本製品の基本的な操作方法、日常お使いいただく上で必要な事
項などを説明しています。

CMP0211-03 JA
© 2019 Seiko Epson Corporation.

商標
「E P S O N 」、「E P S O N E X C E E D Y O U R V I S I O N 」、
「EXCEED YOUR VISION」はセイコーエプソン株式会社の
登録商標または商標です。
Mac、OS X、Bonjour、ColorSync、Safari は、米国およ
びその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft
Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Adobe、Adobe RGB、Lightroom、Photoshop、Photoshop
Elements、PostScript、Reader は、Adobe （アドビ）の
米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
PANTONE は PANTONE LCC 社の米国およびその他の国に
おける商標または登録商標です。（Pantone LLC, 2019）

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

インクカートリッジは純正品をお勧めします
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。

もくじ

もくじ
Windows .... 26
Mac .... 27

マニュアルの見方 .......................... 6
マークの意味 .................................................... 6
安全に関するマーク .... 6
一般情報に関する表示 .... 6

基本の操作 .................................. 28
ロール紙のセットと取り外し ........................... 28

掲載イラスト .................................................... 6

ロール紙のセット方法 .... 28
ロール紙のカット設定 .... 31
ロール紙の取り外し方 .... 32

掲載画面 .......................................................... 6
各部の名称と働き ............................................. 7
正面 .... 7
内部 .... 8
背面 .... 9
操作パネル .... 10
ホーム画面の操作 .... 10

単票紙・ボード紙のセットと取り外し ............. 35
単票紙・ボード紙のセット方法 .... 35
単票紙・ボード紙の取り外し方 .... 36

セットした用紙の設定 ..................................... 36

特長 ............................................................... 11

設定方法 .... 36
用紙情報が操作パネルやドライバーにないとき
は .... 37

高画質を実現 .... 11

使用・保管時のご注意 ..................................... 12

排紙バスケットの使い方 ................................. 42

設置スペース .... 12
使用時のご注意 .... 12
使用しないときのご注意 .... 13
インクカートリッジ取り扱い上のご注意 .... 13
用紙取り扱い上のご注意 .... 13

前方排紙のセットと収納 .... 42

自 動 巻 き 取 り ユ ニ ッ ト の 使 い 方 （ SC-P9550 の
み） ............................................................... 46
操作パネルの使い方 .... 46
紙管の取り付け .... 46
用紙の取り付け .... 47
巻き取った用紙の取り外し .... 50

ソフトウェアの紹介 ..................... 15

基本的な印刷方法 ........................................... 51

提供ソフトウェア ........................................... 15

印刷の実行（Windows） .... 51
印刷の実行（Mac） .... 53
印刷の中止（Windows） .... 54
印刷の中止（Mac） .... 55
印刷の中止（本機から） .... 55

内蔵ソフトウェア ........................................... 15
Epson Media Installer の使い方 ........................ 17
起動方法 .... 17
メイン画面の構成 .... 18
メディア設定の編集画面の構成 .... 20
用紙情報を追加する .... 23
用紙情報を編集する .... 23
用紙情報を複数のコンピューターで共有する .... 23

印刷可能領域 .................................................. 55
ロール紙の印刷可能領域 .... 55
単票紙の印刷可能領域 .... 56

電源オフタイマーによる電源の切断 ................. 57

Web Config の使い方 ....................................... 24

省電力の設定 .................................................. 57

起動方法 .... 24
終了方法 .... 24
機能概要 .... 25

ハードディスクユニットの使い方（オプ
ション） ..................................... 58

ソフトウェアのアップデートまたは追加インストー
ル .................................................................. 25
更新されたか確認してアップデート .... 25
アップデートの通知を受け取る .... 26

機能概要 ........................................................ 58
拡張される機能 .... 58

ソフトウェアの削除 ........................................ 26

3

もくじ

拡大/縮小印刷 ................................................. 80

印刷ジョブの操作手段 .... 58
ハードディスク内のデータ .... 58

フィットページ/用紙サイズに合わせる .... 81
ロール紙の幅に合わせる（Windows のみ） .... 82
任意倍率設定 .... 82

印刷ジョブを保存 ........................................... 58
保存したジョブの確認・印刷 ........................... 60

割り付け印刷 .................................................. 84
ポ ス タ ー 印 刷 （ 拡 大 分 割 し て 印 刷 Windows の
み） ............................................................... 86

プリンタードライバーの使い方
（Windows） ............................. 61

印刷の設定手順 .... 86
出力紙の貼り合わせ方 .... 88

設定画面の表示 ............................................... 61

定形外サイズの印刷 ........................................ 91

スタートボタンから表示する .... 61

長尺印刷（ロール紙へのバナー印刷） ............. 93

ヘルプの表示方法 ........................................... 62

ポスターレイアウト（Windows のみ） ............. 95

ヘルプボタンをクリックして表示する .... 62
確認したい項目上で右クリックして表示する .... 62

印刷の設定手順 .... 96
設定の保存と呼び出し .... 97

プリンタードライバーのカスタマイズ ............. 63
各種設定をお気に入りとして保存 .... 63
インク濃度の調整 .... 63
表示項目の整理 .... 64

カラーマネージメント印刷 ............ 98
カラーマネージメントについて ....................... 98

ユーティリティータブの概要 ........................... 65

カラーマネージメント印刷の設定 .................... 98
プロファイルの設定方法 .... 99

プリンタードライバーの使い方（Mac）
67

アプリケーションソフトでカラーマネージメント設
定を行う ........................................................ 99

設定画面の表示 ............................................... 67

プリンタードライバーでカラーマネージメント設定
を行う .......................................................... 100

ヘルプの表示方法 ........................................... 67

ホス ト ICM 補 正 に よ る カ ラー マ ネ ージ メ ン ト 印 刷
（Windows） .... 100
ColorSync に よ る カ ラ ー マ ネ ー ジ メ ン ト 印 刷
（Mac） .... 101
ドライバー ICM 補正によるカラーマネージメント印刷
（Windows のみ） .... 102

プリセットの使い方 ........................................ 67
プリセットに保存 .... 67
プリセットから削除 .... 68

Epson Printer Utility 4 の使い方 ........................ 68
Epson Printer Utility 4 の起動方法 .... 68
Epson Printer Utility 4 の機能 .... 68

メニュー一覧 ............................. 104
目的別印刷 .................................. 70

用紙設定 ....................................................... 104
本体設定 ....................................................... 109

黒色の濃度をより濃くして印刷（ブラック・エンハ
ンス・オーバーコート） ................................. 70

消耗品情報 ................................................... 115

色補正して印刷 ............................................... 70

プリンターのお手入れ ................................... 115

モノクロ写真印刷 ........................................... 73

言語選択 ....................................................... 116

フチなし印刷 .................................................. 76

情報確認 ....................................................... 116

フチなし印刷方法の種類 .... 76
対応用紙 .... 76
ロール紙カット動作について .... 77
印刷の設定手順 .... 78

4

もくじ

使用可能な市販用紙 .... 167
市販用紙に印刷する前に .... 168

メンテナンス ............................. 118

PANTONE カラーについて .............................. 169

プリントヘッドのメンテナンス ...................... 118

移動・輸送時のご注意 ................................... 169

メンテナンスの種類 .... 118
プリントヘッドのノズルチェック .... 118
プリントヘッドのクリーニング .... 119
プリントヘッドの位置調整 .... 121
用紙送り補正 .... 124

移動時のご注意 .... 169
輸送時のご注意 .... 170
使用再開前のご注意 .... 171

システム条件 ................................................ 172

消耗品の交換 ................................................ 125

プリンタードライバー .... 172
Web Config .... 173
Epson Edge Dashboard .... 174

使用済み消耗品の処分 .... 125
インクカートリッジの交換 .... 125
メンテナンスボックスの交換 .... 127
カッターの交換 .... 128

仕様一覧 ....................................................... 175
サービス・サポートのご案内 ......................... 177

本機のお手入れ ............................................. 129

各種サービス・サポートについて .... 177
保守サービスのご案内 .... 177

外装のお手入れ .... 129
内部のお手入れ .... 130

お問い合わせ先 ............................................. 179
製品に関する諸注意と適合規格 ...................... 180

困ったときは ............................. 132
メッセージが表示されたとき ......................... 132
自動測色器エラー ......................................... 133
エラーメッセージとエラーコードが表示されたとき
は ................................................................. 134
トラブルシューティング ............................... 135
印刷できない（プリンターが動かない） .... 135
プリンターは動くが印刷されない .... 136
印刷品質/印刷結果のトラブル .... 137
給紙ミス/排紙のトラブル .... 147
その他 .... 150

お問い合わせいただく前に ............................ 152
エプソンのホームページの Q&A .... 152
プリンタードライバーのバージョンアップ .... 152
ファームウェアのバージョンアップ .... 152
トラブルが解消されないときは .... 152

付録 .......................................... 153
消耗品とオプション ...................................... 153
エプソン製専用紙 .... 153
インクカートリッジ .... 153
その他 .... 154
吸収パッド交換キット（フチなし印刷用の吸収パッド）
について .... 155

使用可能な用紙 ............................................. 156
エプソン製専用紙一覧 .... 156

5

マニュアルの見方

掲載画面

マニュアルの見方

・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。

マークの意味

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

安全に関するマーク

・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 v 10.8.x の画面を使用しています。

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。
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。
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。

一般情報に関する表示
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。

掲載イラスト
掲載しているイラストが、お使いの機種と若干異なるこ
とがございます。ご了承ください。
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各部の名称と働き
正面

A ロール紙カバー
ロール紙をセットするときに開けます。

B 前面カバー
内部の清掃、紙詰まり時などに開けます。

C カートリッジカバー（左右 2 箇所）
インクカートリッジ取り付け時に開けます。
U「インクカートリッジの交換」125 ページ

D 排紙サポート
排紙方向を調整するときに使用します。

E 排紙バスケット
排紙された用紙を収容し、汚れや折れを防ぎます。
U「排紙バスケットの使い方」42 ページ

F キャスター

左右のスタンドに 2 つずつ付いています。本機を設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。

G メンテナンスカバー（前面）
キャップ周辺の清掃のときに開けます。
U「プリントヘッドとキャップ周辺の清掃」139 ページ

H 操作パネル
U「操作パネル」10 ページ

I アラートランプ
エラーが発生すると、点灯してお知らせします。エラーの内容は操作パネルで確認できます。
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J 単票紙カバー
単票紙やボード紙をセットするときに開けます。

K 給紙口
用紙の挿入口です。

内部

A アダプターホルダー
ロール紙のセット時にロール紙アダプターを装着します。

B ワイパー
プリントヘッドのノズル面に付いたインクを拭き取ります。自動クリーニングでプリントヘッドの目詰まりが解消さ
れないときは、清掃をお試しください。
U「プリントヘッドとキャップ周辺の清掃」139 ページ

C 吸引キャップ
ヘッドクリーニング時に、このキャップでプリントヘッドのノズルから適量のインクを吸引します。自動クリーニン
グでプリントヘッドの目詰まりが解消されないときは、清掃をお試しください。
U「プリントヘッドとキャップ周辺の清掃」139 ページ

D 乾燥防止キャップ
印刷時を除き、このキャップでプリントヘッドのノズルを覆って乾燥を防ぎます。自動クリーニングでプリントヘッ
ドの目詰まりが解消されないときは、清掃をお試しください。
U「プリントヘッドとキャップ周辺の清掃」139 ページ

E ロール紙アダプター
本機にロール紙をセットするときに、ロール紙に差し込んで使います。
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背面

A LAN ポート
LAN ケーブルを接続します。

B USB ポート
USB ケーブルを接続します。

C オプションポート
オプションの自動測色器マウンタや自動巻き取りユニット（SC-P9550 のみ使用可能）を接続します。

D ステータスランプ
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-TX
緑色 ： 1000Base-T

E データランプ
ネットワークの接続状態またはデータの受信状態が点灯/点滅で示されます。
点灯 ： 接続状態です。
点滅 ： データ受信中です。

F 電源コネクター
付属の電源コードを接続します。

G メンテナンスボックス

廃インクを吸収します。SC-P9550 は左右 2 箇所、SC-P7550 は本体正面に向かって右側 1 箇所にあります。

U「メンテナンスボックスの交換」127 ページ

H オプションスロット

オプションの Adobe® PostScript® 3™拡張ユニットやハードディスクユニットを装着するスロットです。

I メンテナンスカバー（背面）
プリントヘッドの清掃のときに開けます。
U「プリントヘッドとキャップ周辺の清掃」139 ページ
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操作パネル

ホーム画面の操作

A Menu
用紙設定や本体設定、プリンターのお手入れなどが
行えます。メニューの一覧は以下をご覧ください。
U「用紙設定」104 ページ

B 情報表示欄
本機の状態やエラーメッセージなどを表示します。

C 用紙セット情報

A ホームボタン

セットされている用紙情報を表示します。

メニュー表示中に押すと、ホーム画面に戻ります。
給紙などの動作中でホームボタンが使えないときは、

D インク残量表示
インクカートリッジの残量を表示します。

消灯します。

マーク

が表示されたときは、インクカートリッジの空き容

B 電源ランプ

量が残り少なくなっています。表示欄を押すとカー

点灯 ： 電源が入っています。

トリッジの型番を確認できます。

点滅 ： 起動中、電源オフ処理中、データ受信中、

E メンテナンスボックス空き容量表示

プリントヘッドのクリーニングなどの処理

メンテナンスボックスの空き容量を表示します。

中です。点滅が終わるまでそのままお待ち

マークが表示されたときは、メンテナンスボックス

ください。電源コードを抜いたりしないで

の空き容量が残り少なくなっています。表示欄を押

ください。

すとメンテナンスボックスの型番を確認できます。

消灯 ： 電源が入っていません。

F インフォメーション

C 電源ボタン

プリンターの状態として、消耗品情報やメッセージ

D 操作パネル

一覧を確認できます。また、ジョブ履歴を確認でき

本機の状態やメニュー、エラーメッセージなどを表

ます。

示するタッチパネルです。

G 有線接続状態

有線 LAN 接続状態の確認や設定の変更ができます。

H プリンターのお手入れ ／印刷時画面切り替え
印刷待機中はプリンターのお手入れメニューのショー
トカットが表示されます。プリントヘッドのノズル
チェックやクリーニング、消耗品の交換や部品の清
掃ができます。
印刷中は印刷時画面切り替えメニューが表示されま
す。インクの残量などが表示された Professional 表
示、または印刷完了時間が表示された Simple 表示に
切り替えできます。

I 内部照明
内部照明のオン/オフができます。印刷中に印刷の進
捗を確認したいときに、内部照明をオンにします。
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J 用紙送り／カット

特長

ロール紙セットがセットされている時に、用紙の送
り調整とカット、カット設定ができます。

本機の主な特長は以下の通りです。

高画質を実現
新開発のインクテクノロジーによりフォト、ファインアー
ト、プルーフ用途に応える高画質を実現できます。

新開発のプリントヘッド
スタガ配列の 2.64 インチ一体型プレシジョンコア μTFP
ヘッドを搭載して、印刷に適した解像度 300dpi を採用し
ました。

優れた耐性を持つ顔料インク
従来品より耐光性に優れ、印刷結果の美しさや鮮やかさ
を長期間にわたって維持できます。より色あせしにくく、
光の当たる場所でも安心して掲示できます。また、耐水
性、耐オゾン性に優れ、写真の印刷はもちろん、店舗の
ディスプレイやバナー（長尺紙）、ポスターなど短期屋外
掲示にも対応できます。屋外用途では、ラミネート加工
をしてお使いください。

多彩なブラック、カラーインク
基本カラーインク５色に加え、以下の特徴あるインクを
搭載しています。

用途に応じたブラックインク（2 種）
光沢紙で滑らかな仕上がりを実現するフォトブラックと、
マット系用紙で高濃度の発色が得られるマットブラック
の 2 種類のブラックインクを用紙に応じて自動で切り替
えて使用できます。

階調性を向上させるグレーインク(2
種)
フォトブラックとマットブラックに加え、グレー、ライ
トグレーの 2 種類のブラック系インクの搭載により、粒
状性に優れ、豊かな階調表現を実現します。

11

マニュアルの見方

広範な色再現領域を実現する特色イ
ンク(3 種)

使用・保管時のご注意

広範な色再現領域を実現するオレンジ、グリーン、バイ

設置スペース

オレットのインクを搭載し、高い PANTONE カバー率を達
成しています。

排紙や消耗品の交換を支障なく行うために、本機の前後
左右に 300mm 以上を加えたスペースを確保して物などを
置かないでください。
本機の外形寸法は、「仕様一覧」をご覧ください。
U「仕様一覧」175 ページ

使用時のご注意
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。
・
「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」175 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
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
と、自動的にキャッピングが行われます。
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・本機の電源が入っている状態で、電源プラグをコンセン

・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

トから抜いたり、ブレーカーを落としたりしないでくだ

は初回充填用です。交換用のインクカートリッジおよび

さい。プリントヘッドがキャッピングされないことがあ

メンテナンスボックスをお早めにご準備ください。

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。

・インクカートリッジは直射日光を避けて常温で保管し、
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。

・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

・良好な印刷品質を得るために、装着から 1 年以内に使い

が消費されます。

切ることをお勧めします。
・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。

使用しないときのご注意

・インクカートリッジ上の IC チップは触らないでくださ

本機を使用しないときは、以下の点に注意して保管して

い。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

ください。保管状態が適切でないと、印刷再開時に正し

・インクカートリッジは、全スロットに装着してくださ

く印刷できないことがあります。

い。全スロットに装着していないと印刷できません。

・印刷しない期間が長くなると、プリントヘッドのノズル

・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

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

いでください。本機内部のインクが乾燥し、正常に印刷
できなくなるおそれがあります。本機を使用しないとき

ることをお勧めします。

も、インクカートリッジは全スロットに装着したままに

・用紙を本機にセットしたまま放置すると、表面にロー

してください。

ラーの跡が付くことがあります。また、用紙が波打った

・インクカートリッジは、IC チップでインク残量などの

り、反ったりして給紙不良やプリントヘッドのこすれの

情報を管理しているため、本機から取り外しても再装着

原因となります。保管時は用紙を取り外してください。

して使用できます。

・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

・使用途中で取り外したインクカートリッジは、インク供
給孔部にホコリが付かないように保管してください。イ

を保管してください。キャッピングせずに長時間放置す

ンク供給孔内には弁があるため、ふたや栓をする必要は

ると、印刷不良の原因となります。

ありません。

L

・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

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。

うにご注意ください。
・本機はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが

・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

完全になくなる前に動作を停止するように設計されてお

ください。

り、使用済みインクカートリッジ内にインクが残りま

また、長期間使用しないときは、静電気の発生しにくい

す。

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、

・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
い。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

・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。

・インクカートリッジを落とすなど、強い衝撃を与えない
でください。カートリッジからインクが漏れることがあ

U「プリントヘッドのメンテナンス」118 ページ

ります。

インクカートリッジ取り扱い上
のご注意

用紙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。
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必ず各用紙のマニュアルも併せてご覧ください。

・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。

取り扱い上のご注意

・直射日光に当てないでください。

・エプソン製の専用紙は一般室温環境下（温度 15〜25℃、

・印刷後は、変色を防ぐために用紙のマニュアルの指示に

湿度 40〜60％）でお使いください。

従って展示/保存してください。

・用紙を折り曲げたり、印刷面を傷付けたりしないように

L

注意してください。

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。

・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。
・用紙の端を持って取り扱ってください。また綿製の手袋

・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。

を着用することをお勧めします。
・用紙は、温度や湿度などの環境の変化により、波打った

・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。

り、反ったりすることがあります。以下の点を守ってく
ださい。
・用紙は、印刷直前にセットする。
・波打ったり反ったりした用紙を使用しない。
ロール紙は、波打ったり反ったりしている部分を
切り取って、セットし直してください。
単票紙は、新しい用紙をお使いください。
・用紙を濡らさないでください。
・個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しますので、捨
てないでください。
・高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。
・開封後の単票紙を保管する際は、個装袋に戻して個装箱
に入れて水平な状態で保管してください。
・使用しないロール紙は、本機から取り外し、巻き直して
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
してください。長期間セットしたまま放置すると、用紙
品質が低下するおそれがあります。

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。
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ソフトウェアの紹介
提供ソフトウェア
提供ソフトウェアは下表の通りです。
Windows 用は付属のソフトウェアディスクに収録されています。Mac やディスクドライブ非搭載のコンピューターをお
使いのときは http://epson.sn からインストールしてください。
各ソフトウェアの詳細は、各ソフトウェアのオンラインヘルプ、または『システム管理者ガイド』
（オンラインマニュア
ル）を参照してください。

L
エプソンのウェブサイトで、本機対応の便利なソフトウェアを紹介しています。以下からご確認ください。
www.epson.jp

ソフトウェア名称

機能

プリンタードライバー

本機の機能を十分に発揮して印刷するためには、プリンタードライバーをインストールして
ください。

EPSON Software Updater

本機に対応したソフトウェアの更新情報があるか確認して通知とインストールをするソフト
ウェアです。本機のファームウェアやインストール済みのソフトウェアのアップデートもで
きます。
U「ソフトウェアのアップデートまたは追加インストール」25 ページ

EpsonNet Config＊

ネットワークの初期設定や設定変更を一括して行うソフトウェアです。
EpsonNet Config は、自動ではインストールされません。必要に応じてエプソンのウェブサイ
トからダウンロードしてインストールしてください。
www.epson.jp
Windows 用は、付属のソフトウェアディスクの以下のフォルダーからインストールすること
もできます。
//Network/EpsonNetConfig
U『システム管理者ガイド』

Epson Edge Dashboard＊

複数台の本機の管理をするのに便利なソフトウェアです。監視対象として登録したプリンター
の状態を一覧で確認できます。

Epson Media Installer

プリンターやプリンタードライバーに用紙情報を追加するツールです。
Windows をお使いの場合は、プリンタードライバーから起動できます。
Mac を お 使 い の 場 合 は 、 /Applications/Epson Software/Epson Utilities/ Epson Media
Installer.app から起動できます。
使用方法 U「Epson Media Installer の使い方」17 ページ

Epson Print Layout＊

Adobe Photoshop、Adobe Lightroom、Nikon ViewNX-i、SILKYPIX のプラグインソフトウェア
です。印刷前のプレビューやレイアウトなどの便利な機能を搭載し、レタッチや加工した写
真を簡単な手順で印刷できます。

＊ インターネットからソフトウェアをダウンロードしてインストールします。コンピューターをインターネットに接続してインストー
ルしてください。

内蔵ソフトウェア
本機にあらかじめ内蔵されているソフトウェアです。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。
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ソフトウェア名称
Web Config

機能
ネットワークセキュリティーの設定は Web Config から行います。本機のエラーなどをお知ら
せするメール通知機能もあります。
U「Web Config の使い方」24 ページ
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Epson Media Installer の
使い方

プリンタードライバー（Windows）

ここでは、Epson Media Installer の機能の概要や基本的な
使い方を説明します。
Epson Media Installer は、インターネット経由で用紙情報
を追加できます。また、追加した用紙情報の編集もでき
ます。

エプソンのウェブサイトから最新のプリンタードライバー
をダウンロードしてください。

Mac の場合
Epson Media Installer を起動します。
/Applications/Epson Software/Epson Utilities/ Epson Media
Installer.app

L
Epson Edge Dashboard やプリンターを介さずに Epson Media
Installer を起動させるには、インターネットからソフトウェ
アをダウンロードする必要があります。
詳細は以下をご覧ください。
U「ソフトウェアの紹介」15 ページ

サーバーから ICC プロファイルや印刷モード、印刷制御
パラメーターを含む用紙情報をダウンロードします。ダ
ウンロードした用紙情報は、プリンタードライバーや
Epson Print Layout、プリンター本体に保存されます。

起動方法
いずれかの方法で Epson Media Installer を起動させます。

Epson Edge Dashboard
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メイン画面の構成
Epson Media Installer を起動すると、以下のいずれかの画面が表示されます。画面上部の画面名をクリックすると画面が
切り替わります。
・メディアの管理画面
・メディア設定のダウンロード画面
各画面の構成と機能は以下の通りです。

メディアの管理画面
選択したプリンターに保存されている用紙情報が表示されます。
ただし、プリンターの操作パネルの［ユーザー用紙設定］で設定した用紙情報は表示されません。

部位名称

機能

A

メディア操作エリア

メディアリスト（C）で選択した用紙情報に対して、以下の操作が行えます。
（コピーの作成）：選択した用紙情報のコピーを作成して、プリンター本体やプリン
タードライバー、Epson Print Layout に保存します。
（編集）
：選択した用紙情報の設定を変更します。設定を変更可能なときにはメディア
設定の編集画面が表示されます。
U「メディア設定の編集画面の構成」20 ページ
（削除）：選択した用紙情報をプリンター本体やプリンタードライバー、Epson Print
Layout から削除します。
（ファイルから読み込み）
：用紙情報ファイルをインポートします。1 回のインポート
で選択できるファイルは 1 つです。
（ファイルに書き出し）：選択した用紙情報をファイルにエクスポートします。1 回の
エクスポートで選択できるファイルは 1 つです。

B

プリンター

用紙情報の表示対象プリンターを選択します。
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部位名称

C

メディアリスト

機能
プリンター（B）で選択したプリンターに保存されている用紙情報が一覧で表示されま
す。
各列の表示内容は以下の通りです。
・メディアタイプ
メディアタイプごとに用紙情報が表示されます。メディアタイプの表示順はプリンター
の操作パネルと同じです。
・メディア名称
（コピーの作成）でコピーした用紙情報は末尾に（Copy）が表示されます。
・お知らせ
付加情報があるときに

が表示され、クリックすると情報を確認できます。

・状況
設定済み：用紙情報が Epson Media Installer にダウンロードされていて、プリン
ター本体やプリンタードライバー、Epson Print Layout に保存されています。
未取得：用紙情報が Epson Media Installer にダウンロードされていませんが、プリ
ンター本体やプリンタードライバー、Epson Print Layout に保存されています。エプソ
ン製専用紙は［未取得］の状態でも印刷できます。
・編集可能
設定を変更可能な用紙情報に

が表示されます。

・削除可能
削除可能な用紙情報に

D

が表示されます。

過去に追加した用紙情報が、プリンタードライバーや Epson Print Layout などに表示さ
れないときにクリックします。

更新ボタン

メディア設定のダウンロード画面
サーバーから用紙情報をダウンロードして、お使いのプリンターやプリンタードライバーなどに登録します。

部位名称

A

検索条件エリア

機能
メディアリスト（B）に表示する用紙情報を絞り込むときに、条件を指定して［検索］
をクリックします。
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部位名称

B

メディアリスト

機能
検索条件エリア（A）で指定した検索条件に該当する用紙情報が表示されます。
［お知らせ］と［状況］の表示内容は以下の通りです。
・お知らせ
付加情報があるときに

が表示され、クリックすると情報を確認できます。

・状況
設定済み：用紙情報が Epson Media Installer にダウンロードされていて、プリン
ター本体やプリンタードライバー、Epson Print Layout に保存されています。
更新あり：サーバーの用紙情報が更新されています。用紙情報を再度ダウンロード
すると、最新の用紙情報がプリンター本体やプリンタードライバー、Epson Print Layout
に保存されます。
未設定：用紙情報がプリンター本体やプリンタードライバー、Epson Print Layout
に保存されていません。
未取得：用紙情報が Epson Media Installer にダウンロードされていません。

C

ダウンロードして登録ボタン

選択した用紙情報をサーバーからダウンロードして、プリンター本体やプリンタードラ
イバー、Epson Print Layout に保存します。

メディア設定の編集画面の構成
メディア設定の編集画面で用紙情報の設定を変更します。
主な設定項目は以下の通りです。
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項目

機能

A

メディア設定名

メディア名称を任意の名前に変更できます。

B

メディアタイプ

用紙情報の分類を変更できます。プリンタードライバーやプリンターの操作パネルの表
示に反映します。

C

プラテンギャップ

印刷結果がこすれて汚れるときは、広げる設定に変更します。

D

乾燥時間

プリントヘッドの移動（パス）ごとの乾燥時間と、ページごとの乾燥時間を設定できま
す。

E

バックテンション

印刷中に用紙にしわが発生するときに調整します。

F

吸着力

薄い用紙や柔らかい用紙で正しく用紙が送られないときがあります。そのときは設定値
を小さくします。

G

斜め給紙軽減

チェックを付けると用紙の斜め給紙を軽減する動作をさせます。

H

用紙厚

用紙の厚さを設定します。

I

ICC プロファイル

［参照］をクリックして ICC プロファイルを変更します。［RGB プロファイル］と［CMYK
プロファイル］の両方を設定できます。
・プリンタードライバーを使用して印刷するときは、［RGB プロファイル］を設定しま
す。
・ソフトウェア RIP を使用して印刷するときは、お使いの RIP がサポートするカラー
モードのプロファイルを［RGB プロファイル］/［CMYK プロファイル］のどちらかに
設定します。

J

PS ユニット印刷設定

オプションの Adobe® PostScript® 3™ 拡張ユニットを装着しているときに表示されます。
Adobe PostScript 3 拡張ユニット使用時の印刷設定を設定します。

インク濃度

PS Folder を使用して印刷するときのインク濃度を設定します。PS Folder を使用せずに
Adobe PostScript 3 拡張ユニットから印刷するときは、PS プリンタードライバーで設定
したインク濃度が適用されます。
PS Folder の詳細は、以下をご覧ください。
U「Adobe® PostScript® 3™拡張ユニット ユーザーズガイド」

ICC プロファイル

Adobe PostScript 3 拡張ユニットから印刷するときの ICC プロファイルを設定します。以
下のいずれかを選択します。
・［プリンタードライバーと同じプロファイルを使用する］
ICC プロファイル（I）の［RGB プロファイル］に設定したプロファイルを Adobe
PostScript 3 拡張ユニットから印刷するときの ICC プロファイルに使用します。
［RGB
プロファイル］が空欄のときは選択できないため、先に［RGB プロファイル］を設定
してください。
・［PS ユニット用のプロファイルを設定する］
CMYK プロファイルを Adobe PostScript 3 拡張ユニットから印刷するときの ICC プロ
ファイルに使用するときに選択します。［参照］をクリックしてプロファイルを設定し
ます。

K

紙管サイズ(芯径)

セットするロール紙の紙管サイズを設定します。

L

用紙送りオフセット

印刷時の用紙送りを最適化します。データサイズと印刷サイズのズレを調整してバンディ
ング（水平方向の帯状の模様）や色ムラの発生が抑えることができます。
設定値の入力方法の例
100 mm のデータサイズの印刷をして、印刷サイズが 101 mm であった場合は 1.0％のズ
レがあります。その場合は-1.0％と入力します。

M

用紙幅検出

チェックを付けるとセットされた用紙幅を自動で検出します。

N

用紙送り左右差補正

チェックを付けると用紙送りの左右差を補正します。
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項目

O

余白

機能
先端余白が少ないと、使用環境や用紙によっては色ムラが発生することがあります。そ
の際は、先端余白を多く取ってください。

上記以外の設定項目の詳細は、以下を参照してください。
U「用紙設定」104 ページ
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C

Epson Media Installer でプリンター本体やプリンタードラ

手順 1 で追加した用紙情報と同じ用紙情報を選択
して、［ダウンロードして登録］をクリックしま
す。

イバーに用紙情報を追加する方法は、以下をご覧くださ

このコンピューターのプリンタードライバーや Epson

い。

Print Layout の用紙種類に用紙情報が追加されます。

用紙情報を追加する

U「用紙情報の追加」38 ページ

1 台のプリンターに 3 台以上のコンピューターを接
続しているときは、手順 2〜3 を繰り返します。

用紙情報を編集する

編集した用紙情報の共有

追加した用紙情報を編集する方法は、以下をご覧くださ
い。

A

U「用紙情報の編集」40 ページ

用紙情報を複数のコンピューター
で共有する

同じプリンターに接続しているコンピューターの
うちの 1 台のコンピューターで Epson Media
Installer を起動して、用紙情報を編集します。
U「用紙情報の編集」40 ページ

B

1 台のプリンターに複数のコンピューターを接続している
ときに、Epson Media Installer で追加/編集した用紙情報
をコンピューター間で共有する方法を説明します。

［メディアの管理］をクリックし、手順 1 で編集
した用紙情報を選択して、
（ファイルに書き
出し）をクリックします。

例えば、1 台のプリンターにコンピューター[A]とコン
ピューター[B]を接続して、コンピューター[A]の Epson
Media Installer で用紙情報を追加/編集します。このとき、
コンピューター[B]の Epson Media Installer には追加/編集
した用紙情報が表示されますが、[B]のプリンタードライ
バーには追加/編集した用紙情報が表示されません。追加/
編集した用紙情報を[B]のプリンタードライバーに表示す
るには、用紙情報をコンピューター間で共有します。

追加した用紙情報の共有

A

C

同じプリンターに接続しているコンピューターの
うちの 1 台のコンピューターで Epson Media
Installer を起動して、用紙情報を追加します。

D

U「用紙情報の追加」38 ページ

B

手順 1 とは別のコンピューターで Epson Media
Installer を起動して、［メディア設定のダウン
ロード］をクリックします。
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ファイルの保存先を選択して保存します。
保存したファイルは拡張子が(.emy)となります。

手順 1〜3 とは別のコンピューターで Epson
Media Installer を起動して、［メディアの管理］
をクリックします。
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E

Web Config の使い方

（ファイルから読み込み）をクリックします。
［開く］ダイアログが表示されます。

起動方法や機能の概要を説明します。

起動方法
本機と同一のネットワークに接続しているコンピューター
のブラウザーで起動します。

A
F

操作パネルから本機の IP アドレスを確認します。

手順 3 で保存したファイルを選択して、
［開く］
をクリックします。
ファイルの拡張子は(.emy)です。
拡張子(.emy)のファイルが表示されないときは、
［ファイル名］の右側のプルダウンメニューで［EMY
File(*.emy)］を選択します。

B
C

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

Web ブラウザーのアドレスバーに本機の IP アド
レスを入力して、
【Enter】または【Return】
キーを押します。
書式：
IPv4： http://本機の IP アドレス/
IPv6： http://[本機の IP アドレス]/
例：

このコンピューターのプリンタードライバーや Epson

IPv4：http://192.168.100.201/

Print Layout の用紙種類に用紙情報が追加されます。

IPv6：http://[2001:db8::1000:1]/

1 台のプリンターに 3 台以上のコンピューターを接
続しているときは、手順 4〜6 を繰り返します。

終了方法
Web ブラウザーを終了します。
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ソフトウェアのアップデー
トまたは追加インストール

機能概要
Web Config の主な機能を紹介します。詳細については『シ
ステム管理者ガイド』をご覧ください。

『セットアップガイド』に従ってセットアップ時にイン
ストールを行うと Epson Software Updater がインストー
ルされます。Epson Software Updater では、本機のファー
ムウェアとインストール済みのソフトウェアのアップデー
トや本機対応のソフトウェアの追加インストールができ
ます。

L
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。Epson Software Updater でアップ
デートの通知を受ける設定にして、通知があったら速やかに
アップデートすることをお勧めします。

主な機能
・インク残量などの本機の状態を確認できます。

更新されたか確認してアップデー
ト

・本機のファームウェアのバージョン確認とアップデート
をすることができます。
・本機のネットワーク設定や、本機単体ではできない SSL/

A

TLS 通信、IPsec/IP フィルタリング、IEEE802.1X など
の高度なセキュリティー設定ができます。
・設定のエクスポート、インポートができます。

以下の状態になっていることを確認します。
・コンピューターがインターネットに接続されてい
る。

設定値のバックアップ、プリンターの置き換え時などに
利用できます。

・本機とコンピューターが通信できている。

B

Epson Software Updater を起動します。
・Windows
す べ て の プ ロ グ ラ ム の 一 覧 を 表 示 し 、 Epson
Software フ ォ ル ダ ー に あ る Epson Software
Updater をクリックして起動します。

L
・キーボードの Windows キー（Windows ロゴマークの
キー）を押し、表示されたウィンドウ内の検索ボッ
クスにソフトウェア名称を入れて検索するとすぐに
表示されます。
・デスクトップのタスクバーにあるプリンターアイコ
ンをクリックして、［ソフトウェアアップデート］を
選択して起動することもできます。

・Mac
［ 移 動 ］ - ［ ア プ リ ケ ー シ ョ ン ］ - ［ Epson
Software］-［EPSON Software Updater］の順に選
択します。
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C

ソフトウェアの削除

アップデートするソフトウェアやマニュアルを選
んで更新します。
以降は画面の指示に従ってください。

Windows

K

K

更新中は、コンピューターや本機の電源を切らな
いでください。

・管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。
・管理者のパスワードまたは確認を求められたときは、

L

パスワードを入力して操作を続行してください。

一覧に表示されないソフトウェアは EPSON Software
Updater では更新できません。エプソンのウェブサイト
で最新版のソフトウェアを確認してください。
ま た 、 Windows Server OS を お 使 い の場 合 、 Epson
Software Updater ではインストールができません。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

アップデートの通知を受け取る

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。

B

お使いのコンピューターで起動している全てのア
プリケーションソフトを終了させます。

C

Windows

A

A

［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。

Epson Software Updater を起動します。

B

確認の間隔設定をクリックします。

C

本機の間隔の欄で更新の確認を行う間隔を選択し
て［OK］をクリックします。

D

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 Series プリンターアンインス
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。

Mac
メーカー設定で、30 日毎にアップデートがあるかどうか
を確認して通知する設定になっています。
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E

本機のアイコンをクリックして、
［OK］をクリッ
クします。

F

この後は、画面の指示に従ってください。
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。

Mac
プリンタードライバーやその他のソフトウェアを再イン
ストールしたりバージョンアップするときは、以下の手
順で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
「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。

その他のソフトウェア
［アプリケーション］フォルダー内のソフトウェア名称
が付いたフォルダーごと、［ゴミ箱］にドラッグ&ドロッ
プして削除します。
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基本の操作

C

ロール紙カバーを開けます。

D

アダプターホルダーのロックレバーを下げて、
ロックを解除します。

E

アダプターホルダーを左側に移動します。

ロール紙のセットと取り外
し
ロール紙のセット方法
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。
本機のロール紙アダプターを使用してください。他機種
のロール紙アダプターは使用しないでください。

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」156 ページ
・画面でセット方法の手順を見ながらセットできます。手順
を見るには、ロール紙カバーを開け、操作パネルの［説明
を見る］を押します。

A

本機の電源を入れます。

B

操作パネルの用紙セット情報欄を押して、
［ロー
ル紙］を選択します。

アダプターホルダーを移動する際は、必ず取っ手を
持って操作してください。
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F

G

ロール紙を本機上面に置きます。

ロール紙の紙管サイズに応じてロール紙アダプ
ターのサイズを切り替えます。
ロール紙アダプターは 2 つとも同じサイズに切り替
えます。

３インチ紙管のとき ２インチ紙管のとき

H

29

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。

基本の操作

I

K

ロール紙の両端にロール紙アダプターを取り付
け、左右のアダプターロックレバーを倒してロッ
クします。

ロール紙を転がさずにスライドさせたり、勢いよ
く転がしたりすると、アダプターホルダーや本機

奥までしっかり押し込んでからロックしてくださ

が傷付くことがあります。アダプターホルダーが

い。

傷付くと、アダプターを本機から取り外しにくく
なることがあります。その際は、アダプターを上
に持ち上げながら取り外してください。

M

ロール紙の両端が奥までしっかりとセットされてい

J

ロール紙を、ロール紙セットガイドに当たるまで
右に寄せます。

K

左側のロール紙アダプターとアダプターホルダー
上の【 u 】が一直線上になるように、アダプター

ることを確認してください。

ホルダーを移動します。

L

アダプターホルダーの取っ手を握り、右にスライ
ドさせて、ホルダー軸にしっかりとはめ込みま
す。

ロール紙をゆっくり転がして奥まで移動します。
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N

P

アダプターホルダーのロックレバーを上げロック
します。

自動給紙がオフに設定されているときは、ロール
紙の先端を給紙スロットに挿入して、先端がプリ
ンターの外に出るまで送り出します。
ロール紙がたるんだり、先端が折れたりしていない
ことを確認してください。

O

ロール紙の先端を給紙スロットに挿入して、音が
鳴るまで送り出します。

Q

ロール紙カバーを閉めます。

R

用紙種類を確認します。
U「セットした用紙の設定」36 ページ

ロール紙のカット設定
本機は内蔵カッターを装備しています。印刷後のロール
紙を以下のどちらかでカットできます。
・自動カット：
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
に従って、1 ページ印刷するごとに決まった位置で自動
的にカットされます。
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・手動カット：

手動カットの方法

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

プリンタードライバーや操作パネルで［カットなし］ま

線を目安に内蔵カッターでカットできます。

たは［自動カット］を［オフ］に設定しているときは、
印刷後に次の手順で、任意の箇所をカットできます。

K

A

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。

前面カバーを閉めた状態でプリンター内部を見な
がら、カットする位置がラベルの位置に来るまで
操作パネルの【 X 】 - ［送る］または［戻す］
を押し続けます。

・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。
前面カバーを閉めた状態で本機内部を見ながら、カッ
トする位置が前面カバーの下に出て来るまで【 X 】 ［送る］を押し続けます。市販のカッターやはさみを
使ってカットします。

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

L

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

内蔵カッターでカットするには、カット位置から用紙
先端までの長さが 60〜127mm 必要です。必要な長さ
は用紙種類によって異なり、変更できません。必要な
長さに満たないときは、自動的に用紙が送り出されて
余白ができます。不要な余白は市販のカッターなどで
カットしてください。

す。

L
・オプションの自動巻き取りユニットは、本機とプリンター
ドライバーの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。

B

コンピューターでの設定方法

［カット］を押します。
確認画面が表示されます。［カット］を押すと、内
蔵カッターでカットされます。

プリンタードライバーの［プロパティ］（または［印刷設
定］
）-［ロール紙オプション］の［オートカット］で設定
します。

ロール紙の取り外し方

本機での設定方法

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、

操作パネルで［本体設定］-［プリンター設定］-［給紙装

表面に用紙押さえローラーの跡が付くことがあります。

置設定］-［ロール紙設定］-［カット設定］-［自動カッ
ト］で設定できます。
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A

ホーム画面から用紙セット情報欄を押して、［取
り外し］を選択します。

C

アダプターホルダーのロックレバーを下げて、
ロックを解除します。

D

アダプターホルダーを左側に移動します。

用紙が巻き戻って排紙されます。
残量管理設定をオンに設定しているときは、巻き戻
る前に自動的にバーコードが印刷されます。

L
印刷済みの用紙がカットされずに残っているときは、
確認画面が表示されます。
［カット］を押すと既定のカット位置でカットされ、
［切り取り線印刷］を押すと規定の位置に切り取り線
が印刷されます。
カット位置や切り取り線印刷位置を任意の位置に変更
したいときは、［閉じる］を押してメッセージをキャン
セルし、
［用紙送り/カット］メニューで変更してくださ
い。
詳細は、以下をご覧ください。
U「ロール紙のカット設定」31 ページ

B

ロール紙カバーを開けます。

アダプターホルダーを移動する際は、必ず取っ手を
持って操作してください。
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E

ロール紙をゆっくり転がし、本機上面に移動しま
す。

K
ロール紙を転がさずにスライドさせたり、勢いよ
く転がしたりすると、アダプターホルダーや本機
が傷付くことがあります。アダプターホルダーが
傷付くと、アダプターを本機から取り外しにくく
なることがあります。その際は、アダプターを上
に持ち上げながら取り外してください。

F

アダプターロックレバーを起こしてロックを解除
し、ロール紙アダプターをロール紙から取り外し
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。

34

G

アダプターホルダーのロックレバーを上げます。

H

ロール紙カバーを閉めます。

基本の操作

D

単票紙・ボード紙のセット
と取り外し

印刷する面を手前に向け、右側の線に合わせて
セットします。
通常は、縦長に挿入してください。
厚紙は、用紙長 762mm まで対応しています。ただ

K

し、SC-P9550 は、用紙を横長にセットする事で用

用紙が波打ったり、反ったりしているときは新しい用

紙長が 762mm を超える厚紙にも対応できます。

紙をお使いください。波打ったり、反ったりしている

単票紙をセットする場合は、用紙先端が突き当たる

用紙をセットすると、用紙サイズの検知や給紙、印刷

まで差し込みます。

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。

単票紙・ボード紙のセット方法
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、表面にローラーの跡が付く
ことがあります。
・ロール紙がセットされているときは、ロール紙を巻
き戻してから単票紙をセットしてください。
U「ロール紙の取り外し方」32 ページ

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」156 ページ

ボード紙をセットする場合は、用紙の後端がロール
紙カバーのセット位置より下に来るまで挿入しま
す。

A

本機の電源を入れます。

B

操作パネルの用紙セット情報欄を押して、
［単票
紙］または ［ボード紙］を選択します。

C

単票紙カバーを開けます。

E
F
35

操作パネルの［完了］ - ［OK］を押します。

用紙種類を確認します。
U「セットした用紙の設定」36 ページ

基本の操作

単票紙・ボード紙の取り外し方

セットした用紙の設定

用紙が落ちないように手で支えながら、操作パネルの用

印刷を開始する前に用紙種類の設定を行います。セット

紙セット情報欄を押して、［取り外し］を選択します。用
紙が排紙されます。

した用紙に合った用紙種類に設定しないと、しわ・こす
れ、色ムラなどのトラブルの原因になります。

L
設定した用紙種類と同じ設定をプリンタードライバーにも設
定します。
操作パネルとプリンタードライバーの用紙種類の設定が異な
るときは、プリンタードライバーの設定が優先されます。た
だし、操作パネルで設定した用紙種類がユーザー用紙設定に
保存した用紙種類のときは、操作パネルの用紙設定が優先さ
れます。
ユーザー用紙設定の詳細は、以下をご覧ください。
U「操作パネルでユーザー用紙設定をする」41 ページ

設定方法

A

用紙セット後に表示される画面に用紙種類が表示
されます。セットした用紙と画面に表示されてい
る用紙種類が一致しているか確認します。

ロール紙

単票紙／ボード紙

セットした用紙と画面に表示されている用紙種類が
一致していないときは［用紙種類］を押して用紙種
類を設定します。
セットした用紙種類が操作パネルにないときは、以
下をご覧ください。
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D

U「用紙情報が操作パネルやドライバーにないと
きは」37 ページ

用紙設定画面で［OK］を押すと給紙が開始され
ます。
ホーム画面に「印刷できます。」と表示されてたら

B

印刷を開始できます。

ロール紙で残量管理するときは、
［残量管理］を
［オン］にして、［残量］と［残量警告］を設定
します。

L
プラテンギャップや乾燥時間などの用紙の詳細設定を
したいときは、［用紙の詳細設定］を押して各項目を設
定します。
設定できる項目は以下をご覧ください。
U「メニュー一覧」104 ページ

L
残量管理を設定するとロール紙取り外し時に、用紙先
端にバーコードが印刷されます。次回ロール紙をセッ
トするときに、用紙の残量値や用紙種類が自動で設定
されます。
ただし、用紙によってはバーコードの読み取りができ
ない場合があります。

C

単票紙／ボード紙のときはセットした用紙と画面
に表示されている用紙サイズが一致しているか確
認します。

用紙の詳細設定は、現在選択している用紙種類に対し
て保存されます。

用紙情報が操作パネルやドライ
バーにないときは
セットした用紙と画面に表示されている用紙サイズ

用紙情報が操作パネルやドライバーにないときは、以下

が一致していないときは［用紙サイズ］を押して用

のいずれかの方法で用紙設定を行うことができます。

紙サイズを設定します。

・Epson Media Installer を使用する
・操作パネルでユーザー用紙設定をする

37
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Epson Media Installer を使用する

プリンタードライバー（Windows）

インターネット経由で用紙情報を追加できます。また、
追加した用紙情報の編集もできます。

エプソンのウェブサイトから最新のプリンタードラ
イバーをダウンロードしてください。

Mac の場合
Epson Media Installer を起動します。
/Applications/Epson Software/Epson Utilities/ Epson
サーバーから ICC プロファイルや印刷モード、印刷制御

Media Installer.app

パラメーターを含む用紙情報をダウンロードします。
ダウンロードした用紙情報は、プリンタードライバーや
Epson Print Layout、プリンター本体に保存されます。

Epson Media Installer が起動すると、追加可能な用
紙情報の一覧が表示されます。

L
Epson Edge Dashboard やプリンターを介さずに Epson Media
Installer を起動させるには、インターネットからソフトウェ
アをダウンロードする必要があります。
詳細は以下をご覧ください。
U「ソフトウェアの紹介」15 ページ

用紙情報の追加

A

いずれかの方法で Epson Media Installer を起
動させます。

Epson Edge Dashboard
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B

プリンタードライバー（Mac）

用紙情報を追加します。
［メディア設定のダウンロード］をクリックして、
目的の用紙を選択します。［ダウンロードして登録］
をクリックすると選択した用紙情報が追加されま
す。

C

プリンタードライバーや Epson Print Layout の
用紙種類に用紙情報が追加されます。
目的の用紙を選択して印刷します。

Epson Print Layout

L
Epson Media Installer で追加された用紙情報は操作パネ
ルの［プリンター設定］-［ユーザー用紙設定］にも追
加されます。
用紙情報の設定値は操作パネルでは変更できません。

プリンタードライバー（Windows）
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B

K
プリンタードライバーをアンインストールして再度イ

編集したい用紙情報を選択して、
作成）をクリックします。

ンストールしたときは、Epson Media Installer で用紙

一覧の［状況］に ［

情報を再登録してください。

る用紙情報のみコピーできます。

（コピーの

設定済み］と表示されてい

用 紙 情 報 を 再 登 録 し な い と 、 過 去 に Epson Media
Installer で追加した用紙情報が、プリンタードライバー
や Epson Print Layout などで表示されないことがあり
ます。

用紙情報の再登録方法
Epson Media Installer を 起 動 し て 、［ メ デ ィ ア の 管
理］-［更新］の順にクリックします。

用紙情報のコピーが作成されます。作成されたコ
ピーには、メディア名称の末尾に(Copy)と表示され
ます。

C

用紙情報の編集
用紙情報の編集は、追加した用紙情報をコピーしてから

コピーした用紙情報を選択して、
クリックします。

（編集）を

メディア設定の編集画面が表示されます。

設定を変更します。追加した用紙情報を直接編集するこ
とはできません。

A

Epson Media Installer を起動して、
［メディア
の管理］をクリックします。
本機に保存されている用紙情報が表示されます。
ただし、プリンターの操作パネルの［ユーザー用紙
設定］で設定した用紙情報は表示されません。

D

印刷目的などに合わせて設定を変更して、
［OK］
をクリックします。
メディア設定の編集画面の詳細については、以下を
ご覧ください。
U「メディア設定の編集画面の構成」20 ページ

E

40

プリンタードライバーや Epson Print Layout
に、編集した用紙情報が反映されます。

基本の操作

L

Adobe PostScript 3™拡張ユニット使用時の
ご注意
®

®

［用紙送りオフセット］ とはデータサイズと印刷サイ
ズのズレを調整する機能です。
例
100 mm のデータサイズの印刷をして、印刷サイズが
101 mm であった場合は 1.0％のズレがあります。その
場合は- 1.0％と入力します。

Adobe PostScript 3 拡張ユニットとプリンターに登録され
るユーザー用紙情報は一致させてください。ユーザー用
紙情報が一致しないと Adobe PostScript 3 拡張ユニットと
プリンター間で用紙設定の不整合により色が正しく印刷
されない場合があります。

その他各設定項目については、以下をご覧くださ

・Adobe PostScript 3 拡張ユニットを初めて使用する場合

い。
U「本体設定」109 ページ

それまでプリンターに登録したユーザー用紙情報を一度
削除し、Adobe PostScript 3 拡張ユニットを装着した状
態で再度追加してください。
・Adobe PostScript 3 拡張ユニットを一時的に取り外した
状態で、ユーザー登録用紙の追加や削除を行った場合
Adobe PostScript 3 拡張ユニットを装着した状態でユー
ザー登録用紙を一度削除し、再度追加してください。

操作パネルでユーザー用紙設定をす
る

A

操作パネルで［本体設定］-［プリンター設定］［ユーザー用紙設定］を選択します。

B

設定を保存する用紙番号（1-30）を選択します。

C

用紙情報を設定します。
以下の項目は必ず設定してください。
・参照用紙種類の変更
・用紙厚
・紙管サイズ（芯径）（ロール紙のみ）
・用紙送りオフセット
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排紙バスケットの使い方

A

用紙サポートが図の様な状態になっていることを
確認します。

B

両手でロール部を持ち、まっすぐ下がって布を引
き出します。

排紙バスケットを使用すると、印刷された用紙の汚れや
折れなどを防止し、スムーズに排紙できます。

K
排紙バスケットへの収容は、1 回 1 枚にしてください。
用紙を連続して複数枚収容すると、正常に排紙できな
くなるおそれがあります。

本機前方に排紙する
印刷面が上側で排紙されるため、印刷面が傷つきにくい
です。

引き出す布の長さは印刷長さに応じて調節してくだ
さい。

本機後方に排紙する
省スペースで排紙することができます。

C

前方排紙のセットと収納
前方排紙のセット
ここでは、収納状態から排紙バスケットを使用可能な状
態にする手順を説明します。

42

ロール部が床に着かないように置きます。

基本の操作

L

K

厚みのある用紙は、用紙の先端が布に引掛かり、正常
に排紙できないことがあります。そのような時は左右
のバンドを調整して、布の角度をきつくすると改善す
ることがあります。

布が張りすぎた状態や床に着いた状態で印刷する
と、正しい排紙ができないことがあります。

布の角度をきつくするには、布に近い穴に紐を通しま
す。
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B

L
布の角度を緩くするには、ベルトの先端に近い穴に紐
を通します。

ロール部右側のボタンを押しながら、本体に向
かってまっすぐ進みます。
布の下側を金属フレームに沿わせながら進むと、布
を平らに巻き取ることができます。

L
用紙の反りが大きい場合等に、自動カット後に用紙が
丸まって排出され印刷面にキズが付く可能性がありま
す。自動カット後に用紙が丸まって排出される場合は、
自動カット OFF で使用することをお勧めします。

C

ロール部をスタンドの図で示す場所に置きます。

D

保管中に布が伸びるのを防ぐため、ロール部を反
時計まわりに少し回転させて布をたるませます。

収納方法
ここでは、前方排紙の状態から収納状態にする手順を説
明します。

L
ロール部の手持ちバンドは SC-P9550 のみに付属します。

A

ロール部を床から持ち上げます。
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D

巻き取った布がでこぼこしているときは、上から撫
でて平らにすると、保管時の変形を防ぎます。

後方排紙のセット
ここでは、収納状態から排紙バスケットを使用可能な状
態にする手順を説明します。

A

排紙サポートを水平方向まで起こします。

B

排紙バスケットの左右のアーム部をロール部に当
たるまで手前に倒します。

C

排紙サポートを図のように垂直状態になるまで下
げます。

45

排紙バスケットの左右のアーム部がクリックする
位置まで後方に戻します。
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自動巻き取りユニットの使
い方（SC-P9550 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
で巻き取れます。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」156 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
自動巻き取りの方向を設定するスイッチです。
・自動巻き取りユニットの紙管は、マニュアルをご覧

Backward ： 印刷面を内側にして巻き取ります。

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。

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

けがをするおそれがあります。

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。
3 秒以上押し続けると速くなります。

ロール紙の先端部が垂直にカットされていることを確
Forward

認してください。先端部が波打ったり、曲がったりし
ていると、正しく巻き取れません。

： 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。

U「手動カットの方法」32 ページ

L

紙管の取り付け

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
トに付属のマニュアルをご覧ください。

K
・印刷するロール紙と同じサイズ（幅、芯径）の紙管
を使用してください。
紙管のサイズ（幅、芯径）が異なると、正しく巻き
取られないことがあります。
・紙管が変形していたり、表面に損傷があったりした
ときは、巻き取り紙管として使用できません。
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A

自動巻き取りユニットへのフランジの取り付けは、使用
する紙管サイズ（芯径）によって向きが異なります。

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。

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
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［オフ］にしてください。［オン］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」31 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
トに付属の『セットアップガイド』をご覧ください。

B

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

本機の操作パネルで用紙セット情報 - ［巻き取り
準備］を選択します。
用紙が紙管まで送られます。
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E

F

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」156 ページ

G

自動巻き取りユニットの Manual スイッチを
Forward 側に押して、用紙が突っ張らない程度
に巻き取らせます。

自 動 巻 き 取 り ユ ニ ッ ト の Auto ス イ ッ チ を
Forward 側にセットします。

巻き付け後に、用紙と紙管の間に十分なたるみを持

内巻きでの巻き取り

たせてください。

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
トに付属の『セットアップガイド』をご覧ください。
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A

E

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

B

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

本機の操作パネルで用紙セット情報 - ［巻き取り
準備］を選択します。

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 Manual スイッチを
Backward 側に押して、用紙が突っ張らない程度
に巻き取らせます。

用紙が紙管まで送られます。

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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G

Auto スイッチを Backward 側にセットします。

A

自動巻き取りユニットの Auto スイッチを Off に
します。

B

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。

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。

［カット後の巻取り］が［ON］のとき

自動巻き取りユニットから巻き取った印刷物を取り外

カット後に用紙が自動で巻き取られます。

す作業は、左右をそれぞれ 1 人で持って行ってくださ

カット時は印刷面が床に接触しないように用紙を手

い。

で支えてください。用紙が全て巻き取られないとき
は、必要に応じて Auto スイッチを Off にしてから、

1 人だけで行うと、巻き取った印刷物が落下して、け
がをするおそれがあります。

Manual スイッチで巻き取ってください。

［カット後の巻取り］が［OFF］のとき
カット後に用紙が自動で巻き取られません。
印刷面が床に接触しないように手で支えながら用紙
を以下の手順でカットして、手動で巻き取ってくだ
さい。
① Auto スイッチを Off にします。
② 用紙をカットします。
③ Manual スイッチを巻き取りの方向に応じて
Forward 側または Backward 側に押し続けま
す。
U「手動カットの方法」32 ページ
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C

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。

基本的な印刷方法

可動ユニットを取り外すときは、紙管を落とさない

印刷と中止の方法を説明します。

ように片手で支えてから行ってください。

操作パネルで設定した用紙種類と同じ設定をプリンター
ドライバーに設定して印刷します。
操作パネルとプリンタードライバーの用紙種類の設定が
異なるときは、プリンタードライバーの設定が優先され
ます。ただし、操作パネルで設定した用紙種類がユーザー
用紙設定に保存した用紙種類のときは、操作パネルの用
紙設定が優先されます。
ユーザー用紙設定の詳細は、以下をご覧ください。
U「操作パネルでユーザー用紙設定をする」41 ページ
途中で印刷を中止するときは、以下をご覧ください。
U「印刷の中止（Windows）」54 ページ

D

U「印刷の中止（Mac）」55 ページ

紙管を自動巻き取りユニットから取り外します。

印刷の実行（Windows）
印刷は接続したコンピューターから用紙サイズや給紙方
法などを設定して実行します。

A

本機の電源を入れて、印刷する用紙をセットしま
す。
U「ロール紙のセットと取り外し」28 ページ
U「単票紙・ボード紙のセットと取り外し」35 ペー
ジ

B
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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

F

本機が選択されていることを確認し、
［詳細設定］
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。

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。

画面上にプログレスバーが表示され、印刷が始まり

D

ます。

セットした用紙に合わせて［用紙種類］、
［カ
ラー］
、
［印刷品質］
、
［色補正］
、［給紙方法］など
を設定します。

印刷中の画面
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。

E

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

［ページサイズ］または［用紙サイズ］をアプリ
ケーションソフトで設定した用紙サイズに合わせ
て選択します。

換が必要なときは、エラーメッセージが表示されます。

設定が終了したら［OK］をクリックします。
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印刷の実行（Mac）

L

印刷は接続したコンピューターから用紙サイズや給紙方

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。

法などを設定して実行します。

A

本機の電源を入れて、印刷する用紙をセットしま
す。
U「ロール紙のセットと取り外し」28 ページ
U「単票紙・ボード紙のセットと取り外し」35 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。

D

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］の項目では、用紙サイズ、フチなし
方法、給紙方法を設定します。

C

画面下の［詳細を表示］をクリックします。

Mac OS X v10.6.8 では、プリンター名の右横の矢印
（

）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。
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E

一覧から［印刷設定］を選択し、各項目を設定し
ます。

印刷の中止（Windows）
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
ときは、コンピューターからは印刷を中止できません。
本機で中止してください。
U「印刷の中止（本機から）」55 ページ

プログレスバー表示時
［印刷中止］をクリックします。

プログレスバー未表示時

セットした用紙に合わせて［用紙種類］
、［カラー］
、
［印刷品質］などを設定します。通常は［印刷設
定］の各項目を設定するだけで正常に印刷できま

A

す。

F

タスクバーにあるプリンターのアイコンをクリッ
クします。

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。

アイコンが表示される、されないは Windows での設

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

定によります。

れます。印刷データの情報や印刷待ちデータなどが確認

B

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。

中止したい印刷データを選択し、
［ドキュメント］
メニューの［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、［プリンター］
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。
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本機へのデータ転送が終了していると、上記画面に

印刷可能領域

印刷データは表示されません。

本機で印刷できる領域の説明をします。
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

印刷の中止（Mac）

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

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
ときは、コンピューターからは印刷を中止できません。

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

本機で中止してください。

されません。

U「印刷の中止（本機から）」55 ページ

先端余白が少ないと、使用環境や用紙によっては色ムラ
が発生することがあります。その際は、先端余白を多く

A

取ってください。

Dock 内のプリンターアイコンをクリックしま
す。

ロール紙の印刷可能領域
下図のグレーの部分が印刷可能領域です。
イラスト内の矢印は、排紙方向を示しています。

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。

＊1 SC-P9550

印刷の中止（本機から）

＊2 SC-P7550

印刷中は、操作パネルの画面上に中止ボタンが表示され

＊3 プリンタードライバーの［給紙方法］で［ロール紙

ています。中止ボタンを押してください。印刷途中であっ
ても、印刷をキャンセルします。印刷可能状態になるま

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。

でに時間が掛かることがあります。

＊4 プリンタードライバーで設定可能な用紙長の最大

L

値は以下の通りです。
Windows: 18 m (708.66 inch)

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「印刷の
中止（Windows）」または「印刷の中止（Mac）」をご覧くだ
さい。

Mac: 18 m (708.66 inch)
それ以上の長さの用紙に印刷するときは、市販の
長尺印刷専用アプリケーションソフトが必要です。
また、プリンタードライバーの［給紙方法］で
［ロール紙 長尺モード］を選択してください。

図内の A〜D は先端、後端、左右の余白を表します。
フチなし印刷時は、以下の値が 0mm になります。
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・左右フチなし印刷時：B,D

単票紙の印刷可能領域

・四辺フチなし印刷時：A,B,C,D

下図のグレーの部分が印刷可能領域です。イラスト内の
矢印は、排紙方向を示しています。
左右フチなし印刷時は、左右余白が 0mm になります。

それ以外は、メニューの［先端余白］［後端余白］の設定
値によって異なります。
［先端余白］［後端余白］の設定 U「用紙設定」104 ペー
ジ
はメーカー設定値です。
［先端余白］［後端余白］
の設定値
標準

余白の値
A,C=15mm＊
B,D=3mm

＊ ［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。
EPSON プロフェッショナルフォト＜厚手光沢＞/＜厚

＊1 SC-P9550

手半光沢＞/＜厚手絹目＞/＜厚手微光沢＞

＊2 SC-P7550

また、UltraSmooth Fine Art paper/バライタを使用す

＊3 PX/MC プレミアムマットボード紙で印刷するとき

るときは、A の値が 45mm になります。

は 15.5mm

余白を変更したい場合は、［用紙設定］の［先端余
白］と［後端余白］で変更します。
［先端余白］は、3mm、15mm、20mm、45mm から
選択でき、A の長さが変更されます。
［後端余白］は、3mm、15mm から選択でき、C の
長さが変更されます。

K
・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。
・余白が変わっても印刷されるサイズは変わりません。

L
ブラック・エンハンス・オーバーコート印刷の際は、最大で
約 34 mm の余白が追加されます。ブラック・エンハンス・
オーバーコート印刷時の余白の調整は、先端余白節約を選択
してください。
詳しくは以下をご覧ください。
U「黒色の濃度をより濃くして印刷（ブラック・エンハン
ス・オーバーコート）」70 ページ

自動カットをしない複数ページ印刷時の 1 ページ目と 2
ページ目といった各ページ間の余白は、メニューのペー
ジ間余白で設定した数値になります。
U「用紙設定」104 ページ
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電源オフタイマーによる電
源の切断
本機には、以下の 2 種類の省電力設定が装備されていま
す。

省電力の設定
本機には、以下の 2 種類の省電力設定が装備されていま
す。

スリープモード
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、
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オフ
になり消費電力が抑えられます。
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、1〜60 分で設定できます。
メーカー設定値は、何も操作しない状態が 5 分続くとス
リープモードになります。［スリープ移行時間設定］は
「本体設定」で変更できます。
U「本体設定」109 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電源ランプは点灯してい
ます。

自動電源オフ
自動電源オフ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いた
ときは、自動で本機の電源が切れます。自動で電源を切
るまでの時間は、30 分〜12 時間で設定できます。
メーカー設定値は、［設定しない］になっています。［自
動電源オフ］は「本体設定」メニューで行います。
U「本体設定」109 ページ
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ハードディスクユニットの使い方（オプション）

再印刷する際は、ハードディスクから直接印刷できます

ハードディスクユニッ
トの使い方（オプショ
ン）

ので、お使いのコンピューターには負荷を与えません。
印刷ジョブの保存は、プリンタードライバーで設定しま
す。
U「印刷ジョブを保存」58 ページ

L
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。
LFP Print Plug-In for Office

機能概要
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（以降ハードディスク）を

印刷ジョブの操作手段

装着すると、印刷ジョブを保存したり、再印刷したりで

操作パネルの印刷ジョブメニューから

®

きます。

詳細な手順 U「保存したジョブの確認・印刷」60 ペー
ジ

拡張される機能
ハードディスク内のデータ

以下のように印刷ジョブの確認や操作ができます。

ハードディスク内のデータは、コンピューターなどにコ

印刷待ちジョブの確認

ピーできません。ハードディスクに印刷ジョブを保存し
ても、元データはコンピューターで保管してください。

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

ハードディスク内のデータは、次のようなときに消失ま

ます。

たは破損する可能性があります。

・予測印刷開始時間

・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき

・印刷に要する予測時間

・誤った使い方をしたとき

保留ジョブの確認/再開

・故障や修理のとき

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、

・天災による被害を受けたとき

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

上記に限らず、また保証期間内であってもデータ消失・

るなど、印刷できる状態にしないと印刷再開できません。

破損等の責任は負いかねます。消失・破損したデータの

しかし、ハードディスクに以下の印刷ジョブを保留ジョ

復旧も責任を負いかねます。ご了承ください。

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。

印刷ジョブを保存

・給紙方法の設定が本機設定と異なる印刷ジョブ

ここでは、プリンタードライバーで印刷ジョブを保存す

・用紙種類が本機設定と異なる印刷ジョブ

る設定手順を説明します。

・出力用紙サイズ(幅)が本機設定よりも大きな印刷ジョブ

L
保留ジョブは、［本体設定］-［プリンター設定］-［PS 設
定］-［保留ジョブの保存］で設定できます。
U「本体設定」109 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、あとから再印
刷できます。
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Windows での設定
選択した内容により、印刷動作が、以下のように異

A

なります。

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。

・
［印刷して保存する］：
印刷と同時にハードディスクへのジョブ保存が行
われます。［送信終了後に印刷する］にチェックを
付けると、印刷ジョブをハードディスクに保存し
終わってから印刷を開始します。
・
［印刷のみ］：
印刷されるだけでハードディスクにジョブは保存
されません。
・
［保存のみ］：
ハードディスクにジョブが保存されるだけで印刷
は行われません。

B

このあとは、通常通り印刷を行います。

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。

Mac での設定

A

C

ページ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、
［印刷モード］を選
択します。

B
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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。

本機が選択されていることを確認して一覧から
［ハードディスク設定］を選択します。

ハードディスクユニットの使い方（オプション）

C

［印刷モード］を選択します。

A

操作パネルでインフォメーションを押します。

B

ジョブ状態を押して、保存を選択します。
ハードディスクに保存されているジョブが表示され
ます。

C

選択した内容により［プリント］をクリックした後
の動作が、以下のように異なります。
・
［印刷して保存する］：
印刷と同時にハードディスクへのジョブ保存が行
われます。［送信終了後に印刷する］にチェックを
付けると、印刷ジョブをハードディスクに保存し
終わってから印刷を開始します。
・
［印刷のみ］：
印刷されるだけでハードディスクにジョブは保存
されません。
・
［保存のみ］：
ハードディスクにジョブが保存されるだけで印刷
は行われません。

このあとは、通常通り印刷を行います。

保存したジョブの確認・印
刷
ここでは、保存したジョブを操作パネルで確認・印刷す
る手順を説明します。
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ジョブを選択し、画面に従って印刷や削除を行い
ます。

プリンタードライバーの使い方（Windows）

プリンタードライバー B
の使い方
（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設定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「印刷の実行（Windows）」51 ページ
・スタートボタンから表示する

スタートボタンから表示する
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。

A

［コントロールパネル］の［ハードウェアとサウ
ンド］から［デバイスとプリンターの表示］をク
リックします。

この後、各項目を設定します。ここでの設定が、アプリ

Windows 10/8.1/8/7

ときの初期設定になります。

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

［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
-［コントロールパネル］- ［ハードウェアとサ
ウンド］の［プリンタ］の順にクリックします。

Windows XP の場合
［スタート］-［コントロールパネル］-［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
ヘルプ画面を表示して、もくじやキーワード検索してヘ
ルプを読むことができます。

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。

62

プリンタードライバーの使い方（Windows）

保存した設定は、基本設定画面の［お気に入り］から呼

プリンタードライバーのカ
スタマイズ

び出すことができます。

L
・設定は、最大 100 件まで保存できます。

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。

・任意の設定を選択して［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。

各種設定をお気に入りとして保
存

・任意の設定を選択して［削除］をクリックすると、設定を
削除できます。

プリンタードライバーの全ての印刷設定値をお気に入り

インク濃度の調整

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。

使用する用紙に合わせてインク濃度を調整し、その設定

お気に入りに保存した設定を呼び出すことで効率良く、
繰り返し同じ設定で印刷できます。

値を登録することができます。

A

A

［基本設定］画面と［ページ設定］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。

プリンタードライバーの基本設定画面を表示しま
す。
U「印刷の実行（Windows）」51 ページ

B

C

［基本設定］画面または［ページ設定］画面の
［保存/削除］をクリックします。

［設定名］にお好きな名称を入力し、
［保存］を
クリックすると、［設定リスト］に設定が保存さ
れます。
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B

［用紙種類］を選択し、
［用紙調整］をクリック
します。

C

登録する用紙に合わせて、インク濃度を設定し、
［OK］をクリックします。

プリンタードライバーの使い方（Windows）

D

E

［カスタムメディア設定］をクリックします。

［設定名］にお好きな名称を入力し、
［登録］を
クリックすると、［設定リスト］に設定が保存さ
れます。

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。

C

［リスト］の中で、表示順やグループ分けを変更
します。

保存した設定は、基本設定画面の［用紙種類］で選択で
きます。

L
・設定は、最大 100 件まで保存できます。

・項目の移動や表示順を変更するには、選択してド

・任意の設定を選択して［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。

ラッグ＆ドロップします。
・新規のグループ（フォルダー）を作成するには、
［グループ作成］をクリックします。

・任意の設定を選択して［削除］をクリックすると、設定を
削除できます。

・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。

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。
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プリンタードライバーの使い方（Windows）

・使用しない項目は［表示しない］にドラッグ＆ド

ユーティリティータブの概
要

ロップします。

プリンタードライバーの［ユーティリティー］タブから、
以下のメンテナンス機能が実行できます。

L
［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
の各設定は残ります。保存先の［設定リスト］から個
別に削除してください。

D

プリントヘッドのノズルチェック
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

［保存］をクリックします。

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。
U「プリントヘッドのノズルチェック」118 ページ

プリントヘッドのクリーニング
印刷がかすれたり、隙間が空くようになったら行います。
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」119 ページ

EPSON プリンターウィンドウ!3
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。
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プリンタードライバーの使い方（Windows）

通知の設定
EPSON プリンターウィンドウ!3 画面で通知させるエラー
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
クバーへの登録などを行えます。

L
［通知の設定］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。

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
実行できます。

プリンター情報
インクセットの情報を表示します。通常は、設定を変更
しないでください。
インクセットの情報を自動的に取得できないときのみ、
本機に装着しているインク種類に応じたインクセットを
選択してください。

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」64 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。

Epson Media Installer
用紙情報が操作パネルやドライバーにないときに、イン
ターネット経由で用紙情報を追加することができます。
U「Epson Media Installer の使い方」17 ページ

66

プリンタードライバーの使い方（Mac）

プリンタードライバー プリセットに保存
の使い方
A
（Mac）

用紙サイズや印刷設定の各項目を、プリセットに
保存したい内容に設定します。
一覧から［用紙調整］を選択し、使用する用紙に合
わせてインク濃度を設定します。

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「印刷の実行（Mac）」53 ページ

ヘルプの表示方法
プリンタードライバーの設定画面の

をクリックしま

B

［プリセット］で［現在の設定をプリセットとし
て保存…］をクリックします。

C

お好きな名称を入力して［OK］をクリックしま
す。

す。

プリセットの使い方
使用する用紙に合わせてインク濃度を調整し、その設定
値を保存することができます。

L
［プリセットの対象］で［すべてのプリンタ］を選択
すると、お使いのコンピューターにインストールして
いる全てのプリンタードライバーから保存したプリセッ
トを選択できます。

［プリセット］に設定が保存されます。
以降は、［プリセット］で保存した設定を選択でき
ます。
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プリンタードライバーの使い方（Mac）

Epson Printer Utility 4 の
使い方

プリセットから削除

A

プリント画面の［プリセット］で［プリセットを
表示…］をクリックします。

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。

B

Epson Printer Utility 4 の起動
方法

削除する設定を選択して［削除］をクリックし
て、
［OK］をクリックします。

A
B

アップルメニュー-［システム環境設定］-［プリ
ンタとスキャナ］
（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。

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
行できます。
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プリンタードライバーの使い方（Mac）

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。

プリントヘッドのノズルチェック
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。
U「プリントヘッドのノズルチェック」118 ページ

プリントヘッドのクリーニング
印刷がかすれたり、隙間が空くようになったら行います。
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」119 ページ
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目的別印刷

先端余白節約は、［印刷品質］を［詳細設定］にして、［品

目的別印刷

質詳細設定］で設定します。

黒色の濃度をより濃くして
印刷（ブラック・エンハン
ス・オーバーコート）
ブラック・エンハンス・オーバーコートは、印刷物の暗
部やグレー部に対してライトグレーインクを上塗りする
ことで黒色の最大濃度をたかめ、ダイナミックレンジを
広げる機能です。
ブラック・エンハンス・オーバーコートは、光沢紙にの
み使用可能です。ただし、一部の光沢紙には使用できま
せん。

K

L

カールが強い用紙に対して、
［先端余白節約］を選択す
ると、プリントヘッドのこすれが発生する可能性があ

用紙によっては［ブラック・エンハンス・オーバーコート］
を選択することはできません。

ります。

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。
・Adobe RGB
Adobe RGB 空間に最適化して色補正を行います。
なお、上記色補正が選択されている状態で、［設定］をク
リックすると、各色補正方法に対して、ガンマ、明度、
コントラスト、彩度、カラーバランスの微調整ができま
す。
［ブラック・エンハンス・オーバーコート］を選択する

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

と、用紙の先端余白が広く印刷されます。
［先端余白節

きなどに使います。

約］を選択すると用紙先端の余白が狭くなりますが、短

Windows での設定

縮した余白の画質は低下します。

A

カラーマネー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。
カラーマネー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。
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C

Adobe Photoshop CS3 以降
Adobe Photoshop Elements 6.0 以降
Adobe Photoshop Lightroom 1 以降
OS
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

10、
8.1、
8、
7、
Vista

［色補正］で［ユーザー設定］を選択し、
［マニュ
アル色補正］ を選択します。
詳細に調整したいときは、［設定］をクリックして
手順 4 に進みます。

カラーマネージメントの設
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
各アプリケーションソフトの対応 OS は製品提供元の
ホームページをご覧ください。

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。

Adobe Photoshop CC 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、
［カラー処理］
で［プリンターによるカラー管理］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、カラーサークルを使用すれば、カ
ラーバランスの微調整ができます。

E
B

プリンタードライバーの［基本設定］画面を表示
します。
U「印刷の実行（Windows）」51 ページ
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その他の設定を確認して印刷を行います。

目的別印刷

C

Mac での設定

A

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。

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

L

ネジメントなし］に設定してください。

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。

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。

・Adobe Photoshop CS3 以降
・Adobe Photoshop Lightroom 1 以降
・Adobe Photoshop Elements 6 以降

Adobe Photoshop CC の設定例
［プリント］画面を開きます。

D

［カラーマネジメント］を選択し、
［カラー処理］
で［プリンターによるカラー管理］を選択して、［プ
リント］をクリックします。

B

プリント画面を表示します。
U「印刷の実行（Mac）」53 ページ
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一覧から［基本設定］を選択し、
［印刷品質］欄
にある［簡易設定］のチェックを外します。

目的別印刷

E

モノクロ写真印刷

印刷目的を選択します。自分で色補正方法を選択
したいときは、リストの一番下にある［カスタ
ム］を選択します。

印刷時にプリンタードライバーで印刷対象の画像データ
をカラー調整することで階調豊かなモノクロ写真が印刷
できます。アプリケーションソフトで加工することなく、
印刷時に画像データを補正できます。画像データそのも
のは変更されません。
以下の場合は、
［モノクロ写真］を選択できません。モノ
クロ印刷するときは、
［黒］（Windows）または［グレース
ケール］（Mac）を選択してください。

F

印刷目的で［カスタム］を選択したときは、カ
ラーと色補正方法を選択します。

・PX マット紙＜薄手＞、EPSON スーパーファイン紙、普
通紙使用時

L
使用する画像の色空間は sRGB をお勧めします。

Windows での設定

G

A

必要に応じて［設定］をクリックし、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。

カラーマネー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。
カラーマネージメント機能に対応していないアプリ

各項目の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを

ケーションソフトを使用するときは、手順 2 から始

ご覧ください。

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 6.0 以降
Adobe Photoshop Lightroom 1 以降
OS
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

10、
8.1、
8、
7、
Vista

カラーマネージメントの設
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）

H

Windows XP （ 上 記
以外）

その他の設定を確認して印刷を行います。

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。
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L
各アプリケーションソフトの対応 OS は製品提供元の
ホームページをご覧ください。

D

［色補正］で［設定］をクリックします。

E

各項目を設定します。

Adobe Photoshop CC 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、
［カラー処理］
で［プリンターによるカラー管理］を選択して、［プ
リント］をクリックします。

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。

B

プリンタードライバーの［基本設定］画面を表示
します。
U「印刷の実行（Windows）」51 ページ

C

［カラー］で［モノクロ写真］を選択します。

F

その他の設定を確認して印刷を行います。

Mac での設定

A

カラーマネー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。
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。

詳細に調整するときは、手順 4 へ進みます。調整し

Adobe Photoshop CS3 以降

ないときは、手順 6 へ進みます。

Adobe Photoshop Elements 6 以降
Adobe Photoshop Lightroom 1 以降
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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

［カラー詳細設定］をクリックします。

D

各項目を設定します。

L
各アプリケーションソフトの対応 OS は製品提供元の
ホームページをご覧ください。

Adobe Photoshop CC 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、
［カラー処理］
で［プリンターによるカラー管理］を選択して、［プ
リント］をクリックします。

B

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。

プリント画面を表示し、一覧から［印刷設定］を
選択し、
［カラー］で［モノクロ写真］を選択し
ます。
U「印刷の実行（Mac）」53 ページ

E
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フチなし印刷

・余白設定できるときは、余白を「0mm」に設定しま

フチなし印刷機能によりフチ（余白）のない印刷ができ

・画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作

す。
成します。

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

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

類が以下のように異なります。

に使用します。

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」77 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」55 ページ

対応用紙

フチなし印刷方法の種類

用紙の種類やサイズによっては印刷品質が低下するもの

フチなし印刷を行うには、以下の 2 通りの方法がありま

や、フチなし印刷を選択できないものがあります。

す。

U「エプソン製専用紙一覧」156 ページ

・自動拡大

U「使用可能な市販用紙」167 ページ

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。
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。
・印刷する用紙サイズとページ設定を同じサイズに合
わせます。
・余白設定できるときは、余白を「0mm」に設定しま
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。

・カスタム設定（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。
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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「プリンターのお手入れ」
115 ページ
・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。
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・ 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。
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C

印刷の設定手順
Windows での設定

［フチなし方法設定］を［自動拡大］
、
［カスタム
設定（原寸維持）
］から選択します。
［自動拡大］を選択したときは、はみ出し量を以下
から選択します。

A

多い

プリンタードライバーの［基本設定］画面を表示
し、
［用紙種類］、
［給紙方法］、［ページサイズ］
または［用紙サイズ］など印刷に必要な設定を行
います。

： 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

： 左右 3mm

少ない ： 左右 1.5mm

U「印刷の実行（Windows）」51 ページ

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。

B

［フチなし］をチェックし、
［はみ出し量設定］
をクリックします。
［給紙方法］で［ロール紙］または［ロール紙長尺
モード］を選択したときは、はみ出し量は設定でき
ません。
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D

xxxx には実際は A4 など用紙サイズが表示されます。

ロール紙に印刷するときは、
［ロール紙オプショ
ン］をクリックして、
［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」77 ページ

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

一覧から［ページレイアウト設定］を選択し、
［ロール紙オプション］や［はみ出し量設定］を
設定します。
［ロール紙オプション］の［オートカット］の詳細
は、以下をご覧ください。
U「ロール紙カット動作について」77 ページ

E

その他の設定を確認して印刷を行います。

［はみ出し量設定］は［用紙サイズ］で［自動拡
大］を選択時のみ設定できます。各項目の値は、以

Mac での設定

下の通りです。
多い

A

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

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。

標準

： 左右 3mm

少ない ： 左右 1.5mm

U「印刷の実行（Mac）」53 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）
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拡大/縮小印刷
原稿を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。
・フィットページ印刷
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。

L
・ロール紙の幅に合わせる（Windows のみ）

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。

C

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。

その他の設定を確認して印刷を行います。

・任意倍率設定
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。
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C

フィットページ/用紙サイズに合
わせる

その他の設定を確認して印刷を行います。

Mac での設定

Windows での設定

A

A

プリンタードライバーの［ページ設定］画面を表
示し、［ページサイズ］または［用紙サイズ］で
データの用紙サイズと同じ用紙サイズを設定しま
す。

プリント画面を表示し、一覧から［用紙処理］を
選択し、
［用紙サイズに合わせる］をチェックし
ます。
U「印刷の実行（Mac）」53 ページ

U「印刷の実行（Windows）」51 ページ

B
B

［出力用紙サイズ］で本機にセットした用紙サイ
ズを選択します。

［出力用紙］で本機にセットした用紙サイズを選
択します。
［拡大/縮小］の［フィットページ］が選択されま
す。

L
拡大印刷するときは、［縮小のみ］のチェックを外して
ください。

C
81
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ロール紙の幅に合わせる
（Windows のみ）

A

D

［ロール紙の幅に合わせる］をクリックします。

E

［ロール紙幅］から本機にセットしたロール紙の
幅を選択します。

F

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［基本設定］画面を表示
し、
［給紙方法］で［ロール紙］を選択します。
U「印刷の実行（Windows）」51 ページ

B

C

［ページ設定］画面を表示し、
［ページサイズ］
でデータの用紙サイズと同じ用紙サイズを設定し
ます。

［出力用紙］で本機にセットした用紙サイズを選
択します。
［拡大/縮小］の［フィットページ］が選択されま
す。

任意倍率設定
Windows での設定

A

プリンタードライバーの［ページ設定］画面を表
示し、［ページサイズ］または［用紙サイズ］で
データの用紙サイズと同じ用紙サイズを設定しま
す。
U「印刷の実行（Windows）」51 ページ
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B

［出力用紙］で本機にセットした用紙サイズを選
択します。

Mac での設定

［拡大/縮小］の［フィットページ］が選択されま

A

す。

C

プリント画面を表示し、
［用紙サイズ］で本機に
セットした用紙サイズを選択します。
U「印刷の実行（Mac）」53 ページ

［任意倍率］をクリックして［倍率］を設定しま
す。
倍率は、数値を直接入力するか、右側の三角マーク
をクリックして設定します。
10〜650%の間で倍率を指定できます。

B
D

［サイズ調整］をクリックして倍率を入力しま
す。

その他の設定を確認して印刷を行います。

お使いのアプリケーションによって、プリント画面
に倍率の入力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てください。
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U「印刷の実行（Mac）」53 ページ

割り付け印刷
1 枚の用紙に複数ページ分の連続したデータを割り付けて
印刷できます。
A4 サイズで作成した連続データを割り付け印刷すると以
下のように印刷されます。

L
・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。
・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「拡大/縮小印刷」80 ページ
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Windows での設定

Mac での設定

A

A

プリンタードライバーの［ページ設定］画面を表
示し、
［割り付け/分割印刷］を選択し、
［割り付
け］-［設定］の順でクリックします。

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「印刷の実行（Mac）」53 ページ

U「印刷の実行（Windows）」51 ページ

L

B

［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。

［割り付け順設定］画面で、割り付けるページ数
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

B

に枠線が印刷されます。

C

その他の設定を確認して印刷を行います。
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ポスター印刷（拡大分割し
て印刷 Windows のみ）

印刷の設定手順

A

ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割し
て印刷する機能です。出力紙をつなぎ合わせて大きなポ

アプリケーションソフトで印刷用データを用意し
ます。
画像データは、印刷時にプリンタードライバーによ

スターやカレンダーを作ることができます。最大で通常

り自動的に拡大されます。

の印刷時の 16 倍（縦 4 枚×横 4 枚）までの拡大印刷がで
きます。ポスター印刷には、以下の 2 通りの方法があり

B

ます。
印刷データを自動的に拡大分割して、フチなし印刷をし

プリンタードライバーの［ページ設定］画面を表
示し、
［割り付け/分割印刷］を選択し、
［分割印
刷］-［設定］の順でクリックします。

ます。出力紙をそのままつなぎ合わせるだけでポスター

U「印刷の実行（Windows）」51 ページ

・フチなしポスター印刷

になります。フチなし印刷するために、印刷データを用
紙サイズより少し拡大し、用紙からはみ出すように印刷
します。用紙からはみ出した部分は印刷されません。こ
のため、つなぎ目の画が少しずれることがあります。細
密に貼り合わせたいときは、以下のフチありポスター印
刷を行ってください。

・フチありポスター印刷
印刷データを自動的に拡大分割して、フチあり印刷をし

C

ます。出力紙の余白を切り落として貼り合わせます。余
白を切り落とすため、仕上がりサイズが設定した用紙サ
イズより少し小さくなりますが、つなぎ目の画がぴった
りと合います。
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D

L

フチなし分割印刷かフチあり分割印刷かを選択
し、必要に応じて印刷しないページを選択しま
す。

貼り合わせ後の仕上がりサイズについて
［フチなしポスター印刷］のチェックを外してフチあ
りを選択すると、
［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。

フチなし選択時
［フチなしポスター印刷］にチェックを付けます。

E

L
［フチなしポスター印刷］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「エプソン製専用紙一覧」156 ページ
U「使用可能な市販用紙」167 ページ

フチあり選択時
［フチなしポスター印刷］のチェックを外します。
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A

出力紙の貼り合わせ方
フチなし分割印刷時の出力紙とフチあり分割印刷時の出

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。

力紙では、貼り合わせ方が異なります。

フチなし分割印刷時
ここでは 4 枚を例につなぎ合わせ方の説明をします。図
柄を確認しながら分割されたそれぞれの印刷結果を合わ
せ、裏から粘着テープなどを使って下図の順番でつなぎ
合わせます。

フチあり分割印刷時
［貼り合わせガイドを印刷］を選択すると、下図のよう
な貼り合わせガイドが（×印の中心線）と切り取りガイ
ド（×印と□印の接線）が印刷されます。

B
L
モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になります。

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。
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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。

目的別印刷

C

F

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。

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。

目的別印刷

H

I

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。

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。
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J

定形外サイズの印刷

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。

横断幕や垂れ幕、あるいは正方形のサイズといった定形
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
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。

対応用紙サイズ
プリンタードライバーで設定できる用紙サイズは下表の
とおりです。 本機で印刷可能な用紙サイズは以下をご覧
ください。
U「印刷可能領域」55 ページ
用紙幅

用紙長さ

SC-P9550

89＊1〜1118mm

SC-P7550

89＊1〜610mm

Windows：127＊1〜18000mm
Mac：127＊1〜18000mm ＊2

＊1 本 機 で 印 刷 で き る 最 小 用 紙 サ イ ズ は 、 用 紙 幅
182mm×用紙長さ 254mm 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。
＊2 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。

K
市販のアプリケーションソフトをお使いのときは、出
力可能サイズに制限があることがあります。長尺印刷
対応のアプリケーションソフトでは、より長い用紙長
さに設定できることがあります。詳細は、アプリケー
ションソフトのマニュアルをご覧ください。
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C

Windows での設定

A

［OK］をクリックします。
これで［基本設定］画面の［用紙サイズ］または、
［ページサイズ］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。

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。

この後は、通常通り印刷を行います。

U「印刷の実行（Windows）」51 ページ

Mac 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。
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。
U「印刷の実行（Mac）」53 ページ

B

［ユーザー定義用紙サイズ］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/用紙長さにその数値
が表示されます。
・縦横比が定形サイズと同じ場合は、［アスペクト比
の固定］で比率が同じ定形サイズを選択し、［基
準］で［横長］か［縦長］を選択すると、どちら
か一方の調整だけになります。

B
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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［＋］をクリックし、用紙サイズ名を入力しま
す。

目的別印刷

C

長尺印刷（ロール紙へのバ
ナー印刷）

［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。
指定できるページサイズの範囲とプリンターの余白
は、印刷方法に応じて設定してください。

アプリケーションソフトで長尺印刷向けに印刷データの
作成と設定を行うと、横断幕や垂れ幕、パノラマ写真な
どが印刷できます。
長尺印刷には、以下の 2 種類があります。
プリンタードライバーの
給紙方法

L

ロール紙

一般的な文書作成ソフト、画
像編集ソフトなど＊

ロール紙 長尺モード

長尺印刷対応ソフト

＊ 印刷時のタテヨコ比を維持して、使用するアプリケー
ションソフトで作成できるサイズで印刷データを作

・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。

成します。

・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。

設定できる用紙サイズは、以下をご覧ください。
U「定形外サイズの印刷」91 ページ

・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。

Windows での設定

・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。

D

使用可能なアプリケー
ションソフト

A

プリンタードライバーの［基本設定］画面で［用
紙種類］を選択します。
U「印刷の実行（Windows）」51 ページ

［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。
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B

［給紙方法］で［ロール紙］または［ロール紙 長
尺モード］を選択します。

D

ページ設定画面で、
［長尺/拡大処理の最適化］が
チェックされていることを確認します。

E

その他の設定を確認して印刷を行います。

L
・［ロール紙 長尺モード］は、長尺印刷対応のアプリ
ケーションソフトでのみ使用できます。
・［ロール紙 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。

C

Mac での設定
必要に応じて［ユーザー用紙設定］をクリック
し、印刷データに合わせた用紙サイズを設定しま
す。

A

L
長尺印刷対応のアプリケーションソフトでは、［給紙方
法］で［ロール紙 長尺モード］を選択すれば［ユーザー
定義サイズ］の設定は不要です。

プリント画面を表示し、
［用紙サイズ］でアプリ
ケーションソフトで作成したデータのサイズを選
択します。
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。
U「印刷の実行（Mac）」53 ページ

B
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その他の設定を確認して印刷を行います。

目的別印刷

同じデータをレイアウト

ポスターレイアウト
（Windows のみ）
ポスターレイアウト機能は、異なるアプリケーションソ
フトで作成した複数の印刷データを、用紙上に自由に配
置し、1 回にまとめて印刷できる機能です。
複数のデータを自由にレイアウトして、ポスターや展示
資料を作成できます。また、用紙を効率的に利用して印
刷することもできます。

縦横自由にレイアウト

レイアウト例は以下の通りです。

ロール紙にレイアウト

複数のデータをレイアウト
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F

印刷の設定手順

A

［ポスターレイアウト］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

本機が接続され、印刷可能な状態になっているこ
とを確認します。

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。
オブジェクト全体のサイズや配置は、ファイルメ

B
C

ニューの［環境設定］や［配置メニュー］で変更で
きます。

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。

各機能の詳細は、［ポスターレイアウト］画面のヘ
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［ポ
スターレイアウトに配置］を選択し、
［用紙サイ
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「印刷の実行（Windows）」51 ページ

L
［用紙サイズ］は［ポスターレイアウト］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 7 の画面で設定します。

D

［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、
［ポスターレイアウト］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、［ポスターレイアウト］画面の用紙上に配置
されます。

E

［ポスターレイアウト］画面は開いたままにし
て、次のデータを配置するために手順 2〜4 を繰
り返します。
［ポスターレイアウト］画面にオブジェクトが追加
されます。
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G

保存方法

［ファイル］メニュー-［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。

A

［ポスターレイアウト］画面で、
［ファイル］メ
ニュー-［名前をつけて保存］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

［ポスターレイアウト］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
しアイコン
を右クリックし、表示されたメ
ニューで［ポスターレイアウト］をクリックしま
す。
［ポスターレイアウト］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
ティータブの概要」65 ページ

［用紙種類］や［給紙方法］、［用紙サイズ］（ロー
ル紙の場合は［ページサイズ］）など各項目を設定
します。

H

［ポスターレイアウト］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。

設定の保存と呼び出し
［ポスターレイアウト］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。
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B

［ポスターレイアウト］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。

カラーマネージメント印刷

カラーマネージメント印刷
の設定

カラーマネージメント
印刷

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

カラーマネージメントにつ
いて

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ージメント
設定を行う

同じ画像データでも、原画とディスプレイの表示、さら

カラーマネージメントに対応したアプリケーションソフ

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

トから印刷する方法です。全てのカラーマネージメント

ます。これは、スキャナーやデジタルカメラなどの入力

処理をアプリケーションソフトのカラーマネージメント

機器が色を電子データとして取り込んだり、ディスプレ

システムが行います。この方法は、異なる OS 環境で共通

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

のアプリケーションソフトを使用し同様のカラーマネー

したりするときの特性が、それぞれで異なるために生じ

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ージメント設

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、カラーマネージメン

定を行う」99 ページ

トシステムがあります。カラーマネージメントシステム
は、画像処理用のアプリケーションソフトのほか、

プリンタードライバーでカラーマネージメント設
定を行う

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

プリンタードライバーが OS のカラーマネージメントシス

ラーマネージメントシステムが搭載されています。

テムを使用して、全てのカラーマネージメント処理を行
います。プリンタードライバーでカラーマネージメント
設定を行うには、以下の 2 通りの方法があります。

カラーマネー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」

・ホスト ICM 補正（Windows）/ColorSync（Mac OS X）

と呼ばれる色補正情報の定義ファイルを使用します（ICC

カラーマネージメントに対応したアプリケーションソフ

プロファイルと呼ばれることもあります）。入力側装置の

トから印刷するときに設定します。この方法は、同じ

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
イル）、プリンター側をプリンタープロファイル（または

OS 環境で異なるアプリケーションソフトから印刷した
ときの印刷結果を近付けたいときにも有効です。

アウトプットプロファイル）と呼びます。本機のプリン

U「ホスト ICM 補正によるカラーマネージメント印刷

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
しています。
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

（Windows）」100 ページ

色の領域は異なっています。そのため、プロファイルを

（Mac）」101 ページ

U 「 ColorSync に よ る カ ラ ー マ ネ ー ジ メ ン ト 印 刷

使って色合わせしても、合わせることのできない色領域

・ドライバー ICM 補正（Windows のみ）

が存在します。カラーマネージメントシステムでは、プ

カラーマネージメントに対応していないアプリケーショ

ロファイルの指定のほかに、色合わせができない領域の

ンソフトからのカラーマネージメント印刷が可能になり

変換条件を「インテント」として指定します。インテン

ます。

トの名称や種類は、使用するカラーマネージメントシス

U「ドライバー ICM 補正によるカラーマネージメント

テムにより異なります。

印刷（Windows のみ）」102 ページ

入力装置と本機の間でカラーマネージメントしても、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ー
ジメントを行う必要があります。
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カラーマネージメント印刷

アプリケーションソフトで
カラーマネージメント設定
を行う

プロファイルの設定方法
3 種類のカラーマネージメント印刷は、カラーマネージメ
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

カラーマネー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

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。

ラーマネージメントの設定をし、プリンタードライバー
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

の色補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。

カラーマネー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ージメント印
刷（Windows のみ）」102 ページ
U「ホスト ICM 補正によるカラーマネージメント印刷
（Windows）」100 ページ
U 「 ColorSync に よ る カ ラ ー マ ネ ー ジ メ ン ト 印 刷

B

（Mac）」101 ページ
U「アプリケーションソフトでカラーマネージメント設

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）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。

定を行う」99 ページ

Windows の場合
U「印刷の実行（Windows）」51 ページ

Mac の場合
U「印刷の実行（Mac）」53 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［色補正］で［ユーザー設定］
を選択し、［オフ（色補正なし）］を選択します。

プリンタードライバーでカ
ラーマネージメント設定を
行う
ホスト ICM 補正によるカラーマ
ネージメント印刷（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。
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。

L

Adobe Photoshop CS3 以降

Windows 7/Windows Vista/Windows XP（Service Pack2
以降および.NET3.0）は、自動的に［オフ（色補正な
し）］が選択されます。

Adobe Photoshop Elements 6.0 以降
Adobe Photoshop Lightroom 1 以降
OS

Mac の場合
一覧から［印刷設定］を選択し、［カラー調整］で

Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

［オフ（色補正なし）
］を選択します。

10、
8.1、
8、
7、
Vista

カラーマネージメントの設
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。

L
各アプリケーションソフトの対応 OS は製品提供元の
ホームページをご覧ください。

D

その他の設定を確認して印刷を行います。
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Adobe Photoshop CC の設定例
［プリント］画面を開きます。

［基本設定］画面の［用紙種類］でエプソン製専用

［カラーマネジメント］を選択して、［ドキュメン

紙を選択すると、用紙に対応したプリンタープロ

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

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。

クします。

プロファイルを変更したいときは、下段の［すべて
のプロファイルを列挙］にチェックを付けます。

カラーマネー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。

B

プリンタードライバーの［基本設定］画面の［色
補正］で［ユーザー設定］を選択し、［ICM］を
選択して［設定］をクリックします。
U「印刷の実行（Windows）」51 ページ

D

その他の設定を確認して印刷を行います。

ColorSync によるカラーマネー
ジメント印刷（Mac）
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、ColorSync に対応している必要がありま
す。

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

C

A

アプリケーションソフトで、カラーマネージメン
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。

カラー調整で［補正方法］を選択します。
詳細はプリンタードライバーのヘルプをご覧くださ
い。

101

U「印刷の実行（Mac）」53 ページ

カラーマネージメント印刷

C

OS

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。
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

10、
8.1、
8、
7、
Vista

カラーマネージメントの設
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 は製品提供元のホーム
ページをご覧ください。

ドライバー ICM 補正によるカ
ラーマネージメント印刷
（Windows のみ）

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［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。

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ー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。
・ドライバー色補正（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。
・ドライバー色補正（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
定して処理します。

カラーマネー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 6.0 以降
Adobe Photoshop Lightroom 1 以降
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A

プリンタードライバーの［基本設定］画面の［色
補正］で［ユーザー設定］を選択し、［ICM］を
選択して［設定］をクリックします。
U「印刷の実行（Windows）」51 ページ

C

B

［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
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

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。
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インテント

説明

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。

その他の設定を確認して印刷を行います。
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メニュー一覧
用紙設定
設定項目

設定値／補足説明

ロール紙
取り外し

ロール紙が排紙されます。
排紙後、ロール紙の取り外し方法が表示されます。

用紙送り／カット

戻す、送る、カット
カットを押すと用紙がカットされます。

巻き取り準備

本項目は、巻き取り装置接続時のみ表示されます。ロール紙の巻き取り準備が開始
されます。

印刷調整
用紙送り補正

画質優先、寸法優先

プリントヘッドの位置調整

Uni-D 調整、Bi-D 調整
自動、手動で調整できます。印刷結果に粒状感やピントのズレが生じるときに行う
と、印刷位置ズレが調整されます。通常は自動で行ってください。自動の調整結果
に満足できないときは手動を行ってください。調整方法については下記を参照して
ください。
U「プリントヘッドの位置調整」121 ページ
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設定項目

設定値／補足説明

用紙の詳細設定
ICC プロファイル名称確認

ICC プロファイル名称が表示されます。
PS オプション接続時かつユーザー用紙設定時のみ表示されます。

インク濃度確認

インク濃度が表示されます。
PS オプション接続時かつユーザー用紙設定時のみ表示されます。

用紙厚

0.01 - 1.50 mm （0.01 mm 単位）/0.4 - 59.1 mil （0.1 mil 単位）
本項目はユーザー用紙設定のみ表示されます。

プラテンギャップ

自動、1.2、1.6、1.9、2.1、2.4
印刷結果がこすれて汚れるときは、広げる設定に変更します。

先端余白

3mm、15mm、20mm、45mm
先端余白が少ないと、使用環境や用紙によっては色ムラが発生することがあります。
その際は、先端余白を多く取ってください。

後端余白

3mm、15mm

ページ間余白

標準、6mm、30mm、65mm

吸着力

-4 〜 +3
薄い用紙や柔らかい用紙で正しく用紙が送られないときがあります。その時は設定
値を小さくします。

バックテンション

標準、高い、より高い
印刷中に用紙にしわが発生するときに調整します。

乾燥時間

パスごとの乾燥時間、ページごとの乾燥時間
プリントヘッドの移動（パス）ごとの乾燥時間かページごとの乾燥時間を設定でき
ます。

用紙幅検出

設定の変更は、用紙セット後（用紙が給紙される前）に行ってください。

自動カット

給紙装置の設定に従う、カットしない

斜め給紙軽減

オン、オフ
ロール紙の斜め給紙を軽減する動作をさせる（オン）/ させない（オフ）を選択しま
す。

紙管サイズ（芯径）

2 インチ、3 インチ
セットするロール紙の紙管サイズを設定します。

用紙送り左右差補正

オン、オフ
［オン］にすると用紙送りの左右差を補正します。

排紙ローラー

自動、使用する、使用しない

用紙送りオフセット

-1.0 〜 +1.53%
本項目はユーザー用紙のみ表示されます。

初期設定に戻す

用紙の詳細設定は、用紙種類に対して保存されます。初期設定に戻したいときに選
択します。
ユーザー用紙が選択されている時は表示されません。
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設定項目

設定値／補足説明

残量管理
残量管理

オン、オフ

残量

用紙の残量を入力します。

残量警告

ロール紙の残りが少なくなったら警告表示されます。どれくらいの残量になったら
警告表示させるか入力します。

用紙種類の変更

設定されている用紙種類を変更できます。

用紙種類・用紙幅の変更
用紙種類

最近使用した用紙、最近登録した用紙、その他の用紙種類（フォトペーパー、ブルー
フィングペーパー、ファインアートペーパー、マットペーパー、キャンバス、普通
紙、その他、ユーザー用紙）

用紙幅

A 系列、US-ANSI、US-ARCH、B 系列（ISO）、B 系列（JIS）、写真サイズ、その他、
ユーザー定義サイズ
本項目はユーザー用紙設定時かつ用紙幅検出がオフ時のみ表示されます。

単票紙（厚さ 0.8mm 以下）
取り外し

単票紙が排紙されます。
排紙後、単票紙の取り外し方法が表示されます。

印刷調整
用紙送り補正

画質優先、寸法優先

プリントヘッドの位置調整

Uni-D 調整、Bi-D 調整
自動、手動で調整できます。印刷結果に粒状感やピントのズレが生じるときに行う
と、印刷位置ズレが調整されます。通常は自動で行ってください。自動の調整結果
に満足できないときは手動を行ってください。調整方法については下記を参照して
ください。
U「プリントヘッドの位置調整」121 ページ
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設定項目

設定値／補足説明

用紙の詳細設定
ICC プロファイル名称確認

ICC プロファイル名称が表示されます。
PS オプション接続時かつユーザー用紙設定時のみ表示されます。

インク濃度確認

インク濃度が表示されます。
PS オプション接続時かつユーザー用紙設定時のみ表示されます。

用紙厚

0.01 - 1.50 mm （0.01 mm 単位）/0.4 - 59.1 mil （0.1 mil 単位）
本項目はユーザー用紙設定のみ表示されます。

プラテンギャップ

自動、1.2、1.6、1.9、2.1、2.4
印刷結果がこすれて汚れるときは、広げる設定に変更します。

吸着力

-4 〜 +3
薄い用紙や柔らかい用紙で正しく用紙が送られないときがあります。その時は設定
値を小さくします。

乾燥時間

パスごとの乾燥時間、ページごとの乾燥時間
プリントヘッドの移動（パス）ごとの乾燥時間かページごとの乾燥時間を設定でき
ます。

用紙幅検出

オン、オフ
［オン］にするとセットされた用紙幅を自動で検出します。

斜め給紙軽減

オン、オフ
用紙の斜め給紙を軽減する動作をさせる（オン）/ させない（オフ）を選択します。

排紙ローラー

自動、使用する、使用しない

用紙送りオフセット

-1.0 〜 +1.53%
本項目はユーザー用紙のみ表示されます。

初期設定に戻す

用紙の詳細設定は、用紙種類に対して保存されます。初期設定に戻したいときに選
択します。
本項目はユーザー用紙が選択されている時は表示されません。

用紙種類・用紙サイズの変更
用紙種類

最近使用した用紙、最近登録した用紙、その他の用紙種類（フォトペーパー、ブルー
フィングペーパー、ファインアートペーパー、マットペーパー、キャンバス、普通
紙、その他、ユーザー用紙）

用紙サイズ

A 系列、US-ANSI、US-ARCH、B 系列（ISO）、B 系列（JIS）、写真サイズ、その他、
ユーザー定義サイズ

ボード紙
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設定項目
取り外し

設定値／補足説明
ボード紙が排紙されます。
排紙後、ボード紙の取り外し方法が表示されます。

印刷調整
用紙送り補正

画質優先、寸法優先

プリントヘッドの位置調整

Uni-D 調整、Bi-D 調整
自動、手動で調整できます。印刷結果に粒状感やピントのズレが生じるときに行う
と、印刷位置ズレが調整されます。通常は自動で行ってください。自動の調整結果
に満足できないときは手動を行ってください。調整方法については下記を参照して
ください。
U「プリントヘッドの位置調整」121 ページ

用紙の詳細設定
ICC プロファイル名称確認

ICC プロファイル名称が表示されます。
PS オプション接続時かつユーザー用紙設定時のみ表示されます。

インク濃度確認

インク濃度が表示されます。
PS オプション接続時かつユーザー用紙設定時のみ表示されます。

用紙厚

0.01 - 1.50 mm
本項目はユーザー用紙設定のみ表示されます。

吸着力

-4 〜 +3
薄い用紙や柔らかい用紙で正しく用紙が送られないときがあります。その時は設定
値を小さくします。

乾燥時間

パスごとの乾燥時間、ページごとの乾燥時間
プリントヘッドの移動（パス）ごとの乾燥時間かページごとの乾燥時間を設定でき
ます。

用紙幅検出

オン、オフ
［オン］にするとセットされた用紙幅を自動で検出します。

斜め給紙軽減

オン、オフ
用紙の斜め給紙を軽減する動作をさせる（オン）/ させない（オフ）を選択します。

用紙送りオフセット

-1.0 〜 +1.53%
本項目はユーザー用紙のみ表示されます。

初期設定に戻す

用紙の詳細設定は、用紙種類に対して保存されます。初期設定に戻したいときに選
択します。
本項目はユーザー用紙が選択されている時は表示されません。

用紙種類・用紙サイズの変更
用紙種類

最近使用した用紙、最近登録した用紙、その他の用紙種類（フォトペーパー、ブルー
フィングペーパー、ファインアートペーパー、マットペーパー、キャンバス、普通
紙、その他、ユーザー用紙）

用紙サイズ

A 系列、US-ANSI、US-ARCH、B 系列（ISO）、B 系列（JIS）、写真サイズ、その他、
ユーザー定義サイズ
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本体設定
設定項目

設定値／補足説明

基本設定
画面の明るさ設定

1〜9

音の設定
操作音

0〜10

用紙セット音

0〜10

正常終了音

0〜10

エラー音

0〜10

音の種類

パターン 1、パターン 2

内部照明

自動、手動

アラートランプ通知

オン、オフ

スリープ移行時間設定

1〜60

自動電源オフ

設定しない、30 分後、1 時間後、2 時間後、4 時間後、8 時間後、12 時間後

ブレーカー連動起動

オン、オフ

日付/時刻設定

日付/時刻、時差

言語選択/Language

Dutch、English、French、German、Italian、日本語、Korean、Portuguese、
Russian、Simplified Chinese、Spanish、Traditional Chinese

画面カスタマイズ
背景色設定

Home 画面色が変更できます

印刷画面

Professional、Simple

無操作タイマー設定

［オン］にすると、操作パネルの無操作が約 90 秒続いたときに自動的に初
期画面に戻ります。

長さ単位

m、ft / in

ジョブ/状態の初期画面

オプションのハードディスクと PS オプションが非接続時：ジョブ（履歴）、
プリンター状態
オプションのハードディスクまたは PS オプション接続時：ジョブ（実行中）
、
ジョブ（履歴）、プリンター状態

プリンター設定
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設定項目

設定値／補足説明

給紙装置設定
ロール紙設定
自動給紙

オン、オフ

カット設定
自動カット

オン、オフ

切り取り線印刷

オン、オフ
自動カットが［オフ］のときに、ロール紙に切り取り線を印刷する（オン）/
印刷しない（オフ）を選択します。自動カットが［オン］のときや単票紙、
ボード紙には印刷されません。

ページごとカットを待つ

オン、オフ

フチなしカット動作

2 カット、1 カット

時短カット

オン、オフ

カット動作モード

通常、静音

マージンリフレッシュ

オン、オフ
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（オン）/ カットしない（オ
フ） を選択します。

交換後の印刷動作

継続、打ち切り、再印刷
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］はオプションのハードディスクユニット装着時のみ表示されます。

カット後の巻取り

オン、オフ
本項目は、巻き取り装置接続時のみ表示されます。
U「巻き取った用紙の取り外し」50 ページ

エラー通知
用紙サイズエラー

オン、オフ

用紙種類エラー

オン、オフ

斜行エラー検出

オン、オフ

プラテンギャップ補正

標準、広くする、より広くする、最も広くする

ユーザー用紙設定
01-30

登録ナンバーと登録メディア名称を表示
ドライバーやその他ソフトウェア経由で登録された用紙設定情報はプリンター
では変更できません。

登録名称の変更

登録メディア名称の入力画面を表示

参照用紙種類の変更

参照にする用紙種類を表示
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設定項目

設定値／補足説明

用紙の詳細設定
ICC プロファイル名称確認

ICC プロファイル名称が表示されます。
本項目は PS オプション接続時のみ表示されます。

インク濃度確認

インク濃度が表示されます。
本項目は PS オプション接続時のみ表示されます。

用紙厚

0.01 〜 1.50 mm (0.4 〜 59.1 mil) （0.01 mm 単位）

プラテンギャップ

自動、1.2、1.6、1.9、2.1、2.4

先端余白

3mm、15mm、20mm、45mm
先端余白が少ないと、使用環境や用紙によっては色ムラが発生することがあ
ります。その際は、先端余白を多く取ってください。

後端余白

3mm、15mm

ページ間余白

標準、6mm、30mm、65mm

吸着力

-4 〜 +3
薄い用紙や柔らかい用紙で正しく用紙が送られないときがあります。その時
は設定値を小さくします。

バックテンション

標準、高い、より高い
印刷中に用紙にしわが発生するときに調整します。

乾燥時間

パスごとの乾燥時間、ページごとの乾燥時間
プリントヘッドの移動（パス）ごとの乾燥時間かページごとの乾燥時間を設
定できます。

用紙幅検出

オン、オフ
［オン］にするとセットされた用紙幅を自動で検出します。

自動カット

給紙装置の設定に従う、カットしない

斜め給紙軽減

オン、オフ
用紙の斜め給紙を軽減する動作をさせる（オン）/ させない（オフ）を選択
します。

紙管サイズ(芯径)

2 インチ、3 インチ
セットするロール紙の紙管サイズを設定します。

用紙送り左右差補正

オン、オフ
［オン］にすると用紙送りの左右差を補正します。

排紙ローラー

自動、使用する、使用しない

用紙送りオフセット

-1.0 〜 +1.53%
本項目はユーザー用紙設定のみ表示されます。
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設定項目

設定値／補足説明

自動クリーニング
オン

設定したタイミングでノズルの状態を確認して、ノズルが目詰まりしていた
ときは、自動クリーニングを行います。ノズルが目詰まりしていないときは、
クリーニングを行いません。

標準

通常の自動クリーニングが設定されます。

ユーザー設定

任意の自動クリーニングのタイミングや回数などを設定できます。

ノズルチェックのタイミング

長尺印刷中、印刷後

ノズルチェックの感度

標準、高感度

クリーニング後のノズル抜け通知

オン、オフ

オフ

自動クリーニングがオフになります。

印刷言語（本項目は PS オプション接続時のみ表示されます。）
USB からの印刷

Auto、PS3

ネットワークからの印刷

Auto、PS3
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設定項目

設定値／補足説明

PS 設定（本項目は PS オプション接続時のみ表示されます。
）
バージョン

PostScript/PDF のバージョンが表示されます。

出力用紙サイズ

自動、A 系列、US-ANSI、US-ARCH、B 系列（ISO）
、B 系列（JIS）
、写真サイ
ズ、その他、ユーザー定義サイズ

余白オプション

標準、余白を付加、余白で切り取る
印刷データのサイズと出力用紙サイズの差を選択します。

印刷品質

速い、標準、きれい

カラーモード

カラー、モノクロ
カラー印刷とモノクロ印刷が可能な用紙種類が選択されているときのみに表
示されます。

CMYK シミュレーション

オフセット印刷機の CMYK インク色を再現して印刷する際の、シミュレーショ
ンする CMYK インク色を選択できます。

RGB ソース

RGB データを印刷する際の、シミュレーションする RGB 色定義を選択できま
す。

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 シミュレーションおよび RGM シミュレーションを行う際の色空間の変
換方法を選択できます。

黒点補正

オン、オフ
通常は［オン］を選択します。広い色空間から狭い色空間に変換したときに、
シャドウが明るくなりすぎると感じるときに［オフ］を選択します。

自動回転

オン、オフ
［オン］にすると、用紙幅、データサイズ等の条件によって印刷データを自
動で右に 90°回転して印刷します。

ハードディスクへのキャッシュ

オン、オフ
通常は［オフ］を選択します。印刷中プリントヘッドが頻繁に停止するとき
に［オン］にしてください。問題が解消される可能性があります。

HDD 保存モード

印刷して保存する、印刷のみ、保存のみ

PS エラーシート

オン、オフ
［オン］にすると PostScript エラーが発生したときにエラーの内容が印刷さ
れます。

端部画質向上

オン、オフ
オンは全領域を 1 ヘッドモードで印刷します。端部の印刷品質が向上します
が、オフと比較して印刷速度が低下し先端の余白が約 35 ㎜多くなります。
オフは全領域を 2 ヘッドモードで印刷します。用紙先端の印刷品質が気にな
る場合は、オンを選択します。

PDF レンダリングレベル

レベル 1 〜 5
通常は 5 が設定されています。PDF を可能な限り忠実に再現した PS が作成
されますが、印刷できないことがあります。そのときは、レンダリングレベ
ルを下げてください。

設定クリア

PS 設定を初期設定に戻します。
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設定項目

設定値／補足説明

印刷中のノズルチェックパターン印刷

印刷ページ数ごと、オフ
任意のページごとにノズルチェックパターンを印刷します。設定するとペー
ジの先頭にノズルの目詰まりチェックパターンを印刷します。ノズルチェッ
クパターンについては以下をご覧ください。
U「プリントヘッドのノズルチェック」118 ページ

保留ジョブの保存

オン、オフ
オプションのハードディスクユニット装着時のみ表示されます。
オフにすると給紙方法などの設定と印刷ジョブで違っているときに、エラー
になり印刷が中断されます。
オンにするとエラーで印刷が停止されません。また設定が一致しない印刷ジョ
ブはハードディスクに保留ジョブとして保存されます。保存された保留ジョ
ブは用紙を交換するなどした後に、印刷ジョブメニューから印刷再開できま
す。

コンピューターの USB 接続

有効、無効

USB I/F タイムアウト時間設定

20〜600 秒
本項目は PS オプション接続時のみ表示されます。

ネットワーク設定
ネットワーク情報
有線接続状態

ネットワーク接続状態を表示する。

ステータスシート印刷

ネットワークステータスシートを印刷します。

接続診断

ネットワーク接続状態を診断します

詳細設定
デバイス名

デバイス名が表示されます。

TCP/IP

本機の IP アドレスを設定します。

プロキシサーバー

使用する、使用しない
使用する場合、プロキシサーバーを設定できます。

IPv6 アドレス

有効、無効
IPv6 機能を有効にするか、無効にするかを選択します。

Link Speed & Duplex

自動、100BASE-TX Auto、10BASE-T Half Duplex、10BASE-T Full Duplex、
100BASE-TX Half Duplex、100BASE-TX Full Duplex

HTTP を HTTPS にリダイレクト

有効、無効
［有効］にすると、HTTP を HTTPS に自動的に変換してアクセスします。

IPsec/IP フィルタリングの無効化

有効、無効

IEEE802.1X の無効化

IEEE802.1X の無効化設定を表示します。

管理者用設定

114

メニュー一覧

設定項目

設定値／補足説明

セキュリティー設定
管理者設定
管理者パスワード

新規設定、変更、設定クリア

管理者ロック

オン、オフ

パスワード暗号化

HDD フォーマット

オン、オフ
［オン］を選択するとパスワードを暗号化します。 パスワード暗号化の設定
を反映するにはプリンターを再起動する必要があります。再起動中は電源を
切らないでください。再起動中に電源が切れた場合は、再度パスワードを設
定してください。
管理者パスワードは忘れないように管理してください。設定したパスワード
を忘れたときは、エプソンのお問い合わせ窓口にご相談ください。
U「お問い合わせ先」179 ページ
非セキュア高速、セキュア（高速）、セキュア (サニタイジング)
オプションのハードディスクユニット装着時のみ表示されます。
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。
：米国国防省基準（DoD5220-22m）に準拠した
・セキュア（サニタイジング）
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。

初期設定に戻す

ネットワーク設定、全て初期化

消耗品情報
インクカートリッジの残量やメンテナンスボックスの空き容量と型番が表示されます。
インクカートリッジの残量やメンテナンスボックスの空き容量が少ないと

が表示されます。

が表示されていても、

交換の案内が表示されるまで印刷できます。新しいカートリッジやメンテナンスボックスを早めに用意してください。

プリンターのお手入れ
設定項目

設定値／補足説明

プリントヘッドのノズルチェック

給紙方法を選択して、ノズルチェックパターンを印刷します。
ノズルチェックパターンについては以下をご覧ください。
U「プリントヘッドのノズルチェック」118 ページ

プリントヘッドのクリーニング

選択した色をクリーニングします。
ノズルが目詰まりしていたときにのみ実行してください。
U「プリントヘッドのクリーニング」119 ページ
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設定項目

設定値／補足説明

強力クリーニング

選択した色をクリーニングします。
通常のプリントヘッドの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のみ実行してください。
U「プリントヘッドのクリーニング」119 ページ

紙片取り除き

プリンター内部に残った紙片を取り除きます。

インクカートリッジ交換

インク残量とカートリッジの型番が表示されます。
［操作方法を見る］を押すと画面で交換手順を確認できます。

メンテナンスボックス交換

メンテナンスボックスの空き容量と型番が表示されます。
［操作方法を見る］を押すと画面で交換手順を確認できます。

カッター交換

カッター交換ができます。
［操作方法を見る］を押すと画面で交換手順を確認できます。

カット位置調整

-3.0 〜 +3.0 mm

自動測色器設定

自動測色器がセットされているときのみ表示されます。

部品清掃
プリントヘッドの清掃

プリントヘッドの清掃ができます。
［開始］を押すとプリントヘッドが清掃位置に移動します。

キャップ周辺の清掃

キャップ周辺の清掃ができます。
［開始］を押すとプリントヘッドが清掃位置に移動します。

移送・保管
長期保管

［開始］を押すとインクが排出されます。
インク排出後に、自動で電源が切れます。

ユーザー間移送

［開始］を押すとインクが排出されます。
インク排出後に、自動で電源が切れます。

言語選択
パネルに表示する言語を選択できます。以下から選択してください。
Dutch、English、French、German、Italian、日本語、Korean、Portuguese、Russian、Simplified Chinese、Spanish、
Traditional Chinese

情報確認
設定項目

設定値／補足説明

ファームウェアバージョン

プリンター、Adobe PS3 拡張ユニット、自動測色器マウンタ―、測色器
、自動巻き取りユニットのファームウェアバージョンを表示しま
（ILS30EP）
す。

ハードディスクユニット

ハードディスクユニットの接続状態を表示します。

Adobe PS3 拡張ユニット

Adobe PS3 拡張ユニットの接続状態を表示します。

自動測色器

白基準タイル製造番号、測色器温度、外気温度、バッキング色
自動測色器がセットされているときのみ表示されます。
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設定項目

設定値／補足説明

自動巻き取りユニット

自動巻き取りユニットがセットされているときのみ表示されます。

前回印刷時のプラテンギャップ値

前回印刷時のプラテンギャップ値を表示します。

ネットワーク

有線接続状態の表示とステータスシートの印刷ができます。
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プリントヘッドのクリーニング

メンテナンス

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

プリントヘッドのメンテナ
ンス
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、プリントヘッドのメンテナンスが必要
です。

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」119 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。

プリントヘッドの位置調整
罫線がずれる、または印刷結果に粒状感が出るときは、
プリントヘッド位置調整を行います。プリントヘッド位

メンテナンスの種類

置調整は、印刷時のプリントヘッドのズレを補正する機

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。

能です。
U「プリントヘッドの位置調整」121 ページ

用紙送りの調整（用紙送り補正）
プリントヘッドのクリーニングやギャップ調整をしても、
通常印刷領域（単票紙では、後端から 1〜2cm を除いた領

自動クリーニング
ノズルの目詰まりがあったときは自動でノズルのクリー

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実施します。

ニングを行う機能です。

U「用紙送り補正」124 ページ

設定をオンにすると自動でノズルの目詰まりを検出し、

L

プリントヘッドのノズルチェッ
ク

・本機能は、ノズルの目詰まり検出を 100％保証するもので
はありません。
・ノズルの目詰まり検出時に微量のインクが消費されます。
・自動クリーニング時には、インクが消費されます。

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

自動クリーニングは、任意でノズルチェックのタイミン

行えます。

グなどを変更できます。また自動クリーニングを行わな
い場合は、設定をオフにします。

本機から行う

U「本体設定」109 ページ

L

A

自動クリーニングがオフの場合でも、プリンターの品質維持
のため自動クリーニングが働くことがあります。

A4 サイズ以上の単票紙またはロール紙をセット
します。
U「ロール紙のセットと取り外し」28 ページ

プリントヘッドのノズルチェック

U「単票紙・ボード紙のセットと取り外し」35 ペー

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

ジ

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。

B

U「プリントヘッドのノズルチェック」118 ページ

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「セットした用紙の設定」36 ページ

C
118

［Menu］-［プリンターのお手入れ］-［プリン
トヘッドのノズルチェック］の順に押します。

メンテナンス

D

［開始］を押すとチェックパターンの印刷が始ま
ります。

B

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「セットした用紙の設定」36 ページ

E

以下を参考に、印刷されたチェックパターンを確
認します。

目詰まりしていないときの例

C

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。

パターンが欠けていないときは目詰まりしていませ
ん。

を押して目詰まりチェックを終了します。

目詰まりしているときの例

ノズルチェックパターンが欠けているときは、
を押してヘッドクリーニングを行ってください。

F

クリーニングするノズル列を選択して、【 Z 】を
押します。
クリーニングが始まります。クリーニングは、約 4 〜
9 分かかります。

L
クリーニングは、選択した列数が多いほど時間がかか
ります。またノズルの状態によっては、最大約 32 分か
かります。

G

D

［印刷］をクリックします。

E

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。

問題がないとき：
［終了］をクリック

画面の指示に従ってチェックパターンを印刷し
て、ノズルの目詰まりが解消されたことを確認し
ます。

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

コンピューターから行う

てください。

ここでは Windows を例に説明します。
Mac では、Epson Printer Utility 4 を使用します。
U「Epson Printer Utility 4 の機能」68 ページ

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。
U「ロール紙のセットと取り外し」28 ページ
U「単票紙・ボード紙のセットと取り外し」35 ペー
ジ

プリントヘッドのクリーニング
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。

本機から行う
クリーニングの強さを 2 段階から選択できます。
U「本機から行う」120 ページ

コンピューターから行う
U「コンピューターから行う」121 ページ
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ヘッドクリーニング時のご注意
ヘッドクリーニングでは、インクが消費されま
す。

C

クリーニングは、選択した列数が多いほど時間がかか
ります。また、ノズルの状態や自動クリーニング回数
の設定によっては、最大約 32 分かかります。

どの症状が出るとき以外は必要ありません。

全列をクリーニングすると、全色のインクが消費
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

モノクロ印刷などでブラック系のインクだけ使っている

ジが表示されます。

ときも、カラーインクを消費します。

短期間にヘッドクリーニングを繰り返すと、メンテナン

ヘッドクリーニングは、約 4〜9 分かかります。

L

文字がかすれる、画像が明らかに変な色で印刷されるな

メンテナンスボックスの空き容量が少ないときは
予備を用意しておいてください。

【 Z 】を押すとクリーニングが始まります。

D

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、
［はい］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

ノズルチェックをしないときは、［いいえ］を押し

クスのインクがすぐにいっぱいになる可能性があります。

て終了します。

［強力クリーニング］は、メンテナンスメニュー
内の［ヘッドクリーニング］よりもインクを多く
消費します。

目詰まりが解消されなかったときは、手順 1〜3 を数回繰

事前にインク残量を確認し、インク残量が少ないときは

が解消されないときは以降をご覧になり、［強力クリーニ

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

ング］を行ってください。

り返してください。連続して数回繰り返しても目詰まり

さい。

適正な温度環境下でないとプリントヘッドのク
リーニングは機能しません。適切な温度環境につ
いては以下をご覧ください。

強力クリーニング
作業を行う前に、必ず以下をお読みください。
U「ヘッドクリーニング時のご注意」120 ページ

U「仕様一覧」175 ページ

［強力クリーニング］をしても目詰まりが解消し
ないときは、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。
それでも改善されないときは、お買い求めの販売店また

A

操作パネルで［Menu］-［プリンターのお手入
れ］-［強力クリーニング］を選択します。

B

強力クリーニングするノズル列を選択します。

はエプソンのお問い合わせ窓口へご連絡ください。

チェックパターンでかすれや欠けがある色の組み合
わせを選択します。

U「お問い合わせ先」179 ページ

C

本機から行う
作業を行う前に、必ず以下をお読みください。

【 Z 】ボタンを押すと強力クリーニングが始ま
ります。
強力クリーニングは、約 8 分かかります。

U「ヘッドクリーニング時のご注意」120 ページ

L

A
B

操作パネルで［Menu］-［プリンターのお手入
れ］-［部品清掃］-［プリントヘッドの清掃］ を
選択します。

クリーニングは、選択した列数が多いほど時間がかか
ります。またノズルの状態によっては、最大約 27 分か
かります。

強力クリーニングが終了すると、クリーニング実行
前の画面に戻ります。

ヘッドクリーニングするノズル列を選択します。
チェックパターンでかすれや欠けがある色の組み合
わせを選択します。

120
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D

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、
［はい］を押します。

C

［ノズルチェックパターン］をクリックします。
印刷されたノズルチェックパターンを確認します。

ノズルチェックをしないときは、［いいえ］を押し

パターンにかすれや欠けが見られるときは、［クリー

て終了します。

ニング］をクリックします。
クリーニングを連続して数回繰り返しても目詰まり
が解消しないときは、本機の操作パネルから［ヘッ

コンピューターから行う
作業を行う前に、必ず以下をお読みください。

ドクリーニング］の［強力クリーニング］を行って
ください。

U「ヘッドクリーニング時のご注意」120 ページ

U「本機から行う」120 ページ

ここでは Windows を例に説明します。
Mac では、Epson Printer Utility 4 を使用します。
U「Epson Printer Utility 4 の使い方」68 ページ

プリントヘッドの位置調整
罫線がずれたり、粒状感が目立つ印刷結果になったとき
は、プリントヘッドの位置調整してください。

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。

印刷中、プリントヘッドは左右に移動しながらインクを
放出します。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）があるため、用紙厚や温度・湿度の
変化、プリントヘッド移動時の慣性力などによって、印
刷位置にズレが生じます。
調整は Uni-D 調整と Bi-D 調整から選択します。
項目名

説明

［Uni-D 調整］

各色の印刷位置のズレを調整します。

［Bi-D 調整］

全色の双方向印刷位置のズレを調整しま
す。

また、それぞれのメニューで自動調整と手動調整を選択
して行えます。
・自動調整
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。調整が終了す
るまでに約 13〜45 分かかります。所要時間は、選択し

全ての色をクリーニングを選択すると、全てのプリ

たメニューによって異なります。

ントヘッド（ノズル）を清掃します。
［自動選択］を選択すると、ノズルチェックをして

・手動調整

目詰まりしているプリントヘッド（ノズル）のみを

自動調整できないときや、自動調整の結果に満足できな

清掃します。プリントヘッド（ノズル）の目詰まり
がなければ、クリーニングは実行されません。

い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。

B

［スタート］をクリックします。
ヘッドクリーニングが始まります。ヘッドクリーニ
ングは約 4〜9 分かかります。

L
［自動クリーニング］の設定をオンにしているときは、
ヘッドクリーニング終了後にノズルの状態を確認し、
目詰まりがあると自動クリーニングを行います。ノズ
ルの状態や自動クリーニング回数の設定によっては、
最大約 32 分かかります。

プリントヘッドの位置調整時のご注
意
本機にセットした用紙に合わせて調整されます。
実際に調整が必要な用紙を正しくセットして、必ず［用
紙種類選択］を行ってください。
U「ロール紙のセットと取り外し」28 ページ
U「単票紙・ボード紙のセットと取り外し」35 ページ
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市販用紙で調整するときは、あらかじめユーザー用紙登
録を行ってください。

D

［Uni-D 調整］または ［Bi-D 調整］を選択しま
す。

U「市販用紙に印刷する前に」168 ページ
項目名

ノズルが目詰まりしてない状態にしてください。
ノズルが目詰まりしていると、調整が正しく行われない

Uni-D 調整

各色の印刷位置のズレを調整します。
調整が終了するまでに約 35〜45 分かか
ります。所要時間は、選択したメニュー
によって異なります。

Bi-D 調整

全色の双方向印刷位置のズレを調整し
ます。調整が終了するまでに約 13〜18
分かかります。所要時間は、選択した
メニューによって異なります。

ことがあります。チェックパターンを印刷して目視で確
認し、必要に応じてヘッドクリーニングを行ってくださ
い。

説明

U 「プリントヘッドのノズルチェック」118 ページ

以下の用紙では、自動調整はできません。
・普通紙

E

・PX/MC プレミアムマットボード紙
・透明や色の付いた用紙
これらの用紙を使用するときは、手動調整してください。
U「プリントヘッドの位置調整の方法」122 ページ

自動 または 手動を選択します。
自動を選択したときは手順 6 に進みます。
手動を選択したときは手順 7 に進みます。
項目名

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。

自動

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
機が自動で登録します。通常はこの方
法をお勧めします。

手動

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。自動調整できないときや、自動
調整の結果に満足できないときに行っ
てください。

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
とがあります。本機内部に光が入らないようにしても自
動調整ができないときは、手動調整してください。
U「プリントヘッドの位置調整の方法」122 ページ

説明

プリントヘッドの位置調整の方法
作業を行う前に、必ず以下をお読みください。
U「プリントヘッドの位置調整時のご注意」121 ページ

A

F

［開始］を押すと、プリントヘッドの位置調整が
開始されます。
調整パターンを印刷しながらセンサーで読み取り、

プリントヘッドの位置調整を自動で行う場合は、
幅 388 mm 以上の用紙をセットします。プリン
トヘッドの位置調整を手動で行う場合は、A4 サ
イズ以上の用紙をセットします。

最適な調整値を本機に自動で登録します。
調整が終わると、ギャップ調整実行前の画面に戻り
ます。粒状感や罫線ズレが気になった画像を印刷し
直して、調整結果を確認してください。

市販用紙で調整するときは、事前にユーザー用紙登

調整結果に満足できないときは、手動で調整をして

録を行ってください。

ください。

U「市販用紙に印刷する前に」168 ページ

B

使用する用紙に合わせて、用紙種類を正しく設定
します。

G

U「セットした用紙の設定」36 ページ

C

［開始］を押すと、プリントヘッドの位置調整が
開始されます。
セットした用紙に調整パターンが印刷されます。

L

操作パネルで、
［Menu］-［用紙設定］-［印刷調
整］-［プリントヘッドの位置調整］を選択しま
す。

122

単票紙は、調整パターンが複数枚になることがありま
す。1 枚目の印刷が終了したら、次の用紙をセットして
ください。
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H

③全ての＃1 VLM1 の調整パターンの平均値を求め

印刷された調整パターンを確認して、設定値を操
作パネルに入力します。

ます。

Uni-D 調整
①＃1 VLM1 の調整パターンを確認します。

上図では＃1 VLM1 は 2 箇所にありますが、用紙幅
によって印刷される数は異なります。
求めた数値が整数でないときは、小数点第 1 位を四
②最も白いスジが見えないもの、あるいは白いスジ

捨五入します。

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「0」を選びます。
④設定値を操作パネルに入力します。
⑤パネルの指示に従って、同様に全色の設定値を入
力します。

Bi-D 調整
①＃1 A の調整パターンを確認します。

上図では＃1 A は 2 箇所にありますが、用紙幅によっ
て印刷される数は異なります。
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②最も線が細く見える（線が重なっている）パター

用紙送り補正

ンの番号を確認します。

プリントヘッドのクリーニングやギャップ調整をしても、

下図の場合は「0」を選びます。

通常印刷領域（単票紙では、後端から 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実施します。
調整は［画質優先］と［寸法優先］から選択します。通
常は［画質優先］での調整をお勧めします。

画質優先
調整パターンが印刷されます。印刷された調整パターン
を目視で確認しながら調整します。画質を重視する印刷
③全ての＃1 A の調整パターンの平均値を求めます。

の調整に向いています。

寸法優先
トンボ（Measurement position）が印刷されます。トンボ
の距離を測定して調整します。寸法や長さを重視する印
刷（CAD など）の調整に向いています。

用紙送り補正の選択方法

A

用紙をセットします。
幅 400mm、長さ 560mm 以上の用紙をセットしま
す。
U「ロール紙のセットと取り外し」28 ページ
U「単票紙・ボード紙のセットと取り外し」35 ペー
ジ

求めた数値が整数でないときは、小数点第 1 位を四

市販用紙で調整するときは、事前にユーザー用紙登

捨五入します。

録を行ってください。
U「市販用紙に印刷する前に」168 ページ

④設定値を操作パネルに入力します。
⑤パネルの指示に従って、同様に全色の設定値を入
力します。

B

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「セットした用紙の設定」36 ページ

I

全てのインク色の入力が終わると、ギャップ調整
実行前の画面に戻ります。粒状感や罫線ズレが気
になった画像を印刷し直して、調整結果を確認し
てください。

L
保存できる調整結果は 1 件です。用紙種類ごとの調整結果は
保存できないため、用紙種類を変更したときは、すぐにプリ
ントヘッドの位置調整を行わずに現在の設定で印刷してみて
ください。
罫線がずれたり、粒状感が目立つ印刷結果になったときのみ、
変更した用紙種類でプリントヘッドの位置調整を行ってくだ
さい。

C

操作パネルで、
［Menu］-［用紙設定］-［印刷調
整］-［用紙送り補正］を選択します。

D

［画質優先］または［寸法優先］を選択します。

E

［開始］を押すと、調整パターンまたはトンボが
印刷されます。
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F

印刷された調整パターンまたはトンボを確認し
て、設定値を操作パネルに入力します。

画質優先
①調整パターンを確認します。

消耗品の交換
使用済み消耗品の処分

最もスジが見えないものを探してパターンの番号を
確認します。

以下のいずれかの方法で処分してください。

下図の場合は「0」を操作パネルに入力して、［OK］
を押します。

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。

インクカートリッジ
エプソンは使用済み純正インクカートリッジの回収活動
を通じ、地球環境保全と教育助成活動を推進しています。
便利でお得な「引取り回収サービス」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
②調整パターン 2 枚目が印刷されます。
①と同様に調整パターンを確認します。

L
全ての調整パターンにスジが見えるとき
［画質優先］を選択して印刷された調整パターンの全
てにスジが見えるときは、スジが見えないものが調整
パターンの中央付近に印刷されるまで、用紙送り補正
を繰り返してください。

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。詳しくはエプソンのホームページ
をご覧ください。
http://www.epson.jp/recycle/

メンテナンスボックス
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。詳しくはエプソンのホームページを
ご覧ください。
http://www.epson.jp/recycle/

寸法優先
①トンボの距離を定規で測ります。
0.5mm まで測れる定規を使用します。

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
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
②トンボの距離を操作パネルに入力して、
［OK］を
押します。

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。
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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

B

インクカートリッジを引き抜きます。

になることがあります。印刷途中で交換するとインクの
乾き具合により、色味が異なって見えることがあります。
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。
本機で使用できるインクカートリッジ U「消耗品とオプ
ション」153 ページ

K
交換方法

取り外したインクカートリッジはインク供給孔部

インクカートリッジは全色、同様の手順で交換できます。

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。

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

C

ター本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プリンター

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 10cm の振り幅
で 10 秒間で 30 回程度よく振ります。

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。

L
画面で交換方法の手順を見ながら作業できます。画面で手順
を見るには、ホーム画面から［MENU］-［プリンターのお手
入れ］-［インクカートリッジ交換］の順に押します。

A

K

インクカバーを開きます。

インクカートリッジ上の IC チップは触らないで
ください。正常に印刷できなくなるおそれがあり
ます。

D

インクカートリッジを奥までしっかりと押し込み
ます。
インクカートリッジの色とインクカバー裏面のラベ
ルの色を合わせてください。
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L

K

画面で交換方法の手順を見ながら作業できます。画面で手順
を見るには、ホーム画面から［MENU］-［プリンターのお手
入れ］-［メンテナンスボックス交換］の順に押します。

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。

E

インクカバーを閉めます。

A

新しいメンテナンスボックスを袋から取り出しま
す。

B

メンテナンスボックスを傾けないようにして、引
き出します。

廃棄方法 U「使用済み消耗品の処分」125 ページ

メンテナンスボックスの交換
メンテナンスボックスの空き容量不足のメッセージが表
示されたら対象のメンテナンスボックスを交換してくだ

C

さい。

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。

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」153 ページ

K
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。

メンテナンスボックスの交換方法
メンテナンスボックスの個数と装着位置は、以下の通り
です。
SC-P9550：2 つ（左右両側面）
SC-P7550：1 つ（右側面のみ）
［メンテナンスボックス空き容量不足］と表示された側
のメンテナンスボックスを交換してください。交換方法

D

は、どちらも同様です。両側とも交換するときは、以下
の手順 2〜5 を繰り返してください。

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。
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K
メンテナンスボックス上の IC チップは触らないでくだ

D

カッター交換カバーのツマミを押し下げながら下
に引いて外します。

E

カッターを固定しているネジをプラスドライバー
でゆるめます。

F

カッターを取り外します。

さい。正常な動作・印刷ができなくなるおそれがあり
ます。
廃棄方法 U「使用済み消耗品の処分」125 ページ

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」153 ページ
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。

カッターは子供の手の届く場所に保管しないでく

自動測色器マウンタ（オプション）装着時
自動測色器マウンタを装着した状態では、カッター交換
カバーが開けられません。カッターの交換作業を始める
前に取り外して、作業終了後に再び取り付けてください。

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。

取り外すときは、マウンタに付属のマニュアルをご覧に
なり、取り付け手順を逆順で行ってください。
U『自動測色器マウンタ（24）/（44） セットアップガ
イド』 （冊子）

A

用紙がセットされているときは、取り外します。
U「ロール紙の取り外し方」32 ページ

L

U「単票紙・ボード紙の取り外し方」36 ページ

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。

B

ホーム画面から［Menu］-［プリンターのお手入
れ］-［カッター交換］の順に押します。

C

［開始］を押すと、カッターが交換位置に移動し
ます。

128

メンテナンス

G

新しいカッターを取り付けます。
カッター側のネジを本機側の穴に差し込んでくださ
い。

本機のお手入れ
本機をいつでも良い状態で使用できるように、定期的
（1 ヵ月に 1 回程度）に本機のお手入れをしてください。

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

H

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。

プラスドライバーでネジをしっかり締め、カッ
ターを固定します。

外装のお手入れ

K
ネジはしっかり締めてください。カッターが固定
されないと、カット位置がずれたり曲がったりす
ることがあります。

I

J

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。
特に背面と側面の以下の箇所はホコリがたまらない

カッター交換カバーの下側を合わせて上側をはめ
込みます。

ように、清掃してください。
（下図は、オプション

カチッと音がするまでしっかりはめてください。

状態です。）

の Adobe PostScript 3 拡張ユニットを装着している

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。

汚れがひどいときは中性洗剤を少量入れた水に柔ら

操作パネルの画面が、作業前の状態に戻ったら、

かい布を浸し、よく絞ってから拭いてください。そ

カッター交換の作業は終了です。

の後、乾いた柔らかい布で水気を拭いてください。

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。
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C

内部のお手入れ

前面カバーを開け、柔らかい布を使って、ホコリ
や汚れを拭き取ります。

印刷結果がこすれたり汚れたりするときは、加圧ローラー

下図の水色の部分を丁寧にふきます。汚れを拡散さ

の清掃を行ってください。
また、プラテンは紙粉やインクが付着し汚れます、イン

せないために、上から下にふき取ります。汚れがひ

クが付いていると用紙が汚れますので、清掃してくださ

浸し、よく絞ってから拭きます。そして、最後に乾

い

いた柔らかい布で水気をふき取ります。

K

どいときは中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を

K

プラテンに紙粉やホコリが付いたまま使い続けると、

清掃時は、下図の灰色の部のローラーやフチなし

プリントヘッドの故障やノズルも目詰まりの原因とな

印刷吸収パッド、インクチューブに触らないでく

ることがあります。

ださい。故障や印刷汚れの原因となります。

ローラーの清掃
以下の手順で普通紙を給排紙してローラーの汚れを拭き
取ります。

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」28 ページ

B

【 X 】 - ［送る］を押します。
［送る］を押している間、紙送りされます。用紙に
汚れが付かなくなったら、ローラーの清掃は終了で
す。

C

清掃が終了したら用紙をカットします。
【 X 】 - ［カット］を押して用紙をカットします。

内部の清掃

A
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。
電源プラグを抜いたあと 1 分程放置します。
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D

E

樹脂部分に紙粉（白い粉のようなもの）が詰まっ
ているときは、つまようじなどの先の細い物で中
に押し込みます。

フチなし印刷吸収パッド内側周縁の紙粉やホコリ
を以下のように市販の綿棒でふき取ります。

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まりの原因になりま
す。

F

清掃が終了したら前面カバーを閉めます。
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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

用紙設定変更
プリンターで登録された用紙ではあ
りません。
設定は、用紙を登録したアプリケー
ション(ドライバーなど)から変更し
てください。
詳しくはマニュアルをご覧くださ
い。

Epson Media Installer で登録された用紙情報を変更するには、用紙をセットしてから操作パ
ネルで行ってください。
Epson Media Installer を使用すればセットされていない用紙情報も変更できます。
ただしお使いの Epson Media Installer のバージョンによっては用紙情報を変更することはで
きません。

TCP/IP 設定失敗
アドレスとサブネットマスクの組み
合わせが有効ではありません。
詳しくはマニュアルをご覧くださ
い。

IP アドレス、またデフォルトゲートウェイに正しい値を入力してください。正しい値がわか
らない場合は、ネットワーク設定をした方に確認してください。

測色器エラー NN
自動測色器が正常に動作しません。
詳しくはマニュアルをご覧くださ
い。
（NN はエラー番号）

エラー番号によって対処方法が異なります。下表をご覧ください。
U「自動測色器エラー」133 ページ
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自動測色器エラー
自動測色器エラーが表示されたら、末尾の 2 桁の番号を確認して対処してください。マウンタの取り外し方や取り付け
方、クリーニング方法は、マウンタに付属のマニュアルをご覧ください。
対処を行っ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のお問い合わせ窓口へご連絡くだ
さい。
U「お問い合わせ先」179 ページ
エラー番号

対処方法

01

マウンタが正しく装着されていません。本機の電源を切り、マウンタを一度取り外して、正
しく取り付け直してください。

13、15

以下の点を確認してください。
・バッキングに異常がないか
マウンタを取り外して、バッキングの状態を確認してください。正しく取り付けられてい
ないときは、取り付け直してください。紙押さえ板とバッキングの間に梱包材や異物があ
れば取り除いてください。
・キャリッジ移動範囲に異常がないか
マウンタを取り外し、底面や内部を確認してください。梱包材や異物があれば取り除いて
ください。
・白基準タイルホルダに異常がないか
マウンタを取り外して、白基準タイルホルダの状態を確認してください。正しく取り付け
られていないときは、取り付け直してください。
・仕様外の用紙を使用していないか
マウンタで使用不可の用紙は使用しないでください。
U「使用可能な用紙」156 ページ
・動作保証範囲外の環境で使用していないか
本機、マウンタ、用紙の全ての環境条件を満たす場所で使用してください。マウンタや用
紙の推奨環境は、付属のマニュアルをご覧ください。
本機の推奨環境 U「仕様一覧」175 ページ

80

以下の点を確認してください。
・ILS30EP と白基準タイルのラベルの番号は同じか
マウンタを取り外して ILS30EP と白基準タイルのラベルを確認してください。ILS30EP を
複数台お持ちのときは、必ず白基準タイルと同じ番号のセットで使用してください。
・ILS30EP のレンズや白基準タイルが汚れていないか
マウンタのマニュアルをご覧になり、部品をクリーニングしてください。

上記以外の番号

表示されたエラー番号をお控えの上、お買い求めの販売店またはエプソンのお問い合わせ窓
口へご連絡ください。
U「お問い合わせ先」179 ページ
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エラーメッセージとエラーコードが表示されたときは
エラーメッセージ

対処方法

部品を交換する必要があります。
エプソンサービスコールセンターにご相談く
ださい。
詳しくはマニュアルをご覧ください。
XXXXXXXX
（XXXXXXXX は 6 桁または 8 桁のコードで英
数字で表示されます。）

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のお問い合わせ窓口へご連絡ください。
（6 桁または 8 桁の英数字コード番号）を必ず伝えてく
連絡の際には、
「XXXXXXXX」
ださい。
U「お問い合わせ先」179 ページ
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、プリンターエラーが
発生します。

プリンターエラーが発生しました。
電源を入れ直してください。
詳しくはマニュアルをご覧ください。
XXXXXXXX
（XXXXXXXX は 6 桁または 8 桁のコードで英
数字で表示されます。）

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
プリンターエラーが発生すると、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。エ
ラーが解消されない場合は、数回繰り返します。
再び同じ番号のエラー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の
お問い合わせ窓口へご連絡ください。連絡の際には、「XXXXXXXX」（6 桁または 8 桁
の英数字コード番号）を必ず伝えてください。
U「お問い合わせ先」179 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］xxx（x はポート番号を表す数字）
・USB：
・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「ソフトウェアの削除」26 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）

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。

［自動電源オフ］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［設定しな
い］にしてください。
U「本体設定」109 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］-［プリンタと
スキャナ］（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」172 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

あてはまるトラブル状態がない

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

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。

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？
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

しばらくすると、テストページの印刷が始まります。

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。

・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。

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。

・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「印刷できない（プリンターが動かない）」135
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。

プリンター側でエラーが発生してい
る
o

操作パネルの画面のメッセージで確認しま
す。
U「操作パネル」10 ページ
U「メッセージが表示されたとき」132 ページ

印刷が中断されている

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

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）

本機の動作確認をしてください。
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「プリントヘッドのノズルチェック」118 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。

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。

o

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）

o

印刷のステータスが［一時停止］になって
いませんか？（Mac）

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？
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。

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
ンタとスキャナ］
（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。
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ノズルチェックパターンが正常に印
刷できない
o

o

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。
U「インクカートリッジの交換」125 ページ

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」119 ページ

o

o

本機を長期間使用していなかったのではあ
りませんか？
o

印刷品質が悪い/ムラがある/薄い/濃
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？

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？
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

プリントヘッドの位置調整をしましたか？
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
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、プリント
ヘッドの位置調整をしてください。
U「プリントヘッドの位置調整」121 ページ

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

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？
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。

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。

o

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「カラーマネージメント印刷」98 ページ

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「プリントヘッドのノズルチェック」118 ページ

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？
プリンタードライバーで［印刷品質］の［品質詳細設
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。

印刷品質/印刷結果のトラブル

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とプリンター本体の用紙設定、実
際の用紙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。

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？

o

市販用紙で双方向印刷していますか？
［用紙種類］でユーザー用紙を選択して印刷時に色ムラ
が発生したときは、以下の対処をしてください。

古くなったインクカートリッジを使用して
いませんか？

・市販用紙の設定を登録していないとき
以下をご覧になり、設定を登録してください。
U「市販用紙に印刷する前に」168 ページ

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 6 カ月以内）に使い切
ることをお勧めします。

・市販用紙の設定を登録しているとき
単方向印刷してください。以下の手順でプリンタード
ライバーの［双方向印刷］のチェックを外します。
Windows：基本設定画面の［印刷品質］で［詳細設定］
を選択
Mac：一覧から［印刷設定］を表示して［カラー詳細
設定］タブを選択
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他機種と色味が異なる
o

o

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、プリンター設定メニューの［用紙幅検出］
の設定が［OFF］になっていると用紙幅を超えて印刷し
てしまいます。設定を［ON］に変更してください。
U「用紙設定」104 ページ

製品の特性により機種ごとに色味が異なり
ます。
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「カラーマネージメント印刷」98 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。

o

紙の品質や印刷環境などさまざまな要因が
印刷品質に影響します。
用紙の先端余白が少ないと、色ムラが発生
することがあります。

罫線が左右にガタガタになる
o

先端余白を多く取ってください。
U「用紙設定」104 ページ

o

印刷面がこすれる/汚れる
o

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。

o

o

［ページサイズ］の設定は正しいですか？

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。

セットした用紙のサイズと、プリンタードライバーの
［ページサイズ］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。
o
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どうかを確認してくださ
い。
U「使用可能な用紙」156 ページ
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。

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）
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「プリントヘッドの位置調整」121 ページ

プリンタードライバーの［品質詳細設定］
で、
［端部画質向上］を［先端画質向上］
または［四辺画質向上］を選択してくださ
い。

［先端画質向上］は全てを 2 ヘッドモードするため、通
常の印刷速度と変わらず印刷しますが、先端の余白が通
常よりも多くなります。
［四辺画質向上］は全てを 1 ヘッドモードするため、印
刷速度が通常よりも遅くなります。

［先端余白］［後端余白］を短く設定して
いませんか？
用紙メニューの［先端余白］［後端余白］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、
［先端余白］［後端余白］の設定値が優先され
ます。例えば、本機の用紙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」55 ページ

用紙先端の印刷品質（色ムラや色合
い）が気になる
o

印刷データは用紙幅に納まっていますか？

用紙が斜行していませんか？

用紙が波打ったり、反ったりしていません
か？
用紙が温度や湿度などの環境の変化により波打ったり
反ったりすると、こすれの原因となります。
以下の点を守ってください。

プリンター設定メニューの［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。プリンター設定メニューで
［斜行エラー検出］を［ON］に設定してください。
U「用紙設定」104 ページ

・用紙は、印刷直前にセットする。
・波打ったり反ったりした用紙を使用しない。
ロール紙は、波打ったり反ったりしている部分を切り
取って、セットし直してください。
単票紙は、新しい用紙をお使いください。
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o

プリントヘッドが印刷面をこすっていませ
んか？

o

用紙の印刷面をこすってしまうときには、
［本体設定］
の［ユーザー用紙設定］または［用紙設定］の［プラテ
ンギャップ］を広げる設定にしてください。それでも改
善されないときは、［ユーザー用紙設定］で［排紙ロー
ラー］を［使用する］にしてみてください。ただし光沢
紙の使用時は、［排紙ローラー］を［使用する］にする
と、印刷面に傷がつくおそれがあります。
U「用紙設定」104 ページ
U「本体設定」109 ページ

o

本項目より前に記載の各対処方法を実施しても印刷面が
汚れるときは、以下を参照してプリントヘッド周辺、
キャップ、ワイパーを清掃してみてください。
U「プリントヘッドとキャップ周辺の清掃」139 ペー
ジ

o

プリントヘッドが用紙の先端をこすってい
ませんか？

o

プリントヘッドが用紙の後端をこすってい
ませんか？

プリントヘッドが用紙の左右端をこすって
いませんか？
用紙によっては、使用時や保管時の環境、印刷データの
内容によって、用紙の左右端がこすれて跡になることが
あります。
左右端の余白を多めにしたデータを作成してください。
それでも改善しないときは、プリンタードライバーかお
使いのソフトウェアでデータを 90 度回転させてから印
刷してください。

o

o

プリントヘッドとキャップ周辺の清掃をし
てみてください。
本項目より前に記載の各対処方法を実施しても印刷面が
汚れるときは、以下を参照してプリントヘッド周辺、
キャップ、ワイパーを清掃してみてください。
U「プリントヘッドとキャップ周辺の清掃」139 ペー
ジ

プリントヘッドとキャップ周辺の清
掃
自動クリーニングでプリントヘッドの目詰まりが解消さ
れないときは、プリントヘッドとキャップ周辺の清掃を
します。

複 数 ペ ー ジ 印 刷 時 に 、［ 自 動 カ ッ ト ］ ［カットしない］にして印刷していません
か？
ページごとで用紙をカットせずに印刷し続けると、ペー
ジとページの間がこすれることがあります。［ユーザー
用紙設定］で［ページ間余白］を［65mm］にしてみて
ください。
U「本体設定」109 ページ

o

プリンターの内部が汚れていませんか？
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」130 ページ

用紙によっては、使用時や保管時の環境、印刷データの
内容によって、印刷された面の後端がこすれて跡になる
ことがあります。
後端の余白を多めにしたデータを作成してください。
それでも改善しないときは、プリンタードライバーの
［端部画質向上］を選択してから印刷してください。

o

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。

用紙メニューの［ロール紙設定］ - ［先端余白］［後端
余白］を［先端 45mm/後端 15mm］に設定してくださ
い。
U「用紙設定」104 ページ

o

プリントヘッド周辺などを清掃してみてく
ださい。

プリンターの内部が汚れていませんか？
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」130 ページ
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K
・清掃の対象箇所以外の部品や基板には絶対に触らな

D

クリーニング棒で矢印部分の固着したインクや毛
羽ゴミ、ほこりを取り除きます。

いでください。本機の故障や印刷品質低下の原因に
なります。
・クリーニング棒は、常に新品を使用してください。
一度使用したものを再利用すると、かえって汚れが
付着する原因になります。
・クリーニング棒の先は手で触らないでください。皮

K

脂が付着し、機能が損なわれることがあります。
・作業の前に金属製のものに触れて、作業者の静電気

図の箇所には触らないでください。本機の故障や

を逃がしてください。

印刷品質低下の原因になります。

・キャップは、アルコールなどの有機溶剤で拭かない
でください。プリントヘッドの故障の原因になりま
す。
・プリントヘッドは手で動かさないでください。故障
の原因になります。
・用紙をセットしていたら、取り外してから作業する
ことをお勧めします。

プリントヘッドの清掃

A

本機の操作パネルで［部品清掃］を押します。

B

［プリントヘッドの清掃］を押します。

E

メンテナンスカバー（背面）を取り付けます。

F

本機の操作パネルで【 Z 】ボタンを押します。
プリントヘッドが元の位置に戻ります。

プリントヘッドが清掃位置まで移動します。
プリントヘッドが止まるまで待ってください。

C

メンテナンスカバー（背面）を外します。

キャップ周辺の清掃

A

本機の操作パネルで［部品清掃］を押します。

B

［キャップ周辺の清掃］を押します。
プリントヘッドがクリーニング位置まで移動しま
す。
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C

インクカバー（右側）を開けます。

D

メンテナンスカバー（前面）を外します。

E

前面カバーを開けます。

(2)

クリーニング棒を縦にして、全ての乾燥
キャップの外周を拭き取ります。

(3)

クリーニング棒を平らにして、全ての乾燥
キャップのフチを拭き取ります。

F

乾燥キャップの汚れを新品のクリーニング棒で拭
き取ります。
(1)

クリーニング棒を縦にして、全ての乾燥
キャップの内周を拭き取ります。

K
ピンセットやクリーニング棒でキャップのフチや
(4)

周囲を強く押さえないでください。部品が変形し
て、正常にキャッピングできなくなるおそれがあ

クリーニング棒を縦にして、全てのガイド部
を拭き取ります。

ります。
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(5)

(3)

キャップ内に毛羽ゴミ、ホコリが付いている
ときは、クリーニング棒の先端やピンセット

ワイパー（3 ヵ所）の縁の汚れを拭き取りま
す。

で取り除きます。

H

吸引キャップの汚れを新品のクリーニング棒で拭
き取ります。
(1)

G

キャップの外周を拭き取ります。

ワイパー（3 ヵ所）の汚れを新品のクリーニング
棒で拭き取ります。
(1)

クリーニング棒を縦にして、全ての吸引

ワイパー（2 ヵ所）の外周の汚れを拭き取り
ます。

(2)

クリーニング棒を平らにして、全ての吸引
キャップのフチを拭き取ります。

(2)

ワイパー（1 ヵ所）の外周の汚れを拭き取り
ます。

(3)

クリーニング棒を縦にして、全てのガイド部
を拭き取ります。
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印刷した用紙に波打ちが発生する

(4)

キャップ内に毛羽ゴミ、ホコリが付いている
ときは、クリーニング棒の先端やピンセット
で取り除きます。

o

印刷後の用紙を乾燥させてください
印刷後の用紙を乾燥させることで、用紙の波打ちが改善
することがあります。
用紙の波打ち波打ちを伸ばすように丸めて乾燥させると
より改善します。

o

印刷のインク濃度を下げてください
高いインク濃度で印刷すると、用紙の波打つことがあり
ます。ドライバーの「用紙調整」で、インク濃度を下げ
てみてください。

I

前面カバーを閉めます。

J

メンテナンスカバー（前面）を取り付けて、イン
クカバー（右側）を閉めます。

K

o

高解像で印刷すると、用紙の波打つことがあります。ド
ライバーの「印刷品質」で、解像度を下げてみてくださ
い。

印刷した用紙の裏側が汚れる
本機の操作パネルで【 Z 】ボタンを押します。
プリントヘッドが元の位置に戻ります。

o

ングされます。

用紙にしわが発生する
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。

o

設定メニューの［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、プリンター設定メニューの［用紙幅検出］の
設定が［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、設定を［ON］に変更してください。
U「用紙設定」104 ページ
U「内部のお手入れ」130 ページ

プリントヘッドが目詰まりしていたら自動クリーニ

o

印刷解像度を下げてください

o

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［ヘッド
パス毎の乾燥時間］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。

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「市販用紙に印刷する前に」168 ページ
o
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以下の手順に従ってプラテンとフチなし印
刷吸収パッド周縁の清掃とフチなし印刷吸
収パッドの交換をしてみてください

困ったときは

K

プラテンとフチなし印刷吸収パッド周縁を
清掃する

清掃時は、下図の灰色の部のローラーやフチなし

U「プラテンとフチなし印刷吸収パッド周縁の清掃」144
ページ

印刷吸収パッド、インクチューブに触らないでく
ださい。故障や印刷汚れの原因となります。

清掃してもすぐにまた用
紙の裏面に汚れが付く

フチなし印刷吸収パッドを交換する
U「フチなし印刷吸収パッドの交換」145 ページ

K
プラテンやフチなし印刷吸収パッドに紙粉やホコリが
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。

プラテンとフチなし印刷吸収パッド周縁の清掃

A
B
C

D

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。

E

前面カバーを開けます。

裏汚れが発生する付近のプラテンを清掃します。
やわらかい布を使ってホコリや汚れをふき取りま
す。
下図の水色の部分を丁寧にふきます。汚れを拡散さ
せないために、上から下にふき取ります。汚れがひ
どいときは中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を
浸し、よく絞ってから拭きます。そして、最後に乾
いた柔らかい布で水気をふき取ります。

144

下図で示す穴に紙粉（白い粉のようなもの）が詰
まっているときは、つまようじなどの先の細い物
で中に押し込みます。

困ったときは

F

周縁の紙粉やホコリを以下のように市販の綿棒で
ふき取ります。

清掃してもすぐにまた用紙の裏面に汚れが付くときは、
フチなし印刷吸収パッドを交換します。

E

裏汚れが発生する箇所のフチなし印刷吸収パッド
をピンセットで引き抜きます。

F

クリーニング棒で以下の 3 箇所の堆積したインク
を残らずふき取ります。

底面

フチなし印刷吸収パッドの交換
本機専用の吸収パッド交換キットをお求めになり、フチ
なし印刷吸収パッドの交換をしてください。
U「消耗品とオプション」153 ページ
交換の際は、用紙裏面に汚れが付く箇所のフチなし印刷
吸収パッドだけを交換します。全てのフチなし印刷吸収
パッドを交換する必要はありません。

A
B
C

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。

中央の溝
電源プラグを抜いたあと 1 分程放置します。

前面カバーを開けます。

側面

D

交換するフチなし吸収パッドを用意します。
フチなし印刷吸収パッドは３種類あります。フチな
し印刷吸収パッド取り付け位置によって異なりま
す。取り付け位置については以下をご覧ください。
U「消耗品とオプション」153 ページ
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G

新品のフチなし印刷吸収パッドを折り曲げます。
折り曲げ方は取り付け位置によって異なります。取

H

折り曲げたフチなし印刷吸収パッドを穴の奥まで
挿入します。

I

フチなし印刷吸収パッドを溝に押し込みます。

J

フチなし印刷吸収パッドが浮き上がらないように
上から軽く押さえます。

り付け位置については以下をご覧ください。
U「消耗品とオプション」153 ページ

K
新しいフチなし印刷吸収パッドは指示がある箇所
以外は折らないでください。

「消耗品とオプション」の図内で＊マークがあるフ
チなし吸収パッドは、図のように折り曲げます。
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K
フチなし印刷吸収パッドは浮いた箇所がないよう

フチなし印刷ができない、余白が発
生する

に装着してください。

o

浮いた箇所があるとプリントヘッドのこすれや故
障の原因となります。

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」76 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

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」76 ページ

使用済みのフチなし印刷吸収パッドやクリーニング棒の

o

用紙の保管は適切でしたか？
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。

廃棄
U「使用済み消耗品の処分」125 ページ
未使用のフチなし印刷吸収パッドは購入時の袋に入れて
ファスナーを閉めて保管してください。
o

インクが出すぎてしまう
o

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。

［用紙種類］の設定は正しいですか？
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

o

o

トレーシングペーパーに印刷しています
か？

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上下に余白が出
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「ロール紙のカット設定」31 ページ

［インク濃度］の設定は適切ですか？
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。

フチなし印刷対応用紙を使用しています
か？

給紙ミス/排紙のトラブル
給紙・排紙がうまくできない

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と、改善されることがあり
ます。

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「ロール紙のセットと取り外し」28 ページ
U「単票紙・ボード紙のセットと取り外し」35 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

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・ボード紙のセットと取り外し」35 ページ
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o

用紙にしわや折り目がありませんか？

o

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

ロール紙がロール紙アダプターに正しく取り付けられて
いないとうまく給紙されません。
またロール紙アダプターに紙粉が付着しているとロール
紙が正しく取り付けられません。ロール紙アダプターに
紙粉が付着しているときは、清掃を行ってください。
紙粉が付着した状態

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。

o

ロール紙がロール紙アダプターに正しく取
り付けられていますか？

用紙が波打ったり、反ったりしていません
か？
用紙が温度や湿度などの環境の変化により波打ったり
反ったりすると、用紙サイズを正しく検知できないこと
があります。
以下の点を守ってください。
・用紙は、印刷直前にセットする。
・波打ったり反ったりした用紙を使用しない。
ロール紙は、波打ったり反ったりしている部分を切り
取って、セットし直してください。
単票紙は、新しい用紙をお使いください。

o

清掃した状態

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

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

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。

o

排紙バスケットに収容するとき、排
紙バスケット内に入らない・しわが
寄る・折れる
o

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。

吸着力が強くないですか？
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「用紙設定」104 ページ

o

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？

・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。

カールが強い用紙を使用していませんか？

カールが強い用紙を使用するときは、室温 23℃以上の
環境で使用してください。

・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。
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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。

E

詰まった用紙を取り除きます。
ローラー、インク吸収部、インクチューブには絶対
に触らないでください。

A

ロール紙カバーを開けて、給紙スロットより上の
部分を市販のカッターなどで切り取ります。

B

ロール紙を巻き戻します。

C

前面カバーを開けます。

F

前面カバーを閉めます。

G

本機の電源を一度切って、再度入れます。

H

用紙をセットし直して、印刷を再開します。

K

U「ロール紙のセット方法」28 ページ

プリントヘッド周辺のケーブル類に触らないでく

K

ださい。故障の原因となります。

ロール紙は、再セットする前に先端がまっすぐ水平に
なるようにカットしてください。波打ったりしわになっ

D

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まりの原因となります。

プリントヘッドの側面に手を添えて、用紙が詰
まっていない方にゆっくり移動します。

K
紙詰ま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

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。

れると静電気の影響で誤動作することがありま
す。

A

149

前面カバーを開けます。

困ったときは

K

その他

プリントヘッド周辺のケーブル類に触らないでく
ださい。故障の原因となります。

B

操作パネルの画面表示が消える
o

プリントヘッドの側面に手を添えて、用紙が詰
まっていない方にゆっくり移動します。

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
は本体設定メニューで変更できます。
U「本体設定」109 ページ

K
紙詰ま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

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

れると静電気の影響で誤動作することがありま
す。

o

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」119 ページ

C

詰まった用紙を取り除きます。

用紙がきれいに切り取れない

ローラー、インク吸収部、インクチューブには絶対

o

に触らないでください。

カッターを交換してください。
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」128 ページ

本体内部が光っている
o

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。

D

前面カバーを閉めます。

E

本機の電源を一度切って、再度入れます。

F

用紙をセットし直して、印刷を再開します。

管理者パスワードを忘れた
o

U「単票紙・ボード紙のセットと取り外し」35 ペー
ジ

設定した管理者パスワードを忘れたときは、エプソンの
お問い合わせ窓口にご相談ください。
U「お問い合わせ先」179 ページ

自動でヘッドクリーニングが実施さ
れる
o
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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。

困ったときは

測色中の乾燥ファンの音が従来機種
よりもわずかに大きい
o

o

市販用紙でキャリブレーションするときは、以下のどち
らかの方法でユーザー用紙情報を登録してください。
・Epson Media Installer を使用して登録する。

この状態は故障ではありません。

・本機操作パネルを使用して登録する。

使用環境によって乾燥ファンの音が従来機種よりもわず
かに大きくなります。

U「用紙情報が操作パネルやドライバーにないとき
は」37 ページ

測色中にエラーが発生する（自動測
色機マウンタ使用時）
、カラーキャリ
ブレーションをしても色が合わない
o

o

本機のファームウェアのアップデー
トができない
o

o

RIP やアプリケーションの印刷設定と実際
の印刷条件が異なっていませんか？
用紙種類やブラックインク種類が RIP やアプリケーショ
ンの設定と異なっていると、正しく印刷できません。本
機にセットした用紙種類やブラックインク種類の設定が
正しいか確認してください。

o

印刷された測色チャートにノズル抜けがあ
りませんか？

VPN (Virtual Private Network)環
境で印刷するときに、印刷が止まる
o

測色チャートに汚れや傷が付いたり、イン
クが剥がれたりしていませんか？
測色チャートに汚れや傷が付いたり、インクが剥がれた
りしていると、正しい測色結果が得られないことがあり
ます。測色チャートを印刷し直してください。

測色チャートは十分に乾燥できています
か？
インクの乾燥が不十分だと、正しい測色結果が得られま
せん。市販用紙をお使いの場合、用紙種類によっては乾
燥時間を通常より長くしないとインクが十分に乾かない
ことがあります。お使いの RIP やアプリケーションで乾
燥時間を長めに設定してください。乾燥時間設定の詳細
は、お使いの RIP やアプリケーションのマニュアルをご
覧ください。用紙の乾燥条件は、用紙のマニュアルをご
覧ください。

ネットワーク設定を 100Base-TX Auto に
してみてください。

操作パネルの設定 - 本体設定 - ネットワーク設定 - 詳細
設定で設定できます。
また、Web Config や Epson Device Admin でもネット
ワーク設定の変更ができます。

o

o

プリンターに処理中のジョブや未処理の
ジョブが残っていませんか？
ジョブの処理が完了するまで待つか、ジョブをキャンセ
ルしてください。

測色チャートにバンディング（水平方向のスジが一定間
隔で入ること）が見られないか確認してください。ノズ
ル抜けがある状態で印刷された測色チャートでは、正し
い測色結果が得られません。ノズル抜けが確認されたと
きは、ヘッドクリーニングをして測色チャートを印刷し
直してください。
U「プリントヘッドのクリーニング」119 ページ

o

測色時にプリンター内部に外部からの光
（直射日光など）が入っていませんか？
プリンター内部に外部からの光が入ると、正しい測色結
果が得られないことがあります。光が入らないようにし
てください。

温度と湿度は本機（動作時）や用紙の推奨
環境に適していますか？
推奨環境外の条件下で測色チャートを印刷すると、正し
い測色結果が得られないことがあります。本機や用紙の
マニュアルで推奨環境を確認してください。
本機の推奨環境 U「仕様一覧」175 ページ

ユーザー用紙情報を登録しましたか？

オプションのハードディスクユニットを使
用して印刷してください。印刷データを一
度ハードディスクユニットに格納してか
ら、印刷してください。
プリンタードライバーのハードディスク設定で送信終了
後に印刷するまたは印刷モード - 保存のみを選択しま
す。

停電などで本機の電源が切れた
o

本機の電源を入れ直してください。
正常に電源を切らないと、プリントヘッドがキャッピン
グされないことがあります。キャッピングせずに長時間
放置すると、印刷不良の原因となります。
本機の電源を入れ直して、しばらくすると自動的にキャッ
ピングが行われます。
また、キャリブレーション中に電源が切れると、データ
の転送や、補正値の書き込みが正常にできないことがあ
ります。日付が初期化されているときは、補正値が初期
化されています。
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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。

エプソンのホームページの Q&A
エプソンのホームページ（http://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
起こっていたトラブルが解消されることがあります。で
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。
最新のプリンタードライバーは、エプソンのホームペー
ジ（http://www.epson.jp）からダウンロードできます。

ファームウェアのバージョンアッ
プ
エプソンのホームページ（http://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。

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ホームページで確
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」177 ページ
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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。
（2019 年 11 月現在）
最新の情報は、エプソンのホームページ（http://www.epson.jp）をご覧ください。

エプソン製専用紙
U「エプソン製専用紙一覧」156 ページ

インクカートリッジ
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」125 ページ
型番
色名

700ml

350ml

150ml

フォトブラック

SC18BK70

SC18BK35

SC18BK15

シアン

SC18C70

SC18C35

SC18C15

ビビッドマゼンタ

SC18VM70

SC18VM35

SC18VM15

イエロー

SC18Y70

SC18Y35

SC18Y15

ライトシアン

SC18LC70

SC18LC35

SC18LC15

ビビッドライトマゼンタ

SC18VLM70

SC18VLM35

SC18VLM15

グレー

SC18GY70

SC18GY35

SC18GY15

マットブラック

SC18MB70

SC18MB35

SC18MB15

ライトグレー

SC18LGY70

SC18LGY35

SC18LGY15

オレンジ

SC18OR70

SC18OR35

SC18OR15

グリーン

SC18GR70

SC18GR35

SC18GR15

バイオレット

SC18V70

SC18V35

SC18V15
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その他
商品名

型番

備考

メンテナンスボックス

SC9MB

メンテナンスボックス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」127 ページ

ペーパーカッター替え刃

PXHSPB2

U「カッターの交換」128 ページ

ロールペーパーアダプタ

SCRPA3

ロール紙セット時に、紙管の両端に取り付けます。
U「ロール紙のセットと取り外し」28 ページ

吸収パッド交換キット

SCPADKIT2

フチなし印刷用の吸収パッドです。
U「印刷した用紙の裏側が汚れる」143 ページ

自動測色器マウンタ(44)＊1

PXHACM44

自動測色器マウンタ(24)＊2

PXHACM24

別売の測色器 ILS30EP を取り付けて本機に装着すると、印刷
物を自動で測色できます。取り付け方は、マウンタに付属の
マニュアルをご覧ください。
マウンタを使用するには、市販のソフトウェア RIP が必要で
す。

測色器 ILS30EP

ILS30EP

マウンタに取り付ける測色器です。マウンタへの取り付け方
は、測色器に付属のマニュアルをご覧ください。

自動巻き取りユニット＊1

PXHARFU2

印刷したロール紙を自動で紙管に巻き取ります。取り付け方
は、自動巻き取りユニッ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（SC-P9550 の
み）
」46 ページ

ハードディスクユニット

SCHDU3

U「ハードディスクユニットの使い方（オプション）」58
ページ

Adobe® PostScript® 3™ 拡張ユニッ
ト

SCPSU2

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。

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「ロール紙の取り外し方」32 ページ

Epson Edge Print

SCEEP

エプソン純正ソフトウェア RIP です。

＊1 SC-P9550 で使用可能。
＊2 SC-P7550 で使用可能。
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吸収パッド交換キット（フチなし印刷用の吸収パッド）について
吸収パッド交換キットに付属されるフチなし印刷用の吸収パッドは３種類同梱されています。
フチなし印刷用の吸収パッドは、取り付け位置によって異なります。

SC-P9550

SC-P7550

A：切り欠きがあるタイプ

B：ストレートタイプ

C：ワイドタイプ

取り付け方法については以下をご覧ください。
U「印刷した用紙の裏側が汚れる」143 ページ
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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
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

0.27 mm

紙管サイズ

3 インチ

用紙種類（プリンタードライバー）

EPSON プロフェッショナルフォト＜厚手 光沢＞

ブラックインク種類

フォトブラック（BK）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_PremiumGlossyPhotoPaper250.icc

用紙幅

406mm/16 インチ
610mm/24 インチ
914mm/36 インチ＊
1118mm/44 インチ＊
＊ SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷

全ての用紙幅で可能。

自動測色器マウンター

全ての用紙幅で可能。

自動巻き取りユニット

全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

プロフェッショナルフォトペーパー＜厚手半光沢＞
用紙厚

0.27 mm

紙管サイズ

3 インチ

用紙種類（プリンタードライバー）

EPSON プロフェッショナルフォト＜厚手 半光沢＞

ブラックインク種類

フォトブラック（BK）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_PremiumSemiglossPhotoPaper250.icc

用紙幅

406mm/16 インチ
610mm/24 インチ
914mm/36 インチ＊
1118mm/44 インチ＊
＊ SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷

全ての用紙幅で可能。

自動測色器マウンター

全ての用紙幅で可能。
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自動巻き取りユニット

全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

プロフェッショナルフォトペーパー＜厚手絹目＞
用紙厚

0.27 mm

紙管サイズ

3 インチ

用紙種類（プリンタードライバー）

EPSON プロフェッショナルフォト＜厚手 絹目＞

ブラックインク種類

フォトブラック（BK）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_PremiumLusterPhotoPaper260.icc

用紙幅

254mm/10 インチ
406mm/16 インチ
610mm/24 インチ
914mm/36 インチ＊
1118mm/44 インチ＊
＊ SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷

全ての用紙幅で可能。

自動測色器マウンター

全ての用紙幅で可能。

自動巻き取りユニット

254mm/10 インチ幅用紙は非対応。
その他の用紙幅は外巻き、内巻きが可能。

プロフェッショナルフォトペーパー＜厚手微光沢＞
用紙厚

0.268mm

紙管サイズ

3 インチ

用紙種類（プリンタードライバー）

EPSON プロフェッショナルフォト＜厚手 微光沢＞

ブラックインク種類

フォトブラック（BK）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_PremiumSemimattePhotoPaper250.icc

用紙幅

406mm/16 インチ
610mm/24 インチ
914mm/36 インチ＊
1118mm/44 インチ＊
＊ SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷

全ての用紙幅で可能。

自動測色器マウンター

全ての用紙幅で可能。

自動巻き取りユニット

全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

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

用紙種類（プリンタードライバー）

EPSON プロフェッショナルフォト＜薄手 光沢＞

ブラックインク種類

フォトブラック（BK）
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ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_PremiumGlossyPhotoPaper170.icc

用紙幅

420mm/A2
594mm/A1
610mm/24 インチ
728mm/B1＊
914mm/36 インチ＊
1118mm/44 インチ＊
＊ SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷

420mm/A2 幅用紙は非対応。
その他の用紙幅は可能。

自動測色器マウンター

全ての用紙幅で可能。

自動巻き取りユニット

全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

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

用紙種類（プリンタードライバー）

EPSON プロフェッショナルフォト＜薄手 半光沢＞

ブラックインク種類

フォトブラック（BK）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_PremiumSemiglossPhotoPaper170.icc

用紙幅

420mm/A2
594mm/A1
610mm/24 インチ
728mm/B1＊
914mm/36 インチ＊
1118mm/44 インチ＊
＊ SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷

420mm/A2 幅用紙は非対応。
その他の用紙幅は可能。

自動測色器マウンター

全ての用紙幅で可能。

自動巻き取りユニット

全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

EPSON プルーフィングペーパー ホワイトセミマット
用紙厚

0.2mm

紙管サイズ

3 インチ

用紙種類（プリンタードライバー）

EPSON Proofing Paper White Semimatte

ブラックインク種類

フォトブラック（BK）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc

用紙幅

432mm/17 インチ

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

可能。

自動巻き取りユニット

外巻き、内巻きが可能。
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EPSON プロフェッショナルプルーフィングペーパー
用紙厚

0.196mm

紙管サイズ

3 インチ

用紙種類（プリンタードライバー）

EPSON プロフェッショナルプルーフィング

ブラックインク種類

フォトブラック（BK）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_ProofingPaperCommercial.icc

用紙幅

329mm/13 インチ
432mm/17 インチ
610mm/24 インチ
914mm/36 インチ＊
1118mm/44 インチ＊
＊ SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

全ての用紙幅で可能。

自動巻き取りユニット

329mm/13 インチ幅用紙は非対応。
その他の用紙幅は外巻き、内巻きが可能。

EPSON 普通紙ロール＜厚手＞
用紙厚

0.112mm

紙管サイズ

2 インチ

用紙種類（プリンタードライバー）

普通紙

ブラックインク種類

マットブラック（MB）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_PlainPaper.icc

用紙幅

420mm/A2
515mm/B2
594mm/A1
610mm/24 インチ
728mm/B1＊
841mm/A0＊
914mm/36 インチ＊
1118mm/44 インチ＊
＊ SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

非対応

自動巻き取りユニット

非対応

EPSON 普通紙ロール＜薄手＞
用紙厚

0.079mm

紙管サイズ

2 インチ

用紙種類（プリンタードライバー）

普通紙
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ブラックインク種類

マットブラック（MB）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_PlainPaper.icc

用紙幅

420mm/A2
515mm/B2
594mm/A1
610mm/24 インチ
728mm/B1＊
841mm/A0＊
914mm/36 インチ＊
1118mm/44 インチ＊
＊ SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

非対応

自動巻き取りユニット

非対応

PX マット紙ロール＜薄手＞
用紙厚

0.14mm

紙管サイズ

2 インチ

用紙種類（プリンタードライバー）

PX マット紙＜薄手＞

ブラックインク種類

マットブラック（MB）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_SingleweightMattePaper.icc

用紙幅

420mm/A2
515mm/B2
594mm/A1
610mm/24 インチ
728mm/B1＊
841mm/A0＊
914mm/36 インチ＊
1118mm/44 インチ＊
＊ SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷

420mm/A2 幅用紙は非対応。
その他の用紙幅は可能。

自動測色器マウンター

非対応

自動巻き取りユニット

全ての用紙幅で外巻きが可能。
ただし、594mm/A1、610mm/24 インチ、728mm/B1、914mm/36 インチ、1118mm/
44 インチ用紙は自動巻き取りユニットに付属するテンショナーを使用すること。

MC 厚手マット紙ロール
用紙厚

0.21mm

紙管サイズ

2 インチ

用紙種類（プリンタードライバー）

MC 厚手マット紙

ブラックインク種類

マットブラック（MB）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_DoubleweightMattePaper.icc
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用紙幅

594mm/A1
610mm/24 インチ
728mm/B1＊
914mm/36 インチ＊
1118mm/44 インチ＊
＊ SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷

全ての用紙幅で可能。

自動測色器マウンター

全ての用紙幅で可能。
ただし、測色精度は非保証。

自動巻き取りユニット

全ての用紙幅で外巻きが可能。

PX/MC プレミアムマット紙ロール
用紙厚

0.2mm

紙管サイズ

3 インチ

用紙種類（プリンタードライバー）

PX/MC プレミアムマット紙

ブラックインク種類

マットブラック（MB）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedMattePaper.icc

用紙幅

432mm/17 インチ
610mm/24 インチ
914mm/36 インチ＊
1118mm/44 インチ＊
＊ SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

全ての用紙幅で可能。
ただし、測色精度は非保証。

自動巻き取りユニット

全ての用紙幅で外巻きが可能。

MC 画材用紙ロール
用紙厚

0.29mm

紙管サイズ

3 インチ

用紙種類（プリンタードライバー）

EPSON 画材用紙/ 顔料

ブラックインク種類

マットブラック（MB）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc

用紙幅

610mm/24 インチ
914mm/36 インチ＊
1118mm/44 インチ＊
＊ SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

全ての用紙幅で可能。
ただし、測色精度は非保証。

自動巻き取りユニット

全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。
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光沢フィルム 2 ロール
用紙厚

0.135mm

紙管サイズ

2 インチ

用紙種類（プリンタードライバー）

光沢フィルム 2

ブラックインク種類

フォトブラック（BK）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_GlossyFilm2.icc

用紙幅

610mm/24 インチ
914mm/36 インチ＊
1118mm/44 インチ＊
＊ SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

非対応

自動巻き取りユニット

全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

MC/PM クロスロール＜防炎＞
用紙厚

0.28mm

紙管サイズ

2 インチ

用紙種類（プリンタードライバー）

MC/PM クロス＜防炎＞

ブラックインク種類

マットブラック（MB）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_MCPMCloth.icc

用紙幅

610mm/24 インチ
1118mm/44 インチ＊
＊ SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

非対応

自動巻き取りユニット

全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

マット合成紙ロール
用紙厚

0.12mm

紙管サイズ

2 インチ

用紙種類（プリンタードライバー）

マット合成紙ロール

ブラックインク種類

マットブラック（MB）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedSyntheticPaper.icc

用紙幅

432mm/17 インチ
610mm/24 インチ
914mm/36 インチ＊
1118mm/44 インチ＊
＊ SC-P7550 は非対応。
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フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

非対応

自動巻き取りユニット

全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

マット合成紙ロールのり付
用紙厚

0.17mm

紙管サイズ

2 インチ

用紙種類（プリンタードライバー）

マット合成紙ロール＜のり付＞

ブラックインク種類

マットブラック（MB）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedAdhesiveSyntheticPaper.icc

用紙幅

610mm/24 インチ
914mm/36 インチ＊
1118mm/44 インチ＊
＊ SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

非対応

自動巻き取りユニット

全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

マット合成紙ロールのり付弱粘着
用紙厚

0.18mm

紙管サイズ

2 インチ

用紙種類（プリンタードライバー）

マット合成紙ロール＜のり付弱粘着＞

ブラックインク種類

マットブラック（MB）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedLowAdhesiveSyntheticPaper.icc

用紙幅

610mm/24 インチ
914mm/36 インチ＊
1118mm/44 インチ＊
＊ SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

非対応

自動巻き取りユニット

全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

電飾用フィルム＜表打ち＞
用紙厚

0.14mm

紙管サイズ

2 インチ

用紙種類（プリンタードライバー）

電飾用フィルム＜表打ち＞ BK
電飾用フィルム＜表打ち＞ MB

ブラックインク種類

フォトブラック（BK）
、マットブラック（MB）
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ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_BacklightFilm_PK_BK.icc
EPSON_SC-P9500_7500_BacklightFilm_MK_MB.icc

用紙幅

610mm/24 インチ
914mm/36 インチ＊
1118mm/44 インチ＊
＊ SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

非対応

自動巻き取りユニット

全ての用紙幅で外巻き、内巻きが可能。

単票紙
写真用紙＜光沢＞
用紙厚

0.27 mm

用紙種類（プリンタードライバー）

EPSON 写真用紙

ブラックインク種類

フォトブラック（BK）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_PremiumGlossyPhotoPaper.icc

用紙幅

A3
A3 ノビ
半切（14 インチ×17 インチ）
A2

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

A2 のみ可能。

写真用紙＜絹目調＞
用紙厚

0.27 mm

用紙種類（プリンタードライバー）

EPSON 写真用紙＜絹目調＞

ブラックインク種類

フォトブラック（BK）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc

用紙幅

A3
A3 ノビ
A2

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

A2 のみ可能。

EPSON プルーフィングペーパー ホワイトセミマット
用紙厚

0.2 mm

用紙種類（プリンタードライバー）

EPSON Proofing Paper White Semimatte

ブラックインク種類

フォトブラック（BK）
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ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc

用紙幅

A3 ノビノビ

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

非対応

スーパーファイン紙
用紙厚

0.12 mm

用紙種類（プリンタードライバー）

EPSON スーパーファイン紙

ブラックインク種類

マットブラック（MB）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_PhotoQualityInkJetPaper.icc

用紙幅

A4
A3
A3 ノビ
A2

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

非対応

両面上質普通紙
用紙厚

0.13 mm

用紙種類（プリンタードライバー）

普通紙

ブラックインク種類

マットブラック（MB）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_PlainPaper.icc

用紙幅

A4
A3

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

非対応

フォトマット紙/顔料専用
用紙厚

0.2 mm

用紙種類（プリンタードライバー）

EPSON フォトマット紙/ 顔料

ブラックインク種類

フォトブラック（BK）
、マットブラック（MB）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_ArchivalMattePaper.icc

用紙幅

A4
A3
A3 ノビ
A2

フチなし印刷

非対応
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自動測色器マウンター

A2 幅で可能。
ただし、測色精度は非保証。

画材用紙/顔料専用
用紙厚

0.29 mm

用紙種類（プリンタードライバー）

EPSON 画材用紙/ 顔料

ブラックインク種類

マットブラック（MB）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc

用紙幅

A3 ノビ

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

非対応

UltraSmooth Fine Art Paper
用紙厚

0.46 mm

用紙種類（プリンタードライバー）

UltraSmooth Fine Art Paper

ブラックインク種類

マットブラック（MB）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_UltraSmoothFineArtpaper.icc

用紙幅

A3 ノビ
A2

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

A2 で可能。
ただし、測色精度は非保証。

Velvet Fine Art Paper
用紙厚

0.48 mm

用紙種類（プリンタードライバー）

Velvet Fine Art Paper

ブラックインク種類

マットブラック（MB）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_VelvetFineArtPaper.icc

用紙幅

A3 ノビ
A2

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

A2 で可能。
ただし、測色精度は非保証。

PX/MC プレミアムマットボード紙
用紙厚

1.3mm

用紙種類（プリンタードライバー）

PX/MC プレミアムマットボ−ド紙
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ブラックインク種類

マットブラック（MB）

ICC プロファイル

EPSON_SC-P9500_7500_EnhancedMattePosterBoard.icc

用紙幅

B2
B1 ＊
＊ SC-P7550 は非対応。

フチなし印刷

非対応

自動測色器マウンター

非対応

使用可能な市販用紙
市販用紙を使用するときは、必ず用紙情報の登録をしてください。
U「市販用紙に印刷する前に」168 ページ
本機で使用できるエプソン製以外の用紙の仕様は、以下の通りです。

K
・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。
・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。
・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。
・自動測色器マウンタで使用するときは、お使いのソフトウェア RIP のマニュアルをご覧ください。

ロール紙
紙管サイズ（芯径）

2 インチ、3 インチ

ロール紙外径

2 インチ紙管：103mm 以内
3 インチ紙管：150mm 以内

用紙幅

SC-P9550：254mm（10 インチ）〜1118mm（44 インチ）
SC-P7550：254mm（10 インチ）〜610mm（24 インチ）

用紙厚

0.08mm〜0.5mm

単票紙
用紙幅

SC-P9550：182mm〜1118mm（44 インチ）
SC-P7550：182mm〜 620mm＊1

用紙長＊2

SC-P9550：254mm〜1580mm （B0 ノビ）
SC-P7550：254mm〜914mm （A1 ノビ）

用紙厚

0.08mm〜0.5mm （厚紙は 0.5mm〜1.5mm）

＊1 印刷可能領域は 610mm（24 インチ）まで。
U「単票紙の印刷可能領域」56 ページ
＊2 厚紙は 762mm まで。
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254mm/10 インチ、300mm/11.8 インチ、A3 ノビ/329mm/13 インチ、406mm/16 インチ、432mm/17 インチ、
*

*

B2/515mm、A1/594mm、A1 ノビ/610mm/24 インチ、B1/728mm 、A0 ノビ/914mm/36 インチ 、B0 ノビ/1118mm/44
インチ

*

*SC-9550 のみ対応

市販用紙に印刷する前に
L
・用紙のマニュアルや用紙の購入先で、用紙の特性（光沢の有無、材質、厚みなど）をあらかじめ確認してください。
・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。

バライタ、ファインアート紙マット、マットキャンバス、サテンキャンバス、和紙、和紙薄手などの用紙やエプソン製以
外の市販用紙を使用するときは、その用紙（ユーザー用紙）の特性に合わせて用紙の設定をしてから印刷します。設定せ
ずに印刷すると、しわ・こすれ・色ムラなどになることがあります。
必ず以下の 4 項目を設定してください。
参照用紙種類

エプソン製専用紙の種類ごとに本機での使用に最適な設定値が登録されています。
以下を参考に、使用する用紙に最も近いエプソン製専用、もしくは汎用の用紙設定を選択してください。
汎用の用紙設定
汎用の用紙設定は特定の用紙への最適化はしておりません。お客様の用意された用紙に合わせて設定の最適
化を行ってください。
・フォトペーパー：バライタ
・ファインアートペーパー：ファインアート紙マット、和紙 薄手、和紙
・キャンバス：サテン キャンバス、マットキャンバス
・普通紙：普通紙
・光沢がある紙：
［フォトペーパー］または［プルーフィングペーパー］
［マットペーパー］
・光沢がない厚手の紙：
［普通紙］
・光沢がなくコシがない薄手の紙：
・キャンバス状の用紙：キャンバス
［ファインアートペーパー］
・コットン材で表面が凹凸している：
［その他］
・フィルム、布、ボード紙、トレーシングペーパーなど特殊な用紙：

用紙厚

用紙の厚さを設定します。用紙厚が分からないときは、用紙のマニュアルや購入先に問い合わせください。
粒状感を軽減したり、印刷位置ズレやこすれ、色味の差を防いだりできます。

紙管サイズ（芯径）

セットするロール紙の紙管サイズを設定します。

用紙送りオフセット

印刷時の用紙送りを最適化します。データサイズと印刷サイズのズレを調整してバンディング（水平方向の
帯状の模様）や色ムラの発生が抑えることができます。
設定値の入力方法の例
100 mm のデータサイズの印刷をして、印刷サイズが 101 mm であった場合は 1.0％のズレがあります。そ
の場合は- 1.0％と入力します。

K
用紙メニューで設定した項目を 1 つでも変更したときは、必ず［用紙送りオフセット］をやり直してください。
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操作パネルでユーザー用紙設定をす
る

移動・輸送時のご注意
ここでは、本機を移動または輸送するときの注意事項を

A

説明します。

操作パネルで［本体設定］-［プリンター設定］［ユーザー用紙設定］を選択します。

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」170 ページ

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。

B

設定を保存する用紙番号（1-30）を選択します。

C

用紙情報を設定します。

K
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。

以下の項目は必ず設定してください。
・
［参照用紙種類の変更］
・
［用紙厚］

移動の準備

・
［紙管サイズ（芯径）］（ロール紙のみ）
・
［用紙送りオフセット］

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

電源コードなど、全ての配線を取り外します。

D

排紙バスケットのロール部を図のように置きま
す。

その他各設定項目については、以下をご覧くださ
い。
U「メニュー一覧」104 ページ

プリンタードライバーから使用する場合は「用紙種類」
で「プリンターの設定に従う」を選択します。

PANTONE カラーについて
PANTONE カラーを再現するには、ドライバーやメディア
設定に注意する必要があります。
本機で PANTONE カラーを正しく再現するために、以下の
設定をお勧めします。
使用メディア：プルーフィングペーパーホワイトセミマッ
ト
印字モード：超高精細
インク：エプソン純正インクカートリッジ
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E

オプションの自動巻き取りユニットや自動測色器
マウンタ装着時は、取り外します。
・本製品は重いので、1 人で運ばないでください。梱

U オプションに付属の『セットアップガイド』（冊

包や移動の際は 4 人以上で運んでください。またプ

子）

F

リンターを持つ人とは別の人が合わせ位置を確認し
てください。

キャスターのロックを解除します。

・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。

G

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。

本機を移動します。

K
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。
・用紙を取り外してください。
・操作パネルから［プリンターのお手入れ］ - ［移送・保
管］ - ［ユーザー間移送］を押します。インクが排出さ
れます。インク排出後に、電源が切れます。
・全ての配線を外してください。
・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。
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。
梱包時は、必ずプリントヘッド固定用の保護具を取り付
けてください。
取り付け方は、本機の『セットアップガイド』
（冊子）を
ご覧になり、取り外しと逆の手順で元の位置に取り付け
てください。
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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。
・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。

使用再開前のご注意
移動、輸送後は、以下の手順で本機を使用可能な状態に
してください。
事前に『セットアップガイド』（冊子）の「設置場所の確
認」をご覧になり、設置に適した場所か確認してくださ
い。

A

『セットアップガイド』をご覧になり、本機を設
置します。
U『セットアップガイド』
（冊子）

K
設置後は、必ずキャスターをロックしてくださ
い。

B

画面の指示に従ってインク充填を行います。

C

プリントヘッドのノズルチェックを行います。
U「プリントヘッドのノズルチェック」118 ページ
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システム条件
各ソフトウェアは、以下の環境で使用できます。（2019 年 11 月現在）
対応 OS 等は、変更されることがあります。
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。

プリンタードライバー
Windows
オペレーティングシステム

Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

10 / Windows 10 x64
8.1 / Windows 8.1 x64
8 / Windows 8 x64
7 / Windows 7 x64
Vista / Windows Vista x64
XP / Windows XP x64
Server 2019
Server 2016
Server 2012 R2
Server 2012
Server 2008 R2
Server 2008
Server 2003 R2
Server 2003 SP2 以降

CPU

Intel Core2 Duo 3.05 GHz 以上

空きメモリー領域

1 GB 以上

ハードディスク（インストール時空き容量）

32 GB 以上

ディスプレイ解像度

WXGA（1280×800）以上

本機との接続方法＊

USB 接続または有線 LAN 接続

＊対応する接続方法の詳細（インターフェイスの仕様）は以下を参照
U 「仕様一覧」175 ページ

Mac
オペレーティングシステム

Mac OS X v10.6.8 以降

CPU

Intel Core2 Duo 3.05 GHz 以上

空きメモリー領域

1 GB 以上

ハードディスク（インストール時空き容量）

32 GB 以上

ディスプレイ解像度

WXGA+（1440×900）以上

本機との接続方法＊

USB 接続または有線 LAN 接続

＊対応する接続方法の詳細（インターフェイスの仕様）は以下を参照
U 「仕様一覧」175 ページ
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Web Config
Web Config（ウェブ コンフィグ）は、本機に内蔵されているソフトウェアで、同じネットワークに接続しているコン
ピューターやスマートデバイスのブラウザー上で起動します。
U『システム管理者ガイド』

Windows
ブラウザー

Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Firefox＊1、Chrome＊1

本機との接続方法＊2

有線 LAN 接続

＊1 最新バージョンを使用
＊2 ネットワークインターフェイスの詳細は以下を参照
U 「仕様一覧」175 ページ

Mac
ブラウザー

Safari＊1、Firefox＊1、Chrome＊1

本機との接続方法＊2

有線 LAN 接続

＊1 最新バージョンを使用
＊2 ネットワークインターフェイスの詳細は以下を参照
U 「仕様一覧」175 ページ
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Epson Edge Dashboard
K
Epson Edge Dashboard をインストールしたコンピューターは、以下の条件でお使いください。
条件が守られないと正しくプリンターの監視が行えません。
・休止状態（ハイバネーション）機能を設定しないでください。
・スリープ状態にならないようにスリープ機能を無効に設定してください。

Windows
オペレーティングシステム

Windows
Windows
Windows
Windows

10 / Windows 10 x64
8.1 / Windows 8.1 x64
8 / Windows 8 x64
7 SP1 / Windows 7 x64 SP1

CPU

マルチコアプロセッサー（3.0GHz 以上を推奨）

空きメモリー領域

4 GB 以上

ハードディスク
（インストール時空き容量）

2 GB 以上

ディスプレイ解像度

1280×1024 以上

本機との接続方法

High Speed USB
Ethernet 1000Base-T

ブラウザー

Internet Explorer 11
Microsoft Edge

Mac
オペレーティングシステム

Mac OS X 10.7 Lion 以降

CPU

マルチコアプロセッサー（3.0GHz 以上を推奨）

空きメモリー領域

4 GB 以上

ハードディスク
（インストール時空き容量）

2 GB 以上

ディスプレイ解像度

1280×1024 以上

本機との接続方法

High Speed USB
Ethernet 1000Base-T

ブラウザー

Safari 6 以降
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仕様一覧

本体仕様
動作温度・動作湿度範囲（斜線部： 推奨）

表中では機種名を以下の通り記載しています。
(A): SC-P9550
(B): SC-P7550
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

800 ノズル×12 色
（シアン、ビビッドマゼンタ、イエ
ロー、ライトシアン、ビビッドライ
トマゼンタ、オレンジ、グリーン、
バイオレット、フォトブラック、
マットブラック、グレー、ライトグ
レー）

解像度（最大）

2400×1200 dpi

コントロールコード

ESC/P ラスター（コマンドは非公
開）

紙送り方式

フリクションフィード

内蔵メモリー

2.0 GB

定格電圧

AC100 V

定格周波数

50/60 Hz

定格電流

3.4 A

消費電力

外形サイズ（幅×奥行×高さ）
印刷時＊2

(A): 1909×2211×1218 mm
(B): 1401×2211×1218 mm

収納時

(A): 1909×667×1218 mm
(B): 1401×667×1218 mm
(A): 約 153.8 kg
(B): 約 121.8 kg

質量＊3

動作時

(A): 約 110 W
(B): 約 85 W

＊1 インク排出は、プリンターのお手入れメニューの［移送・保
管］で行います
U『ユーザーズガイド』（オンラインマニュアル）

レディー時

約 32 W

＊2 排紙バスケットを開いた状態
＊3 インクカートリッジ含まず

スリープモード時

約 3.4 W

電源オフ時

約 0.3 W

K
本機は、標高 2000m 以下でお使いください。

温度
動作時

10〜35℃（15〜25℃を推奨）

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）

インク充填時：-10〜40℃（40℃の場
合 1 カ月以内）
インク排出後＊1：-20〜25℃（25℃の
場合 1 カ月以内）

インターフェイス仕様

湿度
動作時

20〜80%（40〜60%を推奨、結露し
ないこと）

保管時

5〜85%（結露しないこと）
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コンピューター接続用
USB ポート

Hi-Speed USB

有線 LAN＊1
準拠規格

IEEE802.3u (100BASE-TX)
IEEE802.3ab (1000BASE-T)
IEEE802.3az(Energy
Efficient
Ethernet)＊2

ネットワーク印刷プロ
トコル/機能＊3

EpsonNet Print (Windows)
Standard TCP/IP (Windows)
WSD 印刷（Windows）
Bonjour 印刷（Mac）
IPP 印刷（Mac）
FTP クライアントからの印刷

付録

インターフェイス仕様
SSL/TLS（HTTPS サーバー/クライア
ント機能、IPPS）
IEEE802.1X
IPsec/IP フィルタリング
SMTPS（STARTTLS、SSL/TLS）
SNMPv3

セキュリティ規格/プロ
トコル

＊1 カテゴリー 5 以上の STP （シールドツイストペア）ケーブ
ルを使用すること
＊2 IEEE802.3az に対応した接続機器が必要
＊3 EpsonNet Print は、IPv4 のみ対応。他は IPv4 と IPv6 の両方
に対応

インク仕様
形態

専用インクカートリッジ

顔料インク

（シアン、ビビッドマゼンタ、イエ
ロー、ライトシアン、ビビッドライ
トマゼンタ、オレンジ、グリーン、
バイオレット、フォトブラック、マッ
トブラック、グレー、ライトグレー）

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

-10〜40℃（-10 ℃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）

カートリッジ容量

700 ml、350 ml、150 ml

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、6 カ月ごとに取り出して、よく振るこ
とをお勧めします。
・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。
・インクを詰め替えないでください。
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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」179 ページ

保守サービスのご案内
「故障かな？」と思ったときは、まず『ユーザーズガイド』
（オンラインマニュアル）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。

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
・修理のお申し込み窓口
U「お問い合わせ先」179 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。詳細は、お買い求めの
販売店またはエプソン修理のお申し込み窓口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、その都
度 お 支 払 い くだ さ
い。

・修理の都度発生する修理代・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：ウェブサイトで必要事項を登録、またはエプソンサービスパック登録書をファックスするだけで、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・期間内であれば都度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。
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お問い合わせ先
アフターサポート・サービスのご案内

お問い合わせの前に
サポート情報サイト

FAQ（よくあるご質問）

最新ソフトウェア、製品マニュアルなど、

困ったときの対処方法を

製品のサポート情報満載のサイトです。

分かり易く説明しています。

epson.jp/support/

epson.jp/faq/

製品に関するご質問・ご相談/運用支援
営業日、営業時間の詳細はサポート情報サイトでご確認ください。

メールで相談する

電話で相談する
エプソンインフォメーションセンター

epson.jp/mail/

050-3155-8066

修理のお申し込み
豊富な修理メニューをご用意しております。詳細(対象製品など)はウェブサイトでご確認ください。

出張修理サービス

epson.jp/shuri/

引取修理サービス

ご指定の場所へサービスエンジニアを派遣し、
その場で修理するサービスです。

ご指定の日時・場所に修理品を引き取りにお伺い
するサービスです（有償）。

Web で申し込む

Web で申し込む

epson.jp/119/

epson.jp/door/

電話で申し込む

電話で申し込む

050-3155-8600

050-3155-7150

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

エプソンダイレクトショップ

ご購入相談・ご注文窓口

epson.jp/shop/

0120-545-101
ショールーム

会員制情報提供サイト
（MyEPSON）
ユーザー登録していただくと、お客様に商品の最新情報や

最新のエプソン商品を実際にお試し

活用のためのヒントをお届けいたします。

いただけます。

myepson.jp/

epson.jp/showall/

上記 050 で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス KDDI 光ダイレクトを利用しています。
本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 29階
〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号
ビジネス(インク) 2020.10
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製品に関する諸注意と適合
規格
本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意
本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、
本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの
対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承くだ
さい。また、日本国外ではその国の法律または規制によ
り、本製品を使用できないことがあります。このような
国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま
すが、当社といたしましては一切責任を負いかねますの
でご了承ください。

・温度や湿度の急激な変化により操作パネル内部で結露す
ると、操作性が劣化する原因となります。

プリンター本体・ハードディスクユニット（オプ
ション）の廃棄
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、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。
ハードディスクユニットは、非セキュア高速フォーマッ
トしただけではデータを復元できる可能性があります。
廃棄時には、セキュア（高速）/セキュア（サニタイジン
グ）でのフォーマットをお勧めします。より確実にデー

本製品の不具合に起因する付随的損害

タの復元を防止するためには、ハードディスクユニット

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不
具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そ

を物理的に破壊することをお勧めします。その場合は、

のことから生じた付随的な損害（本製品を使用するため
に要した諸費用、および本製品を使用することにより得
られたであろう利益の損失等）は、補償致しかねます。

ハードディスクユニットは再利用できません。

複製が禁止されている印刷物
紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印
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
本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接

（関連法律）刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条

関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精

通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条など

度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途

以下の行為は、法律により禁止されています。

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

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
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
します。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子

を複製すること（見本印があっても不可）
・日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
・政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきな
どを複製すること

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、

・政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複

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

製すること

ご確認の上、ご判断ください。
次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

操作パネル使用上のご注意
・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

・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

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。

券、切符など

・汚れがついたときは乾いた柔らかい布で拭いてくださ
い。水や化学洗剤は使用しないでください。

著作権

性があります。タッチパネルの表面が割れたり砕けたり

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

したときは修理の依頼をしてください。破損した部分や

準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する以外

破片には触らないでください。

は著作権者の承認が必要です。

・強い衝撃を加えるとタッチパネルの表面が破損する可能

・タッチパネルには指で優しくタッチしてください。強い
力をかけたり、爪で操作したりしないでください。

電波障害自主規制

・ボールペンやとがったペンなど、先端のとがったもので

で使用することを目的としていますが、この装置がラジ

操作しないでください。

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境
オやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信
障害を引き起こすことがあります。
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取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
VCCI-B

瞬時電圧低下
本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都
合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策と
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
本電子工業振興協会）のパーソナルコンピューターの瞬
時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

電源高調波
この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合して
います。
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