
セットアップガイド

はじめにお読みください
本製品を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。本書の ～
の手順に従ってプリンタのセットアップを行ってください。本機のご使用

にあたっては、同梱の「製品ガイド」（紙マニュアル）の「製品をお使いいた
だく前に」を必ずお読みください。

本書で使用しているマークの意味は以下の通りです。

保護材を取り外して付属品を取り付けます 

ade 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
う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定さ
れる内容を示しています。

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。

1

プリンタの正面、上面、側面、背面およ
び内部にあるすべてのテープ*とビニール
シートを取り外します。
* テープの貼り付け位置や枚数などは予
告なく変更されることがあります。

プリンタ正面 プリンタ背面

保護材の取り外し 2
①定着器部分にある保護材を取り外し
　（Cカバーを開閉して取り外す）

②タグを持ってひもを
　手前にひっぱりプリ
　ンタ内部の保護材を
　取り外します。
　（Aカバーを開閉し
　て取り外す。）

260mm

280mm ＊4

700mm ＊ 1

100mm

890mm＊3 165mm＊ 2

300mm

845mm 

3 プリンタの設置 プリンタの周囲には以下のスペースを確保して設置してください。

オプションの増設カセットユニットを取り付けた場合は
以下の寸法となります。
*1 830mm
*2 400mm
*3 1125mm
オプションの両面印刷ユニットを取り付けた場合は以下
の寸法となります。
*1 830mm
*4 400mm 

ade 本製品の通風口をふさがないでください。
通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の危険や故障の原因となります。

4

100V
③AC100Vのコンセント
　にプラグを差し込み
　ます。

アース線を電源コンセントに差し込まないでくださ
い。アース線の接続端子がある場合に接続します。

電源コンセント側

アース線接続端子

アース線

①電源スイッチがオフ
　（○）になっている
　ことを確認して

②プリンタ背面の
　AC インレット
　に電源コード
　を差し込み

オフ

電源コードの取り付け

漏電による事故防止について
本製品の電源コードには、アース線（接地線）が付いています。
アース線を接地すると、万が一製品が漏電した場合に、電気を逃
がし感電事故を防止することができます。コンセントにアースの
接続端子がない場合は、アース端子付きのコンセントに変更して
いただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お
近くの電気工事店にご相談ください。アース線が接地できない場
合でも、通常は感電の危険はありません。

プリンタ側

Xカートリッジガ　アリマセン�

5

オン

①電源スイッチ
　をオン（｜）
　にして

②取り付けるトナー
　カートリッジの色
　（YMCK）をパネル
　で確認します。

Y：イエロー
M：マゼンタ
C：シアン
K：ブラック

トナーカートリッジの取り付け

③テープを持った
　まま保護材を引
　き抜きます。

① Aカバーを開けて

②プリンタ内部にあ
　る保護材のテープ
　を引き出して 

6 7
①トナーカートリッジを箱
　から出して、左右に傾けて
　軽く 3～ 4 回振り

②保護テープを矢印の
　方向へ引き抜きます。

Y（イエロー）→ M（マゼンタ）→ C（シアン）

→K（ブラック）の順で取り付けます。

用紙をセットして、プリンタに異常がないかを確認します 

• ～ を繰り返して、4 色すべてのトナーカートリッ
ジを取り付けます。 

• すべてのトナーカートリッジを取り付けたら、 へ進み
ます。

オプションを装着する場合は、「製品ガイド」（紙マ

ニュアル）を参照して作業を続けて行ってくださ

い。 

s 製品ガイド「オプションの装着」

8

②装着口の奥までゆっくり差し
　込み、指先で均等に押さえ付
　けてしっかりセットされてい
　ることを確認します。

①▲マークを合わせて（右端も
　装着口に合うようにトナー
　カートリッジを水平に持ち）

色を合わせる

9

ツマミを下げる前に、トナーカートリッジを指先で均等
に押さえて動かないか必ず再度確認してください。ト
ナーカートリッジがしっかりセットされていないと、ト
ナーが漏れます。

ツマミを突き当たるまで下げて、トナーカートリッ

ジを固定（ロック）します。
10

Xカートリッジガ　アリマセン�

②次に取り付けるトナーカー
　トリッジの色をパネルで確
　認して へ戻ります。6

①A カバーを閉じて
　しばらく待ち

6 10

11

11

②黄色のレバーを上げて
　ロックを解除します。

①B カバーを開けて

感光体ユニットの取り付け 12

感光体ユニットを袋から出して、
保護シートを取り外します。

必ず先に4色すべてのトナーカートリッジを取り付

けてから、感光体ユニットを取り付けてください。

感光体ユニットを先に取り付けるとパネルにエ
ラーメッセージが表示されます。

13
①取っ手を持って左右の矢印
　をプリンタ側
　装着口の矢印
　に合わせて

②奥までゆっくり
　差し込みます。 

ade 作業中は、指定以外のプリンタ内部に触れないよう
にしてください。

14 ①黄色のレバーを下げて固定して

②Bカバーを閉じます。

15

 

• 簡易ステータスシートが印刷できない場合は、「クイック
ガイド」を参照してください。 

• 印刷結果をご覧いただき、文字が欠けていたり、白筋が
入っているような場合は、プリントヘッドのクリーニン
グを行ってください。 
sユーザーズガイド（PDF）「プリントヘッドの清掃」

1

②用紙ガイドのツマミをつまん
　で、外側にずらします。

① MPトレイのカバーを開けて

2

最大セット枚数表示を越えて
セットしないでください。
目安：普通紙（64g/m2）は 200枚

印刷する面を上にし
て、用紙の先端が MP
トレイの奥に突き当た
るように用紙をセット
します（ここでは A4
サイズの用紙を縦長に
セットします）。

3 ①用紙ガイドのツマミを
　つまんで、用紙サイズ
　に合わせて

②MP トレイのカバー
　を閉じます。

4

「インサツカノウ」と
表示されるまで待ち
ます。

インサツカノウ

5

簡易ステータスシート
が印刷されます。ステータスシート

① 2回押して

②「ステータスシート」と表示
　されたことを確認して

③さらにもう一度
　押します。

＜印刷サンプル＞

6

電源スイッチをオフ
（○）にします。

オフ

裏面に続く 
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コンピュータと接続します
コンピュータとの接続ケーブルは同梱されていません。お客様の使用環境によって接続ケーブルが異なりますので、別途用意していただく必要があります。
接続ケーブルの詳細は「ユーザーズガイド」（PDF）に掲載されておりますので参考にしてください。なお、ネットワークに接続する場合は、同梱の「ネットワーク簡単セットアップガイド
（Windows）」（紙マニュアル）や「ネットワーク設定ガイド」（PDF）を参照してください。

プリンタソフトウェアをインストールします
プリンタソフトウェアをお使いいただくためのWindows/Macintosh のシステム条件につい
ては、「製品ガイド」（紙マニュアル）を参照してください。なお、Windows NT4.0/2000/
XP/Server 2003 および Mac OS X v10.2 以降の場合、管理者権限をお持ちの方がインス
トールを行ってください。

■Windows にインストールする場合
ネットワークインターフェイスを介してネットワークに接続している場合は、同梱の「ネットワーク簡単セットアップガイド（Windows）」（紙マニュアル）や「ネットワーク設定ガイド」（PDF）
を参照してください。

■ USB 接続でお使いの場合 ■ パラレル接続でお使いの場合 ■ ネットワーク接続でお使いの場合

①USBケーブル
　を差し込み

②もう一方のコネクタ
　をコンピュータに接
　続します。

①パラレルインター
　フェイスケーブル
　を差し込み
②固定金具で固定して

③もう一方のコネクタをコン
　ピュータに接続します。

①Ethernet ケーブル
　を差し込み

②もう一方のコネクタ
　を Ethernet ハブに接
　続します。 

• プリンタを共有する環境でのインストールについては、「ユーザーズガイド」（PDF）
を参照してください。 

• インストールが終了すると「MyEPSON」のショートカットやエイリアスがデスク
トップ上に作成され、ここからユーザー登録することができます。

プリンタの電源がオフ（○）になっていることを確

認します。

Windows を起動して「EPSON プリンタソフトウェア CD-

ROM」をセットし、ウィルスチェックプログラムに対処します。  

• インストール作業を進めるには、［続ける］をクリックします。 
• ウィルスチェックプログラムを先に終了させるには、［イ
ンストール中止］をクリックします。

使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認

し、［同意する］をクリックします。

［プリンタをローカル（直接）接続でセットアップ

する］をクリックします。

［マニュアルを見る］をクリックすると、「ユーザーズガイド」（PDF）
をご覧いただけます。なお、通常「ユーザーズガイド」（PDF）は
プリンタソフトウェアとともにインストールされます。

Windows 2000/XP の場合は、［ソフトウェアの

インストール］をクリックします。

Windows 98/Me/NT4.0/Server 2003 の場合は、 へ

進みます。 
• Windows 2000/XP の場合のみ左の画面が表示されます。  
• Windows 98/Me/NT4.0/Server 2003の場合、左の画面
は表示されません。

インストールするソフトウェアを確認して、通常

はそのまま［インストール］をクリックします。

後は画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

以下の画面が表示されたらインストールは終了です。

1

オフ

電源スイッチは必ず
オフ（○）にします。

2

クリックします

3

②クリックします

①内容を
　確認し

4

クリックします

5

クリックします

Windows 2000/XPの場合のみ表
示されます

6

6

①確認して

②クリックします

インストールする項目を選択する場合のみ［選択画面］をクリック
します。詳細は、「ユーザーズガイド」（PDF）を参照してください。

＜ユーザー登録「MyEPSON」アシスタント＞
EPSONの会員制情報提供サービスです。詳細は「製品ガイド」（紙
マニュアル）または「ユーザーズガイド」（PDF）の「サービス・
サポートのご案内」を参照してください。

7

①確認して ②クリックします

■Macintosh にインストールする場合
オプションのインターフェイスカードを介してネットワークに接続している場合は、同梱の「ネットワーク設定ガイド」（PDF）を参照してください。

プリンタの電源がオフ（○）になっていることを確認してから、Macintosh を起動して

「EPSONプリンタソフトウェアCD-ROM」をセットし、インストーラを起動します。

画面の指示に従って、ウィルスチェックプログラムに対処します。 

• インストール作業を進めるには、［続ける］をクリックします。 
• ウィルスチェックプログラムを先に終了させるには、［インストール中止］をクリックし
ます。

使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、［同意する］をクリックします。 ［ソフトウェアのインストール］をクリックします。

インストールするソフトウェアを確認して、通常はそのまま［インストール］をク

リックします。

インストールする項目を選択する場合のみ［選択画面］をクリックします。詳細は、「ユー
ザーズガイド」（PDF）を参照してください。

以降は画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

Mac OS 9 とMac OS Xでインストール手順が異なりますので、画面の指示に従ってください。
インストールが終了したら、プリンタを使用できる状態にします。

ご使用のMac OSバージョンによって手順は異なります。

Mac OS 9の場合 Mac OS X v10.2 以降の場合

Macintoshが再起動したら、プリンタの電源をオン（ I ）にして［セレクタ］を

開きます。

プリンタの電源をオン（I ）にし、［アプリケーション］－［ユーティリティ］フォ

ルダから［プリンタ設定ユーティリティ］/［プリントセンター］*を開きます。

プリンタを選択します。 USB接続の場合は、［EPSON USB］または［USB］を選択してプリンタを追加します。

ネットワーク接続の場合は、［EPSON App leTalk］、［EPSON TCP/IP］または

［Rendezvous］を選択してプリンタを追加します。

1

Mac OS 9 の場合 Mac OS X v10.2以降の場合

ダブルクリックします ①ダブルクリック
　して開き

②ダブルクリック
　します

2

クリックします

3

②クリックします

①内容を
　確認し

4

クリックします

5

①確認して

②クリックします

Mac OS 9 の場合のみ表示され
ます

6

7

①電源スイッチを
　オン（｜）にして

②クリック
　して

③クリック
　します。

オン

7

①電源スイッチを
　オン（｜）にして

オン

②ダブルクリックします。

* Mac OS Xのバージョンに
よって名称は異なります。

8

③クリックします。 ②クリックして

＜USB 接続の場合＞

①クリックして

＜ネットワーク接続の場合＞
③クリックします。 ②クリックして

①クリックして
（必要に応じて AppleTalk ゾーンを選択）

8

③クリック
　して

⑤確認して

Mac OSX v10.2の場合USB接続しているプリン
タは電源をオン（ I ）にすれば、自動的にプリン
タが追加されます。プリンタ名が表示されている
か確認のみしてください。

最初に、使用可能なプリンタがない場合は追加を促すダ
イアログが表示されますので［追加］をクリックすると
上の画面が表示されます。なお、AppleTalk 接続の場合
は、必要に応じて AppleTalk Zoneも選択してください。

②選択して

④クリック
　して

⑥［プリンタ設定ユーティリティ］/［プリント
　センター］を終了します。

①クリックして

＜例＞［EPSON USB］選択時の場合
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