ
クします。

E

この後は、画面の指示に従ってください。

プリンタードライバーや LFP リモートパネル 2 を削除す
るには、次の手順で行います。

K
・管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。
・Windows 7/Windows Vista で管理者のパスワードまたは確
認を求められたときは、パスワードを入力して操作を続行
してください。

A
B

C

本機の電源を切り、インターフェイスケーブルを
外します。

［コントロールパネル］の［プログラム］-［プ
ログラムのアンインストール］をクリックしま
す。

削除を確認するメッセージが表示されたら［はい］
をクリックします。

プリンタードライバーを再インストールするときは、コ
ンピューターを再起動してください。

削除するソフトウェアを選択して［アンインス
トールと変更］
（または［変更と削除］/［追加と
削除］
）をクリックします。
［EPSON SC-XXXXX プリンタ アンインストール］を
選択すると、プリンタードライバーと EPSON プリ
ンターウィンドウ!3 を削除できます。
［LFP リモートパネル 2］を選択すると、LFP リモー
トパネル 2 を削除できます。
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プリンタードライバーの便利な使い方（Mac OS X）

プリンタードライバー
の便利な使い方
（Mac OS X）

Epson Printer Utility 4 の
使い方
Epson Printer Utility 4 では、ノズルチェックやヘッドク
リーニングなどのメンテナンス機能が実行できます。プ
リンタードライバーをインストールすると、自動的に一
緒にインストールされます。

設定画面の表示
プリンタードライバーの設定画面は、お使いのアプリケー
ションソフトまたは OS のバージョンにより表示手順が異
なることがあります。
U「基本的な印刷方法（Mac OS X）」58 ページ

す。

Mac OS X v10.6.x 以降

A

ヘルプの表示方法
プリンタードライバーの設定画面の

Epson Printer Utility 4 の起動
方法

［アップル］メニュー-［システム環境設定］［プリントとスキャン］（または［プリントとファ
クス］
）の順にクリックします。

をクリックしま

B

プリンターを選択して、［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］の順にクリックします。

Mac OS X v10.5.8 の場合

A

［アップル］メニュー-［システム環境設定］［プリントとファクス］の順にクリックします。

B

プリンターを選択して、［プリントキューを開
く］-［ユーティリティ］の順にクリックします。
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プリンタードライバーの便利な使い方（Mac OS X）

Epson Printer Utility 4 の機能
Epson Printer Utility 4 では、以下のメンテナンス機能を実

ノズルチェック
プリントヘッドのノズルが目詰まりしていないかを確認
するためのノズルチェックパターンを印刷する機能です。
印刷されたパターンがかすれたり、隙間が空いたりして

行できます。

いるときは、ヘッドクリーニングを実行して目詰まりを
解消してください。
U「プリントヘッドのクリーニング」166 ページ

ヘッドクリーニング
印刷がかすれるときや、隙間が空くときに行います。プ
リントヘッドの表面を清掃する機能です。
U「プリントヘッドのクリーニング」166 ページ

ギャップ調整
印刷結果に粒状感が出るときやピントがずれたようにな
るときは、ギャップ調整を行います。ギャップ調整は、
印刷時のプリントヘッドのズレを調整する機能です。
U「印刷位置ずれの調整（ギャップ調整）」168 ページ

EPSON プリンターウィンドウ
インク残量やエラーメッセージなど本機の状態をコン
ピューター画面で確認できます。SC-T7255D/SC-T5255D
でロール 1/ロール 2 にロール紙をセットしているときは、

LFP リモートパネル 2
ユーザー用紙設定などができます。詳細は、LFP リモート
パネル 2 のヘルプをご覧ください。

どちらが操作対象（使用中）かも確認できます。
SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255

SC-T7255D/SC-T5255D
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プリンタードライバーの削
除
プリンタードライバーや LFP リモートパネル 2 を再イン
ストールしたりバージョンアップするときは、対象のソ
フトウェアを削除してから行います。
プリンタードライバーの削除は「Uninstaller」を使いま
す。

入手方法
「Uninstaller」をエプソンのウェブサイトからダウンロー
ドしてください。
www.epson.jp/

操作手順
「Uninstaller」を入手時に手順も確認いただき、その手順
に従ってください。

LFP リモートパネル 2 の削除
［アプリケーション］フォルダ内の［EPSON Remote Panel
2］フォルダごと、［ゴミ箱］にドラッグ&ドロップして削
除します。
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操作パネルのメニューの使い方
メニューの操作
各メニューへの移行操作は、以下の通りです。
メニューの操作は、用紙メニューを例にメニューの操作を説明しています。

＊1 オプションのハードディスクユニットまたは Adobe PostScript 3 拡張ユニット装着時
＊2 標準時（ハードディスクユニットまたは Adobe PostScript 3 拡張ユニット未装着時）
＊3 【 Z 】ボタンを押して決定した後、【 y 】ボタンを押すと、メニューの上階層に戻ります。【 W 】ボタンを押す
とメニューが終了します。
A3、A4 スキャナー接続時のみ表示

コピー開始
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オプションの大判複合機用スキャナー接続時
1 枚

コピー部数
倍率

100%

コピー設定
給紙方法

原稿タイプ

文字・線画

倍率

100%

コピー品質

速い

カラー/モノクロ

カラー

カラー

原稿タイプ
原稿幅設定

文字・線画
自動

カラー/モノクロ
コピー開始
リセット

原稿排紙
Ｎｅｗ

ロール1

設定変更

コピー開始
オプションのハードディスクユニットまたは Adobe PostScript 3 拡張ユニット装着時で大判複合機用スキャナー
非接続時

ハードディスクユニットまたは Adobe PostScript 3 拡張ユニットにスキャンファイルや受信スキャンファイルが保
存されているとき。
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メニュー一覧
メニューで設定・実行できる項目と各設定値は以下の通りです。各項目の詳細は参照ページをご覧ください。
＊1：SC-T7255D/SC-T5255D のみ ＊2：SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255 のみ ＊3：オプションのハードディスクユニッ
トまたは Adobe PostScript 3 拡張ユニット装着時のみ

＊4：オプションの Adobe PostScript 3 拡張ユニット装着時のみ

,印刷ジョブメニュー
U「印刷ジョブメニュー」138 ページ
メニュー項目

内容

印刷待ちジョブの
確認＊3

XXXXXXXXXXX（印刷待ちジョブ名が表示さ
れる）

印刷待ちジョブ名、ユーザー、予測開始時間、予測印刷時間、
印刷可否予測が表示される

保留ジョブの確認/
再開＊2、＊3

保留ジョブの確認

XXXXXXXXXXX （ 保 留
ジョブ名が表示され
る）

保留ジョブ名、ユーザー、用紙種類、給紙方法、サイズ、保留
理由が表示される

保存ジョブの確認/
再印刷＊3

保留ジョブ一括印刷

Z で印刷開始

XXXXXXXXXXX（保存ジョブ名が表示される）

サムネイルを表示
【 r 】で保存ジョブ名、ユーザー、用紙長、ページ数、用紙種
類、部数、給紙方法、サイズ、予測印刷時間が表示される
Z で印刷/削除メニューが表示される

ジョブ履歴の印刷
フォルダー印刷

Z で印刷開始
XXXXXXXXXXX（ファイル名が表示される）

ファイル名、給紙方法、印刷プレビューが表示される
Z で印刷開始
（印刷プレビューによってはプレビュー表示後に印刷開始）

.用紙メニュー
U「用紙メニュー」140 ページ
メニュー項目
用紙セット/取り外
し

内容

用紙取り外し

セットされている用紙が何もないときは、表示されません

ロール紙＊2

セット方法が表示される

ロール紙 1＊1
ロール紙 2＊1
単票紙（厚さ 0.8mm 以下）
ボード紙
用紙種類選択

普通紙

対応するエプソン製専用紙名が表示される

フォトペーパー
マットペーパー
その他
ユーザー用紙

ユーザー用紙設定名が表示される
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メニュー項目
ユーザー用紙設定

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX （ ユ ー
ザー用紙名が表示
される）

内容
参照用紙種類

普通紙

対応するエプソン製専用紙名が
表示される

フォトペーパー
マットペーパー
その他
非選択

非選択

プラテンギャップ設定

狭くする、標準、広くする、より広くする

用紙厚検出パターン

Z で印刷開始

用紙送り補正

パターン

Z で印刷開始

数値

-0.70〜+0.70%

吸着力

-4〜0

ロール紙バックテン
ション

標準、高い、より高い

斜め給紙軽減動作

ON、OFF

設定名の登録

22 文字以内(半角英数字・記号)

設定初期化

はい、いいえ

用紙設定一覧印刷

Z で印刷開始

ロール紙残量管理

ON、OFF

ロール紙残量警告

1〜15m

-メンテナンスメニュー
U「メンテナンスメニュー」143 ページ
メニュー項目
ノズルチェック

内容
Z で印刷開始

ヘッドクリーニング

ギャップ調整

自動(Uni-D)

Z で印刷・調整開始

自動（Bi-D)
手動(Uni-D)

Z で印刷開始

手動(Bi-D)
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メニュー項目
カッターメンテナ
ンス

内容

カット位置調整

-3〜3mm

交換位置に移動

Z で移動開始

/セットアップメニュー
U「セットアップメニュー」144 ページ
メニュー項目
プリンター設定

ロール紙設定

高度な設定

内容
自動カット

ON、OFF

カット動作モード

通常、静音

マージンリフレッシュ

ON、OFF

切り取り線印刷

ON、OFF

ロール紙余白

標準、先端 15mm/後端 15mm、先端 35mm/後端 15mm、先端
45mm/後端 15mm、四辺 3mm、四辺 15mm

ロール紙交換後の印刷
動作

継続、打ち切り、再印刷＊3

ロール紙自動給紙＊1

ON、OFF

ロール切替設定＊1

自動、ロール 1、ロール 2

ロール切
替条件＊1

用紙種類

種類一致、無効

用紙長

印刷長優先、残量優先、無効

用紙幅

余白最適、幅一致、無効

ジョブの
印刷優先
設定＊3

使用中ロール優先、受付順

ロール紙バックテン
ション

1〜5

こすれ軽減

ON、OFF

ページごとの乾燥時間

OFF〜60 分

用紙幅検出

ON、OFF

斜行エラー検出

ON、OFF

保留ジョブの保存＊3

ON、OFF

USB タイムアウト

10〜600 秒

時短カット

ON、OFF
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メニュー項目
HP-GL/2 設定

設定初期化

内容
印刷品質

速い、きれい

出力用紙サイズ

自動、A 系列、US−ANSI、US−ARCH、B 系列（JIS）、写真サ
イズ、その他、ユーザー用紙サイズ

余白

四辺 3mm、四辺 5mm

余白オプション

標準、余白を付加、余白で切り取り

回転

0˚、90˚、180˚、270˚

ミラー印刷

ON、OFF

パレット選択

ソフトウェア、デフォルト、パレット A、パレット B

パレット
定義

パレット
A

ペン番号

ペン幅、ペン色

パレット
B

ペン番号

ペン幅、ペン色

線のマージ

ON、OFF

HDD 保存モード

印刷して保存する、印刷のみ

HP-GL/2 設定初期化

はい、いいえ
はい、いいえ
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メニュー項目
オプション設定＊4

ステータスの確認

PS3 拡張ユニット

内容
バージョン

PostScript バージョン、PDF バージョン

PS ステータスシートの
印刷

Z で印刷開始

出力用紙サイズ

自動、A 系列、US−ANSI、US−ARCH、B 系列（JIS）、写真サ
イズ、その他、ユーザー用紙サイズ

余白オプション

標準、余白を付加、余白で切り取り

印刷品質

速い、標準、きれい

カラーモード

カラー、モノクロ

ドット補正

ON、OFF

CMYK シミュレーショ
ン

SWOP v2、US Web Uncoated v2、US Sheetfed Coated v2、US
Sheetfed Uncoated v2、Coated GRACoL 2006、SWOP Grade 3
Paper、SWOP Grade 5 Paper、Coated FOGRA27、Web Coated
FOGRA28、Uncoated FOGRA29、Coated FOGRA39、Euroscale
Coated v2、Euroscale Uncoated v2、JapanWebCoated (Ad)、
JapanColor2001Coated 、 JapanColor2001Uncoated 、
JapanColor2002Newspaper 、 JapanColor2003WebCoated 、
EPSON_TOYO、EPSON_DIC、OFF

RGB ソース

sRGB、Adobe RGB (1998)、Apple RGB、ColorMatch RGB、OFF

レンダリングインテン
ト

絶対的な色域を維持、相対的な色域を維持、知覚的、彩度

黒点補正

ON、OFF

自動回転

ON、OFF

ハードディスクへの
キャッシュ

ON、OFF

PS エラーシート

ON、OFF

HDD 保存モード

印刷して保存する、印刷のみ

ファームウェアバージョン

xxxxxxx,x.xx,xxxx

オプションの接続状態

接続されているオプションの名称が表示される

総印刷面積の表示

XXXXXXm2

プリンターステータスの印刷

Z で印刷開始
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メニュー項目
ネットワーク設定

エコ設定

環境設定

管理者メニュー

内容

IP アドレス設定

自動

-

パネル

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルト
ゲートウェイ

IPv6 設定

有効、無効

IPsec 設定

有効、無効

Pre-Shared Key 設定

20 文字以内で Key を設定（半角英数字・記号）

IEEE802.1X 設定

有効、無効

HTTPS リダイレクト設定

有効、無効

ネットワーク設定の印刷

Z で印刷開始

ネットワーク設定初期化

はい、いいえ

スリープモード移行時間

5〜210 分

電源オフタイマー

OFF、1〜24 時間

設定初期化

はい、いいえ

表示言語/Language

対応言語が表示される

長さ単位

m、ft/in

アラートランプ設定

ON、OFF

パスワード変更

パスワードを入力

操作制限

ネットワーク設定

パスワードで管理する、パスワードで管理しない

強力ヘッドクリーニング

HDD フォーマット
＊3

非セキュア高速
セキュア（高速）
セキュア（サニタイジ
ング）

確認メッセージで承諾するとフォーマットが実行されます

プリンターモード

自動、PostScript＊4、HP-GL/2

日時設定

YY/MM/DD HH:MM

タイムゾーン

GMT との時差を入力

PS 情報の初期化＊4

はい、いいえ

全設定の初期化

はい、いいえ

135

操作パネルのメニューの使い方

+拡大コピーメニュー
本機に A3、A4 スキャナーを接続したときに限り表示されます。
U「拡大コピーメニュー」160 ページ
メニュー項目

内容

カラー/モノクロ
自動拡大

カラー、グレースケール
A3->自動、B4->自動、A4->自動、B5->自
動、A5->自動、ハガキ->自動、KG->自動、
L 判->自動、A4/2->長尺（自動）

フチあり、フチなし

その他の倍率

原稿サイズを選択

A3、B4、A4、B5、A5、ハガキ、KG、L 判

出力サイズを選択

A0、B1、A1、B2、A2、A0（2 枚出力）

フチあり／なし

フチあり、フチなし

コピー品質

速い、きれい

コピー濃度

薄い〜濃いを 5 段階で設定
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大判コピー・大判スキャンメニュー
本機に、オプションの大判複合機用スキャナーを接続したときに限り表示されます。
U「大判コピー・大判スキャンメニュー」161 ページ
メニュー項目
コピー設定

内容
ロール紙/ロール 1＊1、ロール 2＊1、ロール自動＊1、単票紙

給紙方法
倍率

倍率設定

25〜400%

自動

スキャン設定＊3

カラー/モノクロ

カラー、グレースケール

原稿タイプ

文字・線画、トレーシングペーパー、再生紙、青焼き、青焼き
反転、ポスター・チラシ

原稿幅設定

自動、A 系列、US-ANSI、US-ARCH、B 系列（JIS）、B 系列
（ISO）、cm、inch

コピー品質

速い、きれい

余白オプション

余白で切り取り、余白を付加、フチなし

濃度

-3〜3 レベル

コントラスト

-3〜3 レベル

背景除去

-3〜3 レベル

シャープネス

-3〜3 レベル

カラー/モノクロ

カラー、グレースケール、モノクロ 2 値

原稿タイプ

文字・線画、トレーシングペーパー、再生紙、青焼き、青焼き
反転、ポスター・チラシ

原稿幅設定

自動、A 系列、US-ANSI、US-ARCH、B 系列（JIS）、B 系列
（ISO）、cm、inch

保存形式

JPEG、PDF、TIFF

解像度

100dpi、200dpi、300dpi、360dpi、400dpi、600dpi

圧縮率

高い、標準、低い

濃度

-3〜3 レベル

コントラスト

-3〜3 レベル

背景除去

-3〜3 レベル

シャープネス

-3〜3 レベル
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メニューの説明
印刷ジョブメニュー
本機に付属のプリンタードライバーやオプションの Adobe PostScript 3 拡張ユニットに付属の PS ドライバーを介さずに
印刷したときは、下表の各ジョブ名や予測時間が正しく表示されないことがあります。
＊1：SC-T7255D/SC-T5255D のみ ＊2：SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255 のみ ＊3：オプションのハードディスクユニッ
トまたは Adobe PostScript 3 拡張ユニット装着時のみ

＊4：オプションの Adobe PostScript 3 拡張ユニット装着時のみ

項目

内容

印刷待ちジョブの確
認＊3

XXXXXXXXXXX （ 印 刷 待 ち
ジョブ名が表示される）

保留ジョブの確認/再
開＊2、＊3

保留ジョブ
の確認

保存ジョブの確認/再
印刷＊3

XXXXXXXXX
XX （ 保 留
ジョブ名が
表 示 さ れ
る）

印刷待ちジョブ名
ユーザー
予測開始時間
予測印刷時間
印刷可否予測

選択した印刷待ちジョブの、印刷開始時間と印刷に
要する時間の予測が表示されます。
また、現在の用紙残量、インク残量、メンテナンス
ボックスの空き容量から、印刷が滞りなく完了でき
るかの予測も表示されます。予測は、あくまで目安
です。予測の結果、印刷不可と表示されたときも、
そのまま印刷を続行することをお勧めします。
Remote Manager または LFP HDD ユーティリティー
では、印刷不可の理由が確認でき、そのジョブを保
留ジョブに移したり、ジョブキャンセルしたりでき
ます。
U「機能概要」65 ページ
用紙残量による印刷可否予測は、［ロール紙残量管
理］で［OFF］に設定していると、正しく予測できま
せん。
LFP Print Plug-In for Office、EPSON CopyFactory5 か
ら印刷を行ったときは、インク残量による印刷可否
予測は行えません。
オプションの Adobe PostScript 3 拡張ユニットに付
属の PS ドライバーから印刷を行ったときは、［予測
開始時間］と［予測印刷時間］には「0 分」と表示
されます。

保留ジョブ名
ユーザー
用紙種類
給紙方法
サイズ
保留理由

セットアップメニューで［保留ジョブの保存］を
［ON］に設定しているときに限り表示されます。
選択した保留ジョブの中断理由や印刷設定などが表
示されます。
印刷設定が本機の設定と異なっているときは、以下
の手順で保留ジョブを一括して印刷再開できます。
①本機にセットされている用紙を交換するなど、印
刷できる状態に整える。
②［保留ジョブ一括印刷］を実行する

保留ジョブ一括印刷

【 Z 】ボタンを押すと、保存されている保留ジョブが一括して印刷再開さ
れます。

XXXXXXXXXXX（保存ジョブ
名が表示される）

サムネイル
保存ジョブ名
ユーザー
用紙長
ページ数
用紙種類
部数
給紙方法
サイズ
予測印刷時間

138

選択した保存ジョブのサムネイルが表示されます。
【 r 】ボタンを押すと、最後に印刷したときの詳細
情報が表示されます。
以前のサムネイル非対応の保存ジョブは、サムネイ
ルを表示せずに詳細情報が表示されます。
確認後【 Z 】ボタンを押すと、印刷/削除メニュー
が表示されます。
［印刷］選択時：印刷部数の入力を求める画面が表示
されます。【 u 】/【 d 】ボタンを押して、部数を入
力後【 Z 】ボタンを押すと、予測印刷時間や印刷
可否予測が表示されます。【 Z 】ボタンを押すと印
刷が始まります。
［削除］選択時：確認画面が表示されます。【 Z 】
ボタンを押すと削除されます。

操作パネルのメニューの使い方

項目
ジョブ履歴の印刷

内容
【 Z 】ボタンを押すと、履歴が印刷されます。
履歴に記載されるインク使用量については、以下の点にご留意ください。
・インク使用量は簡易的な見積りのため、精度は保証しません。
・実際のインク使用量は、以下のような要因により異なります。
使用ソフトウェア/ファームウェアバージョン/画像/印刷設定（用紙種類な
ど）/使用頻度/設置環境（温度）/プリンターの個体差/お客様の設定や使
い方
・交換されたインクカートリッジに使用しきれずに残るインクは使用量に含
まれません。
・他のエプソン製ソフトウェアで確認したコストやインク使用量などは本記
載と一致しないことがあります。

フォルダー印刷

あらかじめ設定した、ネットワーク上の共有フォルダーのファイルを選択し
て印刷できます。
U「フォルダー印刷」81 ページ
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用紙メニュー
SC-T7255D/SC-T5255D をお使いで、［ユーザー用紙設定］で市販の用紙の印刷設定を登録するときは、以下の点にご留
意ください。
同種の用紙であってもロール 1 とロール 2 の両方から印刷する際は、ロール 1 とロール 2 でそれぞれ別に設定してくだ
さい。例えば、ロール 1 にセットした状態で設定したユーザー用紙設定を、ロール 2 にセットした同種の用紙に適用し
ても用紙経路や用紙幅など印刷条件が異なると、正しく印刷されません。
＊1：SC-T7255D/SC-T5255D のみ ＊2：SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255 のみ ＊3：オプションのハードディスクユニッ
トまたは Adobe PostScript 3 拡張ユニット装着時のみ

＊4：オプションの Adobe PostScript 3 拡張ユニット装着時のみ

＊はメーカー設定値です。
項目

内容

用紙セット/取り外し

用紙取り外し

用紙がセットされていないときは、表示されません。

ロール紙＊2

セットする用紙を選択し【 Z 】ボタンを押します。
以降は画面の指示に従って、セットします。
用紙がセットされている状態でセットする用紙を選
択すると、画面に取り外し方が表示され、その後セッ
ト方法が表示されます。

ロール紙 1＊1
ロール紙 2＊1
単票紙（厚さ 0.8mm
以下）
ボード紙
用紙種類選
択

普通紙

セットしている用紙の種類を選択します。

フォトペーパー
マットペーパー
その他
ユーザー用紙
ユーザー用
紙設定

XXXXXXXXXXX
（ユーザー用紙
名が表示され
る）

セットしている用紙のユーザー用紙設定名を選択します。
参照用紙種類

普通紙

使用する用紙に最も近い種類を選択します。

フォトペーパー
マットペーパー
その他

プラテンギャッ
プ設定

非選択

特定の用紙種類を指定しないときに選択します。

狭くする

プラテンギャップ（プリントヘッドと用紙の間隔）
を選択します。通常は、
［標準］のまま使用します。
印刷結果が擦れて汚れるときは、広げる設定に変更
します。また、ギャップ調整を行ってもなお調整し
きれないと感じるときは［狭くする］に設定してく
ださい。

標準＊
広くする
より広くする
用紙厚検出パ
ターン

【 Z 】ボタンを押すと、セットした用紙の厚みを検出するためのパターン
が印刷されます。
印刷結果から一番ズレのないパターンの番号を選択します。
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項目

内容
用紙送り補正

パターン
数値

本設定は、ヘッドクリーニングやギャップ調整を行っ
ても通常印刷領域（単票紙の場合は、終端から 1〜
2cm を除いた領域）のバンディング（水平方向に走
る帯状の模様や色ムラ）が解決できないときに行い
ます。
［パターン］選択時
【 Z 】ボタンを押すと、調整パターンが印刷され
ます。印刷された調整パターンの＋記号の距離を定
規で測ります。
中央のみを測った値、もしくは右側・中央・左側の
3 箇所を測った平均値を使用してください。

調整パターンの印刷が終了すると、操作パネルの画
面に調整パターンの長さが表示されます。【 u 】/
【 d 】ボタンを押して、定規で測った値になるよう
に数字を選択し、
【 Z 】ボタンを押します。
［数値］選択時
-0.70〜+0.70％の範囲で補正値を指定します。
用紙送りが少なすぎると濃い色のバンディングが発
生しますので＋方向に調整します。逆に用紙送りが
多すぎると白い色のバンディングが発生しますので
−方向に調整します。
吸着力

-4〜0（0＊）

用紙とプリントヘッドの距離を適正に保つために、
用紙に合った吸着力で印刷することが大切です。薄
い用紙や柔らかい用紙は吸着力が強すぎると、プリ
ントヘッドと用紙の距離が広くなりすぎ印刷品質が
低下する、または正しく用紙が送られないことがあ
ります。そのようなときは吸着力を弱めます。設定
値が小さくなるほど吸着力が弱くなります。

ロール紙バック
テンション

標準＊

印刷中に用紙にしわが発生するときは、
［高い］や
［より高い］を選択します。
［より高い］に設定すると、セットアップメニュー
の［高度な設定］の［ロール紙バックテンション］
の設定が有効になります。

高い
より高い
斜め給紙軽減動
作

ON＊

斜め給紙を軽減する動作をさせる（ON）/ させない
（OFF）を選択します。

OFF
設定名の登録

保存するユーザー用紙設定に、半角英数字・記号 22 文字以内で名前を付け
られます。区別しやすい名前を付けると、選択時に判別しやすくなります。

設定初期化

はい

選択したユーザー用紙設定の内容をメーカー設定値
に戻します。

いいえ
用紙設定一覧印刷

【 Z 】ボタンを押すと、ユーザー用紙設定の一覧が印刷されます。
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項目
ロール紙残量管理

内容
ON＊

セットしたロール紙の残量を表示・記録する
（［ON］）/ しない（［OFF］）を選択します。［ON］
を選択すると、ロール紙の長さを入力する画面が表
示されます。セットしているロール紙の長さを入力
すると、以降ロール紙に関する以下の管理が行われ
ます。

OFF

・ロール紙交換時の残量管理
ロール紙を取り外す際に、ロール紙の残量、ロー
ル紙残量警告の限界値、用紙種類を自動的にバー
コード化してロール紙先端に印刷します。
次回、このロール紙をセットすると自動的にバー
コードが読み取られ用紙設定がされるので、何種
類かのロール紙を使用する際に、効率良く交換で
きます。
・印刷可否予測
用紙長さを元に印刷の可否が予測されます。
ロール紙残量警告

1〜15m（5＊）
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［ロール紙残量管理］を［ON］に設定すると表示さ
れます。
ロール紙の残量がどのくらいになったら、警告を表
示するか、その値を 1〜15m の範囲で設定します。
設定は 1m 単位で行えます。

操作パネルのメニューの使い方

メンテナンスメニュー
項目
ノズルチェック

内容
【 Z 】ボタンを押すと、チェックパターンが印刷されます。印刷され
たチェックパターンを目視で確認し、かすれや欠けがあるときはヘッド
クリーニングを行います。
U「ノズルの目詰まりチェック」165 ページ

ヘッドクリーニング

印刷したチェックパターンで確認した、かすれや欠けがあるパターンの
記号を選択します。左端のチェックボックスにチェックを付けると、全
てのノズルが選択されます。
【 U 】「プリントヘッドのクリーニング」166 ページ
ギャップ調整

自動（Uni-D）
自動（Bi-D）
手動（Uni-D）

印刷結果に粒状感やピントのズレが生じるときは、ギャップ調整を行い、
印刷時のプリントヘッドのズレを調整します。
［自動］は、調整パターン
を印刷しながらセンサーで読み取り、自動的に調整します。
［手動］は、印刷された調整パターンを目視で確認し、最適と思う調整
値を入力して補正します。
U「印刷位置ずれの調整（ギャップ調整）
」168 ページ

手動（Bi-D）
カッターメンテナンス

カット位置調整

-3〜3mm

交換位置に移動

カッター交換時にカッターを交換位置まで移動させます。【 Z 】ボタン
を押すと、カッターが交換位置に移動します。カッターの交換は用紙を
取り外した状態で行います。事前に、用紙を取り外してください。
【 U 】「カッターの交換」173 ページ
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ロール紙に四辺フチなし印刷するときの先端カット
位置の微調整ができます。0.2mm きざみで設定でき
ます。

操作パネルのメニューの使い方

セットアップメニュー
［管理者メニュー］を選択すると管理者パスワード入力画面が表示されます。ご購入直後はパスワードは設定されていま
せんので、何も入力せずに【 Z 】ボタンを押してください。パスワード設定後は、設定したパスワードを入力してくだ
さい。
＊1：SC-T7255D/SC-T5255D のみ ＊2：SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255 のみ ＊3：オプションのハードディスクユニッ
トまたは Adobe PostScript 3 拡張ユニット装着時のみ

＊4：オプションの Adobe PostScript 3 拡張ユニット装着時のみ

＊はメーカー設定値です。

プリンター設定
ロール紙設定
項目
自動カット

内容
ON＊
OFF

カット動作モード

通常＊

ロール紙に 1 ページ印刷するごとに内蔵カッターで自動的にカット
する（［ON］）/しない（［OFF］） を選択します。プリンタードライ
バーを介して印刷するときは、プリンタードライバーの設定が有効
になります。
カット時の動作音を低減したいときは、
［静音］に設定します。
［静
音］に設定すると、カット速度がゆっくりになります。

静音
マージンリフレッシュ

ON＊
OFF

切り取り線印刷

ON＊
OFF

ロール紙余白

標準＊
先 端 15mm/ 後 端
15mm

ロール紙に四辺フチなし印刷後、次回フチあり印刷をしたときに、
先端に付着することがある汚れ部分を自動的にカットする（
［ON］
）/
カットしない（［OFF］）を選択します。
［自動カット］が［OFF］のときに、ロール紙に切り取り線を印刷す
る（［ON］）/ 印刷しない（［OFF］）を選択します。［自動カット］が
［ON］のときや単票紙、ボード紙には印刷されません。
ただし、コンピューターで指定したロール紙幅が本機にセットして
いるロール紙幅よりも小さいときは、［自動カット］の設定に関わら
ず縦の切り取り線が印刷されます。
プリンタードライバーを介して印刷するときは、プリンタードライ
バーの設定が有効になります。
［標準］にすると、余白が先端と後端 15mm、左右 3mm になりま
す。
［四辺 15mm］を除く各設定値の左右の余白は 3mm です。
U「印刷可能領域」61 ページ

先 端 35mm/ 後 端
15mm
先 端 45mm/ 後 端
15mm
四辺 3mm
四辺 15mm
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項目
ロール紙交換後の印刷動作

内容
継続
打ち切り＊
再印刷＊3

交換した後のロール紙に、残りのデータを印刷する（［継続］）/印刷
しない（［打ち切り］
）/初めから改めて印刷する（
［再印刷］）を選択
します。
［再印刷］に設定していても、以下の場合には再印刷は行われませ
ん。
・Adobe PostScript 3 拡張ユニットに付属の PS Folder を使って、パ
スワード付き PDF の印刷をしたとき
・HP-GL/2、HP RTL をエミュレーションして印刷したとき
・オプションの大判複合機用スキャナーを接続して大判コピーをし
たとき
・A3、A4 スキャナーを接続して拡大コピーをしたとき

ロール紙自動給紙＊1

ON＊
OFF

ロール切替設定＊1

自動＊
ロール 1
ロール 2

通常は［ON］のままでお使いください。
市販の用紙で、コシがない、あるいは滑りやすい、カールが極端に
大きいなどで自動給紙に支障が生じるときは［OFF］に設定します。
本設定は、用紙を全て取り外した状態で設定してください。用紙が
セットされていると設定変更できません。
［OFF］に設定している間は、ロール 2 ユニットは使用できません。
使用中のロール紙が以下の状況のとき自動でロール 1 とロール 2 を
切り替えて印刷する（［自動］）/ロール 1 固定で印刷する（［ロール
1］）/ロール 2 固定で印刷する（［ロール 2］）を選択します。
・ロール紙が終了し、続けて印刷するデータがあるとき。
・ロール紙残量が足りずに印刷を完了できないと予測したとき。
・印刷ジョブの幅に対して、印刷余白が多くなるとき。
［自動］設定時は、
「ロール切替条件」の設定に従って切り替わりま
す。
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項目
ロール切替条件＊1

内容
用紙種類

種類一致＊

使用中のロール紙が終了したとき、別のロール紙に切り替えて印刷
をするときの条件を以下から選択します。

無効

・［種類一致］
：印刷ジョブで指定した用紙種類と切り替え先のロール
紙の用紙種類が一致するときに限り、切り替えて印刷する。
切り替え先に用紙種類が違うロール紙がセットされていると、エ
ラーが表示され印刷できません。
・［無効］：用紙種類が違っても印刷する。
ロール紙残量と印刷長（印刷ジョブの 1 ページの長さ）を考慮して
切り替え処理したいときの条件を以下から選択します。
ただし、用紙メニューの［ロール紙残量管理］を［OFF］に設定して
いると、本設定は設定値にかかわらず無効となります。

印刷長優先＊

用紙長

残量優先
無効

・［印刷長優先］：ロール 1、ロール 2 ともロール紙残量が印刷長より
も長いときは、ロール紙残量が少ない方のロール紙で印刷する。
どちらかのロール紙残量が印刷長よりも短いときは、ロール紙残
量が印刷長よりも長い方のロール紙で印刷する。
：印刷長を考慮せずに残量が少ない方のロール紙で印刷
・［残量優先］
する。
・［無効］
：ロール残量や印刷長に関わらず、使用中のロール紙で印刷
する。

余白最適＊

用紙幅

幅一致

ロール紙幅と印刷ジョブの幅（プリンタードライバーの［原稿サイ
ズ］の値）を考慮し、印刷余白が少なくなるロール紙を使いたいと
きの切り替え条件を以下から選択します。

無効

・［余白最適］：ロール 1、ロール 2 のロール紙幅と印刷ジョブの幅を
比較し、印刷余白が少ない方のロール紙で印刷する。
：印刷ジョブの幅と一致するロール紙幅のロール紙で印刷
・［幅一致］
する。
・［無効］
：ロール紙の幅や印刷ジョブの幅に関わらず、使用中のロー
ル紙で印刷する。

ジョブの印
刷優先設定

使用中ロール優先

＊3

受付順＊

複数の印刷待ちジョブがあるとき、現在使用中のロール紙で印刷可
能なジョブを優先して印刷し、その後ロール自動切り替えを行い残
りのジョブを印刷する（［使用中ロール優先］
）/印刷ジョブを受信し
た順で印刷する（［受付順］
）を選択します。［受付順］設定時は、印
刷ジョブの設定によってはロール自動切り替え動作が頻繁に行われ
ることがあり、総合的に時間がかかることがあります。

高度な設定
項目

内容

ロール紙バックテンション

1〜5（3＊）

用紙メニューの［ユーザー用紙設定］ - ［ロール紙バックテンション］、ま
たはプリンタードライバーの［用紙調整］ - ［ロール紙バックテンション］
で［より高い］に設定すると、本設定の値が使われます。
上記［ロール紙バックテンション］で［高い］に設定しても、印刷中に用紙
にしわが発生するときは、［より高い］を選択し、本設定でバックテンショ
ンの強さを設定します。
数値を大きくすると、バックテンションがより高くなります。

こすれ軽減

ON

厚い用紙を使用するとプリントヘッドが印刷面をこすってしまうことがあり
ます。このようなときは、［ON］に設定します。用紙メニューの［ユーザー
用紙設定］で設定している［プラテンギャップ設定］を一時的に変えたいと
きに設定します。ただし、［プラテンギャップ設定］で［より広く］に設定
しているときは、本設定を［ON］にしても無効となります。

OFF＊

ページごとの乾燥時間

OFF 〜 60 分 （ OFF
＊）

1 ページ印刷後にインクが乾燥するまで用紙送りを停止する時間を 0〜60 分
の範囲で設定します。インク濃度や用紙によっては、インクが乾燥しにくい
ことがあります。印刷結果にインク垂れやにじみが起きるときは、乾燥時間
を長めに設定してください。
時間を長く設定するほど、印刷時間は長くなります。
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項目
用紙幅検出

内容
ON＊
OFF

斜行エラー検出

ON＊
OFF

保留ジョブの保存＊2、＊3

ON
OFF＊

用紙幅を検出する（［ON］）/ しない（［OFF］）を選択します。用紙を正しく
セットしていても、用紙設定エラーが表示されるときは［OFF］ に設定して
印刷してみてください。ただし、
［OFF］ で印刷すると用紙外に印刷される
ことがあります。用紙外に印刷すると、本機の内部がインクで汚れます。通
常は［ON］ で使用することをお勧めします。
変更した設定は、用紙をセットし直すと有効になります。メニューの項目を
変更しただけでは有効になりませんのでご注意ください。
用紙が斜めにセットされたときに、操作パネルの画面にエラーを表示して印
刷を中止する（［ON］）/ 中止せずに続行する（［OFF］）を選択します。斜め
にセットされると、用紙詰まりの原因となりますので、通常は［ON］ で使
用することをお勧めします。
オプションのハードディスクユニットや Adobe PostScript 3 拡張ユニットを
装着していると表示されます。用紙種類/給紙方法/出力用紙サイズ(幅)の設
定が本機の設定と印刷ジョブで違っているときに、保留ジョブとして保存す
る（［ON］)/しない（［OFF］)を選択します。
［OFF］にすると、給紙方法が一致しない印刷ジョブがあるとエラーが表示
され、印刷が停止します。
［ON］に設定すると、エラーで印刷が停止することなく、設定が一致しない
印刷ジョブはハードディスクユニットや Adobe PostScript 3 拡張ユニットに
保留ジョブとして保存されます。あとで、本機にセットされている用紙を交
換するなど、印刷できる状態に整えたら、印刷ジョブメニューから保留ジョ
ブを一括して印刷再開できます。
U「機能概要」65 ページ

USB タイムアウト

10〜600 秒（10＊）

USB で本機とコンピューターを接続しているときに、印刷が途中で終了する
場合は時間が長くなるように設定を変更してください。

時短カット

ON＊

複数ページのジョブを印刷するときのカット動作を指定します。
［ON］にすると、次の印刷を行いながら前の印刷物の終端がカット位置に達
したときにカットします。印刷とカットが並行して行われるため、印刷時間
が短縮できます。
ただし、機能が有効になるのはプリンタードライバーで以下の設定をしてい
るときです。

OFF

・［用紙種類］で普通紙/EPSON 普通紙<薄手>/EPSON 普通紙<厚手>を選択
している。
・［印刷品質］の［レベル］で［速い］を選択している。
カット動作の詳細は、フチなし印刷時の［四辺フチなし 1 カット］と同様で
す。U「ロール紙カット動作について」97 ページ
［OFF］にすると、前の印刷物の終端をカット位置まで送ってカットが完了
したら次の印刷を開始します。
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HP-GL/2 設定
項目
印刷品質

内容
速い

画質と印刷速度の兼ね合いで印刷品質を選択します。

きれい＊
出力用紙サイズ

自動＊

データの PS コマンドによるハードクリップ領域が基準出力サイズになりま
す。実際の出力サイズは、［余白オプション］の設定により異なります。
データに PS コマンドが含まれていないときは、印刷オブジェクトを含む最
の領域）が基準出力サイズになります。
小の矩形（下図の

A 系 列 /US-ANSI/
US-ARCH/B 系 列
（JIS）/写真サイズ/
その他

対応する定形サイズが表示されますので、基準出力サイズを選択します。実
際の出力サイズは、
［余白オプション］の設定により異なります。
単票紙をセットしているときは、データに PS コマンドが含まれていないと
きときに限り、本設定が有効となります。
PS コマンドが含まれていると、本設定は無効となり、PS コマンドによるハー
ドクリップ領域が基準出力サイズになります。

ユーザー用紙サイズ

定形外のサイズで出力するときに選択します。選択後、用紙幅と用紙長さを
設定します。設定は、0.1mm 単位で行えます。
用紙幅
SC-T7255/SC-T7255D：89＊1〜1118mm
SC-T5255/SC-T5255D：89＊1〜914mm
SC-T3255：89＊1〜610mm
用紙長さ
127〜4620mm
実際の出力サイズは、［余白オプション］の設定により異なります。
＊1 本機で印刷できる最小用紙サイズは、用紙幅 254mm×用紙長さ 127mm
です。本設定で、これより小さな値を設定したときは、不要な余白を切って
お使いください。

余白

四辺 3mm＊

上下左右の余白の値を選択します。
単票紙は、設定に関わらず後端余白が 14mm になります。

四辺 5mm
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項目
余白オプション

内容
標準＊

［出力用紙サイズ］の設定により、以下の通り余白が付加される位置が異な
ります。
・［自動］に設定したとき
データの PS コマンドによるハードクリップ領域（下図の
の領域）の
の領域）を付加します。
外側に、［余白］で選択した値（下図の

・定形サイズや［ユーザー用紙サイズ］に設定したとき
［出力用紙サイズ］で選択したサイズ（下図の
の領域）の内側に、［余
の領域）を付加し、余白を除いた領域内に
白］で選択した値（下図の
納まる分だけ印刷します。
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項目

内容
余白を付加

［出力用紙サイズ］の設定により、以下の通り余白が付加される位置が異な
ります。
・［自動］に設定したとき
［標準］選択時と同様の結果になります。
・定形サイズや［ユーザー用紙サイズ］に設定したとき
［出力用紙サイズ］で選択したサイズ（下図の
の領域）の外側に、［余
白］で選択した値（下図の
の領域）を付加します。実際の出力サイズ
は、選択したサイズ（下図の
の領域）よりも余白分大きくなります。

余白で切り取り

［出力用紙サイズ］の設定により、データの PS コマンドによるハードクリッ
の領域）の
プ領域または［出力用紙サイズ］で選択したサイズ（下図の
の領域）を付加します。余白部分
内側に［余白］で選択した値（下図の
に印刷オブジェクトが存在するときは、切り取られて印刷されません。
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項目
回転

内容
0˚＊
90˚
180˚
270˚

ミラー印刷

ON
OFF＊

作図したデータの座標を反時計回りに 90˚単位で回転して印刷できます。た
だし、RTL で描画したオブジェクトは回転しません。
本設定と RO 命令の両方で回転が指定されたときは、両方の値の合算値分回
転します。ただし、RO 命令で回転するのはオブジェクト（下図の矢印の部
分）のみで、描画領域（下図の四角の部分）は回転しません。この結果、描
画領域からはみ出した部分のオブジェクトは印刷されません。

出力サイズの幅の中心を基準線にして、左右反転（鏡に映した状態）して印
刷する（［ON］）/左右反転しないで印刷する（［OFF］
）を選択します。

OFF

ON

［回転］で角度を設定しているときは、回転した結果に対して左右反転しま
す。
パレット選択

ソフトウェア＊

論理ペンの色や太さが設定された以下のパレットを選択します。

デフォルト

・［ソフトウェア］：アプリケーションソフトで設定したペン指定に従って印
刷し、本機の内蔵パレットは無視されます。

パレット A
パレット B

・［デフォルト］
：あらかじめ設定されている本機の内蔵パレットの設定に従っ
て印刷されます。パレットの設定内容は変更できません。内蔵パレットに
は、ペン幅 0.35mm で 256 色の論理ペンが設定されています。色番号に対
応する色のサンプルは、付属の『Color Palette.pdf』をご覧ください。
『Color Palette.pdf』は、付属のプリンタードライバーの基本設定画面の
［印刷品質］で［CAD/線画（カラー）］を選択して印刷したものをご覧に
なることをお勧めします。
・［パレット A］/［パレット B］：［パレット定義］で任意に設定した内蔵パ
レットの設定に従って印刷されます。［パレット定義］を行わないと［デ
フォルト］選択時と同じ結果になります。
［デフォルト］/［パレット A］/［パレット B］設定時は、アプリケーショ
ンソフトで設定したペン指定は無視されます。

パレット定義

パレット A＊
パレット B

16 種類の論理ペンに対して、それぞれペン幅と色を任意に設定して独自の内
蔵パレットを定義できます。定義できる内蔵パレットは［パレット A］と［パ
レット B］の 2 種類です。定義するパレットを選択すると、続いて［ペン番
号］を選択し各ペンに対して［ペン幅］と［ペン色］を定義します。色番号
に対応する色のサンプルは、付属の『Color Palette.pdf』をご覧ください。
『Color Palette.pdf』は、付属のプリンタードライバーの基本設定画面の［印
刷品質］で［CAD/線画（カラー）］を選択して印刷したものをご覧になるこ
とをお勧めします。
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項目

内容
ON

線のマージ

OFF＊

イメージ内での重なった線の交差部分をデータの MC 命令に従ってマージす
る（［ON］）/交差部分では、後から印刷した線を前面に出す（［OFF］）かを
選択します。

ON

HDD 保存モード

印刷して保存する＊
印刷のみ

HP-GL/2 設定初期化

はい

OFF

印刷ジョブをオプションのハードディスクユニットや Adobe PostScript 3 拡
張ユニットに保存するかどうかを設定します。
印刷ジョブを保存しておくと、ハードディスクからの直接再印刷や印刷ジョ
ブの情報・状態の確認ができます。
U「ハードディスクドライブへの保存と再印刷（オプション）
」65 ページ
［印刷のみ］を選択すると印刷ジョブは保存されません。
［はい］にすると、［HP-GL/2 設定］の内容を全てメーカー設定値に戻しま
す。

いいえ

設定初期化
内容
はい

［はい］にすると、
［プリンター設定］の内容を全てメーカー設定値に戻します。

いいえ

＊4

オプション設定
PS3 拡張ユニット
項目

内容

バージョン

対応している PostScript のバージョンと処理可能な PDF の最新バージョンが表示されます。
PDF ファイルの文書のプロパティに表示されている PDF のバージョンが、ここに表示されたバージョ
ン以下なら処理ができます。

PS ステータスシートの印刷

【 Z 】ボタンを押すと、Adobe PostScript 3 拡張ユニットの情報が印刷されます。

出力用紙サイズ

自動
A 系 列 （ A4 ＊ ） /US-ANSI/
US-ARCH/B 系列（JIS）/写
真サイズ/その他
ユーザー用紙サイズ

印刷時の用紙サイズを選択します。
［自動］にすると、印刷データのサイズで印刷されます。実際の出
力サイズは、余白の設定により異なります。
定形サイズや［ユーザー用紙サイズ］にすると、全て選択した用紙
サイズに自動で拡大、縮小されて印刷されます。
お使いの機種によって、選択できる用紙サイズが異なります。
印刷データ作成時に、用紙サイズを A4 で作成したときの各設定の動
作は以下の通りです。
［自動］に設定したとき：A4 の外側に余白が付加された用紙サイズ
で印刷されます。
［A4］に設定したとき：A4 を A4 の印字領域に縮小した用紙サイズで
印刷されます。
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項目
余白オプション

内容
標準＊

［出力用紙サイズ］の設定により、以下の通り余白が付加される位
置が異なります。
・［自動］に設定したとき
作成したときのデータサイズ（用紙サイズや画像サイズ。下図の
の領域）の外側に、3mm の余白（下図の
の領域）を付加
します。

・定形サイズや［ユーザー用紙サイズ］に設定したとき
［出力用紙サイズ］で選択したサイズ（下図の
の領域）の内側
の領域）を付加し、余白を除いた領
に、3mm の余白（下図の
域内に納まるように拡大/縮小して印刷します。
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項目

内容
余白を付加

［出力用紙サイズ］の設定により、以下の通り余白が付加される位
置が異なります。
・［自動］に設定したとき
［標準］選択時と同様の結果になります。
・定形サイズや［ユーザー用紙サイズ］に設定したとき
［出力用紙サイズ］で選択したサイズ（下図の
の領域）の外側
に、3mm の余白（下図の
の領域）を付加します。実際の出力
の領域）よりも余
サイズは、選択した出力用紙サイズ（下図の
白分大きくなります。
作成したデータサイズが出力用紙サイズに収まらないときは、縮
小して印刷します。

154

操作パネルのメニューの使い方

項目

印刷品質

内容
余白で切り取り

［出力用紙サイズ］の設定により、作成したときのデータサイズ（用
紙サイズや画像サイズ）または［出力用紙サイズ］で選択したサイ
の領域）の内側に 3mm の余白（下図の
の領域）
ズ（下図の
を付加します。余白部分に印刷オブジェクトが存在するときは、切
り取られて印刷されません。
出力用紙サイズの設定を定形サイズやユーザー用紙サイズに設定し
ているときは、作成したデータサイズが出力用紙サイズに収まらな
いときは、縮小して印刷します。ただし、縮小した結果、余白の領
域にかかる印刷オブジェクトは切り取られて印刷されません。

速い

画質と印刷速度の兼ね合いで印刷品質を選択します。

標準＊
きれい
カラーモード

カラー＊
モノクロ

ドット補正

ON
OFF＊

CMYK シミュレーション

カラー印刷するかモノクロに変換して印刷するかを選択します。本
機で設定している用紙種類によっては、表示されません。SC-T7255D/
SC-T5255D をお使いのときは、現在使用中のロール紙の用紙種類に
よります。
用紙種類が、PX マット紙ロール＜薄手＞と普通紙ロール＜薄手＞、
普通紙ロールに設定されているときに限り表示されます。
SC-T7255D/SC-T5255D をお使いのときは、現在使用中のロール紙の
用紙種類によります。
CAD などから印刷した線に途切れや潰れがあるときは、［ON］に設
定すると低減できることがあります。

SWOP v2/US Web Uncoated v2/US Sheetfed Coated v2/US
Sheetfed Uncoatedv2/Coated GRACoL 2006/SWOP Grade 3
Paper/SWOP Grade 5 Paper/Coated FOGRA27/Web Coated
FOGRA28/Uncoated
FOGRA29/Coated
FOGRA39/Euroscale
Coated v2 ＊ /Euroscale Uncoated v2/JapanWebCoated (Ad)/
JapanColor2001Coated/JapanColor2001Uncoated/
JapanColor2002Newspape/JapanColor2003WebCoate/
EPSON_TOYO/EPSON_DIC/OFF
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ク色を再現して印刷するときに、
シミュレーションする CMYK イ
ンクの色を選択できます。
［OFF］に設定すると、シミュ
レーションしません。
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項目
RGB ソース

内容
sRGB
Adobe RGB (1998)＊

RGB データを印刷する際に、シミュレーションする RGB の色空間を
選択できます。
［OFF］に設定すると、シミュレーションしません。

Apple RGB
ColorMatch RGB
OFF
レンダリングインテント

絶対的な色域を維持
相対的な色域を維持
知覚的＊
彩度

CMYK シミュレーションと RGB シミュレーションを行う際の色空間
の変換方法（レンダリングインテント）を以下の 4 種から選択しま
す。
・［絶対的な色域を維持］：元データも印刷データも絶対的な色域座標
に割り当てて変換します。元データと印刷データの白色点（色温
度）は色調補正されません。色の正確さが重視されるロゴカラー
の印刷などに適しています。
・［相対的な色域を維持］：元データの色域座標と印刷時の色域座標が
一致するように、さらに白色点（色温度）の座標値が一致するよ
うに変換します。多くのカラーマッチング時に使用されます。
：視覚的に自然なイメージになるように変換します。写真
・［知覚的］
画像に適しています。
・［彩度］：色の正確さよりも色の鮮やかさを重視して変換します。グ
ラフや図表など、明るい色使いが好まれるビジネスグラフィック
スに適しています。

黒点補正

ON

広い色空間から狭い色空間に変換したとき、シャドウが潰れると感
じるときは［ON］に設定してください。

OFF＊
自動回転

ON

印刷データを自動で右に 90˚回転して印刷する（
［ON］
）/回転せずに
印刷する（［OFF］
）かを選択します。

OFF＊
ハードディスクへのキャッ
シュ

ON
OFF＊

PS エラーシート

ON
OFF＊

HDD 保存モード

印刷して保存する＊
印刷のみ

通常は［OFF］のままお使いください。印刷中にデータ展開待ちでプ
リントヘッドが頻繁に停止するようなときは、
［ON］にしてくださ
い。
印刷時に PostScript エラーが発生したり、PDF ファイルの印刷時に
エラーが発生したりしたときに、エラー状態を記載したシートを印
刷する（［ON］）/印刷しない（［OFF］
）を選択します。
印 刷 ジ ョ ブ を オ プ シ ョ ン の ハ ー ド デ ィ ス ク ユ ニ ッ ト や Adobe
PostScript 3 拡張ユニットに保存するかどうかを設定します。
印刷ジョブを保存しておくと、ハードディスクからの直接再印刷や
印刷ジョブの情報・状態の確認ができます。
U「ハードディスクドライブへの保存と再印刷（オプション）」65
ページ
［印刷のみ］を選択すると印刷ジョブは保存されません。
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ステータスの確認
項目

内容

ファームウェアバージョン

xxxxxxx,x.xx,xxxx

オプションの接続状態

接続され、使用可能な状態のオプションの名称が表示されます。

総印刷面積の表示

XXXXXXm2

プリンターステータスの印刷

【 Z 】ボタンを押すと、現在の本機の設定状態の一覧が印刷されます。
個々の情報を一括して確認でき便利です。

本機のファームウェアバージョンを表示します。
オプションの自動巻き取りユニットを装着していると、本機のファー
ムウェアバージョンの下に自動巻き取りユニットのファームウェア
バージョンが表示されます。
また、オプションの Adobe PostScript 3 拡張ユニットを装着している
と、最後に Adobe PostScript 3 拡張ユニットの管理バージョンが 2
つ表示されます。

総印刷面積（6 桁まで）を表示します。

ネットワーク設定
項目
IP アドレス設定

内容
自動＊
パネル

IPv6 設定

有効

IP アドレスの設定を DHCP を使用して行う（［自動］）/ 手動で行う
（［パネル］）を選択します。［パネル］では、
［IP アドレス］、［サブ
ネットマスク］、［デフォルトゲートウェイ］を設定します。それぞ
れの値は、システム管理者にお尋ねください。
IPv6 機能を有効にするか、無効にするかを選択します。

無効＊
IPsec 設定

有効

IPsec 機能を有効にするか、無効にするかを選択します。

無効＊
Pre-Shared Key 設定

Pre-Shared Key を半角英数字・記号 20 文字以内で入力します。

IEEE802.1X 設定

有効

IEEE802.1X 機能を有効にするか、無効にするかを選択します。

無効＊
HTTPS リダイレクト設定

有効

HTTP の HTTPS への自動リダイレクト機能を有効にするか、無効に
するかを選択します。

無効＊
ネットワーク設定の印刷

【 Z 】ボタンを押すと、現在の［ネットワーク設定］の一覧が印刷されます。ネットワーク設定の
個々の情報を一括して確認できます。

ネットワーク設定初期化

はい

［はい］にすると、［ネットワーク設定］の内容を全てメーカー設定
値に戻します。

いいえ
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エコ設定
項目

内容

スリープモード移行時間

5〜210 分（15＊）

エラーが発生していない状態で、印刷ジョブの受信や操作パネルな
どの操作が何も行われない状態が続いたときは、自動的にスリープ
モードに移行します。本設定では、スリープモードに移行するまで
の時間を選択します。
U「電源オフタイマーによる電源の切断」63 ページ

電源オフタイマー

OFF＊

エラーが発生していない状態で、印刷ジョブの受信や操作パネルな
どの操作が何も行われない状態が続くとき、時間を設定して自動で
本機の電源を切ることができます。
電源が切れるまでの時間は、1〜24 時間の範囲を 1 時間単位で設定
できます。
自動で電源を切りたくないときは、［OFF］にします。

1〜24 時間

設定初期化

はい

［はい］にすると、［エコ設定］の内容を全てメーカー設定値に戻し
ます。

いいえ

環境設定
項目

内容

表示言語/Language

日 本 語 ＊ , English, French,
Italian, German, Portuguese,
Spanish,Dutch,
Russian,
Korean, Chinese

操作パネルの画面の表記言語を選択します。

長さ単位

m＊

操作パネルの画面の表記やパターン印刷時に使用する長さの単位を
選択します。

ft/in
ON＊

アラートランプ設定

エラーが発生したときに、大型アラートランプを点灯する（
［ON］
）/
点灯しない（
［OFF］）を設定します。

OFF

管理者メニュー
項目

管理者パスワードを、半角英数字・記号 20 文字以内で入力します。
管理者メニュー表示時にパスワード入力が求められます。正しく入力をしないと管
理者メニューが表示できないため、担当以外の方が意図せず設定を変更するような
ことがなくなります。
パスワードは忘れないように管理してください。
万一、設定したパスワードを忘れたときは、エプソンサービスコールセンターにご
相談ください。U「お問い合わせ先」218 ページ

パスワード変更

操作制限

内容

ネットワーク設定

パスワードで管理する
パスワードで管理しない＊
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操作パネルや Remote Manager から［ネットワーク
設定］を実行しようとするとき、管理者パスワード
の入力を求めるか、求めないかを選択します。
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項目

内容

強力ヘッドクリーニング

印刷したチェックパターンで確認した、かすれや欠けがあるパターンの記号を選択
します。左端のチェックボックスにチェックを付けると、全てのノズルが選択され
ます。
HDD フォーマット＊

非セキュア高速

3

セキュア（高速）
セキュア（サニタイ
ジング）

確認メッセージが表示されるので、承諾すると本機に装着しているオプションのハー
ドディスクユニットまたは Adobe PostScript 3 拡張ユニット（以降、総称してハード
ディスクと記載します）をフォーマットします。
フォーマットは、以下の 3 種類から選択できます。
・［非セキュア高速］：ハードディスクに保存されているデータのファイル管理情報が
消去されます。別のプリンターで使用していたハードディスクを本機に付け替え
て使用するときにも行います。
・［セキュア（高速）］：ハードディスク全体に文字パターンをランダムに上書きしま
す。
［非セキュア高速］よりも安全にデータを消去できます。ただし、特殊なデー
タ復元ツールを使用した場合は、データが復元される可能性があります。
・［セキュア（サニタイジング）
］：米国国防省基準（DoD5220-22m）に準拠したアル
ゴリズムを使用して 00/FF/ランダムデータを上書きしチェックします。フォーマッ
トが完了するまでの時間は最もかかりますが、最も安全にデータを消去できます。
機密性の高いデータを消去するときに選択してください。
［セキュア（高速）］
、［セキュア（サニタイジング）］を実行すると、Copy Manager
で登録したアドレス帳の内容も全て消去されます。

プリンターモード

自動＊
PostScript＊4

通常は［自動］のままお使いください。送られた印刷データを判別して、自動で動
作モードを切り替えます。ただし、動作モードの切り替えが正しく行われずに印刷
が正常に実行されないときは、使用する動作モードに設定してください。

HP-GL/2
日時設定

YY/MM/DD HH:MM

タイムゾーン

GMT との時差を入力して地方標準時を設定します。
ここで設定した時刻は、Remote Manager のメール通知機能で本機のエラー発生時に
メール送信するときの送信時刻などに使われます。

PS 情報の初期化＊4

はい

［はい］にすると、Adobe PostScript 3 拡張ユニット
のユーザー領域に保存されているユーザーフォント
とユーザー ICC プロファイルが初期化されます。初
期化すると保存されていたデータは消失します。

いいえ

全設定の初期化

内蔵時計の日時を設定します。ここで設定した時間
は、ジョブ履歴やプリンターステータスの印刷時に
使用されます。

はい

［はい］にすると、セットアップメニューの日時設
定、表示言語/Language、長さ単位を除く全ての設定
をメーカー設定値に戻します。Copy Manager で登録
したアドレス帳の内容も全て消去されます。

いいえ
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拡大コピーメニュー
拡大コピーメニューは、A3、A4 スキャナーを接続したときに限り表示されます。
対応スキャナーは、エプソンのウェブサイトでご確認ください。
www.epson.jp
＊はメーカー設定値です。
項目

内容
カラー＊

カラー/モノクロ

拡大コピーをカラーで行うかグレースケールで行う
かを選択します。

グレースケール
自動拡大

A3->自動、B4->自動、A4->自動＊、
B5->自動、A5->自動、ハガキ->自
動、KG->自動、L 判->自動、A4/2->
長尺（自動）

フチあり＊

その他の倍率

原稿サイズを選
択

A3 、 B4 、 A4 ＊ 、
B5 、 A5 、 ハ ガ キ 、
KG、L 判

倍率を任意に指定してコピーするときの、コピー元
の原稿文書のサイズを選択します。
お使いのスキャナーにより、表示されるサイズが異
なります。

出力サイズを選
択

A0 、 B1 、 A1 ＊ 、
B2、A2、A0（2 枚出
力）

倍率を任意に指定してコピーするときの、出力サイ
ズを選択します。
［A0（2 枚出力）］は SC-T3255 でのみ表示されま
す。
［ A0 ］ は SC-T7255/SC-T7255D/SC-T5255/
SC-T5255D でのみ表示されます。

フチあり/なし

フチあり＊

余白（フチ）を取らずに用紙全面に印刷するときは、
［フチなし］を選択します。
普通紙ロールをセットしているときはフチなしが非
対応のため、この項目は表示されません。

フチなし

フチなし

コピー品質

速い

矢印の左側が原稿サイズです。原稿サイズを、本機
にセットされているロール紙の幅に合わせて拡大コ
ピーします。最大拡大サイズは 914mm（36 インチ）
です。SC-T7255/SC-T7255D で 36 インチより大きな
ロール紙をセットしているときも 36 インチまでの拡
大となります。
余白（フチ）を取らずに用紙全面に印刷するときは、
［フチなし］を選択します。ただし、普通紙ロール
をセットしているときはフチなしが非対応のため、
この項目は表示されません。
お使いのスキャナーにより、表示されるサイズが異
なります。

画質と印刷速度の兼ね合いでコピー品質を選択しま
す。

きれい
コピー濃度

薄い〜濃いを 5 段階
で設定
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コピー結果の濃度を調節します。
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大判コピー・大判スキャンメニュー
本機に、オプションの大判複合機用スキャナーを接続したときに限り表示されます。
U「大判複合機用スキャナーを使った大判コピーと大判スキャン（オプション）」69 ページ
＊1：SC-T7255D/SC-T5255D のみ ＊2：SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255 のみ ＊3：オプションのハードディスクユニッ
トまたは Adobe PostScript 3 拡張ユニット装着時に表示される

＊4：オプションの Adobe PostScript 3 拡張ユニット装

着時に表示される
＊はメーカー設定値です。

コピー設定
項目

内容
ロール紙（またはロール 1＊
1） ＊

給紙方法

コピー印刷を行う給紙方法を選択します。
［ロール自動］を選択すると、印刷余白が少なくなる用紙幅
のロールを自動で選んで印刷します。

ロール 2＊1
ロール自動＊1
単票紙
倍率

倍率設定＊

25〜400%（100＊）

任意でコピー倍率を指定する（［倍率設定］）/セットしてい
るロール紙幅に合わせて自動で拡大/縮小する（［自動］）か
を選択します。

カラー＊

カラーの原稿をコピーし、カラーのまま印刷するか、グレー
スケールで印刷するかを選択します。

自動
カラー/モノクロ

グレースケール
文字・線画＊

原稿タイプ

セットした原稿に合わせて、種類を選択します。

トレーシングペーパー
再生紙
青焼き
青焼き反転
ポスター・チラシ
原稿幅設定

コピー品質

自動＊
A 系列、US-ANSI、
US-ARCH 、 B 系 列
（ JIS ）、 B 系 列
（ISO）

対応するサイズが表示されま
す。

cm

20〜90cm（20＊）

inch

8〜36in（8＊）
速い＊

通常は、［自動］のまま使用します。ただし、原稿によって
は、
［自動］に設定していても正しく幅検出できないことが
あります。このようなときは、定形サイズ等から任意に幅を
指定してください。
お使いの機種によって表示されないサイズがあります。

コピー印刷の品質を選択します。
［きれい］は品質を優先するため、印刷速度が遅くなりま
す。
お使いの用紙によっては、メーカー設定値が［きれい］にな
ります。

きれい
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項目
余白オプション

内容
余白で切り取り＊

コピーで読み取った領域の内側に上下、左右とも 3mm ずつ
余白を付けて印刷します。（下図参照）
余白部分に画像が存在するときは、印刷されません。
［ロール紙余白］を［四辺 3mm］以外に設定しているとき
は、設定している先端余白、後端余白の値から 3mm 除いた
値の余白が領域の外側に付きます。
例えば、［先端 15mm/後端 15mm］に設定しているときは、
部分に 12mm ずつ余白が付きます。
下図の

余白を付加

コピーで読み取った領域の外側に［ロール紙余白］で設定し
ている余白を付けて印刷します。（下図参照）
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項目

内容
フチなし

コピーで読み取った領域のまま印刷します。
（下図参照）
［ロール紙余白］の設定は無効になります。

濃度

-3〜3 レベル（0＊）

コピー濃度を設定します。−は薄く＋は濃くなります。

コントラスト

-3〜3 レベル（0＊）

コントラストを設定します。−は弱く＋は強くなります。

背景除去

-3〜3 レベル（0＊）

背景除去の調整値を設定します。色付きの原稿や薄い用紙の
原稿をコピーしたとき写り込んだ背景を除去するときに設定
します。−は弱く＋は強くなります。

シャープネス

-3〜3 レベル（0＊）

シャープネスを設定します。−は弱く＋は強くなります。

スキャン設定

＊3

項目
カラー/モノクロ

内容
カラー＊

カラーの原稿をカラーのままスキャンするか、グレースケー
ルやモノクロ 2 値に変換してスキャンするかを選択します。

グレースケール
モノクロ 2 値
原稿タイプ

文字・線画＊

セットした原稿に合わせて、種類を選択します。

トレーシングペーパー
再生紙
青焼き
青焼き反転
ポスター・チラシ

163

操作パネルのメニューの使い方

項目
原稿幅設定

保存形式

内容

自動＊
A 系列、US-ANSI、
US-ARCH 、 B 系 列
（ JIS ）、 B 系 列
（ISO）

対応するサイズが表示されま
す。

cm

20〜90cm（20＊）

inch

8〜36in（8＊）
JPEG＊

通常は、［自動］のまま使用します。ただし、原稿によって
は、
［自動］に設定していても正しく幅検出できないことが
あります。このようなときは、定形サイズ等から任意に幅を
指定してください。
お使いの機種によって表示されないサイズがあります。

スキャンした画像の保存ファイル形式を選択します。

PDF
TIFF
解像度

100dpi

スキャン時の解像度を選択します。

200dpi
300dpi
360dpi＊
400dpi
600dpi
圧縮率

高い

スキャンした画像を保存するときの圧縮率を選択します。

標準＊
低い
濃度

-3〜3 レベル（0＊）

スキャン濃度を選択します。−は薄く＋は濃くなります。

コントラスト

-3〜3 レベル（0＊）

コントラストを設定します。−は弱く＋は強くなります。

背景除去

-3〜3 レベル（0＊）

背景除去の調整値を設定します。色付きの原稿や薄い用紙の
原稿をスキャンしたとき写り込んだ背景を除去するときに設
定します。−は弱く＋は強くなります。

シャープネス

-3〜3 レベル（0＊）

シャープネスを設定します。−は弱く＋は強くなります。
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メンテナンス

メンテナンス

ノズルの目詰まりチェック
ノズルチェックはコンピューターと本機のどちらからも
行えます。

プリントヘッドの調整
印刷物に白い線が入る、印刷が汚いなど、印刷結果に問
題があるときは、プリントヘッドの調整が必要です。本
機には、プリントヘッドを良好な状態に保ち最良の印刷
結果を得るために、以下のようなメンテナンス機能があ

コンピューターから行う
ここでは Windows を例に説明します。
Mac OS X では、［Epson Printer Utility 4］を使用します。
U「Epson Printer Utility 4 の機能」126 ページ

ります。
印刷結果や状況に応じて、該当するメンテナンスを実行
してください。

A

ノズルの目詰まりチェック

使用する用紙に合わせて、給紙方法や用紙種類を正

本機をしばらく使わなかったときや大切な印刷物を印刷

しく設定します。

する前には、ノズルチェックパターンを印刷しノズルの
目詰まりチェックを行います。印刷されたチェックパター
ンを目視で確認してかすれたり、欠けたりしているとき
はヘッドクリーニングを実行します。

A4 サイズ以上の単票紙またはロール紙をセット
します。

B

プリンタードライバーの［プロパティ］（または
［印刷設定］
）-［ユーティリティー］タブで［ノ
ズルチェック］をクリックします。

プリントヘッドのクリーニング
印刷がかすれるときや、欠けるときに行います。プリン
トヘッドの表面を清掃する機能です。クリーニングのレ
ベルに応じて標準のヘッドクリーニングと強力ヘッドク
リーニングの 2 種類があります。
U「プリントヘッドのクリーニング」166 ページ
通常は、標準のヘッドクリーニングを行います。標準の
ヘッドクリーニングを数回繰り返してもノズルの目詰ま
りが解消されないときは、強力ヘッドクリーニングを行
います。

プリントヘッド位置の調整（ギャップ調整）
罫線がずれる、または印刷結果に粒状感が出るときは、
ギャップ調整を行います。ギャップ調整は、印刷時のプ
リントヘッドのズレを補正する機能です。

C

［印刷］をクリックします。

D

印刷されたノズルチェックパターンを確認しま
す。

ノズルチェックパターンが印刷されます。

U「印刷位置ずれの調整（ギャップ調整）」168 ページ

問題がないとき：
［終了］をクリック
問題があるとき：
［クリーニング］をクリック
ノズルチェックパターン印刷直後に、印刷またはク
リーニングするときは、ノズルチェックパターン印
刷が完全に終了していることを確認してから実行し
てください。
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本機から行う

プリントヘッドのクリーニング

以下の操作で使用するボタン

ヘッドクリーニングはコンピューターと本機のどちらか
らも行えますが、実行できる内容は以下のように異なり
ます。
・コンピューターから行う
全てのノズルを一括してヘッドクリーニングします。
・本機から行う
全てのノズルを一括してヘッドクリーニングするほか
に、印刷したノズルチェックパターンで問題があったノ
ズルを選択してヘッドクリーニングできます。

A

A4 サイズ以上の単票紙またはロール紙をセット
します。

ヘッドクリーニングのご注意

使用する用紙に合わせて、給紙方法や用紙種類を正
しく設定します。

ヘッドクリーニングを行う際は、以下の点にご留意くだ
さい。
・ヘッドクリーニングは、文字がかすれる、画像が明らか

B

に変な色で印刷されるなどの症状が出るとき以外は必要

印刷可能な状態であることを確認します。
【"】
ボタンを押します。
メンテナンスメニューが表示されます。

ありません。ヘッドクリーニングの際には、インクが消
費されます。
・全てのノズルをヘッドクリーニングすると、全色のイン
クが消費されます。モノクロ印刷などでブラック系のイ

C

す。
・短期間にヘッドクリーニングを繰り返すと、メンテナン

確認のメッセージが表示されます。

D

ンクだけ使っているときも、カラーインクを消費しま

［ノズルチェック］が選択されていることを確認
し、
【 Z 】ボタンを押します。

スボックス内のインク蒸発が少ないためメンテナンス
ボックスのインクがすぐにいっぱいになる可能性があり

【 Z 】ボタンを押すとチェックパターンの印刷
が始まります。

ます。メンテナンスボックスの空き容量が少ないときは

以下を参考に、印刷されたチェックパターンを確認

・連続して数回ヘッドクリーニングしても目詰まりが解消

予備を用意しておいてください。
しないときは、強力ヘッドクリーニングの実行をお勧め

します。

します。

目詰まりしていないときの例

・強力ヘッドクリーニングは、標準のヘッドクリーニング
よりもインクを多く消費します。事前にインク残量を確
認し、インク残量が少ないときは新しいインクカート
リッジを用意してから実行してください。

ノズルチェックパターンが欠けていません。

・強力ヘッドクリーニングをしても目詰まりが解消しない

目詰まりしているときの例

ときは、本機の電源を切って一晩以上放置してくださ
い。時間を置くことによって、目詰まりしているインク
が溶解することがあります。

ノズルチェックパターンが欠けているときは、［ヘッ
ドクリーニング］を選択してヘッドクリーニングを
行ってください。U「プリントヘッドのクリーニ
ング」166 ページ
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はエプソンサービスコールセンターへご連絡ください。
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ヘッドクリーニングの方法

本機から行う
以下の操作で使用するボタン

コンピューターから行う
ここでは Windows を例に説明します。
Mac OS X では、［Epson Printer Utility 4］を使用します。
U「Epson Printer Utility 4 の使い方」125 ページ

A

プリンタードライバーの［プロパティ］（または
［印刷設定］）-［ユーティリティー］タブで
［ヘッドクリーニング］をクリックします。

A

印刷可能な状態であることを確認します。
【"】
ボタンを押します。
メンテナンスメニューが表示されます。

B

【 d 】/【 u 】ボタンを押して［ヘッドクリーニ
ング］を選択し、
【 Z 】ボタンを押します。
クリーニング列の選択が表示されます。

B

［スタート］をクリックします。

C

ヘッドクリーニングするノズル列を選択します。
【 l 】/【 r 】ボタンを押して、チェックパターン
で、かすれや欠けがあるパターンの番号が含まれて

ヘッドクリーニングが始まります。ヘッドクリーニ

いるノズル列を選択し、【 d 】/【 u 】ボタンを押し

ングは約 1〜10 分掛かります。

てチェックを付けます。

C

ノズル列は複数チェックを付けて選択できます。

［ノズルチェックパターン］をクリックします。

左端のチェックボックスにチェックを付けると全ノ

印刷されたノズルチェックパターンを確認してくだ

ズルが選択されます。

さい。
ノズルチェックパターンが欠けているときは、［ク
リーニング］をクリックします。

D

【 Z 】ボタンを押すと、確認のメッセージが表
示されます。
【 Z 】ボタンを押すと、ヘッドク
リーニングが開始されます。
ヘッドクリーニングが終了すると、確認のメッセー
ジが表示されます。

E

チェックパターンを印刷して、目詰まりの状態を
確認するときは、
【 d 】/【 u 】ボタンを押して
［ノズルチェック］を選択し【 Z 】ボタンを押
します。
ノズルチェックをしないときは、［終了］を選択し
【 Z 】を押します。
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4〜11 分程かかります。所要時間は、セットしている用

印刷位置ずれの調整（ギャップ
調整）

紙の幅によって異なります。
手動調整するときは、まず［手動（Bi-D）］で調整し、
調整した結果に満足しないときは、
［手動（Uni-D）］で

印刷結果で罫線がずれたり、粒状感が目立ったりすると
きは、ギャップ調整をして印刷位置のズレを調整してく
ださい。

調整します。
U「本機から行う」169 ページ

本機は、プリントヘッドを移動しながらインク滴を飛ば
して印刷します。用紙表面とプリントヘッドの間にはわ
ずかな距離（ギャップ）があり、用紙厚や温度・湿度の

ギャップ調整時のご注意

変化、プリントヘッド移動時の慣性力などによって、イ

本機にセットした用紙に合わせて調整されます。

ンク滴の到達位置（印刷位置）にズレが生じます。

実際に調整が必要な用紙を正しくセットして、必ず［用

ギャップ調整は、コンピューターと本機のどちらからで
もできますが、内容は以下のように異なります。

紙種類選択］を行ってください。
調整できる最小用紙サイズは、A4 サイズです。
U「ロール紙のセットと取り外し」27 ページ

コンピューターから行う
自動調整（Bi-D)を行います。セットした用紙に調整パター
ンを印刷しながらセンサーで読み取り、最適な調整値を
本機に登録します。調整が終了するまでに約 30 分かかり
ます。
ほぼこの調整だけで問題がなくなり、簡単で手軽にでき
るため、通常はこの方法をお勧めします。ただし、単票
紙や自動ギャップ調整非対応の用紙でギャップ調整した
いときや自動調整しても、完全に改善されないと感じる
ときは本機の操作パネルから手動調整をしてください。

U「単票紙のセットと取り外し」37 ページ
市販用紙で調整するときは、あらかじめユーザー用紙設
定をしてください。
U「エプソン製以外の用紙に印刷する前に」209 ページ

ノズルが目詰まりしていない状態で実施してくだ
さい。
ノズルが目詰まりしていると、正しく調整されません。
チェックパターンを印刷し目視で確認して、必要に応じ

U「コンピューターから行う」169 ページ

てヘッドクリーニングをしてください。
U 「ノズルの目詰まりチェック」165 ページ

本機から行う
自動、手動のどちらかを選択して調整できます。自動調
整をしても完全に改善されないと感じるときは、手動調

自動調整できない用紙があります。

整を行います。

市販用紙は、適切に自動調整できないことがあります。
エプソン専用紙で適切に自動調整ができないものは、以

・自動調整

下をご覧ください。

自動調整には、自動（Bi-D）と自動（Uni-D）の 2 種類

U「エプソン製専用紙一覧」198 ページ

があります。自動（Bi-D）は、コンピューターから行う
自動調整と同じ調整ができます。どちらの調整も、終了

自動調整できない用紙を使用するときは、手動調整して

するまでに約 30 分かかります。

ください。

自動調整するときは、まず［自動（Bi-D）］で調整しま

U「本機から行う」169 ページ

す。
きや［自動（Bi-D）］で調整した結果に満足しないとき

自動調整時は、外部からの光（直射日光など）が
本機内部に入らないようにしてください。

は、［自動（Uni-D）
］を実行します。［自動（Uni-D）
］で

本機のセンサーで調整パターンを正しく読み取れないこ

調整した結果に満足しないときは、［手動（Bi-D）
］で調

とがあります。本機内部に光が入らないようにしても自

整します。

動調整ができないときは、手動調整してください。

すでにコンピューターからギャップ調整を行っていると

U「本機から行う」169 ページ

・手動調整
単票紙や自動ギャップ調整非対応の用紙でギャップ調整
したいとき、または自動調整を行っても完全に改善され
ないと感じるときに行ってください。
用紙に印刷された調整パターンを目視で確認し、最適と
思う調整値を入力します。調整パターンの印刷には、
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コンピューターから行う

本機から行う

作業前に以下を必ずお読みください。

作業前に以下を必ずお読みください。

U「ギャップ調整時のご注意」168 ページ

U「ギャップ調整時のご注意」168 ページ

ここでは Windows を例に説明します。

以下の操作で使用するボタン

Mac OS X では、Epson Printer Utility 4 を使用します。
U「Epson Printer Utility 4 の使い方」125 ページ

A

ロール紙をセットします。
使用する用紙に合わせて、用紙種類を正しく設定し
ます。
U「ロール紙のセットと取り外し」27 ページ
U「用紙設定の確認と設定変更」43 ページ
市販用紙で調整するときは、事前にユーザー用紙設

A

定を行ってください。

U「ロール紙のセットと取り外し」27 ページ

U「エプソン製以外の用紙に印刷する前に」209

U「単票紙のセットと取り外し」37 ページ

ページ

B

実際に調整が必要な用紙を正しくセットして、必
ず［用紙種類選択］を行ってください。

U「用紙設定の確認と設定変更」43 ページ
市販用紙で調整するときは、事前にユーザー用紙設

プリンタードライバーの［プロパティ］（または
［印刷設定］）- ［ユーティリティー］タブで
［ギャップ調整］をクリックします。

定を行ってください。
U「エプソン製以外の用紙に印刷する前に」209
ページ

B

印刷可能な状態であることを確認します。
【 l 】/
【 r 】ボタンを押して、-を選択し【 Z 】ボタ
ンを押します。
メンテナンスメニューが表示されます。

C

【 d 】/【 u 】ボタンを押して［ギャップ調整］
を選択し、
【 Z 】ボタンを押します。

D

目的の調整項目を選択して【 Z 】ボタンを押し
ます。
［自動］の調整を選択したときは、調整パターンを

以降は、画面の指示に従ってください。

印刷しながら自動的にギャップ調整されます。調整

調整パターンを印刷しながらセンサーで読み取り、
最適な調整値を本機に自動で登録します。

が終了すると、印刷可能画面に戻ります。
［手動］の調整を選択したときは、手順 5 に進み調

粒状感や罫線ズレが気になった画像を印刷し直し

整パターンを見て調整値を設定します。

て、調整結果を確認してください。
調整結果に満足できないときは、本機から［自動
（Uni-D）］または手動調整を行ってください。
U「本機から行う」169 ページ
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E

G

調整パターンが印刷されます。

手動 Bi-D の場合

1 行ごとに同じ色のパターンを確認した結果の番
号の平均値を各色で求めます。
例）調整パターンが横方向に 2 ブロック印刷され、

2 色または 4 色×3 行が 1 ブロックの調整パターン

第 1 行目の C1 のパターンの確認結果が以下の場合

がセットしている用紙幅に応じて、横方向に 1〜5
ブロック印刷されます。各色のパターンの上に色の
略号が印刷されています。
縦方向には、4 ブロック印刷され「#1」〜「#4」で
区分されています。

手動 Uni-D の場合
3 色×3 行が 1 ブロックの調整パターンがセットし
ている用紙幅に応じて、横方向に 1〜5 ブロック印
刷されます。各色のパターンの上に色の略号が印刷
されています。
縦方向には、4 ブロック印刷され「#1」〜「#4」で
区分されています。
手動 Uni-D の例

求めた値が整数でないときは、小数点第 1 位で四捨
五入します。
このように、各行で各色の確認結果の番号の平均値
を求めます。

H
F

各色のパターンで最も白いスジが見えないもの、
あるいは白いスジが等間隔で入っているものを探
してパターンの番号を確認します。
下図の場合は「3」を選びます。

操作パネルの画面に表示されているインク色の略
号を確認し、【 d 】/【 u 】ボタンを押して手順 7
で求めた平均値を設定し、
【 Z 】ボタンを押しま
す。

I

全ての色に対して番号を設定して【 Z 】ボタン
を押します。
最後の色の設定が終わると、メンテナンスメニュー
に戻ります。
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消耗品の交換

A

本機の電源が入っていることを確認します。

使用済み消耗品の処分

B

カートリッジカバーを開けます。

C

インクカートリッジ上部のくぼみに指をかけて、
まっすぐに引き抜きます。

以下のいずれかの方法で処分してください。
・回収
使用済みの消耗品（インクカートリッジ、メンテナンス
ボックス）は、資源の有効活用と地球環境保全のため回
収にご協力ください。
U「インクカートリッジの回収」172 ページ
U「メンテナンスボックスの回収」173 ページ
・廃棄
事業所など業務でお使いのときは、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。一般家庭でお使いのときは、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。

インクカートリッジの交換
装着されているインクカートリッジのうち、1 色でもイン
ク残量が限界値以下になると、印刷はできません。
印刷途中でインク残量が限界値以下になったときは、そ
のインクカートリッジを交換すれば印刷は続行されます。
インクの残量が少なくなったインクカートリッジを使い
続けると、印刷途中でインクカートリッジの交換が必要
になることがあります。印刷途中で交換するとインクの

K

乾き具合により、色味が異なって見えることがあります。

取り外したインクカートリッジはインク供給孔部にイ
ンクが付いていることがありますので、周囲を汚さな
いようにご注意ください。

許容できないときは、事前に新品のインクカートリッジ
と交換して印刷することをお勧めします。取り外したイ
ンクカートリッジは、再び装着してインク残量が限界値
以下になるまで使うことができます。
インクカートリッジの交換は、以降の手順で行います。

D

新しいインクカートリッジを袋から取り出しま
す。図のように水平方向に両側約 5cm の振り幅
で 10 秒間に 30 回程度よく振ります。

交換方法
インクカートリッジは全色、同様の手順で交換できます。

K
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。

K
インクカートリッジ上の IC チップは触らないでくださ
い。正常に印刷できなくなるおそれがあります。
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E

インクカートリッジの色名のラベルを手前に向け
て、奥まで差し込みます。

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

インクカートリッジの色と本機に貼付のラベルの色

を通じ、地球環境保全と教育助成活動を推進しています。

を合わせてください。

便利でお得な「引取回収サービス」で回収リサイクル活
動にご協力ください。他にも、店頭回収ポストや郵便局
での回収、学校でのベルマーク活動による回収などのサー
ビスがあります。
回収サービスの詳細は、エプソンのウェブサイトをご覧
ください。
www.epson.jp/inkrecycle/

メンテナンスボックスの交換
［メンテナンスボックス空き容量不足］と表示されたら
別の色のインクカートリッジも交換するときは、手
順 3 〜 5 を行います。

対象のメンテナンスボックスを交換してください。
本機で使用できるメンテナンスボックス
U「消耗品とオプション」196 ページ

K

K

インクカートリッジは、全スロットに装着してくださ
い。全スロットに装着していないと印刷できません。

F

取り外して長期間放置したメンテナンスボックスは、再使用
しないでください。乾燥により内部のインクが固化して十分
にインクを吸収できなくなります。

カートリッジカバーを閉めます。

メンテナンスボックスの交換方法
お使いの機種によっては、メンテナンスボックスが左右
両側にありますが、交換の手順はどちらも同じです。

K
印刷中はメンテナンスボックスの交換をしないでください。
廃インクが漏れることがあります。

A
K
良好な印刷品質を得るために、装着したインクカートリッジ
は、3 カ月ごとに取り出して、よく振ることをお勧めします。
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メンテナンスボックスカバーを開けます。

メンテナンス

B

メンテナンスボックスを引き出します。

メンテナンスボックスの回収

メンテナンスボックスを上に持ち上げるようにする

エプソンでは環境保全活動の一環として、使用済みメン

とロックが外れますので、そのまままっすぐに引き
出します。

テナンスボックスのリサイクル、再資源化を行っていま
す。使用済みメンテナンスボックスは、「引取回収サービ
ス」をご利用ください。
回収サービスの詳細は、エプソンのウェブサイトをご覧
ください。
www.epson.jp/inkrecycle/

カッターの交換
用紙がきれいに切り取れなくなったり、カット部に毛羽
立ちなどが発生したりしたら、カッターを交換してくだ
さい。
本機で使用できるカッター
U「消耗品とオプション」196 ページ

C

新しいメンテナンスボックスに付属の透明な袋
に、使用済みメンテナンスボックスを入れ必ず
ファスナーを閉めます。

カッターの交換にはプラスドライバーを使用します。プ
ラスドライバーを手元に用意してから交換の作業を行っ
てください。

K
・カッター刃を傷付けないようにしてください。落としたり
硬い物に当てたりすると刃が欠けることがあります。
・新品のカッターに挟まっているシートは刃の保護用です。
取り除かずに交換作業をしてください。

D

新しいメンテナンスボックスを装着します。

K

以下の操作で使用するボタン

A

メンテナンスボックス上の IC チップは触らないでくだ
さい。
正常な動作・印刷ができなくなるおそれがあります。

E

メンテナンスボックスカバーを閉めます。

用紙がセットされているときは、取り外します。
U「ロール紙/ロール 1 の取り外し方」34 ページ
U「単票紙の取り外し方」39 ページ
U「ボード紙の取り外し方」42 ページ

B

印刷可能な状態であることを確認します。
【 l 】/
【 r 】ボタンを押して、-を選択し【 Z 】ボタ
ンを押します。
メンテナンスメニューが表示されます。
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メンテナンス

C
D

L

【 d 】/【 u 】ボタンを押して［カッターメンテ
ナンス］を選択し、
【 Z 】ボタンを押します。

使用済みのカッターは、袋などに入れて、地域の条例
や自治体の指示に従って廃棄してください。

【 d 】/【 u 】ボタンを押して［交換位置に移動］
を選択し、
【 Z 】ボタンを押します。

E

カッターが交換位置に移動します。

F

カッターを取り外します。

G

新しいカッターを取り付けます。
本機側のピンとカッターの穴を合わせて差し込み、
プラスドライバーで固定ネジをしっかりと締めま
す。

K
ネジはしっかり締めてください。カッターが固定され
ていないと、カット位置がずれたり曲がったりするこ
とがあります。

プラスドライバーで内蔵カッターを固定しているネ
ジ 1 本を完全にゆるめて、カッターをまっすぐ抜き
取ります。

B

カッターは子供の手の届く場所に保管しないでくださ
い。カッターの刃でけがをするおそれがあります。カッ
ターを交換するときは、取り扱いに注意してください。

H

交換が終了したら【 Z 】ボタンを押します。
カッターが元の位置に戻ります。
保護シートが自動でカッター部から外れるので取り
除いてください。
操作パネルの画面に［印刷可能］と表示されたら、
カッター交換の作業は終了です。
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本機のお手入れ

内部のお手入れ

本機をいつでも良い状態で使用できるように、定期的（1

汚れている部分によって、以下のように印刷した用紙に

カ月に 1 回程度）に本機のお手入れをしてください。

汚れが付きます。
現象に応じて対象箇所を清掃してください。

A

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ご相談ください。

印刷面がこすれたり汚れたりするとき
加圧ローラーを清掃してください。
U「ローラーの清掃方法」175 ページ

印刷した用紙の裏面に汚れが付くとき
プラテンとフチなし印刷吸収パッド周縁を清掃してくだ

外装のお手入れ

さい。
プラテンとフチなし印刷吸収パッドの周縁は、紙粉やイ
ンクが付着して汚れます。
U「プラテンとフチなし印刷吸収パッド周縁の清掃方

A

本機から用紙を取り外します。

B

本機の電源を切り、画面の表示が消えたのを確認
してから電源プラグをコンセントから抜きます。

C

柔らかい布を使って、ホコリや汚れを注意深く払
います。

ローラーの清掃方法

特に背面と側面の以下の箇所はホコリがたまらない

以下の手順で普通紙を給排紙してローラーの汚れをふき

ように、清掃してください。（下図は、オプション

取ります。

法」176 ページ

K

の Adobe PostScript 3 拡張ユニットを装着している
状態です。）

プラテンとフチなし印刷吸収パッド周縁に紙粉やホコリが付
いたまま使い続けると、プリントヘッドの故障やノズルの目
詰まりの原因となることがあります。

A

本機の電源を入れて、最大印刷幅のロール紙を
セットします。
U「ロール紙のセットと取り外し」27 ページ

B

【 ) 】ボタンを押し、次に【 d 】ボタンを押
します。
【 d 】ボタンを押している間、紙送りされます。用

汚れがひどいときは中性洗剤を少量入れた水に柔ら

紙に汚れが付かなくなったら、ローラーの清掃は終

かい布を浸し、よく絞ってからふいてください。そ

了です。

の後、乾いた柔らかい布で水気をふいてください。

K
ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品
は使用しないでください。変色、変形するおそれがあ
ります。

清掃が終了したら用紙をカットします。
U「手動カットの方法」33 ページ
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樹脂部分に紙粉（白い粉のようなもの）が詰まって

プラテンとフチなし印刷吸収パッド
周縁の清掃方法

A
B
C

いるときは、つまようじなどの先の細い物で中に押
し込みます。

本機の電源を切り、画面の表示が消えたのを確認
してから電源プラグをコンセントから抜きます。
電源プラグを抜いたあと 1 分程放置します。

プリンターカバーを開け、各部を清掃します。

プラテンの清掃
下図の a（水色）の部分を柔らかい布で丁寧に拭き
ます。汚れを拡散させないために、奥から手前に拭

フチなし印刷吸収パッド内側周縁の清掃

き取ります。汚れがひどいときは、中性洗剤を少量

プラテンの図の b 部分の内側の周縁に紙粉やホコリ

入れた水に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き

が蓄積されたら、以下のように市販の綿棒で拭き取

ます。最後に乾いた柔らかい布で水気を拭き取りま
す。

ります。

K
・清掃時は、上図のローラーとフチなし印刷吸収パッ
ド（b（灰色）の部分）には触らないでください。印
刷汚れなどの原因になります。
・本機内部のインクチューブは、故障の原因となりま
すので触らないでください。

K
フチなし印刷吸収パッドは、強くこすらないでくださ
い。フチなし印刷吸収パッドが外れたり浮き上がった
りして故障や紙詰りの原因になります。

D
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清掃が終了したらプリンターカバーを閉めます。

メンテナンス

大判複合機用スキャナーの
お手入れ（オプション）

D

ガラス面直下のローラーを清掃します。
毛羽が出ないきれいな布に OA クリーナーを付けて、
ローラー面を拭き取ります。手前にある給紙ロー
ラーを回しながら、ローラーの周囲をまんべんなく

スキャナーのガラス面やローラーにホコリや汚れが付い

拭き取ってください。

ていると、コピー結果やスキャン画像に不要なスジや線
が付く原因となります。
清掃しても不具合が改善されないと感じるときは、キャ
リブレーションを行ってください。
U「キャリブレーション」193 ページ

A

本機の電源を切り、画面の表示が消えたのを確認
してから電源プラグをコンセントから抜きます。

B

スキャナーのカバーを開けます。
カバー両端のロックレバーを押し上げると、ロック
が外れてカバーが開きます。

E

C

ガラス面を清掃します。
① 毛羽が出ないきれいな布を 2 枚用意します。
そのうちの 1 枚にガラスクリーナーを付けて、
ガラス面を拭き取ります。
ガラスクリーナーは中性で、拭き跡が残らない
ものを使ってください。

② もう 1 枚の布で、ガラスクリーナーが残らない
ように拭き取ります。
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スキャナーのカバーを「カチッ」と音がするまで
閉めます。

困ったときは

困ったときは
メッセージが表示されたとき
以下のメッセージが表示されたら、対処方法の記載を確認し必要な処置をしてください。
メッセージ

対処方法

インクカートリッジエラー
正しく認識できません。インクカー
トリッジを装着し直すか、交換して
ください。

・インクカートリッジを装着し直してください。装着し直しても同じエラーが発生するとき
は、新しいインクカートリッジと交換してください（不良インクカートリッジは装着しな
いでください）
。

インクカートリッジエラー
正しく検出できません。インクカー
トリッジを装着し直すか、交換して
ください。

・結露している可能性があります。4 時間以上室温で放置してから装着し直してください。

インクカートリッジエラー
正しいインクカートリッジを装着し
てください。

本機で使用できる純正型番のインクカートリッジを装着してください。
U「消耗品とオプション」196 ページ
U「インクカートリッジの交換」171 ページ

インクが少なくなりました。

インクが残り少なくなりました。新しいインクカートリッジを用意してください。
U「消耗品とオプション」196 ページ

給紙失敗
ロール 1 の用紙を正しく検出できま
せん。

対象のロール紙を取り外して、セットし直します。
再セットする前にロール紙の先端をまっすぐ水平になるようにカットしてください。ギザギ
ザになっている部分や折れ曲がっている部分があるときは、その部分を取り除くようにカッ
トしてください。
先端に不具合があると、自動給紙失敗の原因となります。

給紙失敗
ロール 2 の用紙を正しく検出できま
せん。

U「交換方法」171 ページ

U「インクカートリッジ取り扱い上のご注意」20 ページ

ファームウェア アップデート エラー
アップデートに失敗しました。
電源を入れ直してください。

電源を切り、しばらくたってから電源を入れてください。
もう一度、ファームウェアをアップデートしてください。
再び同じエラーが発生するときは、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセン
ターに連絡してください。U「お問い合わせ先」218 ページ

コマンドエラー
ドライバーの設定を確認してくださ
い。

【 W 】ボタンを押して［ジョブキャンセル］を選択し、印刷を中断してください。本機に
対応したプリンタードライバーを使用しているか確認してください。

巻取りユニットエラー
巻き取りユニットの状態を確認し
て、プリンターの電源を入れ直して
ください。

電源を切り、しばらくたってから電源を入れてください。
再び同じエラーが発生するときは、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセン
ターに連絡してください。U「お問い合わせ先」218 ページ

巻取りユニット接続エラー
巻き取りユニットのケーブルを接続
し直して、電源を入れ直してくださ
い。

自動巻き取りユニットの接続ケーブルを正しく接続し直してから、本機の電源を入れ直して
ください。
U オプションの自動巻き取りユニット用アタッチメントに付属の『セットアップガイド』

巻き取りユニット未接続
巻き取りユニットが接続されていま
せん。未接続のままプリンターを使
いますか?

自動巻き取りユニットが接続されていません。自動巻き取りユニットの接続ケーブルを正し
く接続し直してから、［いいえ］を選択すると本機の電源が切断されます。しばらくたって
から電源を入れてお使いください。
U オプションの自動巻き取りユニット用アタッチメントに付属の『セットアップガイド』
自動巻き取りユニットを使用しないときは、
［はい］を選択します。
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メッセージ

対処方法

巻き取りエラー
自動巻き取りユニットのセンサー部
に障害物がないか確認してくださ
い。

自動巻き取りユニットのセンサー部を確認して、障害物があれば取り除き【 Z 】ボタンを
押します。
自動巻き取りユニットに取り付けた用紙がたるんでいるときは、Auto スイッチを Off にし
て、Manual スイッチを巻き取る方向に押し続けて用紙を巻き取ります。正しく用紙が取り付
けられていることを確認して、Auto スイッチを元の位置に戻し、【 Z 】ボタンを押します。
U「自動巻き取りユニットの使い方（SC-T7255 のみ）」50 ページ

HDD 組み合わせエラー
別のプリンターで使用したハード
ディスクを使用するにはフォーマッ
トが必要です。実行しますか?

別のプリンターに装着していた、オプションのハードディスクユニットや Adobe PostScript
3 拡張ユニットを本機に付け替えて使うには、装着後にハードディスクユニットや Adobe
PostScript 3 拡張ユニットをフォーマットする必要があります。フォーマットしないと使用で
きません。

ジョブ保存不可
ハードディスクが正しく装着されて
いるか確認してください。

【 W 】ボタンを押して［ジョブキャンセル］を選択し、印刷を中断してください。オプショ
ンのハードディスクユニットまたは Adobe PostScript 3 拡張ユニットを取り外して装着し直
してください。
装着し直しても再び同じエラーが発生するときは、お買い求めの販売店またはエプソンサー
ビスコールセンターに連絡してください。U「お問い合わせ先」218 ページ
本機に付属のプリンタードライバーを介して印刷するときは、拡張設定画面で［ハードディ
スクユニット］の設定画面を開き、［印刷のみ］を選択すると、ハードディスクユニットの
状態に関わらず印刷できます。Adobe PostScript 3 拡張ユニットを装着し、PS ドライバーを
介して印刷するときは、印刷を実行できません。

用紙カットエラー
マニュアルをご覧になり、カットさ
れなかった用紙を切り離してくださ
い。

【 Z 】ボタンを押してから、用紙を引き出してカットできなかった箇所を市販のはさみや
カッターで切り取ります。
用紙の先端を本体の外までまっすぐに引き出します。

データサイズオーバー
印刷データのサイズが大きすぎま
す。
印刷データを確認してください。

オプションのハードディスクユニットや Adobe PostScript 3 拡張ユニットに保存できる 1 印
刷ジョブの大きさは 100GB までです。100GB を越えるデータを印刷するときは、プリンター
ドライバーの拡張設定画面で［ハードディスクユニット］の設定画面を開き、
［印刷のみ］
を選択するか、データが 100GB 未満になるようにしてください。

ハードディスク保存不可
ハードディスクが満杯です。
これ以上、保存できません。マニュ
アルをご覧になり不要な印刷ジョブ
を削除してください。

不要な保存ジョブは Remote Manager または LFP HDD ユーティリティーから削除できます。
U「ハードディスクドライブへの保存と再印刷（オプション）
」65 ページ

ハードディスク起動失敗
ハードディスクユニットに異常があ
ります。ハードディスクユニットは
使用できません。

【 Z 】ボタンを押すとエラーを解除できます。本機に付属のプリンタードライバーを介し
て印刷するときは、［ハードディスク設定］で［印刷のみ］を選択すると、ハードディスク
ユニットの状態に関わらず印刷できます。Adobe PostScript 3 拡張ユニットを装着し、PS ド
ライバーを介して印刷するときは、印刷を実行できません。
再び同じエラーが発生するときは、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセン
ターに連絡してください。U「お問い合わせ先」218 ページ

ハードディスクチェック中

オプションのハードディスクユニットまたは Adobe PostScript 3 拡張ユニット（以降、総称
してハードディスクと記載します）に保存されたデータのチェックをしています。チェック
の結果データ修復が必要なときは、引き続き修復が行われます。最大で約 20 分かかること
があります。
修復が終了すると、起動が完了します。
データが修復できなかったときは、ハードディスクのフォーマットメニューが表示されま
す。フォーマットを実行すると以降ハードディスクを使えるようになります。フォーマット
しないでメニューを終了すると、ハードディスクを使わない印刷のみ実行できます。

コピー不可
出力用紙サイズを検出できないた
め、自動拡大コピーを実行できませ
ん。
対処方法はマニュアルをご覧くださ
い。

セットアップメニューで［用紙幅検出］を［OFF］にしていると、本機にセットされている
用紙幅を検出できないために自動拡大コピーができません。セットアップメニューの［用紙
幅検出］を［ON］ に変更して用紙をセットし直してください。
変更した設定は、用紙をセットし直すと有効になります。メニューの項目を変更しただけで
は有効になりませんのでご注意ください。
U「セットアップメニュー」144 ページ
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メッセージ

対処方法

スキャナーエラー
対処方法はマニュアルをご覧くださ
い。

・A3、A4 スキャナーの輸送用固定ロックを解除して、本機とスキャナーの電源を入れ直し
てください。
・数回、電源を入れ直してください。エラーが解除されたら、そのまま使えます。
再び同じエラーが発生するときは、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセン
ターに連絡してください。U「お問い合わせ先」218 ページ

ジョブ管理数限界
保留ジョブの数が上限に達しまし
た。

保留ジョブが 200 個に達しました。
【 Z 】ボタンを押すと、
［保留ジョブ一括印刷］を実行します。
U「機能概要」65 ページ

用紙サイズエラー
対応していないサイズの用紙がセッ
トされています。

不適切な幅の用紙をセットしました。
【 Z 】ボタンを押してから取り除いてください。
本機で使用可能な最小用紙幅は 254mm です。254mm 以上の幅の用紙をセットしてくださ
い。
適切な幅の用紙をセットしているにもかかわらずエラーメッセージが表示されるときは、
セットアップメニューの［用紙幅検出］を［OFF］にすると印刷を実行できることがありま
す。
変更した設定は、用紙をセットし直すと有効になります。メニューの項目を変更しただけで
は有効になりませんのでご注意ください。
U「セットアップメニュー」144 ページ

用紙読み取りエラー
用紙または印刷状態に問題がありま
す。
詳しくはマニュアルをご覧くださ
い。

【 W 】ボタンを押すと、エラーが解除されます。
自動ギャップ調整時にこのエラーが表示されたときは、以下の点を確認してください。
・対応していない用紙をセットしていませんか?
透明や色の付いた用紙、トレーシングペーパー、自動ギャップ調整非対応の用紙、厚さが
1.0mm 以上の用紙では、正しく実行できません。
自動ギャップ調整に対応した用紙は以下をご覧ください。
U「エプソン製専用紙一覧」198 ページ
・外乱光の影響を受けていませんか？
直射日光が当たるなど外乱光を受けているときは、遮光してください。
・［プラテンギャップ設定］と［こすれ軽減］の両方ともメーカー設定値から変更していま
せんか？
どちらも設定をメーカー設定値に戻してください。
・ノズルが目詰まりしていませんか?
ヘッドクリーニングを行ってください。U「ヘッドクリーニングの方法」167 ページ
それ以外でこのエラーが表示されたときは、セットしている用紙が本機に対応しているかを
確認してください。

ロール紙設定エラー
指定のロール紙は、セットされてい
ません。
セットしてあるロール紙で印刷を継
続しますか？

プリンタードライバーの［給紙方法］で、セットされていない方のロール紙を選択していま
す。
【 Z 】ボタンを押すと、セットされている方のロール紙で強制的に印刷します。
【 ( 】ボタンを押すと、用紙をセットできます。

用紙種類エラー
用紙種類が異なるため、指定のロー
ル紙には切り替えられません。
使用中のロール紙で印刷を継続しま
すか?

プリンタードライバーの［用紙種類］の設定とプリンターにセットしているロール紙の用紙
種類が異なっています。
【 Z 】ボタンを押すと、現在使用中のロール紙に印刷します。
【 ( 】ボタンを押すと、用紙を交換できます。
用紙種類が異なっていてもロール紙を切り替えたいときは、セットアップメニューの［ロー
ル切替条件］の［用紙種類］を［無効］に変更します。
U「セットアップメニュー」144 ページ

用紙幅エラー
用紙幅が異なるため、指定のロール
紙には切り替えられません。
使用中のロール紙で印刷を継続しま
すか?

プリンタードライバーの［給紙方法］の設定とプリンターにセットしているロール紙の幅が
異なっています。
【 Z 】ボタンを押すと、現在使用中のロール紙に印刷します。
【 ( 】ボタンを押すと、用紙を交換できます。
用紙幅が異なっていてもロール紙を切り替えたいときは、セットアップメニューの［ロール
切替条件］の［用紙幅］を［幅一致］以外に変更します。
U「セットアップメニュー」144 ページ
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メッセージ

対処方法

用紙長エラー
用紙残量が足りないため、指定の
ロール紙には切り替えられません。
使用中のロール紙で印刷を継続しま
すか?

ロール 1 とロール 2 にセットしているロール紙の残量が、印刷長よりも短いために、ロール
紙を切り替えられません。
【 Z 】ボタンを押すと、現在使用中のロール紙に印刷します。
【 ( 】ボタンを押すと、用紙を交換できます。
ロール紙の残量が、印刷長よりも短くても印刷したいときは、セットアップメニューの［ロー
ル切替条件］の［用紙長］を［印刷長優先］以外に変更します。
U「セットアップメニュー」144 ページ

切り替え不可エラー
ロール紙の自動切り替えはできませ
ん。
設定を確認してください。
使用中のロール紙で印刷を継続しま
すか?

セットアップメニューの次の設定のどちらか一方でも、以下の設定になっているとロール紙
の自動切り替えは行われません。
・［自動カット］を［OFF］に設定している。
・［ロール自動給紙］を［OFF］に設定している。
【 Z 】ボタンを押すと、現在使用中のロール紙に印刷します。
【 ( 】ボタンを押すと、用紙を交換できます。
ロール紙の自動切り替えを有効にするには、上記の設定をどちらも［ON］に変更します。
U「セットアップメニュー」144 ページ

ファームウェア対応エラー
PS3 拡張ユ ニッ トと プリ ンタ ーの
ファームウェアが不整合です。
対処方法はマニュアルをご覧くださ
い。

オプションの Adobe PostScript 3 拡張ユニットのファームウェアと本機のファームウェアの
バージョンが不整合のため使用できません。
どちらも最新版のファームウェアにアップデートしてください。
最新版のファームウェアはエプソンのウェブサイト（www.epson.jp）からダウンロードでき
ます。

インフォメーション
コピー/スキャン印刷非対応の用紙が
セットされているため、印刷できま
せんでした。
対処方法はマニュアルをご覧くださ
い。

大判コピー/大判スキャンに対応した用紙をセットして、コピーまたはスキャンファイルの印
刷をやり直してください。
大判コピー/大判スキャンに対応した用紙は、以下でご確認ください。
U「エプソン製専用紙一覧」198 ページ

インフォメーション
画像ファイルを送信できませんでし
た。
対処方法はマニュアルをご覧くださ
い。

大判スキャンした画像ファイルを共有フォルダーに保存、転送しようとして、このメッセー
ジが表示されたときは、以下をご確認ください。
・Copy Manager の共有フォルダーアドレス設定で正しく、フォルダーパスやユーザー名、
パスワードを設定しているか。
・保存、転送先のフォルダー内に同一名のファイルが存在していないか。
・保存、転送先のフォルダーに十分な空き容量があるか。
メール送信しようとして、このメッセージが表示されたときは、正しくメール設定がされて
いるかをネットワーク管理者にご確認ください。

インフォメーション
メールを受信できません。
対処方法はマニュアルをご覧くださ
い。

正しくメール設定がされているかをネットワーク管理者にご確認ください。

インフォメーション
フォルダーが設定されていません。
Remote Manager で設定してくださ
い。

事前に Remote Manager で共有フォルダーの設定をしてからフォルダー印刷を行ってくださ
い。
U「フォルダー印刷の準備」81 ページ
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メンテナンスコール/サービスコールが発生したときは
エラーメッセージ
メンテナンスコール
部品寿命間近/部品寿命到達

XXXXXXXX

サービスコール
XXXX 系エラー XXXX
電源を入れ直しても復帰しないときは、上記
番号をサービスコールセンターに連絡してく
ださい

対処方法
本機の交換部品の交換時期が近付きました。
すぐにお買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターに連絡してくだ
さい。連絡の際には、「XXXXXXXX」（メンテナンスコール番号）を必ず伝えてくださ
い。
エプソンサービスコールセンターの連絡先 U「お問い合わせ先」218 ページ
メンテナンスコールは部品を交換しないと解除されません。そのまま使い続けると、
サービスコールが発生します。
サービスコールは以下の場合に表示されるエラーメッセージです。
・電源コードが正しく接続されていないとき
・解除できないエラーが発生したとき
サービスコールが発生すると、本機は自動的に印刷を停止します。電源を切り、電
源コードをコンセントと本機の電源コネクターから抜いて、接続し直します。本機
の電源を数回入れ直します。
再び同じ番号のサービスコールが表示されるときは、お買い求めの販売店またはエ
プソンサービスコールセンターに連絡してください。連絡の際には、
「XXXX」（サー
ビスコール番号）を必ず伝えてください。
エプソンサービスコールセンターの連絡先 U「お問い合わせ先」218 ページ
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トラブルシューティング

o

印刷先のポートを確認します。
プリンターのプロパティ画面で［ポート］タブをクリッ
クし、［印刷するポート］を確認します。

印刷できない（プリンターが動
かない）

・USB：
［USB］xxx（x はポート番号を表す数字）
・ネットワーク接続：適切な IP アドレスなど
表示がない場合はプリンタードライバーが正しくインス
トールされていません。プリンタードライバーを削除し
て、インストールし直してください。
U「プリンタードライバーの削除」124 ページ

電源が入らない
o

電源プラグがコンセントまたは本機から抜
けていませんか？
差し込みが浅くないか、斜めになっていないかを確認
し、しっかりと差し込んでください。

o

プリンタードライバーが正しくイン
ストールされていない（Mac OS X）

コンセントに問題がありませんか？

o

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するか
どうか確かめてください。

［電源オフタイマー］を有効に設定してい
ませんか？
自動的に電源を切りたくないときは設定を［OFF］にし
てください。
U「セットアップメニュー」144 ページ

プリンターとコンピューターの接続
に異常がある
o

ケーブルが外れていませんか？
プリンター側のポートとコンピューター側のコネクター
にインターフェイスケーブルがしっかり接続されている
か確認してください。また、ケーブルが断線していない
か、変に曲がっていないか確認してください。予備の
ケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認くださ
い。

プリンタードライバーが正しくイン
ストールされていない（Windows）
o

本機がプリンターリストに追加されていま
すか？
アップルメニュー-［システム環境設定］-［プリントと
スキャン］（または［プリントとファクス］）の順にク
リックします。
プリンター名が表示されないときは、プリンターを追加
してください。

自動的に電源が切れる
o

印刷するポートの設定が使用する本機の接
続先と合っていますか？

［デバイスとプリンター］/［プリンタ］/
［プリンタと FAX］フォルダーに本機のア
イコンはありますか？

o

・アイコンがある
プリンタードライバーはインストールされています。
次項の「プリンターとコンピューターの接続に異常が
ある」を確認します。

コンピューターの仕様が、それぞれのケー
ブルの接続条件を満たしていますか？
インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コン
ピューターの種類や本機の仕様に合ったケーブルかどう
かを確認してください。
U「システム条件」212 ページ

・アイコンがない
プリンタードライバーが正常にインストールされてい
ません。プリンタードライバーをインストールしてく
ださい。

o

USB ハブを使用している場合、使い方は正
しいですか？
USB は仕様上、USB ハブを 5 段まで縦列接続できます
が、本機はコンピューターに直接接続された 1 段目の
USB ハブに接続することをお勧めします。お使いのハブ
によっては動作が不安定になることがあります。動作が
不安定なときは、コンピューターの USB コネクターに
USB ケーブルを直接接続してください。
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o

印刷が中断されている

USB ハブが正しく認識されていますか？
コンピューターで USB ハブが正しく認識されているか
確認してください。正しく認識されている場合は、コン
ピューターの USB ポートから、USB ハブを全て外して
から、本機の USB ポートとコンピューターの USB ポー
トを直接接続してみてください。USB ハブの動作に関し
ては、USB ハブのメーカーにお問い合わせください。

o

印刷途中で印刷を中断したときや何らかのトラブルで印
刷が停止したときは、印刷キューのステータスが［一時
停止］になります。このままの状態で印刷を実行しても
印刷されません。
［デバイスとプリンター］/［プリンタ］/［プリンタと
FAX］フォルダーの本機のアイコンをダブルクリックし、
プリンターが一時停止状態の場合は［プリンタ］メニュー
の［一時停止］をクリックしてチェックを外します。

ネットワーク環境下で印刷ができな
い
o

ネットワークの設定は正しいですか？

o

ネットワークの設定については、ネットワークの管理者
にお問い合わせください。

o

印刷キューのステータスが［一時停止］に
なっていませんか？（Windows）

印刷のステータスが［一時停止］になって
いませんか？（Mac OS X）
ご使用のプリンターの印刷状況を確認する画面を表示し
て、一時停止の状態でないことをご確認ください。
①［アップル］メニュー-［システム環境設定］-［プリ
ントとスキャン］（または［プリントとファクス］
）-［プ
リントキューを開く］の順にクリックします。
②状況が［一時停止中］と表示されているプリンターが
あるときは、そのプリンターをダブルクリックします。
③［プリンタを再開］をクリックします。

本機とコンピューターを USB 接続して、
印刷してみてください。
USB の接続で印刷ができるのであれば、ネットワークの
設定に問題があります。システム管理者に相談するか、
お使いのシステムのマニュアルをご覧ください。USB 接
続で印刷ができないときは、本書の該当項目をご覧くだ
さい。

あてはまるトラブル状態がない
ネットワーク環境下でソフトウェア
からプリンター情報を取得できない
o

SNMPv1/v2c 設定が無効になっていませ
んか？

プリンタードライバーのトラブルか、アプ
リケーションソフトのトラブルか判断して
ください。
（Windows）
プリンタードライバーから印字テストすることにより、
本機とコンピューターの接続、およびプリンタードライ
バーの設定が正しいかどうかを確認できます。
①本機が印刷可能状態であること（電源が入っているこ
と）を確認し、本機に A4 サイズ以上の用紙をセットし
ます。
②［デバイスとプリンター］/［プリンタ］/［プリンタ
と FAX］フォルダーを開きます。
③本機のアイコンを右クリックし、表示されたメニュー
から［プロパティ］を選択します。
④プロパティ画面で［全般］タブを選択し、［テストペー
ジの印刷］をクリックします。

Remote Manager で SNMPv1/v2c の設定を無効にする
と、SNMPv1/v2c プロトコルを使用するソフトウェアか
らプリンターの情報を取得できないことがあります。
（例：プリンタードライバーからインク残量を確認でき
ない）
SNMP の設定を変更するときは、システム管理者に相談
してください。
U「Remote Manager の使い方」25 ページ

プリンター側でエラーが発生してい
る
o

o

しばらくすると、テストページの印刷が始まります。
・テストページが正しく印刷されたときは、本機とコン
ピューターの設定は正常です。続いて本書の次の確認
項目へ進んでください。

操作パネルの画面のメッセージで確認しま
す。

・テストページが正しく印刷されないときは、本書のこ
こまでの項目を再度確認してください。

U「操作パネル」13 ページ
U「メッセージが表示されたとき」178 ページ

U「印刷できない（プリンターが動かない）」183
ページ
テストページに記載されている「ドライバーバージョ
ン」とは Windows 内部のドライバーのバージョンです。
お客様がインストールされた当社のプリンタードライ
バーのバージョンとは異なります。
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プリンターは動くが印刷されな
い
プリントヘッドは動くが印刷しない
o

印刷品質/印刷結果のトラブル
印刷品質が悪い/ムラがある/薄い/濃
い

本機の動作確認をしてください。

o

ノズルチェックパターンを印刷してください。ノズル
チェックパターンはコンピューターと接続していない状
態で印刷できるため、本機の動作や印刷状態を確認でき
ます。U「ノズルの目詰まりチェック」165 ページ
ノズルチェックパターンが正しく印刷されなかったとき
は、次項をご確認ください。

プリントヘッドが目詰まりを起こしていると、特定の色
が出なくなり印刷品質が悪くなります。ノズルチェック
パターンを印刷してみてください。
U「ノズルの目詰まりチェック」165 ページ

o
o

操作パネルの画面に［モーター自動調整
中］というメッセージが表示されていませ
んか？

ノズルチェックパターンが正常に印
刷できない

o

インクカートリッジは推奨品（当社純正
品）を使用していますか？
本機は、純正インクカートリッジの使用を前提に調整さ
れています。純正品以外をご使用になると、ときに印刷
がかすれたり、インク残量が正常に検出できなくなった
りして色合いが変わることがあります。必ず正しいイン
クカートリッジを使用してください。

ヘッドクリーニングをしてください。
ノズルが目詰まりしている可能性があります。ヘッドク
リーニングを行ってから再度ノズルチェックパターンを
印刷してください。
U「プリントヘッドのクリーニング」166 ページ
o

o

ギャップ調整をしましたか？
双方向印刷では、プリントヘッドが左右どちらに移動す
るときも印刷します。このとき、プリントヘッドのズレ
（ギャップ）により、罫線がずれて印刷されることがあ
ります。双方向印刷をしていて縦の罫線がずれるとき
は、ギャップ調整をしてください。
U「印刷位置ずれの調整（ギャップ調整）」168 ページ

内部のモーターを調整していますので、電源を切らずに
そのままお待ちください。

o

プリントヘッドのノズルが目詰まりしてい
ませんか？

本機を長期間使用していなかったのではあ
りませんか？

古くなったインクカートリッジを使用して
いませんか？
古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質
が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換して
ください。インクカートリッジは、個装箱に記載されて
いる有効期限内（本機に装着後は 1 年以内）に使い切る
ことをお勧めします。

本機を長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノ
ズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。

o

インクカートリッジを振りましたか？
本機のインクカートリッジは、顔料インクを使用してい
ます。本機に装着する前によく振ってください。
また、良好な印刷品質を得るために、装着したインク
カートリッジは、3 カ月ごとに取り出して、よく振るこ
とをお勧めします。
U「インクカートリッジの交換」171 ページ

o

［用紙種類］の設定は正しいですか？
プリンタードライバーの基本設定画面（Windows）/プ
リント画面（Mac OS X）の［用紙種類］の設定と実際の
用紙種類が合っていないと印刷品質に影響を及ぼしま
す。設定と実際に印刷する用紙種類は合わせてくださ
い。
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o

印刷品質の低いモード（［速い］など）で
印刷していませんか？

o

セットした用紙のサイズと、プリンタードライバーの
［原稿サイズ］または［用紙サイズ］が合っていない
と、印刷位置がずれたり、データの一部が印刷されな
かったりします。印刷設定を確認してください。

プリンタードライバーで［印刷品質］の［詳細設定］で
速度を優先した設定にしていると速度と引き替えに印刷
品質が多少低下することがあります。より高品質な印刷
を行うときは、［レベル］で品質を優先した設定にして
ください。
o
o

ディスプレイの表示と印刷結果を比較して
いませんか？

o

印刷中にプリンターカバーを開けませんで
したか？
印刷中にプリンターカバーを開けると、プリントヘッド
が緊急停止するために色ムラが発生します。印刷中はプ
リンターカバーを開けないでください。
o

o

印刷データは用紙幅に納まっていますか？
印刷イメージが用紙幅より大きい場合、通常は印刷が停
止しますが、セットアップメニューの［用紙幅検出］が
［OFF］になっていると用紙幅を超えて印刷してしまい
ます。セットアップメニューで［用紙幅検出］を［ON］
に設定してください。
変更した設定は、用紙をセットし直すと有効になりま
す。メニューの項目を変更しただけでは有効になりませ
んのでご注意ください。
U「セットアップメニュー」144 ページ

ディスプレイ表示とプリンターで印刷したときの色とで
は、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。

o

用紙が斜行していませんか？
セットアップメニューの［斜行エラー検出］が［OFF］
になっていると用紙が斜行していても印刷してしまい、
印刷領域からはみ出します。セットアップメニューで
［斜行エラー検出］を［ON］に設定してください。
U「セットアップメニュー」144 ページ

カラーマネジメントしていますか？
カラーマネジメントをしてみてください。
U「カラーマネジメント印刷」112 ページ

o

［原稿サイズ］の設定は正しいですか？

操作パネルの画面に［インクが少なくなり
ました］と表示されていませんか？

ロール紙余白を 15mm または 35mm に
設定していませんか？
セットアップメニューの［ロール紙余白］の設定値より
小さい値でアプリケーションソフトの余白設定をしてい
るときは、
［ロール紙余白］の設定値が優先されます。
例えば、本機のセットアップメニューで左右余白を
15mm に設定しているときに、アプリケーションソフト
で用紙幅いっぱいに作成したデータを印刷すると左右
15mm 分は印刷されません。
U「印刷可能領域」61 ページ

インクが少なくなると、印刷品質に影響が出ることがあ
ります。新しいインクカートリッジに交換することをお
勧めします。インクカートリッジを交換しても色味が合
わないときは、ヘッドクリーニングを数回実施してくだ
さい。

他機種と色味が異なる
o

製品の特性により機種ごとに色味が異なり
ます。

罫線が左右にガタガタになる
o

使用するインクやプリンタードライバー、プリンタープ
ロファイルなどが機種ごとに異なるため、印刷結果の色
味も機種ごとに異なります。
プリンタードライバーで色補正方法や、ガンマの設定値
を同じにすることで、色味を近付けることができます。
U「カラーマネジメント印刷」112 ページ
また、正確に色味を合わせたいときは、測色器を使用す
るなどしてカラーマネジメントすることをお勧めしま
す。

双方向印刷では、プリントヘッドが左右どちらに移動す
るときも印刷します。このとき、プリントヘッドのズレ
（ギャップ）により、罫線がずれて印刷されることがあ
ります。双方向印刷をしていて縦の罫線がずれるとき
は、ギャップ調整をしてください。
U「印刷位置ずれの調整（ギャップ調整）」168 ページ

o

印刷位置がずれる/はみ出す
o

プリントヘッドにズレ（ギャップ）が生じ
ていませんか？（双方向印刷時）

市販用紙でギャップ調整後にエプソン専用
紙に印刷していませんか？
市販用紙をユーザー用紙設定したときに用紙の厚さを正
しく設定していないとギャップ調整が正しく行われずに
エプソン専用紙印刷時に不具合が生じることがありま
す。メンテナンスメニューのギャップ調整で、お使いの
エプソン製専用紙を選択してギャップ調整をやり直して
ください。
U「印刷位置ずれの調整（ギャップ調整）」168 ページ

印刷範囲を指定していますか？
アプリケーションソフトやプリンターの設定で印刷範囲
の確認をしてください。
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印刷面がこすれる/汚れる
o

用紙が厚すぎたり、薄すぎたりしません
か？

印刷面に傷が付いているように見え
る
o

本機で使用できる仕様の用紙かどうかを確認してくださ
い。エプソン製以外の用紙への印刷やソフトウェア RIP
を使用して印刷するときの用紙の種類や適切な設定に関
する情報は、用紙のマニュアルや用紙の購入先または
RIP の製造元にお問い合わせください。

o

背面カバーを開けて、乾いた毛羽の出ない布でホコリを
拭き取ってください。
背面カバーの開け方 U「ロール紙が詰まった」189
ページ

用紙にしわや折り目がありませんか？
古い用紙や折り目のある用紙は使用しないでください。
新しい用紙を使用してください。

用紙にしわが発生する
o

o

o

印刷した用紙の裏側が汚れる
o

o

プリントヘッドが用紙の先端をこすってい
ませんか？

後端の余白を広げてください
用紙によっては使用環境や保存環境、印刷データの内容
によって印刷面の下端がこすれて跡が残ることがありま
す。このようなときは、後端の余白を多めに取ってデー
タを作成してください。
o

o

メニューの［用紙幅検出］を［ON］に設
定してください
印刷イメージが用紙幅より大きいと、通常は印刷が停止
しますが、セットアップメニューの［用紙幅検出］が
［OFF］になっていると用紙幅を超えて印刷してしまう
ため、本機内部が汚れます。本機内部を汚さないため
に、セットアップメニューの［用紙幅検出］を［ON］
に設定してください。
変更した設定は、用紙をセットし直すと有効になりま
す。メニューの項目を変更しただけでは有効になりませ
んのでご注意ください。
U「セットアップメニュー」144 ページ

セットアップメニューの［ロール紙余白］を［先端 35/
後端 15mm］に設定してください。
U「セットアップメニュー」144 ページ

o

エプソン製の専用紙以外の場合、用紙調整
しましたか？
エプソン製以外の用紙を使うときは、用紙（ユーザー用
紙）の特性に合わせて設定してから印刷してください。
U「エプソン製以外の用紙に印刷する前に」209 ペー
ジ

プリントヘッドが印刷面をこすっていませ
んか？
用紙の印刷面をこすってしまうときには、用紙メニュー
の［プラテンギャップ］を［広くする］から［より広く
する］の間で設定してください。
U「用紙メニュー」140 ページ

一般の室温環境下で使用していますか？
エプソン製の専用紙は一般の室温環境下（温度：15〜
25℃、湿度 40〜60%）で使用してください。また、エ
プソン製以外の薄紙など使用方法に注意が必要な用紙に
ついては、用紙のマニュアルをご覧ください。

用紙が波打ったり、反ったりしていません
か？
単票紙は、温度や湿度などの環境の変化により波打った
り、反ったりしてしまい、用紙サイズを正しく認識でき
ないことがあります。用紙を平らな状態に修正してから
本機にセットするか、あるいは新しい用紙をお使いくだ
さい。

o

ロール 2 の経路にホコリが付いていません
か？

プリンターの内部が汚れていませんか？

印刷面のインクは乾いていますか？
印刷の濃さや用紙種類によっては、インクが乾きにくい
ことがあります。印刷面が乾いてから用紙を重ねてくだ
さい。
また、プリンタードライバーの［用紙調整］で［ページ
ごとの乾燥時間］を設定すると、印字後の処理（排紙・
カット）を停止させ、自然に乾燥するのを待つことがで
きます。用紙調整画面の詳細は、プリンタードライバー
のヘルプをご覧ください。
U「内部のお手入れ」175 ページ

ローラーに汚れが付いた可能性があります。給排紙をし
て、ローラーを清掃してください。
U「内部のお手入れ」175 ページ
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o

プラテンやフチなし印刷吸収パッドに紙粉
がたまっていませんか？

o

用紙の保管状況によっては、用紙が伸縮してしまい、フ
チなしの設定をしても余白が発生することがあります。
用紙の保管方法は用紙のマニュアルをご覧ください。

紙粉やホコリを蓄積したままにすると、それらがインク
を吸収して用紙の裏側を汚すことがあります。プラテン
やフチなし印刷吸収パッドを確認して、紙粉やホコリを
清掃してください。
U「プラテンとフチなし印刷吸収パッド周縁の清掃方
法」176 ページ

o

［用紙種類］の設定は正しいですか？
o

お使いの用紙とプリンタードライバーの［用紙種類］を
合わせてください。用紙ごとにインクの吐出量をコント
ロールしているため、セットした用紙と異なる設定で印
刷すると、インクが過剰な状態で印刷されることがあり
ます。

o

［インク濃度］の設定は適切ですか？

トレーシングペーパーに印刷しています
か？
トレーシングペーパーに［モノクロ］で印刷していてイ
ンクが出すぎるときは、プリンタードライバーの［用紙
調整］でインク濃度を下げるか、［用紙種類］を［トレー
シングペーパー＜薄手＞］に変更することで、改善され
ることがあります。

フチなし印刷ができない、余白が発
生する
o

アプリケーションソフト側で適切な印刷
データを作成していますか？
プリンタードライバー側だけでなく、アプリケーション
ソフト側でも用紙設定をしてから印刷してください。
U「フチなし印刷」95 ページ

o

用紙の設定は合っていますか？
お使いの用紙と本機の用紙設定を合わせてください。

o

カッターの調整をお試しください
ロール紙でフチなし印刷をしているのに先端に余白が出
てしまうときは、
［カット位置調整］をお試しください。
余白が改善されることがあります。
U「メンテナンスメニュー」143 ページ

プリンタードライバーの［用紙調整］でインクの濃度を
下げてください。用紙によって、インクが過剰な状態で
印刷されることがあります。用紙調整画面の詳細は、プ
リンタードライバーのヘルプをご覧ください。

o

フチなし印刷対応用紙を使用しています
か？
フチなし印刷に対応していない用紙を使用すると、用紙
が伸縮してしまい、フチなしの設定をしても余白が発生
することがあります。フチなし印刷に対応している用紙
を使用することをお勧めします。

インクが出すぎてしまう
o

用紙の保管は適切でしたか？

はみ出し量を変更していますか？
フチなし印刷のはみ出し量を調整してください。はみ出
し量を［少ない］に設定していると余白が残ることがあ
ります。
U「フチなし印刷」95 ページ
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給紙ミス/排紙のトラブル

o

排紙不良が続くときは、吸着力（給紙経路に用紙を吸着
する力）を下げてみてください。U「用紙メニュー」
140 ページ

給紙・排紙がうまくできない
o

用紙のセット位置は正しいですか？
用紙を正しい位置にセットしてください。
U「ロール紙アダプターの取り付け方」27 ページ
U「単票紙のセットと取り外し」37 ページ
U「ボード紙のセットと取り外し」39 ページ
用紙が正しくセットされているときは、使用している用
紙の状態を確認してください。

o

排紙バスケットに収容するとき、バ
スケット内に入らない・しわが寄る・
折れる
o

・排紙バスケット内に用紙が入らないとき：排紙された
用紙を手で排紙バスケット内に軽く押し込んでくださ
い。
・自動カット後用紙が折れる：手動カットに切り替えて、
カット直後に用紙の両端を手で受けと取ってくださ
い。

用紙にしわや折り目がありませんか？
古い用紙や折り目のある用紙は使用しないでください。
新しい用紙を使用してください。

o

・用紙にしわが寄りうまく収容できない：排紙バスケッ
トを収納した状態で印刷します。排紙された用紙が床
と接触する前に、排紙ガイド付近で用紙両端を手で持
ち、そのまま軽く持ち上げた状態で、印刷が終了する
まで保持してください。

用紙が湿気を含んでいませんか？
湿気を含んだ用紙は使用しないでください。また、エプ
ソン製の専用紙は、使う分だけ袋から出してください。
長期間放置しておくと、用紙が反ったり、湿気を含んだ
りして正常に給紙できない原因となります。

インク密度の高い印刷データや室温が高め
の環境で印刷していませんか？
印刷するデータや使用環境によっては、正しく排紙バス
ケットに収容できないことがあります。状態により、以
下の対処をしてください。

用紙のセット方向は正しいですか？
単票紙は、縦長にセットします。正しい向きにセットし
ないと、用紙が認識されず、エラーが発生することがあ
ります。
U「単票紙のセットと取り外し」37 ページ

o

吸着力が強くないですか？

ロール紙が詰まった
以下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。

o

用紙が波打ったり、反ったりしていません
か？

B

単票紙は、温度や湿度などの環境の変化により波打った
り、反ったりしてしまい、用紙サイズを正しく認識でき
ないことがあります。用紙を平らな状態に修正してから
本機にセットするか、あるいは新しい用紙をお使いくだ
さい。

o

用紙が厚すぎたり、薄すぎたりしません
か？
本機で使用できる仕様の用紙か確認してください。エプ
ソン製以外の用紙への印刷やソフトウェア RIP を使用し
て印刷するときの用紙の種類や適切な設定に関する情報
は、用紙のマニュアルや用紙の購入先または RIP の製造
元にお問い合わせください。

o

使用中にプリンターカバーを開けたときは、注意ラベルで示
す箇所に触れないでください。
高温になっているため、火傷のおそれがあります。

A

本機の電源を切ります。

B

本機の電源を入れます。
まりを解除してください。
］と表示されます。

一般の室温環境下で使用していますか？
エプソン製の専用紙は一般の室温環境下（温度：15〜
25℃、湿度 40〜60%）で使用してください。

o

しばらくすると、画面に［画面の指示に従って紙詰

用紙が詰まっていませんか？
本機のプリンターカバーを開け、本機に異物が入ってい
ないか、紙詰まりがないかを調べてください。用紙が詰
まっているときは、以降の「用紙が詰まった」をご覧に
なり取り除いてください。
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困ったときは

C

用紙の破れたりしわになっている部分を排出する
ために、市販のカッターで図の通り切り取りま
す。

D
E

ロール紙/ロール 1 が詰まったとき
図の通り給紙口の上でカットします。

【 Z 】ボタンを押します。

プリンターカバーを開けてプリントヘッドを用紙
の詰まった部分と反対の方向に移動し、
【 Z 】ボ
タンを押します。

K
紙詰りを解除するとき以外は、プリントヘッドに触れ
ないでください。プリントヘッドに手を触れると静電
気の影響で誤動作することがあります。

ロ ー ル 2 が 詰 ま っ た と き （ SC-T7255D/
SC-T5255D）
① 背面カバーを開けます。

F

【 d 】 ボタンを押し続けて切り離した用紙を全
て排出します。

G

排出した用紙を取り除きます。

H

用紙を取り除いたら、
【 Z 】ボタンを押します。

② 用紙を下から上に向けて引き出してカットしま
す。

ロール紙/ロール 1 が詰まったとき
手順 10 に進みます。

ロ ー ル 2 が 詰 ま っ た と き （ SC-T7255D/
SC-T5255D）
手順 9 に進み背面カバーを閉めます。
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困ったときは

I

背面カバーを閉めて固定ネジを 3 つとも締めま
す。

C

プリンターカバーを開けてプリントヘッドを用紙
の詰まった部分と反対の方向に移動し、
【 Z 】ボ
タンを押します。

K

J

紙詰りを解除するとき以外は、プリントヘッドに触れ
ないでください。プリントヘッドに手を触れると静電
気の影響で誤動作することがあります。

プリンターカバーを閉めます。
［

を押して用紙をセットしてください。
］と表示

されたら用紙をセットし直して、印刷を再開しま
す。

D

【 d 】 ボタンを押し続けて用紙を全て排出しま
す。

U「ロール紙/ロール 1 のセット方法」29 ページ
U 「 ロ ー ル 2 の セ ッ ト 方 法 （ SC-T7255D/SCT5255D のみ）」31 ページ

E

排出した用紙を取り除きます。

F

用紙を取り除いたら、
【 Z 】ボタンを押します。

G

プリンターカバーを閉めます。

K
ロール紙は、再セットする前に先端をまっすぐ水平に
なるようにカットしてください。波打ったりしわになっ
ている部分はカットしてください。
先端に不具合があると印刷品質低下や用紙詰りの原因
となります。

単票紙が詰まった
以下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。

B

使用中にプリンターカバーを開けたときは、注意ラベルで示
す箇所に触れないでください。
高温になっているため、火傷のおそれがあります。

［

を押して用紙をセットしてください。
］と表示

されたら用紙をセットし直して、印刷を再開しま
す。

A

本機の電源を切ります。

B

本機の電源を入れます。

U「単票紙のセットと取り外し」37 ページ

しばらくすると、画面に［画面の指示に従って紙詰
まりを解除してください。
］と表示されます。
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その他

大判複合機用スキャナー接続時
のトラブル

操作パネルの画面表示が消える
o

操作パネルの画面に大判コピー/大判
スキャンタブが表示されない

スリープモードになっていませんか？
印刷ジョブを受信したり、操作パネルの【 P 】ボタン
を押すと解除されます。スリープモードに移行する時間
はセットアップメニューで変更できます。
U「セットアップメニュー」144 ページ

o

大判複合機用スキャナーの電源スイッチが
切れていませんか？
大判複合機用スキャナーの電源スイッチを-側に倒して
電源を入れ、本機の電源を入れ直してください。

モノクロモードで印刷、もしくは黒
データで印刷しているがカラーのイ
ンクの減りが早い
o

o

AC アダプターのコードを接続し直して、本機の電源を
入れ直してください。

ヘッドクリーニングではカラーインクも消
費されています。
［ヘッドクリーニング］や［強力ヘッドクリーニング］
で全列を選択すると、インクは全色消費されます。
（モ
ノクロモードを選択していても、ヘッドクリーニング時
には全色のインクが消費されます。）
U「プリントヘッドのクリーニング」166 ページ

o

原稿の幅が正しく認識されない

カッターを交換してください。

o

用紙がきれいに切り取れなくなったときやカット部が毛
羽立つときには、カッターを交換してください。
U「カッターの交換」173 ページ

この状態は故障ではありません。
プリンター内部のランプです。

管理者パスワードを忘れた
o

設定した管理者パスワードを忘れたときは、エプソン
サービスコールセンターにご相談ください。
U「お問い合わせ先」218 ページ

電源を入れるとヘッドクリーニング
が実施される
o

大判複合機用スキャナーのローラーやガラ
ス面が汚れている可能性があります。
本機の電源を切ってから、スキャナーのカバーを開け、
ローラーやガラス面を掃除してください。
U「大判複合機用スキャナーのお手入れ（オプショ
ン）
」177 ページ
清掃をしても、原稿の幅を正しく認識できないときは、
コピー設定メニューの［原稿幅設定］で原稿の幅を設定
してください。
U「大判コピー・大判スキャンメニュー」161 ページ

本体内部が光っている
o

接続ケーブルが外れていませんか？
プリンター側と大判複合機用スキャナー側のポートに接
続ケーブルがしっかり接続されているかを確認してくだ
さい。また、接続ケーブルが断線していないか確認して
ください。

用紙がきれいに切り取れない
o

AC アダプターがコンセントまたは大判複
合機用スキャナーから抜けていませんか？

本機を長期間使用しなかったときは、電源を入れると良
好な印刷品質を保つために、自動でヘッドクリーニング
が実施されることがあります。
ヘッドクリーニングが終了するまでに 10〜15 分程かか
ります。
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原稿が取り出せない/原稿が詰まった

o

大判複合機用スキャナーのカバーを開けて原稿を取り除

本機の電源を切ってから、スキャナーのカバーを開け、
ガラスの表面を点検してください。
ガラスが汚れているときは、掃除してください。
U「大判複合機用スキャナーのお手入れ（オプショ
ン）
」177 ページ
ガラス面がひどく傷ついているときは、お買い求めの販
売店なたはエプソンサービスコールセンターにお問い合
わせください。U「お問い合わせ先」218 ページ

いてください。
原稿の取り除き方は、以下の通りです。

A

イメージセンサーを覆っているガラスが汚
れている可能性があります。

カバー両端のボタンを押してロックを解除しま
す。

キャリブレーション
大判複合機用スキャナー内部のガラス面やローラーの清
掃をしても、コピー結果やスキャン画像の水平の線がず
れるときや色ムラを感じるときは、以下の手順でキャリ
ブレーションを行ってください。
キャリブレーションは、大判複合機用スキャナーに付属
のキャリブレーションシートを使って行います。

B

A
ロックが解除されると、自動的にカバーが開きま
すので、原稿を取り除きます。

コピーやスキャンした画像に黒や白
の縦スジやムラが入る
o

大判複合機用スキャナーのローラーが汚れ
ている可能性があります。
本機の電源を切ってから、スキャナーのカバーを開け、
ローラーを掃除してください。
U「大判複合機用スキャナーのお手入れ（オプショ
ン）
」177 ページ
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置に合わせます。

困ったときは

B

キャリブレーションシートの黒い方から給紙する
ように、右端を給紙ガイドに合わせます。

D

E
C

キャリブレーションシートの先端が、内部のロー
ラーに触れるまで水平に挿入します。
自動的に読み取り開始位置まで給紙されます。

給紙後は、給紙ガイドを取り外します。

大判コピー/大判スキャン画面で【 d 】/【 u 】
ボタンを押し、
［スキャナーメンテナンス］を選
択し【 Z 】ボタンを押します。

F

【 d 】/【 u 】ボタンを押して［キャリブレーショ
ン］を選択し、
【 Z 】ボタンを押します。

G

【 Z 】ボタンを押すとキャリブレーションが始
まります。

K
キャリブレーション中は、本機の電源を切らないでく
ださい。電源を切ると、大判複合機用スキャナーが故
障することがあります。

H

キャリブレーションが終了すると、メッセージが
表示されます。メッセージに従って【 Z 】ボタ
ンを押すと、キャリブレーションシートが排出さ
れます。

L
キャリブレーションシートは、汚したり折ったりせずに保管
してください。
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原稿送り補正（大判複合機用スキャ
ナー）
コピーやスキャンしたファイルの印刷結果と原稿の長さ
が合っていないと感じるときは、以下の手順で原稿送り

お問い合わせいただく前に
トラブルが発生したときは、以下をご確認いただくと解
消できることがあります。

補正を行います。長さの差は、印刷で使用する用紙の種
類により生じることがあります。

A
B
C

大判コピー/大判スキャン画面で【 d 】/【 u 】
ボタンを押し、
［スキャナーメンテナンス］を選
択し【 Z 】ボタンを押します。

【 d 】/【 u 】ボタンを押して［原稿送り補正］
を選択し、
【 Z 】ボタンを押します。

エプソンのウェブサイトの Q&A
エプソンのウェブサイト（www.epson.jp）では、お問い
合わせの多い内容を Q&A 形式でご紹介しています。トラ
ブルや疑問の解消にお役立てください。

プリンタードライバーのバージョ
ンアップ
プリンタードライバーをバージョンアップすると今まで

補正値設定画面が表示されます。
【 d 】/【 u 】ボ
タンを押して目的の補正値を表示させて【 Z 】
ボタンを押します。

起こっていたトラブルが解消されることがあります。で

補正値は以下のように割り出します。

最新のプリンタードライバーは、エプソンのウェブサイ

例）原稿の長さ：50cm、印刷結果：50.1cm のとき

ト（www.epson.jp）からダウンロードできます。

きるだけ最新のプリンタードライバーをお使いいただく
ことをお勧めします。

50/50.1＊100-100=-0.1996 小数点第 2 位で四捨五
入
補正値：-0.2

D

補正値の設定が完了したら、【 W 】ボタンを押し
てメニューを終了します。

ファームウェアのバージョンアッ
プ
エプソンのウェブサイト（www.epson.jp）では最新の
ファームウェアのバージョンアップ情報を提供していま
す。

L
補正した結果は、次回補正値を変更するまで有効です。

トラブルが解消されないときは
「困ったときは」の内容やエプソンのウェブサイトで確
認をしても、トラブルが解消されないときは、本機の動
作確認をした上でトラブルの原因を判断してそれぞれの
お問い合わせ先に連絡ください。
U「サービス・サポートのご案内」216 ページ
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付録
消耗品とオプション
本機で使用できる消耗品、オプションは以下の通りです。（2014 年 1 月現在）
最新の情報は、エプソンのウェブサイト（www.epson.jp）をご覧ください。
商品名
エプソン製専用紙
インクカートリッジ
(700ml)

インクカートリッジ
(350ml)

インクカートリッジ
(110ml)

型番

備考

U「エプソン製専用紙一覧」198 ページ
フォトブラック

SC1BK70

シアン

SC1C70

マゼンタ

SC1M70

イエロー

SC1Y70

マットブラック

SC1MB70

フォトブラック

SC1BK35

シアン

SC1C35

マゼンタ

SC1M35

イエロー

SC1Y35

マットブラック

SC1MB35

フォトブラック

SC1BK11

シアン

SC1C11

マゼンタ

SC1M11

イエロー

SC1Y11

マットブラック

SC1MB11

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。
U「インクカートリッジの交換」171 ページ

メンテナンスボックス

SC1MB

メンテナンスボックスが空き容量不足になった
ときの交換用メンテナンスボックスです。
U「メンテナンスボックスの交換」172 ページ

ペーパーカッター替え刃

SCSPB2

U「カッターの交換」173 ページ

ロール紙アダプター

SCRPA2

製品付属のロール紙アダプターと同等品です。

ロール紙固定ホルダー

ROLLH

使用途中のロール紙を保管する際に、巻きほぐ
れないように固定するホルダーです。
U「ロール紙/ロール 1 の取り外し方」34 ペー
ジ

USB ケーブル＊

USBCB2

Hi-Speed USB/USB に対応しています。

ハードディスクユニット

SCHDU2

使い方 U「ハードディスクドライブへの保存と
再印刷（オプション）
」65 ページ
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商品名

型番

備考

自動巻き取りユニット

PXHARFU2

SC-T7255 用です。SC-T7255 以外のモデルには
装着できません。
必ず、自動巻き取りユニット用アタッチメント
とセットで使用します。自動巻き取りユニット
だけではプリンターに取り付けられません。
取り付け方は、自動巻き取りユニット用アタッ
チメントに付属のマニュアルをご覧ください。
使い方 U「自動巻き取りユニットの使い方（SCT7255 のみ）
」50 ページ

自動巻き取りユニット用アタッチメント

SCARFA

SC-T7255 用です。SC-T7255 以外のモデルには
装着できません。自動巻き取りユニットを取り
付ける際に必要な追加パーツです。

大判複合機用スキャナー（36）

SCSCAN36

SC-T7255D/SC-T5255D/SC-T7255/SC-T5255 用
です。最大 914×2438mm までの原稿をスキャン
しコピーできます。別オプションのハードディ
スクユニットまたは Adobe PostScript 3 拡張ユ
ニットを合わせて本機に装着するとスキャンし
たデータを保存し、メール送信や共有フォルダー
に転送できます。

大判複合機用スキャナー（25）

SCSCAN25

SC-T3255 用です。最大 635×2438mm までの原
稿をスキャンしコピーできます。別オプション
の ハ ー ド デ ィ ス ク ユ ニ ッ ト ま た は Adobe
PostScript 3 拡張ユニットを合わせて本機に装着
するとスキャンしたデータを保存し、メール送
信や共有フォルダーに転送できます。

大判複合機用スタンド（44）

SCSCANST44

大判複合機用スタンド（36）

SCSCANST36

大判複合機用スタンド（24）

SCSCANST24

大判複合機用スキャナーを本機上部に装着する
ための専用スタンドです。お使いの機種に合わ
せて幅をお選びください。
大判複合機用スタンド（24）は、本体用のスタ
ンドと大判複合機用スタンド、排紙バスケット
がセットになっています。

Adobe® PostScript® 3™ 拡張ユニット

SCPSU1

本機を PostScript プリンターとして使えるように
なります。
使い方は、Adobe PostScript 3 拡張ユニットに付
属のマニュアルをご覧ください。

専用スタンド（24）

SC24STD2

SC-T3255 専用です。組み立て方は『
『セットアッ
プガイド』』をご覧ください。

＊ USB 接続時に USB ハブ（複数の USB 機器を接続するための中継機）を使用するときは、コンピューターと直接接続
している 1 段目の USB ハブに接続することをお勧めします。お使いの USB ハブによっては動作が不安定になること
があります。動作が不安定なときは、コンピューターの USB コネクターに USB ケーブルを直接接続してください。
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使用可能な用紙
高品質な印刷結果を得るために、以下のエプソン製専用紙の使用をお勧めします。

L
エプソン製専用紙以外の用紙に印刷するときや、ラスターイメージプロセッサー（RIP）を使用して印刷するときの用紙の種類や適
切な設定に関する情報は、用紙のマニュアルをご覧いただくか、用紙の購入先または RIP の製造元にお問い合わせください。

エプソン製専用紙一覧
以降の表のタイトルの意味は、以下の通りです。
サイズ：用意している用紙サイズを記載しています。ロール紙の場合は、用紙幅記載しています。
フチなし：フチなし印刷の適性を記載しています。○：推奨用紙、×：不可用紙
自動ギャップ調整：ギャップ調整の［自動（Uni-D）
］と［自動（Bi-D）
］が実行可能かを記載しています。○：可能、×：
不可
巻き取り：自動巻き取りユニット使用時の対応巻き取り方向を記載しています。「F」は Forward（外巻）
、「B」は Backward
（内巻き）を示しています。自動巻き取りユニットは、SC-T7255 のオプションです。○：可能、×：不可
拡大コピー：A3、A4 スキャナーを接続して行う拡大コピー機能が実行可能かを記載しています。○：可能、×：不可

ロール紙
プロフェッショナルフォトペーパー＜厚手光沢＞
用紙厚：0.27mm

紙管サイズ：3 インチ

ICC プロファイル：EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Glossy Photo Paper 250.icc
巻き取り
サイズ

フチなし

自動ギャップ調整

F

B

406mm/16 インチ

拡大コピー

×

610mm/24 インチ
914mm/36 インチ＊1

○

○

○

○
○

1118mm/44 インチ＊2

＊1 SC-T3255 は非対応
＊2 SC-T7255/SC-T7255D のみ対応
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プロフェッショナルフォトペーパー＜厚手半光沢＞
用紙厚：0.27mm

紙管サイズ：3 インチ

ICC プロファイル：EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper 250.icc
巻き取り
サイズ

フチなし

自動ギャップ調整

F

B

406mm/16 インチ

拡大コピー

×

610mm/24 インチ
914mm/36 インチ＊1

○

○

○

○
○

1118mm/44 インチ＊2

＊1 SC-T3255 は非対応
＊2 SC-T7255/SC-T7255D のみ対応

プロフェッショナルフォトペーパー＜厚手絹目＞
用紙厚：0.27mm

紙管サイズ：3 インチ

ICC プロファイル：EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Luster Photo Paper 260.icc
巻き取り
サイズ

フチなし

自動ギャップ調整

254mm/10 インチ

F

B

×

×
×

406mm/16 インチ
610mm/24 インチ

拡大コピー

○

○
○

914mm/36 インチ＊1

○
○

1118mm/44 インチ＊2

＊1 SC-T3255 は非対応
＊2 SC-T7255/SC-T7255D のみ対応
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プロフェッショナルフォトペーパー＜厚手微光沢＞
用紙厚：0.27mm

紙管サイズ：3 インチ

ICC プロファイル：EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semimatte Photo Paper 260.icc
巻き取り
サイズ

フチなし

自動ギャップ調整

F

B

406mm/16 インチ

拡大コピー

×

610mm/24 インチ
914mm/36 インチ＊1

○

○

○

○
○

1118mm/44 インチ＊2

＊1 SC-T3255 は非対応
＊2 SC-T7255/SC-T7255D のみ対応

プロフェッショナルフォトペーパー＜薄手光沢＞
用紙厚：0.18mm

紙管サイズ：2 インチ

ICC プロファイル：EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Glossy Photo Paper 170.icc
巻き取り
サイズ
420mm（A2）

フチなし

自動ギャップ調整

F

B

○

○

拡大コピー

×

594mm（A1）
610mm/24 インチ
728mm（B1）＊1

○
○

914mm/36 インチ＊1
1118mm/44 インチ＊2

＊1 SC-T3255 は非対応
＊2 SC-T7255/SC-T7255D のみ対応
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プロフェッショナルフォトペーパー＜薄手半光沢＞
用紙厚：0.18mm

紙管サイズ：2 インチ

ICC プロファイル：EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper 170.icc
巻き取り
サイズ
420mm（A2）

フチなし

自動ギャップ調整

F

B

○

○

拡大コピー

×

594mm（A1）
610mm/24 インチ
728mm（B1）＊1

○

○

○

914mm/36 インチ＊1
1118mm/44 インチ＊2

＊1 SC-T3255 は非対応
＊2 SC-T7255/SC-T7255D のみ対応

PX/MC プレミアムマット紙ロール
用紙厚：0.25mm

紙管サイズ：3 インチ

ICC プロファイル：EPSON SCT3000_5000_7000_Series Enhanced and Archival Matte Paper.icc
巻き取り
サイズ

フチなし

自動ギャップ調整

△

○

F

B

○

×

拡大コピー

432mm/17 インチ
610mm/24 インチ
914mm/36 インチ＊1

×

1118mm/44 インチ＊2

＊1 SC-T3255 は非対応
＊2 SC-T7255/SC-T7255D のみ対応
△：

フチなし印刷を設定して印刷できますが、用紙の伸縮によりフチができたり印刷品質が低下したりすることがあ
ります。
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MC 厚手マット紙ロール
用紙厚：0.21mm

紙管サイズ：2 インチ

ICC プロファイル：EPSON SCT3000_5000_7000_Series Doubleweight Matte Paper.icc
巻き取り
サイズ

フチなし

自動ギャップ調整

○

○

F

B

○＊3

×

拡大コピー

594mm（A1）
610mm/24 インチ
728mm（B1）＊1

○

914mm/36 インチ＊1
1118mm/44 インチ＊2

＊1 SC-T3255 は非対応
＊2 SC-T7255/SC-T7255D のみ対応
＊3 オプションの自動巻き取りユニットに付属のテンショナーを使用すること

PX マット紙ロール＜薄手＞
用紙厚：0.15mm

紙管サイズ：2 インチ

ICC プロファイル：EPSON SCT3000_5000_7000_Series Singleweight Matte Paper.icc
巻き取り
サイズ
420mm（A2）

フチなし

自動ギャップ調整

F

B

○＊2

×

拡大コピー

×

515mm（B2）
594mm（A1）

×
○

728mm（B1）＊1

＊1 SC-T3255 は非対応
＊2 オプションの自動巻き取りユニットに付属のテンショナーを使用すること
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普通紙ロール＜薄手＞
用紙厚：0.08mm

紙管サイズ：2 インチ

ICC プロファイル：EPSON SCT3000_5000_7000_Series Standard.icc
巻き取り
サイズ
420mm（A2）

フチなし

自動ギャップ調整

F

B

×

×

拡大コピー

×

594mm（A1）
841mm（A0）＊1

×

○

△

1030mm（B0）＊2

＊1 SC-T3255 は非対応
＊2 SC-T7255/SC-T7255D のみ対応
△：

フチなし印刷を設定して印刷できますが、用紙の伸縮によりフチができたり印刷品質が低下したりすることがあ
ります。

普通紙ロール＜厚手＞
用紙厚：0.11mm

紙管サイズ：2 インチ

ICC プロファイル：EPSON SCT3000_5000_7000_Series Standard.icc
巻き取り
サイズ
420mm（A2）

フチなし

自動ギャップ調整

F

B

×

×

拡大コピー

×

515mm（B2）
594mm（A1）
610mm/24 インチ
728mm（B1）＊1
841mm（A0）＊1

×

○

△

914mm/36 インチ＊1
1030mm（B0）＊2
1118mm/44 インチ＊2

＊1 SC-T3255 は非対応
＊2 SC-T7255/SC-T7255D のみ対応
△：

フチなし印刷を設定して印刷できますが、用紙の伸縮によりフチができたり印刷品質が低下したりすることがあ
ります。
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光沢フィルム 2 ロール
用紙厚：0135mm

紙管サイズ：2 インチ

ICC プロファイル：EPSON SCT3000_5000_7000_Series Glossy Film2.icc
巻き取り
サイズ

フチなし

自動ギャップ調整

△

×

F

B

○

○

拡大コピー

610mm/24 インチ
914mm/36 インチ＊1

○

1118mm/44 インチ＊2

＊1 SC-T3255 は非対応
＊2 SC-T7255/SC-T7255D のみ対応
△：

フチなし印刷を設定して印刷できますが、用紙の伸縮によりフチができたり印刷品質が低下したりすることがあ
ります。

MC/PM クロスロール＜防炎＞
用紙厚：0135mm

紙管サイズ：2 インチ

ICC プロファイル：EPSON SC-T3000_5000_7000_Series MC PM Cloth.icc
巻き取り
サイズ

フチなし

自動ギャップ調整

△

×

F

B

○

○

拡大コピー

610mm/24 インチ
×

1118mm/44 インチ＊1

＊1 SC-T7255/SC-T7255D のみ対応
△：

フチなし印刷を設定して印刷できますが、用紙の伸縮によりフチができたり印刷品質が低下したりすることがあ
ります。
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MC マット合成紙 2 ロール
用紙厚：0.13mm

紙管サイズ：2 インチ

ICC プロファイル：EPSON SCT3000_5000_7000_Series Enhanced Synthetic Paper.icc
巻き取り
サイズ

フチなし

自動ギャップ調整

△

×

F

B

○

○

拡大コピー

432mm/17 インチ
610mm/24 インチ
914mm/36 インチ＊1

×

1118mm/44 インチ＊2

＊1 SC-T3255 は非対応
＊2 SC-T7255/SC-T7255D のみ対応
△：

フチなし印刷を設定して印刷できますが、用紙の伸縮によりフチができたり印刷品質が低下したりすることがあ
ります。

MC マット合成紙 2 ロール＜のり付＞
用紙厚：0.18mm

紙管サイズ：2 インチ

ICC プロファイル：EPSON SCT3000_5000_7000_Series Enhanced Adhensive Synthetic Paper.icc
巻き取り
サイズ

フチなし

自動ギャップ調整

△

×

F

B

○

○

拡大コピー

610mm/24 インチ
914mm/36 インチ＊1

×

1118mm/44 インチ＊2

＊1 SC-T3255 は非対応
＊2 SC-T7255/SC-T7255D のみ対応
△：

フチなし印刷を設定して印刷できますが、用紙の伸縮によりフチができたり印刷品質が低下したりすることがあ
ります。
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単票紙
単票紙でのフチなし印刷は左右フチなしのみです。

写真用紙＜光沢＞
用紙厚：0.27mm
ICC プロファイル：EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Glossy Photo Paper.icc
サイズ
A3 ノビ

フチなし

自動ギャップ調整

拡大コピー＊1

△
×
○

半切
×

A2

○

＊1 単票紙をセットしてから、コピー操作をしてください。
△：

フチなし印刷を設定して印刷できますが、用紙の伸縮によりフチができたり印刷品質が低下したりすることがあ
ります。

写真用紙＜絹目調＞
用紙厚：0.27mm
ICC プロファイル：EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper.icc
サイズ
A3 ノビ

フチなし

自動ギャップ調整

△

拡大コピー＊1
×

○

A2

×

○

＊1 単票紙をセットしてから、コピー操作をしてください。
△：

フチなし印刷を設定して印刷できますが、用紙の伸縮によりフチができたり印刷品質が低下したりすることがあ
ります。

フォトマット紙/顔料専用
用紙厚：0.26mm
ICC プロファイル：EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced and Archival Matte Paper.icc
サイズ

フチなし

A3 ノビ

△

A2

×

△：

自動ギャップ調整

拡大コピー

○

×

フチなし印刷を設定して印刷できますが、用紙の伸縮によりフチができたり印刷品質が低下したりすることがあ
ります。
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スーパーファイン紙
用紙厚：0.12mm
ICC プロファイル：EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Photo Quality Ink Jet Paper.icc
サイズ

フチなし

A3 ノビ

△

A2

×

△：

自動ギャップ調整

拡大コピー

×

×

フチなし印刷を設定して印刷できますが、用紙の伸縮によりフチができたり印刷品質が低下したりすることがあ
ります。

両面上質普通紙
用紙厚：0.13mm
ICC プロファイル：EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Standard.icc
サイズ

フチなし

自動ギャップ調整

拡大コピー

×

×

×

A4
A3

PX/MC プレミアム マットボード紙
用紙厚：1.3mm
ICC プロファイル：EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced Matte Poster Board.icc
サイズ

フチなし

自動ギャップ調整

拡大コピー

×

×

×

B2
B1＊1

＊1 SC-T3255 は非対応
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単票紙

使用可能な市販用紙サイズ
本機で使用できるエプソン製以外の用紙の仕様は、以下

用紙種類

普通紙、再生紙

の通りです。

用紙幅

SC-T7255/SC-T7255D
210mm（A4）〜1118mm（44 インチ）

K

SC-T5255/SC-T5255D

・しわ、毛羽立ち、破れ、汚れなどのある用紙は使用しない
でください。

210mm（A4）〜914mm（36 インチ）

・エプソン製以外の普通紙や再生紙は、以降で記載している
規格に沿っていれば本機にセットして通紙できますが、印
刷品質を保証するものではありません。

SC-T3255
210mm（A4）〜610mm（24 インチ）

・エプソン製以外のその他の用紙種類は、以降で記載してい
る規格に沿っていれば本機にセットできますが、通紙およ
び印刷品質を保証するものではありません。

ロール紙
用紙種類

普通紙、再生紙

紙管サイズ（芯
径）

2 インチ、3 インチ

ロール紙外径

150mm 以内

用紙幅

SC-T7255/SC-T7255D
254mm（10 インチ）〜1118mm（44 イ
ンチ）

SC-T5255/SC-T5255D
254mm（10 インチ）〜914mm（36 イン
チ）

SC-T3255
254mm（10 インチ）〜610mm（24 イン
チ）
用紙厚

0.08〜0.5mm

フチなし印刷可
能な用紙幅

254mm/10 インチ
300mm/11.8 インチ
A3 ノビ/329mm/13 インチ
406mm/16 インチ
US C/17 インチ/432mm
B2/515mm
A1/594mm
610mm/24 インチ
B1/728mm
A0/841mm
914mm/36 インチ
B0/1030mm
1118mm/44 インチ
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用紙長

279.4〜1580mm

用紙厚

0.08〜0.8mm
（ボード紙：0.8〜1.5mm）

左右フチなし印
刷可能な用紙幅

254mm/10 インチ
300mm/11.8 インチ
A3 ノビ/329mm/13 インチ
406mm/16 インチ
US C/17 インチ/432mm
B2/515mm
A1/594mm
610mm/24 インチ
B1/728mm
A0/841mm
914mm/36 インチ
B0/1030mm
1118mm/44 インチ
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エプソン製以外の用紙に印刷す
る前に

移動・輸送時のご注意

エプソン製以外の用紙を使用するときは、その用紙（ユー

説明します。

ここでは、本機を移動または輸送するときの注意事項を

ザー用紙）の特性に合わせて用紙の設定をしてから印刷
します。設定は、次の方法で行えます。
・本機の用紙メニューの［ユーザー用紙設定］を行う。
U「用紙メニュー」140 ページ
・LFP リモートパネル 2 から設定して本機に保存する
・プリンタードライバーで設定してコンピューターに保存
する（Windows）

移動時のご注意
ここでは、段差のない同一フロア内を移動する方法を説
明します。別の階や建物に移動する方法は、以下をご覧
ください。
U「輸送時のご注意」210 ページ

［拡張設定］タブ - ［カスタムメディア設定］で設定を

B

保存します。

本製品を移動する際は、前後左右に 10 度以上傾けないでく
ださい。転倒などによる事故のおそれがあります。

U「メディア種類の追加」120 ページ
本機とプリンタードライバーの両方で、［用紙種類］で
ユーザー用紙を選択しているときに、プリンタードライ

K

バーを介して印刷すると、プリンタードライバーの設定

インクカートリッジを取り外さないでください。プリントヘッ
ドノズルが乾燥することがあります。

が優先されます。
・プリンタードライバーで設定を変更する（Mac OS X）
拡張設定画面で用紙調整画面を開いて調整します。
詳細はプリンタードライバーのヘルプをご覧ください。
詳細なユーザー用紙設定は、本機の用紙メニューの

移動の準備

［ユーザー用紙設定］で行ってください。

L
・用紙の張りの度合い、インクの定着性、厚みなどの用紙の
特性をあらかじめ確認してからユーザー用紙を設定してく
ださい。用紙の特性は、用紙のマニュアルや用紙の購入先
でご確認ください。
・用紙を大量に購入する際は、事前に本機でその用紙に印刷
したときの仕上がり具合を確認しておくことをお勧めしま
す。
・ユーザー用紙として設定した用紙に印刷したときに、印刷
のムラが発生するときは単方向で印刷してください。単方
向印刷はプリンタードライバーの［基本設定］-［印刷品
質］（Windows）/［モード設定］（Mac OS X）-［詳細設定］
で［双方向印刷］のチェックを外すと設定できます。

A

本機の電源が切れていることを確認します。

B

電源コードなど、全ての配線を取り外します。

C

排紙バスケットを閉じます。
オプションの自動巻き取りユニット装着時は、自動
巻き取りユニットから用紙を取り外します。

・SC-T7255D/SC-T5255D をお使いのときは、同種の用紙で
あってもロール 1 とロール 2 の両方から印刷する際は、
ロール 1 とロール 2 でそれぞれ別に［ユーザー用紙設定］
で印刷設定を登録してください。例えば、ロール 1 にセッ
トした状態で設定したユーザー用紙設定を、ロール 2 にセッ
トした同種の用紙に適用しても用紙経路や用紙幅など印刷
条件が異なると、正しく印刷されません。
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D

オプションの大判複合機用スタンドを装着してい
るときは、大判複合機用スタンドの転倒防止金具
を引き上げて固定します。

F

本機を移動します。

K
専用スタンドのキャスターは、室内の平らな床を短い
距離だけ移動するために使用します。輸送のためには、
使用できません。

輸送時のご注意
輸送の際は、事前に以下の準備をしてください。
・本機の電源を切り、全ての配線を外してください。
・用紙を取り外してください。
・オプションを装着しているときは、全て取り外してくだ
さい。
オプションの取り外しは、各オプションに付属の『セッ
トアップガイド』をご覧になり、装着と逆の手順で行っ
てください。

K
大判複合機用スキャナーと大判複合機用スタンドを取り外す
ときは、まず大判複合機用スタンドの下図の部分に以下の金
具と傷防止シートを取り付けてください。大判複合機用スキャ
ナーは、金具を取り付けた後でスタンドから取り外してくだ
さい。順番を間違うとスタンドの故障の原因となります。

K
転倒防止用金具が下がった状態で本機を動かすと、床
が傷つくことがあります。

E

スタンドのロックを解除します。
左右の脚部のキャスターのロックを外します。

また、震動や衝撃から本機を守るために、保護材や梱包
材を使用して購入時と同じ状態に梱包してください。
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SC-T3255

B

・本製品は重いので、1 人で運ばないでください。梱包や移
動の際は SC-T3255 は 2 人以上で、SC-T7255/SC-T7255D/
SC-T5255/SC-T5255D は 4 人以上で運んでください。

A
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。
・本製品を持ち上げる際は、以降で指示された箇所に手を掛
けて持ち上げてください。
他の部分を持って持ち上げると、本製品が落下したり、下
ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。
・本製品を輸送するときは、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。

A

梱包作業で本機を移動するときは、図の位置に手を掛け
て持ち上げてください。

SC-T7255/SC-T7255D/SC-T5255/
SC-T5255D

B

B

A
D
C

K
・必要な部分以外は触らないでください。故障の原因となり
ます。

A

・インクカートリッジを装着した状態で移動・輸送してくだ
さい。インクカートリッジを取り外すと、ノズルが目詰ま
りして印刷できなくなったり、インクが漏れたりするおそ
れがあります。

D

使用再開前のご注意
B

C

移動、輸送後は、使い始める前にプリントヘッドの目詰
まりがないかを確認してください。
U「ノズルの目詰まりチェック」165 ページ
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システム条件

インターフェイス

プリンタードライバーのシステ
ム条件
本機に付属のプリンタードライバーをインストールし、
使用するためのシステム条件は以下の通りです。

High-Speed USB
Ethernet
10Base-T/100Base-TX/
1000BASE-T＊

＊ シールドツイストペアケーブル（カテゴリー 5e 以上）を使用
してください。

Copy Manager のシステム条件

最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのウェブサイトを

Copy Manager を使用するためのシステム条件は以下の通

ご覧ください。

りです。
最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのウェブサイトを

アドレス：www.epson.jp/support/taiou/os/

ご覧ください。

Windows
オペレーティングシ
ステム

アドレス：www.epson.jp/support/taiou/os/
Windows XP/Windows XP x64
Windows Vista/Windows Vista x64
Windows 7/Windows 7 x64
Windows 8/Windows 8 x64
Windows 8.1/Windows 8.1 x64
Windows 10/Windows 10 x64
Windows
Server
2003/Windows
Server 2003 x64/Windows Server
2008/Windows Server 2008 x64/
Windows Server 2008 R2/Windows
Server 2012

CPU

Core 2 Duo 3.05GHz 以上

主記憶メモリー

1GB 以上の空きメモリー

ハードディスク空き
容量

32GB 以上

インターフェイス

High Speed USB
Ethernet
10Base-T/100Base-TX/
1000BASE-T＊

ディスプレイ解像度

タブレット端末
オペレーティングシ
ステム

iOS 4.3 以降
Android

Windows

SVGA（800×600）以上の解像度

＊ シールドツイストペアケーブル（カテゴリー 5e 以上）を使用
してください。

オペレーティングシ
ステム

Windows XP/Windows XP x64
Windows Vista/Windows Vista x64
Windows 7/Windows 7 x64
Windows 8/Windows 8 x64
Windows 8.1/Windows 8.1 x64
Windows 10/Windows 10 x64
Windows
Server
2003/Windows
Server 2003 x64/Windows Server
2008/Windows Server 2008 x64/
Windows Server 2008 R2/Windows
Server 2012

推奨ブラウザー

Google Chrome/Safari

ディスプレイ解像度

1024x768 以上

Mac OS X

L

オペレーティングシ
ステム

Mac OS X v10.5.8 以降

インストールの際は、「コンピューターの管理者」アカウント
（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。

推奨ブラウザー

Safari

ディスプレイ解像度

1024x768 以上

Mac OS X
オペレーティングシ
ステム

Mac OS X v10.5.8 以降

CPU

Core 2 Duo 3.05GHz 以上

主記憶メモリー

1GB 以上の空きメモリー

ハードディスク空き
容量

32GB 以上

ディスプレイ解像度

WXGA（1280×800）以上の解像度
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仕様一覧

本体仕様
動作温度・湿度範囲（ハードディスクユニットまたは Adobe
PostScript 3 拡張ユニット非搭載時）

本体仕様
印字方式

オンデマンドインクジェット方式

ノズル配列

ブ ラ ッ ク：360 ノ ズ ル × 2 列 × 2 色
（フォトブラック、マットブラック）
カラー：360 ノズル×2 列×3 色（イエ
ロー、マゼンタ、シアン）

解像度（最大）

2880×1440dpi

コントロールコード

ESC/P ラスター（コマンドは非公開）
HP-GL/2、HP RTL＊1

紙送り方式

フリクションフィード

内蔵メモリー

メイン用 1GB

ネットワーク機能

IPv4、IPv6、WSD、IPsec/アクセス制
御 、 SSL 通 信 、 IEEE802.1X 、
SNMPv1/v2c/v3＊2

定格電圧

AC 100V

定格周波数

50/60Hz

定格電流

1.0〜0.5A

動作温度・湿度範囲（ハードディスクユニットまたは Adobe
PostScript 3 拡張ユニット搭載時）

消費電力
動作時

SC-T7255：約 64W
SC-T5255：約 60W
SC-T3255：約 52W
SC-T7255D：約 65W
SC-T5255D：約 61W

レディー時

SC-T7255/SC-T5255/SC-T3255 ： 約
16W
SC-T7255D/SC-T5255D：約 17W

スリープモード時

3.0W 以下

電源オフ時

0.5W 以下

温度

動作時：10〜35℃
保管時（開梱前）：
-20〜60℃（60℃の場合 120 時間以
内、40℃の場合 1 カ月以内）
保管時（開梱後）：
-20〜40℃（40℃の場合 1 カ月以内）

湿度

動作時：20〜80％（結露しないこと）
保管時（開梱前）：5〜85％（結露しな
いこと）
保管時（開梱後）：5〜85％（結露しな
いこと）

外形サイズ
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SC-T7255：
幅 1608× 奥 行 き 762 ＊ 3 × 高 さ
1128mm
SC-T5255：
幅 1405× 奥 行 き 762 ＊ 3 × 高 さ
1128mm
SC-T3255：
幅 1050×奥行き 691×高さ 613mm
（オプションの専用スタンド（24）
装着時：幅 1050×奥行き 762＊3×高さ
1117mm）
SC-T7255D：
幅 1608× 奥 行 き 734 ＊ 3 × 高 さ
1128mm
SC-T5255D：
幅 1405× 奥 行 き 734 ＊ 3 × 高 さ
1128mm

付録

本体仕様
質量＊4

大判複合機用スキャナー仕様

SC-T7255：約 92kg
SC-T5255：約 84kg
SC-T3255：約 54kg
（オプションの専用スタンド（24）
装着時:約 67kg）
SC-T7255D：約 133kg
SC-T5255D：約 118kg

読み取り幅

原稿

＊1 HP-GL/2,HP RTL の詳細については、エプソンのウェブサイ
ト（www.epson.jp）をご覧ください。
＊2 SNMP の設定は Remote Manager から行います。
U「Remote Manager の使い方」25 ページ
＊3 排紙バスケット/大容量排紙バスケット収納時
＊4 インクカートリッジ含まず

サイズ（幅）

SCSCAN36：153〜965.2mm（38 イン
チ）
SCSCAN25：153〜685.8mm（27 イン
チ）

サイズ（長さ）

コピー時
153〜4614.9mm（181.7 インチ）
スキャン時
JPEG/PDF（カラー/グレー）：
153mm 〜 16.6m （ 100dpi の と き ）
＊、
153mm〜4.6m（360dpi のとき）＊、
153mm〜2.7m（600dpi のとき）＊
PDF （ モ ノ ク ロ 2 値 ）： 153mm 〜
30.4m
TIFF：153mm〜30.4m（最大ファイル
サイズ 2GB）
＊ 解像度によって異なります。

厚さ

0.05〜1.3mm

インク仕様
形態

専用インクカートリッジ

顔料インク

ブラック：フォトブラック、マットブ
ラック
カラー：イエロー、マゼンタ、シアン

有効期限

個装箱、カートリッジに記載された期
限（常温で保管）

印刷品質保証期限

1 年（プリンター装着後）

保管温度

梱包保管時：
-20〜40℃（-20℃の場合 4 日以内、
40℃の場合 1 カ月以内）
本機装着時：
-20〜40℃（-20℃の場合 4 日以内、
40℃の場合 1 カ月以内）
梱包輸送時：
-20〜60℃（-20℃の場合 4 日以内、
40℃の場合 1 カ月以内、60℃の場合
72 時間以内）

カートリッジ外形寸
法

SCSCAN36：153〜914.4mm（36 イン
チ）
SCSCAN25：153〜635.0mm（25 イン
チ）

700ml：
幅 40×長さ 305×高さ 110mm
350ml：
幅 40×長さ 200×高さ 110mm
110ml：
幅 25×長さ 200×高さ 110mm

排紙方向

前方/後方（切り替え可能）

光学解像度

600dpi

走査方式

密着イメージセンサー方式

副走査方式

原稿移動（シートスルー）方式

スキャン解像度

100、200、300、360、400、600dpi

スキャンファイル形
式

JPEG、PDF、TIFF

コピー解像度
読み取り時

300dpi/600dpi＊
＊ 線画・文字、再生紙 きれいモード
の場合

書き込み時

360dpi

K

コピー倍率

25〜400％

・良好な印刷品質を得るために、装着したインクカートリッ
ジは、3 カ月ごとに取り出して、よく振ることをお勧めし
ます。

連続コピー部数

1〜99 枚

センサー

CIS

光源

デュアル LED（RGB）

定格電圧

AC 100V

定格周波数

50/60Hz

定格電流

2.5A

・インクは-20℃以下の環境で長時間放置すると凍結します。
凍結したときは、室温（25℃）で 4 時間以上掛けて解凍し
てから使用してください（結露しないこと）。
・インクを詰め替えないでください。

消費電力
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大判複合機用スキャナー仕様
動作時

SCSCAN36：約 55W
SCSCAN25：約 50W

レディー時

SCSCAN36：約 25W
SCSCAN25：約 24W

スリープモード/
電源オフ時

0.5W

215

付録

サービス・サポートのご案内
各種サービス・サポートについて
弊社が行っている各種サービス・サポートについては、以下のページでご案内しています。
U「お問い合わせ先」218 ページ

保守サービスのご案内
「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず「困ったときは」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違
いがないことをご確認の上、保守サービスの受付窓口にお問い合わせください。
U「困ったときは」178 ページ

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。保証期間や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 6 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。

保守サービスの受付窓口
エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約をお勧めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込
みは、次のいずれかで承ります。
・お買い求めいただいた販売店
・エプソンサービスコールセンター
U「お問い合わせ先」218 ページ
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保守サービスの種類
エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細については、お買
い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。
・定期交換部品の寿命による交換は、保証内外を問わず、出張基本料・技術料・部品代が有償となります。
・年間保守契約をされている場合は、定期交換部品代のみ有償（お客様交換可能な定期交換部品の場合は、出張基本料・
技術料も有償）です。
・本機は、専門業者による輸送対象製品のため、持込保守および持込修理はご遠慮ください。
種類

概要

修理代金と支払方法
保証期間内

年間保守契約

出張修理

・優先的にサービスエンジニアを派遣し、そ
の場で修理いたします。

保証期間外

無償

年間一定の保守料金

無償

有償
（出張料+技術料
+部品代）
修理完了後そのつど
お支払いください。

・修理のつど発生する修理代・部品代＊が無
償のため、予算化ができて便利です。
・定期点検（別途料金）で、故障を未然に防
ぐことができます。
スポット出張修理

お客様からご連絡いただいて数日以内にサー
ビスエンジニアを派遣し、その場で修理いた
します。

＊ 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙など）は、保守対象外です。

K
・エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場
合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。
・本製品の故障や修理の内容によっては、製品本体に保存されているデータや設定情報が消失または破損することがあります。ま
た、お使いの環境によっては、ネットワーク接続などの設定をお客様に設定し直していただくことになります。これに関して弊社
は保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。データや設定情報は、必要に応じてバックアップするかメモを
取るなどして保存することをお勧めします。

エプソンサービスパック
エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。
エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間（3
年、4 年、5 年）、出張修理いたします。また、修理のご依頼や故障かどうかわからない場合のご相談等の受付窓口とし
て、専用のヘルプデスクをご用意いたします。
・スピーディーな対応

−

スポット出張修理依頼に比べて優先的にサービスエンジニアを派遣いたします。

・もしものときの安心

−

トラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣して修理いたします。

・手続きが簡単

−

エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要で

す。
・維持費の予算化 − エプソンサービスパック規約内・期間内であれば、つど修理費用がかからず維持費の予算化が可
能です。
エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。

217

付録

お問い合わせ先
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製品に関する諸注意と適合
規格

オプションの大判複合機用スキャナーを接続してお使い
のときは、プリンターに宛先メールアドレスが保存され
ています。保存されているお客様固有の情報の流出によ

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

る、不測の事態を回避するために、保存した宛先メール
アドレスを消去してください。

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、

消去方法については以下をご覧ください。

本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの

U「スキャン前の準備」71 ページ

対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承くだ

ハードディスクユニットや Adobe PostScript 3 拡張ユニッ

さい。また、日本国外ではその国の法律または規制によ

トは、非セキュア高速フォーマットしただけではデータ

り、本製品を使用できないことがあります。このような

を復元できる可能性があります。

国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま

廃棄時には、セキュア（高速）/セキュア（サニタイジン

すが、当社といたしましては一切責任を負いかねますの

グ）フォーマットをすることをお勧めします。より確実

でご了承ください。

にデータの復元を防止するためには、ハードディスクユ
ニットまたは Adobe PostScript 3 拡張ユニットを物理的に

本製品の不具合に起因する付随的損害

破壊することをお勧めします。その場合は、ハードディ

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不

スクは再利用できません。

具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そ
のことから生じた付随的な損害（本製品を使用するため

複製が禁止されている印刷物

に要した諸費用、および本製品を使用することにより得

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印

られたであろう利益の損失等）は、補償致しかねます。

刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられま
す。

本製品の使用限定

（関連法律）刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接

通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条など

関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精

以下の行為は、法律により禁止されています。

度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途
に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性お

・紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券
を複製すること（見本印があっても不可）

よび安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の
措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮い

・日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること

ただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいた

・政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきな

します。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子
力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性
が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、

どを複製すること
・政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複
製すること

これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分
ご確認の上、ご判断ください。

液晶ディスプレイについて

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。
・民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期
券、回数券など

画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在
する場合があります。また液晶の特性上、明るさにムラ

・パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食

が生じることがありますが、故障ではありません。

プリンター本体・ハードディスクユニット（オプ
ション）
・Adobe PostScript 3 拡張ユニット（オ
プション）の廃棄

券、切符など

著作権
写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プ
ログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに

事業所など業務でお使いのときは、産業廃棄物処理業者

準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する以外

に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してく

は著作権者の承認が必要です。

ださい。
一般家庭でお使いのときは、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。
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電 波 障 害 自 主 規 制 （ SC-T7255/SC-T5255/
SC-T3255）

Apache License、および ncftp ライセンスの適用対象とな

2) 当社は、本製品に含まれる GNU GPL、GNU LGPL、

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、

るオープンソースソフトウェアについて、それぞれのラ

家庭環境で使用することを目的としていますが、この装

イセンス契約に基づきソースコードを開示しています。

置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される

当該オープンソースソフトウェアの複製、改変、頒布を
希望される方は、エプソンインフォメーションセンター

と、受信障害を引き起こすことがあります。
マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。
VCCI-B

にお問い合わせください。ソースコードの開示期間は、
本製品の販売終了後 5 年間とさせていただきます。なお、
当該オープンソースソフトウェアを複製、改変、頒布す

電波障害自主規制（SC-T7255D/SC-T5255D）

る場合はそれぞれのライセンス契約の条件に従ってくだ

この装置は、クラスＡ情報技術装置です。この装置を家

さい。

庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがありま
す。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求

3) 当該オープンソースソフトウェアは現状有姿のまま提

されることがあります。

供されるものとし、如何なる種類の保証も提供されませ

VCCI-A

瞬時電圧低下

ん。ここでいう保証とは、商品化、商業可能性および使
用目的についての適切性ならびに第三者の権利（特許権、
著作権、営業秘密を含むがこれに限定されない）を侵害

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都

していないことに関する保証をいいますが、これに限定

合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策と

されるものではありません。

しては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧
めします。（社団法人 電子情報技術産業協会（社団法人 日

4) 本製品に含まれるオープンソースソフトウェアは下記

本電子工業振興協会）のパーソナルコンピューターの瞬

のとおりであり、各ライセンスの契約書全文はソフトウェ

時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

アディスクの¥Manual¥Data¥JA¥oss.pdf に記載されていま

電源高調波

す。
GNU GPL

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合して

GNU General Public License Version 2, June 1991 ま

います。

たはそれ以降のバージョン適用ソフトウェアパッケー
ジリスト:

オープンソースソフトウェアのライセンス契約に
ついて

linux-2.6.35-arm1-epson12
busybox-1.17.4

プンソースソフトウェアを利用しています。

ethtool-2.6.35
e2fsprogs-1.41.14

本製品に利用にされているオープンソースソフトウェア

scrub-2.4

に関する情報は下記の通りです。

smartmontools-5.40

1) 当社は、4)で示すオープンソースソフトウェアを著作

WPA Supplicant 0.7.3
Shred(Coreutils v8.23)

本製品は当社が権利を有するソフトウェアのほかにオー

権者から提示されたライセンス契約の条件に従い、本製

GNU LGPL

品に利用しています。

GNU Lesser General Public License Version 2, June
1991 またはそれ以降のバージョン適用ソフトウェア

なお、本製品に含まれるオープンソースソフトウェアは

パッケージリスト:

その性格上、当該オープンソースソフトウェア自体の保

uclibc-0.9.32

証はありませんが、本製品の不具合（当該オープンソー

libusb-1.0.8

スソフトウェアに起因する不具合も含みます）に関する

libiConv-1.14

当社の保証の条件（保証書に記載）に影響はありません。

Apache ライセンス
Apache ライセンス 2.0 適用ソフトウェア
Bonjour
Bonjour ライセンス
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Bonjour ライセンス適用ソフトウェア
Bonjour
Net-SNMP ライセンス
Net-SNMP ライセンス適用ソフトウェア:
Net-SNMP
BSD ライセンス
BSD ライセンス適用ソフトウェアパッケージリス
ト:
busybox-1.17.4
WPA Supplicant 0.7.3
Sun RPC ライセンス
Sun RPC ライセンス適用ソフトウェアパッケージリ
スト:
busybox-1.17.4
ncftp ライセンス
ncftp ライセンス適用ソフトウェアパッケージ
ncftp-3.2.4
e2fsprogs ライセンス
e2fsprogs ライセンス適用ソフトウェアパッケージ
e2fsprogs-1.41.14
MIT ライセンス
MIT ライセンス適用ソフトウェアパッケージ
jQuery v1.8.2
OpenSSL License/Original SSLeay License
OpenSSL License/Original SSLeay License 適用ソフト
ウェア:
OpenSSL toolkit
以上
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