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取扱説明書の種類と使い方
本製品には次の取扱説明書が付属しています。

はじめにお読みください
同梱物の確認、保護具の取り外しなど梱包箱を開けてから、最初
にやるべきことを説明しています。プリンタを梱包箱から取り出
す際にお読みください。

スタートアップガイド
プリンタ本体の準備、プリンタドライバのインストール、印刷の
手順などプリンタを使用するための情報が記載されています。
本製品を安全にご使用いただくための注意事項、およびサービス
サポートのご案内が記載されています。製品の設置およびご使用
の前に、必ずご一読ください。

ユーザーズガイド （本書）
プリンタの機能、操作方法など本プリンタを使用していく上で必
要となる情報が詳しく記載されている説明書です。ご使用の目的
に応じて、必要な章をお読みください。
また、各種トラブルの解決方法なども記載されています。「印刷
できない」などのトラブルでインフォメーションセンターなどに
お問い合わせいただく前に、お読みください。

本書の構成

詳しいもくじは次ページにあります

Windowsでお使いの方のみお読みください。

W
Wiinn

Macintoshでお使いの方のみお読みください。

M
Maacc

Windows からの印刷
Macintosh からの印刷
用紙の種類と給紙方法
消耗品の交換
プリンタのメンテナンス
操作パネルの使い方

困ったときは
付録
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本書中のマーク、表記について
マークについて
本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マー
クが付いている記述は、必ずお読みください。なお、それぞれのマークには
次のような意味があります。

abc

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。

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。

w

この表示 を無視して誤 った取り扱い をすると、
プリン タ本体
が損傷す る可能性が想 定される内容 およびプリン タ本体、
プ
リンタ ドライ バやユ ーティ リティ が正常 に動作 しない と想
定される 内容、必ずお守 りいただき たい
（操作）を示し ていま
す。

p

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。

用語*1

用語の説明を、欄外に記載していることを示しています。

s

関連した内容の参照ページを示しています。

Windowsの表記について


Microsoft

Microsoft

Microsoft

Microsoft



Windows 95 Operating System 日本語版

Windows 98 Operating System 日本語版

WindowsNT Operating System Version4.0日本語版

Windows 2000 Operating System 日本語版

本 書中で は、上記 各オペ レーテ ィン グシス テムを それ ぞれ、Windows95、
Windows98、WindowsNT4.0、Windows 2000と 表記 し てい ます。ま た、
Windows95、Windows98、WindowsNT4.0、Windows 2000を総称する場
合は「Windows」、複数のWindowsを併記する場 合は、
「Windows95/98/
NT4.0」のようにWindowsの表記を省略することがあります。

掲載している画面について
お使いの機種により表示される画面が異なる場合があります。
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Windowsからの印刷
ここでは、Windowsで印刷する場合の手順や、プリンタドライバの
詳細な内容などについて説明しています。

● 印刷の設定と実行 .................................. 9
● 印刷を実行すると ................................ 12
● 印刷の中止方法 ................................... 14
● プリンタドライバの設定項目について ...... 16
● 基本設定............................................ 18
● 高度な印刷設定について ....................... 22
● 用紙設定............................................ 28
● レイアウト ......................................... 31
● ユーティリティ ................................... 39
● EPSON プリンタウィンドウ !3 .............. 42
● ユーティリティの使い方 ....................... 48
● 印刷を高速化するには .......................... 55
● プリンタ接続先の設定 .......................... 61
● Windows でのプリンタの共有 ............... 64
● プリンタドライバの削除 ....................... 73
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印刷の設定と実行
プリンタドライバのインス トールが終了すると、印刷できるようになります。ここでは、基本的
な印刷の方法について説明します。

p

プリン タドライバ の設定画 面の開きか たは、
各アプリ ケーショ ンソフトに よって
異なります。詳細は、各ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

A 印刷データを作成します。

アプリケーションソフトなどで印刷するデータを作成します。

B プリンタの準備をします。
•

プリンタの電源をオンにします。
• 印刷する用紙をセットします。
s 本書「用紙の種類と給紙方法」126 ページ

C 印刷を実行します。

アプリケーションソフトの［ファイル］メニューから［印刷］
（または［プリ
ント］）を指定します。

D MC-5000が選択されていることを確認し、［プロパティ］ボタンをクリック
します。
プリンタドライバの設定画面が表示されます。

①確認して

②クリックします

MC-5000が 選択さ れてい ない 場合は、
ここをクリックして選択します
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E ［基本設定］ダイアログの各項目を設定します。
•

セットした用紙に合わせて、
［用紙種類］を選択します。
• 通常は、
［基本設定］ダイアログの各項目を設定するだけで正常に印刷でき
ます。
s 本書「基本設定」18 ページ
• モード設定のプリセットメニューを利用して印刷品質を向上させることも
できますが、独自に詳細な設定を登録して利用することもできます。
s 本書「高度な印刷設定について」22 ページ

①クリックし

②設定します

F ［用紙設定］タブ をクリックし、各 項目を設定し て、［OK］ボタンをクリッ

クします。
• セットした用紙に合わせて、
［給紙方法］と［用紙サイズ］を選択します。
• 通常は、印刷する前に［用紙設定］ダイアログの各項目を設定しておくこ
とをお勧めします。詳しくは、以下のページを参照してください。
s 本書「用紙設定」28 ページ

①クリックし

②選択して

③クリックします

p

• ［レイアウト］タブをクリックすると、拡大 / 縮小印刷を設定できます。必
要に応じて設定してください。
s 本書「レイアウト」31 ページ
本機で使 用できるユ ーティリ
• ［ユーテ ィリティ］タブ をクリックす ると、
ティソフトを実行できます。必要に応じてご使用ください。
s 本書「ユーティリティ」39 ページ
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G アプリケーションソフトの［印刷］ダイアログなどで［ＯＫ］ボタンをクリッ
*1 プログレスメータ：
印 刷 の進 行 状況 や イ
ン ク 残量 な どを 表 示
す る ダイ ア ログ ボ ッ
クス。

クして印刷を実行します。
*1
画面上にプログレスメータ が表示され（EPSON プリンタウィンドウ !3 が
インストールされている場合）、印刷が始まります。
*2
Windows95/98 の場合は、スプールマネージャ も同時に起動します。
s 本書「印刷を実行すると」12 ページ

*2 スプールマネージャ：
印刷 デ ータ を一 時 的
に蓄 え るア プリ ケ ー
ションソフト。スプー
ルマ ネ ージ ャが 印 刷
処理を実 行する ため、
印刷 中 で も コ ン
ピュ ー タは 別の 作 業
をす る こと が可 能 と
なる。

電源ランプの点滅が点灯に変わり、プリンタの動作音がしなくなれば印刷は
終了です。

p

正 常に印刷で きなかった 場合は、
お問い合 わせいただ く前に以下 のページ
を参照してください。
172 ページ
s本書「困ったときは 」
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印刷を実行すると
印刷を実行するとスプールマネ ージャ（Windows95/98）が起動します。EPSONプリンタウィン
ドウ!3がインストールされていると、プログレスメータが表示されます。

● スプールマネージャ
（ Windows95/98 ）
印刷データはスプ ールマネージャに蓄えら れ、そこからプリンタに出 力されます。
これによって、印刷実行中も別の作業をすることができます。
印刷を実行すると、タスクバー上に［EPSON MC-5000］ボタンが表示されます。
このボタンをクリックすると、スプールマネージャが表示されます。

クリックします

①

②

③

④

⑤

①印刷ジョブ一覧
印刷中のデータの名称、用紙サイズ、状態、進行状況、印刷実行日時が表示
されます。

②［削除］
印刷を中止して削除します。削除する印刷データをクリックしてから、この
ボタンをクリックします。印刷データが選択されていない場合は、一番上の
印刷データが削除されます。

③［一時停止/再開］
印刷を一時停止/再開します。停止する印刷データをクリックしてからこのボ
タンをクリックします。

④［再印刷］
現在印刷中のページを再印刷します。

⑤［ヘルプ］
ヘルプ情報を表示します。このボタンをクリックすると、
スプールマネージャ
の詳細を参照できます。
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● プログレスメータ
EPSONプリンタウィンドウ!3がインストールされている場合は、
印刷を実行すると
プロ グレ ス メー タが 表示 され ま す。プロ グレ スメ ータ は 印刷 の進 行状 況（コン
ピュータの処理状況）を表示するダイアログです。
①
③

④

②

⑤

⑥

①印刷データ情報
印刷しているファイルの名称と出力ページ数および印刷中のページを表示し
ます。

②状態表示
アイコンによって現在の状態を表示します。

③進行状況
印刷の進行状況（コンピュータの処理状況）をグラフィックで表示します。

④印刷制御ボタン
印刷を制御するボタンです。
［印刷中止］： 印刷を中止して削除します。
［一時停止］： 印刷を一時停 止します。クリッ クすると、［印刷再開］に変わ
ります。
［印刷再開］： 印刷を再開します。

⑤インク残量
インク残量の目安を表示します。
s 本書「［プリンタ詳細］ウィンドウ」44 ページ

⑥［ワンポイントアドバイス］
プリ ンタを使用する 上でのポイント となるアドバイ ス情報の表示/非表示を
切り替えます。
［詳しくは］ボタンをクリックすると、操作方法などのさらに
詳しい情報が表示されます。

p

プログレ スメータは、EPSONプリ ンタウィンドウ !3がインストールされ ていない
と表示されません。
s本書「EPSONプリンタウィンドウ!3」
42 ページ

13

印刷の中止方法
印刷を中止する方法を説明します。

Win

● プログレスメータでの中止方法

A プログレスメータの［印刷中止］ボタンをクリックします。
クリックします

● プログレスメータが表示されていないときは
プログレスメータが表示されていないときは、次の手順で印刷を中止してください。

Windows95/98

A プリンタの電源をオフにします。
印刷途中であっても、プリンタの電源をオフにします。印刷中の用紙は排紙
されます。

p

プ リン タの 電源 をオ フに する こと で、プリン タに 残っ てい る印 刷途 中の
データがクリアされます。必ずプリンタの電源をオフにしてください。

B ［キャンセル］ボタンをクリックします。
以下の画面が表示されるまでに、少し時間がかかります。
クリックします

p

［キ ャンセル］ボタンをクリックした後に、以下の 画面が表示された場合は、
印 刷を中止する印刷デ ータをクリックし、
［削除］ボタンをク リックしてく
ださい。

① クリックして

② クリックします
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WindowsNT4.0/2000

Win

A プリンタの電源をオフにします。

印刷途中であっても、プリンタの電源をオフにします。印刷中の用紙は排紙
されます。

p

プ リン タの 電源 をオ フに する こと で、プリン タに 残っ てい る印 刷途 中の
データがクリアされます。必ずプリンタの電源をオフにしてください。

B ［プリンタ］フォルダを開き、［MC-5000］アイコンをダブルクリックします。
［プリンタ］フォルダは、画面左下の［スタート］ボタンをクリックし、
［設
定］にカーソルを合わせ、［プリンタ］をクリックして開きます。

ダブルクリックします

（WindowsNT4.0）/
C ［プリンタ］メニュー内の［印刷ドキュメントの削除］
［すべてのドキュメントの取り消し］
（Windows 2000）をクリックします。
①クリックして

②クリックします

p

上 記画面に印刷 データは
• プリン タへのデータ 転送が終了し ている場合、
表示されません。その場合は、プリン タの電源をオフにするだけで印刷は
正常に中止されます。
印刷 データを選 択し、
［ドキュ
• 特定の 印刷データだ けを削除す る場合は、
メント］メニューの［キャンセル］をクリックします。
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プリンタドライバの設定項目について
プリン タドライバの 設定項目は、いく つかのメニュ ー（ダイアログボ ックス）に分れて います。
ここではそれらのメニューの関係と項目の概要を説明しています。

p

プリンタド ライバの設定画面 は、
［プリンタ］フォルダ* のプリンタアイ コンを右ク
リックして表 示されるメニューからも 開くことができます。
ここ での設定は、アプ
リケー ションソフ トなどで プリンタド ライバを設 定する際 の初期値
（デフ ォルト
値）となり ます。もっと もよく使 う設定を しておくと、印 刷の際に 設定する 必要が
なくなり便利です。
*［プリンタ］フォルダは、［スタート］ボタンをクリックして［設定］
［プリンタ］
を
クリックすると開きます。
Windows95/98の場合［プロパティ］

WindowsNT4.0の場合［ドキュメントの既定値］

クリックします
クリックします
Windows2000の場合［印刷設定］

クリックします
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①

②

③

④

Win

⑧

⑤

⑥

⑦

①［基本設定］........................ 18 ページ
②［用紙設定］........................ 28 ページ
③［レイアウト］.................... 31 ページ
④［ユーティリティ］............ 39 ページ
⑤［OK］
設定の内容を保存して、設定を終了します。
⑥［キャンセル］
設定の変更内容を保存せずに、設定を終了します。
⑦［ヘルプ］
プリンタドライバのヘルプを開きます。
⑧［バージョン情報］
プリンタドライバのバージョン情報を表示します。
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基本設定
プリンタドライバの［基本設定］ダイアログでは、印刷に関わる基本的な設定を行います。

①
②

⑦

③

④
⑤
⑥

①用紙種類
印刷する用紙の種類を、リストボックスの中から選択します。

②インク
インクの種類を［カラー］と［黒］から選択します。
［黒］を選択するとモノ
クロ印刷になります。

③モード設定
印刷モードを選択します。選択できるモードによって画面が変わります。
モー
ドによって設定できる項目については次ページを参照してください。
推奨設定

：用紙種類、イン ク、用紙サイズを設定するだけで
自動的に最適な設定で印刷します。
オートフォトファイン!4 ：エプソ ン独自の画像補正技 術オートファイン!4を
使用し、印刷デ ータ内の画像を高画質化して印刷
します。
［インク］が［カラー］の場合のみ選択で
きます。
詳細設定
：印刷に関する項目を手動で設定できます。

④詳細品情報
EPSONプリンタウィンドウ!3がインストールされている場合に、各色のイン
ク残量の目安を表示します。
s 本書「［プリンタ詳細］ウィンドウ」44 ページ

⑤［詳細］ボタン
このボタンをクリックすると、消耗品情報（インク残量や用紙残量）を詳細
に表示するためにEPSONプリンタウィンドウ!3を呼び出します。

⑥印刷プレビュー
チェックを付けると、印刷実行時に［印刷プレビュー］ダイアログが表示さ
れ、印刷が行われる前に印刷内容を確認することができます。
s 本書「［印刷プレビュー］ダイアログ」21 ページ

⑦現在の設定
現在設定されている内容が表示されます。
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Win

●［モード設定］での設定項目
基本設定画面の［モード設定］での設定項目は次のようになります。

［推奨設定］
選択時

［きれい］/［速い］のどちらかを選択します。
［用紙種類］によっては、［きれい］/［速い］を選択できないものもあります。
きれい ：印刷品質を重視した設定で印刷します。
速い ：印刷速度を重視した設定で印刷します。

［オートフォトファイン!4］
選択時
プリセットメニューのリストボックスと、デジタルカメラのチェックボックスが表
示されます。

リストボックスからは次の設定を選択できます。
標準
：標準的な色調に補正して印刷します。
人物
：人物の写真に対する最適な補正をして印刷します。
風景
：風景の写真に対する最適な補正をして印刷します。
ソフトフォーカス ：ソフトフ ォーカス レンズを 使って撮 影した写 真と同様 になる
補正をして印刷します。
セピア
：セピア調の色調に調整して印刷します。
［デジタ ルカメラ］をチェックする とデジタルカメラで撮影 した写真データに最適
な補正をして印刷します。

p

（24bit）
の色情報を持った画像データに対し
• オートフォトファイン !4は1677万色
て、も っとも有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データには、有
効 に機能し ません。
アプリ ケーショ ンソフトな どで色数を 増やして から印刷し
てください。
• エ プソン製デジタルカメラ またはスキャナなどでオー トフォトファイン機能を
使 用して 取り込ん だ画像を 印刷する 場合、プリ ンタのオ ートフォ トファイ ン!4
は使用しないでください。
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［詳細設定］
選択時

Win

プリセットメニューのリストボックスと、
［設定変更］ボタンが表示されます。

リストボックスから次の設定を選択できます。
高精細

：高品質の印刷が得られる設定で印刷します。写真データを印刷
する場合に最適です。
ワープロ/グラフ ：ワープロなどで作成したカラーのデータを印刷する場合に選択
します。
ICM
：WindowsのICM（Image Color Maching）を使用して、画面上
の表示にもっとも近い色で印刷します。
sRGB
：sRGBに対応 した機 器とカラ ーマッ チングを して印 刷しま す。
ICM同様、画面上の表示にもっとも近い色で印刷します。

［設定変更］ボタンをクリックすると、
［手動設定］ダイアログが開き、詳細な印刷
設定を行うことができます。
s 本書「高度な印刷設定について」22 ページ
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Win

●［印刷プレビュー］ダイアログ
［基本 設定］ダイアログの［印刷プ レビュー］をチェックす ると、印刷を開始する
前に次の［印刷のプレビュー］ダイアログが表示され、印刷内容を確認することが
できます。
①〜⑩

⑪

① ②

③ ④

⑤

⑥ ⑦

⑧

⑨

⑩

①

：スタンプマークを移動する場合にクリックしてください。

②

③

：表示している画像の拡大/縮小表示ができます。拡大する場
合は、ボタンをクリックしてから拡大したいところへカー
ソルを移動させマウスをクリックします。縮小したい場合
は、マウスの右ボタンをクリックします。
：画面のサイズいっぱいに拡大して表示します。

④

：最大の倍率で拡大して表示します。

⑤

⑦

：印刷データの余白境界線をグレーのラインで示します。実
際の印刷結果には印刷されません。クリックすると表示は
消えます。
：印刷データにスタンプマークを印刷するためのメニューを
開きます。
s 本書「スタンプマークを印刷するには」35 ページ
：⑥で設定したスタンプマークの設定を解除します。

⑧

：表示するページを切り替えます。

⑥

⑨［印刷］
：印刷を実行します。
⑩［キャンセル］
：印刷を 中止して、［印刷プ レビュ ー］ダイアロ グ、
［印 刷］
ダイアログともに閉じます。
⑪
：印刷する ページ/印刷しない ページを切 り替えるこ とがで
きます。対象のページをクリックして選択してから、
［オプ
ション］メニューをクリックして、
「印刷する/しない」を
切り替えてください。
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高度な印刷設定について
ここでは、高度な印刷設定（手動設定）の設定方法や設定項目について説明します。

Win

●［手動設定］ダイアログ
［手動設定］ダイアログは、
［基本設定］ダイアログの［詳細設定］モードを選択し、
［設定変 更］ボタンをクリックし て開きます。ここでは、設定 項目の詳細について
説明します。

①
②

⑧

③
④
⑤
⑥
⑦

p

［用紙種類］
［印刷品質］などの設定の組み合わせで、選択できる項目が変わります。

①用紙種類
印刷する用紙の種類を、リストボックスの中から選択します。

②インク
インクの種類を［カラー］と［黒］から選択します。
［黒］を選択するとモノ
クロ印刷になります。

③印刷品質

*1 マルチサイズドット：
ヘ ッド から 吐 出す る
インクの量を、大、中、
小と3タイプに 吹き分
けることによって、印
刷 ムラ のな い 美し い
出 力を 可能 に した エ
プソン独自の機能。

印刷の品質を、リストボックスの中から選択します。
ドラフト
： イン ク消費量を セーブしな がら高速に 印刷します。レ
イ アウト確認など の試し印刷に向 いています。普通紙
でのみ選択できます。
ファイン
： 印刷 スピード、品 質、ランニング コストの バランスが
とれた印刷を行います。普通紙でのみ選択できます。
スーパーファイン ： 印刷 時間は多少 かかります が、高品質な印 刷結果が得
られます。専用紙でのご使用をお勧めします。
*1
フォト
： 印刷時間は多少かかりますが、マルチサイズドット 機
能 を使用して、さらに 美しい写真品質 の印刷を行いま
す。

22

④マイクロウィーブ
行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現でき
る機能です。
スーパー ：フォト印刷時に設定できます。チェックボックスをチェックする
と、ムラのない写真品質の印刷結果が得られますが、印刷時間は
長くなります。

⑤双方向印刷
プリントヘッドが左右どちらに移動するときでも印刷するので、高速に印刷
できます。ただし、印刷品質が多少低下する場合があります。

⑥左右反転
左右を反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをチェックします。

⑦スムージング（文字/輪郭）
テキストデータや線画の輪郭を、なめらかに印刷します。印刷時間は多少長
くなります。

⑧カラー調整
カラー調整の方法を選択します。
［ドライバによる色補正］
、
［オートフォトファイン!4］を選択した場合、画面
の下部で、細かい設定を行います。
ドライバによる色補正

*1 プロファイル：
色補正データ。

：画面下部にリスト ボックスとスライドバーが表示
され、色補正に関する設定が行えます。
s 本書「
［ドライバによる色補正］を選択した場
合」24 ページ
オートフォトファイン!4 ：エプソン独自の画 像補正技術オートフォトファイ
ン!4を使用し、印 刷データ内の画 像を高画質化し
て印刷します。
画面下部 にオートフォトフ ァイン!4の設定項目が
表示され、色補正に関する設定が行えます。
［オートフォトファイン!4］を選択した
s 本書「
場合」26 ページ
色補正なし
：ド ライ バ では 色 補正 を 行 いま せ ん。ICM用 プロ
ファイル*1を作成する際の、基準色を印刷するとき
に選択します。通常は選択しないでください。
sRGB
：sRGBに対応 した機器と カラーマッチ ングをして
印刷し ます。ICM同様、画面上の表 示にもっとも
近い色で印刷します。
ICM
：WindowsのICM（Image Color Maching）を使用
して、画面上の表示 にもっとも近い色で印刷しま
す。
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［ドライバによる色補正］
を選択した場合

Win

「カラ ー調整」で「ドライバによる 色補正」を選択すると、画面 下部の表示が次の
ようになり、各種の設定が行えるようになります。
①

②

③

①ガンマ
［ガンマ］は、画像の中間調部分の階調についての入力値と出力値の関係を表
すときに使用する単位です。
［ガンマ］値を変更することで、画像の暗い部分
（シャドウ）や明るい部分（ハイライト）に大きな影響を与えずに、その中間
部分の明るさを調整することができます。
1.5：ガンマ値1.8に比べて柔らかい感じの画像を印刷します。
1.8：本製品での印刷に合った調整が行われます。
2.2：sRGB に対応した機器とカラーマッチングをして印刷する場合に選択
してください。
［カラー調整］で［sRGB］を選択した場合と同様の処理
を行います。

②色補正方法
*1 オブジェクト：
色補正を行う際に対象
となるもの。

：文書内のオブジェクト*1に対して最適な色処理をします。
通常はこの設定でご使用ください。
自然な色あい
：自然な発色状態になるように色処理をします。
あざやかな色あい ：彩度（あざやかさ）を上げ、
色味を強くする処理をします。

自動
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③スライドバー

Win

明度

：画像 全体の明るさを調整します。標準を0として、−25〜＋
25%の間で、マイナス（−）方向には暗く、プラス（＋）方
向には明るくなります。全体的に暗い画像や明るい 画像に対
して有効です。
コントラスト ：画像の明暗 比を調整します。標準を0として、−25〜＋25%
の間で調整します。コントラストを上げると、明るい 部分は
より明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコン トラス
トを落とすと、画像の明暗の差が少なくなります。
彩度
：画 像の彩度（色のあ ざやかさ）を調 整します。標準を0と し
て、−25〜＋25%の間で調整します。彩度を上げると、色味
が強くなります。彩度を落とすと、色味がなくな り、無彩色
化されてグレーに近くなります。
［インク］で［黒］を選択し
た場合は調整できません。
シアン/マゼンタ/イエロー：
それぞれの強さを調整します。標準を0として、−25〜＋25%
の間で調整します。
［インク］で［黒］を選択した場合は調整
できません。
＜−＞

0

＜＋＞

シアン

赤みを強くします。

青緑
（シアン）を強くします。

マゼンタ

緑色を強くします。

赤紫
（マゼンタ）を強くします。

イエロー

青色を強くします。

黄色
（イエロー）を強くします。
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［オートフォトファイン!4］
を選択した場合

Win

［カラ ー調整］で［オートフ ォトファイン!4］を選 択すると、画面下 部の表示が次
のようになり、各種の設定が行えるようになります。

①

②

③

①色調
標準
硬調
鮮やか
セピア

：標準的な色調に補正して印刷します。
：メリハリのある色調に補正して印刷します。
：彩度を上げ、あざやかな色調に補正して印刷します。
：印刷データの色を、セ ピア調の色調になるよう調整して印 刷
します。
モノクロ
：印刷データの色を、白黒になるよう調整して印刷します。
色調補正なし ：色調の補正を行いません。

②効果
シャープネス
：画像の輪郭を強調して印刷します。
ソフトフォーカス：ソフトフォーカ スレンズを使っ て撮影した写真 と同様に
なる補正をして印刷します。
キャンバス
：キャンバス地（布 地）に描いたよう な効果を加 えて印刷
します。
和紙
：和紙に描いたような効果を加えて印刷します。
なし
：効果を加えずに印刷します。

③デジタルカメラ用補正
チェックすると、デジタルカメラで撮影した写真データに最適な補正をして
印刷します。

p

（24bit）の色情報を持った画像デー
• オートフォトファイン !4 は 1677 万色
タに 対しても っとも有 効に機 能します。256色な どの少な い色情 報の画
像デー タには有効に 機能しません。
ア プリケーシ ョンソフトな どで色数
を増やしてから印刷してください。
• エプソン製デジタルカメラまたは スキャナなどでオートフォトファイン
機能 を使 用し て取 り込 んだ 画像 を印刷 する 場合、プ リン タド ライ バの
オートフォトファイン!4は使用しないでください。
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● ユーザー設定の登録方法
ここでは、［手動設定］ダイアログ での設定を登録する 方法、また、以前に登録し
た設定を削除する方法を説明します。最大登録数は10個です。

A ［手動設定］ダイアログで各項目を設定し、［保存/削除］ボタンをクリックし
ます。

①設定して

②クリックします

B ［設定名］に任意の名称（既存の名称以外の名称）を入力し、［保存］ボタン
をクリックします。

①入力し
②クリックします

これで［基本設定］ダイアログのリストボックスに設定が加えられました。

p

［設定リスト］か ら削除する リストをク リックし
• 設定を 削除する場合 は、
て選択し、［削除］ボタンをクリックします。
• プリセットメニューは削除できません。
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用紙設定
プリンタドライバの［用紙設定］ダイアログでは、使用する用紙に関する設定を行います。

①
②
③

④
⑤

①給紙方法
給紙方法を選択します。
自動選択

用紙カセット1
用紙カセット2
手差し

：
［用紙設定］ダイアログの［用紙サイズ］と［基本設定］
ダイアログの［用紙種類］で指定した用紙がセットされ
ている給紙装置を探して給紙します。用紙カセットには
正しい用紙サイズと用紙種類を設定してください。
：本体の用紙カセットから給紙します。
：ダブルカセットユニット（オプション）の用紙カセット
から給紙します。
：手差しスロットから給紙します。

②用紙サイズ
作成した印刷データの用紙サイズをリストボックスの中から選択します。
［給紙方法］で選択した給紙方法によって、セットできる用紙サイズが異なり
ます。
［ユーザー定義サイズ］を選択すると、定型外の用紙サイズを登録することが
できます。
s 本書「用紙サイズの登録/変更」30 ページ

28

Win

p

• プリンタにセットしてある用紙よ りも大きな用紙サイズのデータを印刷
する場合は、必ず［レイアウト］ダイ アログボックスで縮小（フィットペー
ジ）の設定を行ってください。
セットし てある用紙 よりも大きな 用紙サイズ設 定のまま印刷 を行うと、
プリンタ内部がインクで汚れます。
s 本書「拡大/縮小して印刷するには」
32 ページ
• ［用紙サイズ］で A3 ノビよりも大きなサイズの用紙を選択すると、下の画
面が表 示されます。プ リンタにセッ トしてある 用紙サイズ を
［出力用紙］
のリストボックスから選択してください。
自動的に縮小して印刷します。

③印刷部数
印刷 の部数（コピー数）を入力 します。2部以上印刷する 場合は印刷方法を
選択します。最大9999枚まで入力できます。
部単位で印刷 ：1部ずつ、入力した部数を印刷します。
逆順印刷
：最終ページから印刷します。

④印刷方向
印刷データを［縦］/［横］どちらで印刷するか選択します。
［横］を選択す
ると印刷イメージを90度回転して印刷します。
180度回転印刷 ：印刷イメージを 180度回転して、印刷データの下端から印
刷します。

p

印 刷推奨領域 印刷時
（印刷可能 領域
［標準］選択時）に180度回転印 刷を行う
と、印刷データ上部の余白が14 mmになります。
14mm

14mm

180度回転印刷

⑤印刷可能領域
印刷する領域（位置）を選択します。
センタリング： 上下の余白を14mm、左右の余白を3mmの設定で印刷します。
物理的な印刷領域は狭くなります。
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● 用紙サイズの登録/変更
［用紙サ イズ］リストにあらかじめ 用意されていない用 紙サイズを［ユーザー定義
サイズ］として独自に登録することができます。最大登録数は30個です。

A プリンタドライバの［基本設定］ダイアログを開き、［用紙サイズ］リストか
ら［ユーザー定義サイズ］を選択します。

選択します

B 登 録名を［用紙サ イズ名］に入 力し、登録し たい［用紙幅］と［用紙 長さ］
を入力してから、［保存］ボタンをクリックします。
• 数値の単位は、
［0.1ミリ］または［0.01インチ］のどちらかを選択できます。
• 削除する場合は、リストからサイズ名をクリックして選択し、
［削除］ボタ
ンをクリックします。
• 指定できる用紙サイズの範囲は次の通りです。
用紙幅 ：10.00〜32.90cm（3.94〜12.95インチ）
用紙長さ：10.00〜111.76cm（3.94〜44.00インチ）

①入力して

②入力します
③クリックします

C ［OK］ボタンをクリックします。

クリックします

これで、定義した用紙サイズが［用紙サイズ］メニューから選択できるよう
になります。
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レイアウト
プリンタドライバの［レイアウ ト］ダイアログでは、印刷するページのレイアウトに関わる設定
を行います。

①

②

③

①拡大/縮小
印刷データを10〜400％の比率で拡大/縮小して印刷することができます。
s 本書「拡大/縮小して印刷するには」32 ページ

②割付/ポスター
割付

：2ペー ジまたは4ページ 分の連続 したデータ を1枚の用紙に 自動
的に縮小し、割り付けて印刷することができます。
s 本書「1ページに複数ページのデータを印刷するには（割り
付け印刷）」33 ページ
ポスター ：印刷データを自動的に拡大して、プリンタにセットした用紙に分
割して印刷することができます。
s 本書「A3 ノビサイズより大きな用紙に印刷するには（ポス
ター印刷）」34 ページ

③スタンプマーク
あらかじめ用意したマークを印刷データに重ね合わせて印刷する機能です。
s 本書「スタンプマークを印刷するには」35 ページ
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● 拡大/縮小して印刷するには
［レイ アウト］ダイアログの［拡大/縮小］を設定 すると、印刷データを 拡大/縮小
して印刷することができます。

なし
印刷データを拡大/縮小しません。等倍（100%）で印刷します。

フィットページ
［出力用紙］
（プリンタにセットした用紙）を設定することで、自動的に印刷倍率を
設定して印刷します。
印刷倍率は、［用紙設定］ダイアロ グの［用紙サイズ］で設定さ れている用紙サイ
ズに対して設定されます。

任意倍率
［出力 用紙］
［倍率］と も手動で設定 します。
［倍率］は10〜400%の範囲で設定で
きます。

p

• 拡大 / 縮小印刷をした場合、カラーの色合いが元データと比べて変わることがあ
ります。
• 印 刷データの印刷領域が本 機の印刷可能領域を超 える、
または同等の場合、レイ
アウトが変わることがあります。
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● 割付/ポスター印刷するには
［レイアウト］ダイアログの［割付/ポスター］を設定すると、割付印刷やポスター
印刷を行うことができます。

1ページに複数ページのデータを印刷するには（割り付け印刷）
2ページまたは4ページ分の連続した印刷データを縮小して、1ページにまとめて印
刷できます。
1ペー ジに2ペ ージ 分
の印 刷デ ータ を割 り
付けて印刷します。

2ページ割り付け

1ペー ジに4ペ ージ分
の印 刷デ ータを 割り
付けて印刷します。

4ページ割り付け

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。

ハガキサイズの印刷データ

A4サイズの用紙

①
②

画面は「2ページ」を選択した場合です。

③

① 割付
：何ページ分のデータを1ページに割り付けるか選択します。
② 枠を印刷
：割り付けたページに枠線を描きます。
③ 割り付け順序 ：割り付ける順番を選択します。
割り付け順を示す数字のアイコン
をクリックして［OK］ボタンをクリックしてください。
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A3ノビサイズより大きな用紙に印刷するには
（ポスター印刷） W i n
ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大して、プリンタにセットした用紙
に分割して印刷することのできる機能です。印刷したものをつなぎ合わせれば、大
きなポスターや カレンダーも思い のままです。
［ポ スター］は［レイアウト］ダイ
アログで設定します。

4分割

16分割
9分割

画面は「4分割」を選択した場合です。

①

②

③

①印刷面の選択

：分割 したページを印 刷する/しないをクリ ックすること で選択
できます。全体の中の一部を印刷したいときに便利です。印刷
しない部分は、グレーで表示されます。
印刷するページ分の用紙が必要です。
②オーバーラップ ：印 刷結果 をつな ぎ合わ せる際 に部分 的に用 紙を重 ねられ るよ
うに、部分的に重複して印刷します。
③枠線
：余白部分を切り取る際のガイド線を自動的に印刷します。
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● スタンプマークを印刷するには
［レイアウト］ダイアログの［スタンプマーク］を設定すると、印刷データに「
や「重要」などのマークを重ね合わせて印刷することができます。

アプリ ケーシ ョンで作 成
した印刷データ

」

重ね合わせて印刷します

［スタンプマーク］のリストボックスから印刷するマークを選択し、
［スタンプマー
ク設定］ボタンをクリックします。

画像（BMP ）マーク名選択時
①

③

②

④
⑤
⑥

単語（テキスト）のマーク名選択時

⑦

⑧

① マーク名
② カラー
③
④
⑤
⑥

レイアウト
位置
濃度
サイズ

： 印刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。
： マークの印刷カラーをリストボックスから選択できます。ただ
し、新規に登録したマークの色指定はできません。
： 設定したイメージを表示します。
： マークの印刷位置をリストボックスから選択できます。
： 印刷する際のマークの濃さを調整できます。
： マークの印刷サイズを設定することができます。
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⑦ フォント設定 ： 登録した単語のフォントおよびスタイル（形状）をリストボッ
クスの中から選択することができます。
⑧ 回転
： 単語 マークの角 度の設定 ができます。入 力欄に直 接入力する
か、スライドバーをスライドさせるか、または
ボタンをク
リッ クしてレイ アウト画面 でドラッグ して回転さ せることも
できます。

オリジナルマークの登録方法
*1 B MP：
画 像デ ー タを 保存 す
る 際の フ ァイ ル形 式
のひとつ。
Windows でも っ とも
一 般に 使 用さ れて い
る。

*1

プリセットマークの他にお好みの画像（BMP ）や任意の単語を登録することもで
きます。最大登録数は画像と単語合わせて10個です。

単語の登録方法

A ［追加/削除］ボタンをクリックします。
クリックします

B ［マーク名］リストの［テキスト］のラジオボタンをクリックして選択してか
ら、［テキスト］に登録したい単語を入力します。

①クリックして

②入力します

［OK］ボタンをクリックします。
C ［保存］ボタンをクリックして、
これでマーク名のリストの単語が加わりました。

①クリックして
②クリックします
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画像の登録方法

A アプリケーションソフトでオリジナルデータを作成し、BMP形式で保存しま

す。
ファイル形式には BMP、TIFF、JPG など多くのファイル形式があります。
保存の際に BMP を選択して保存してください。

B ［追加/削除］ボタンをクリックします。
クリックします

リストの［BMP］のラジオボタンをクリックして選択してから、
C ［マーク名］
［参照］ボタンをクリックします。

①クリックして

②クリックします

D マークを保存したディレクトリをダブルクリックして選択し、登録するマー
クをクリックして、［OK］ボタンをクリックします。
WindowsNT4.0/2000 の場合は、
［開く］ボタンをクリックします。

①クリックして
②クリックして

③クリックします
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E ［マー ク名］を入 力し、［保存］ボ タンを クリ ック して、［OK］ボタ ンをク
リックします。
これでマーク名のリストにオリジナルマークが加わりました。

①入力し

②クリックして
③クリックします
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ユーティリティ
プリンタドライバの［ユーティ リティ］ダイアログでは、本機で使用できるユーティリティソフ
トを実行できます。

①
②
③
④
⑤
⑥

①EPSONプリンタウィンドウ!3
プリンタの状態を監視する「EPSONプリンタウィンドウ!3」を起動します。
EPSONプリンタウィンドウ!3をインストールしていない場合は、機能しませ
ん。

②ノズルチェック
プリントヘッドのノズルの目詰まりを確認するパターンを印刷します。

③ヘッドクリーニング
印刷がかすれたり、すき間があくようになったらプリントヘッドをクリーニ
ングします。

④ギャップ調整
双方向印刷時に縦の罫線がずれたり、ピントがぼけたような印刷結果になる
場合に調整します。

⑤プリンタ情報
色の再現性を向上させるためのプ リンタID情報を取得する場合にクリックし
ます。EPSONプリンタウィンドウ!3をインストールしている場合は、自動的
に取得されるため実行する必要はありません。

⑥環境設定
印刷速度やプログレスメータ表示、EPSONプリンタポートに関する設定をし
ます。このボタンは［プリンタ］フォルダからプリンタドライバ設定画面を
開いた場合に有効になります。
s 本書「環境設定」40 ページ

p

ユーティリティの詳細は以下のページをご覧ください。
s本書「ユーティリティの使い方 」
48 ページ
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● 環境設定
プリンタドライバの［環境設定］ダイアログでは、プリンタの作業環境を設定でき
ます。
Windows95/98
①
③
④

WindowsNT4.0/2000
②
⑤
⑥

⑧

①
⑦

②
⑤
⑥

⑧

p

［環境設 定］ダイアロ グを開く 場合は、
［プリ ンタ］フォル ダからプ リンタド ライバ
の設定画面を開き、
［ユーティリティ］タブの［環境設定］ボタンをクリックします。
s本書「プリンタドライバの設定項目について」16 ページ

①部数印刷高速化
1部目の印刷処理データをハードディスクに保存し、2部目以降は、そのデー
タを使用することで印刷速度を高速化します。チェックしないと、
ハードディ
スクの使用量が減ります。通常はチェックして使用してください。

②プログレスメータ表示
印刷実行時に印刷の進行状況を表示します。EPSONプリンタウィンドウ!3が
インストールされていない場合、機能しません。

③EPSONプリンタポート使用（DOS/V機のWindows95/98のみ）
EPSONプリンタポ ートドライ バを使用し て、印刷を高速化 します。通常は
チェックして使用してください。パラレルケーブル接続時に有効な機能です。

④DMA転送
（DOS/V機のWindows95/98のみ）
DMA転送の状態を表示します。パラレルケーブル接続時に有効な機能です。
s 本書「印刷を高速化するには」55 ページ
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⑤用紙チェック
用紙サイズと用紙種類の設定が、プリンタドライバと用紙カセットで一致し
ているかをチェックします。初期設定はオフです。チェックすると、設定が
一致しない場合にエラーメッセージが表示されます。

［無視］をクリックすると、そのまま印刷します。
用紙を交換した後、印刷する場合は［再実行］をクリックします。

⑥［モニタの設定］
EPSONプリンタウィンドウ!3のモニタ設定画面を開きます。
s 本書「モニタの設定」46 ページ

⑦常にRAWデータをスプールする
（WindowsNT4.0/2000のみ）
チェックすると、アプリケーションソフトによっては高速に印刷できる場合
があります。

⑧フォルダ選択
スプールファイルや部数印刷高速化機能を使用する際に、一時的にデータを
保存するフォルダを選択できます。通常は、設定の必要はありません。
ハー ドディスクドライブの パーティションが1つだけの 場合は表示されませ
ん。
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EPSONプリンタウィンドウ!3
Win

● EPSONプリンタウィンドウ!3とは
EPSONプリンタウィンドウ!3は、プリ ンタの状態を コンピュータ上 で確認できる
ユーティリティ です。プリンタの詳しい 情報を知るには、［プリンタ詳細］ウィン
ドウを開きます。印刷開始と同時にプリンタの状態をモニタし始め、問題があれば
エラーメッセージを表示して対処方法を知ることができます。また、プリンタドラ
イバの設定画面やWindowsのタスクバーから呼び出して、
プリンタの状態を確かめ
ることもできます。

プリンタのプロパティか
らEPSONプ リン タ ウィ
ンドウ!3を呼 び出すこと
ができます。

［プリンタ詳細］ウィンドウ
プリン タの状 態やイ ンクの 残量
をコン ピュー タのモ ニタ上 で知
ることができます。
印刷を実行すると、プリンタのモ
ニタを開始し、エラー発生時には
プリンタの状態を表示します。紙
詰まり などの 問題が 起こっ た場
合に、［対処 方 法］ ボ タ ンを ク
リックすると、対処方法が表示さ
れます。

タス クバ ーの 呼び出 しア イコ ンから
EPSONプリ ンタウ ィンド ウ!3を呼 び出す
ことができます。

タス クバー の呼 び出 しアイ コン から モ
ニタの設定画面を開くことができます。
［モニタの設定］ダイ
アログ
どのよ うな状 態をエ
ラーと して表 示する
かなど、EPSONプリ
ンタ ウィ ンド ウ!3を
設定す ること ができ
ます。

［環境設定］から［モニタの設定］ダ
イアログを開くことができます。
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● プリンタの状態を確かめるには
EPSONプリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を確かめるために、2通りの方法で
［プリ ンタ詳細］ウィンドウを 開くことができます。こ の［プリンタ詳細］ウィン
ドウは、消耗品などの詳細な情報を表示します。
s 本書「
［プリンタ詳細］ウィンドウ」44 ページ

［方法1］
プリンタドライバのプロ パティ画面を開き、
［ユーティリティ］の［EPSON
プリンタウィンドウ!3］ボタンをクリックします。

クリックします

［方法2］
［モニタの設定］で［呼び出 しアイコン］を選択すると、Windowsのタスク
バ ーにあるEPSONプリンタウ ィンドウ!3の 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して、メニューから［EPSON MC-5000］を
クリックします。
s 本書「［モニタの設定］ダイアログ」47 ページ

ダブルクリックします
または

②クリックします

①右クリックして
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［プリンタ詳細］
ウィンドウ
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EPSONプリンタウィンドウ!3の［プリンタ詳細］ウィンドウは、プリンタの詳細な
情報を表示します。

①

②
③

④

⑤

①プリンタ
プリンタの状態をグラフィックで表示します。

②メッセージ
プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法
をメッセージでお知らせします。

③［閉じる］
ウィンドウを閉じるときに［閉じる］ボタンをクリックします。

④インク残量
インクカートリッジのインク残量の目安を表示します。また、最後に印刷し
たページを、あと何枚印刷できるか表示します。

⑤用紙残量
用紙カセットにセットされている用紙の種類、サイズ、残量の目安を表示し
ます。
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● 対処が必要な場合は
セットしてい る用紙がなくなった り、何らかの問題が起 こった場合は、EPSONプ
リンタウィンドウ!3の［プリンタ詳細］ウィンドウにエラーメッセージを表示しま
す。メッセージに従って対処してください。

②
①

①［対処方法］
インクがなくなったり、何らかの問題が起こった場合に表示されます。
［対処方法］ボタンをクリックすると対処方法が順を追って表示されます。

②［閉じる］
［閉じる］ボ タンを クリッ クす ると、ウィ ンドウ を閉じ ること ができ ます。
メッセージを読んでからウィンドウを閉じてください。
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● モニタの設定
EPSONプリンタウィンドウ!3のモニタ機能を設定します。
どのような場合にエラー
表示するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタするかなどを設定します。
［モニタの設定］ダイアログを開く方法は、2通りあります。

［方法1］
［プリンタ］フォルダからプリンタドライバのプロパティを開き、
［ユーティ
リティ］の［環境設定］ボタンをクリックします。続いて［環境設定］ダイ
アログの［モニタ設定］ボタンをクリックします。

①クリックし

②クリックします

［方法2］
［モニタ設定］ダイアロ グで［呼び出しアイコン］を選択 すると、Windows
の タスクバー にあるEPSONプリンタウ ィンドウ!3の呼 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して、メニューから［モニタの設定］
をクリックします。

②クリックします

①右クリックして
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［モニタの設定］
ダイアログ
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①

③

②

④

⑤

①エラー表示の選択
プリンタがどのような状態のときに画面通知するかを選択します。通知が必
要な項目をチェックします。

②音声通知
チェックボックスをチェックすると、エラー発生時に音声でも通知します。

p

お 使いのコン ピュータに サウンド機能 がない場合、
音 声通知機能 は使用で
きません。

③［標準に戻す］
［エラー表示の選択］を標準（初期）設定に戻すには、
［標準に戻す］ボタン
をクリックします。

④アイコン設定
［呼び出しアイコン］をチェッ クすると、EPSONプリンタウィンドウ!3の呼
び出しアイコンがタスクバーに表示されます。表示するアイコンは、お使い
のプリンタに合わせて選択できます。
タスクバーに表示されたアイコンを右クリックすると、メニューが表示され
て［モニタの設定］ダイアログを開くことができます。

⑤共有プリンタをモニタさせる
チェックすると、ほかのコンピュータから共有プリンタをモニタさせること
ができます。
s 本書「Windowsでのプリンタの共有」64 ページ
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ユーティリティの使い方
Windowsプリンタドライバのユーティリティでは、プリンタの状態を確認したり、メンテナンス
用の「ノズルチェックパターン印刷」、
「ヘッドクリーニング」
、
「ギャップ調整」
、
「プリンタ情報」
の取得などの機能を実行できます。

● ノズルチェックパターン印刷
*1 プリントヘッド：
用 紙に イン クを 吹き
付けて 印刷する部分。
外 部か らは 見え ない
位置にある。

*2 ノズル：
イ ンク を吐 出す るた
めの、非常に小さな孔
（あな）
。

ノズルチェックパターン印刷とは、プリントヘッド*1のノズル*2に目詰まりがないか
確認するためのパターンを印刷する機能です。
ノズルチェックパターンの印刷がかすれたり、すき間があく場合は、ヘッドクリー
ニングを実行して、プリントヘッドの目詰まりを除去してください。

p

• ノズルチェックパターン印刷は、プリンタの操作パネルからも行えます。
s 本書「ノズルチェックパターン印刷」155 ページ
• インクエンドランプの点灯中は実行できません。

A プリンタに用紙をセットします。
B ［ユーティリティ］ダイアログを開きます。
プリンタドライバの設定画面で［ユーティリティ］タブをクリックします。
s 本書「ユーティリティ」39 ページ

C ［ノズルチェック］ボタンをクリックします。
クリックします

D ［印刷］ボタンをクリックします。

クリックします
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E 印刷されたパターンの線がかすれたり消えたりしていないかを確認して、問
題がない場合は［終了］ボタンをクリックします。問題があった場合は［ク
リーニング］ボタンをクリックしてプリントヘッドをクリーニングします。

どち らか をク リッ ク
します

p

ヘッド クリーニン グを行って く
• ノ ズルチェッ クパターン が欠けてい る場合は、
ださい。
再度 ノズルチェッ クパターン の印刷を実 行
• ヘ ッドクリー ニングを実 行したら、
し てください。ヘ ッドクリー ニング後も ノズルチェッ クパターン が欠けてい る
場 合は再度ク リーニング を実行して ください。
数回ク リーニング を行っても 改
善されない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

● ヘッドクリーニング
ヘッドクリーニングとは、印刷品質を維持するために、プリントヘッドの表面を清
掃する 機能です。印 刷がかす れたり、すき 間があ くように なったら、次 の手順に
従ってヘッドクリーニングをしてください。

p

• ヘ ッドクリー ニングは、
イ ンクエンド ランプが点 滅または点 灯している ときは
行えません。まずインクカートリッジを交換してください。
s 本書「インクカートリッジの交換」149ページ
• ヘ ッドクリー ニングは すべてのイ ンクを同時 に使います。
文 字や画像が かすれ
た り、画像が意図しない色で印刷 されるなどの症状が出ると き以外は、
必要あり
ません。
• ヘ ッドクリーニングした後は、必 ずノズルチェックを行い、クリ ーニング結果を
確認してください。
• ヘッドクリーニングは、プリンタの操作パネルからも行えます。
s 本書「ヘッドクリーニング」156 ページ

A ［ユーティリティ］ダイアログを開きます。
プリンタドライバの設定画面で［ユーティリティ］タブをクリックします。
s 本書「ユーティリティ」39 ページ

B ［ヘッドクリーニング］ボタンをクリックします。
クリックします
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C ［スタート］ボタンをクリックします。

プリンタの電源ランプが点滅し、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 3 分間続きます。
電源ランプの点滅が点灯に変わったら、ヘッドクリーニングは終了です。

クリックします

D ［ノズルチェックパターン］ボタンをクリックし、印刷結果を確認します。終
了する場合は［終了］ボタンをクリックします。
s 本書「ノズルチェックパターン印刷」48 ページ

どちらかをクリックします
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● ギャップ調整
双方向印刷をしていて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になるときは、
プリントヘッドのギャップを調整してください。
印刷結果がピントがぼけたようになる

p

• ギャップ調整は、MCマット紙、MCデザイン光沢紙、MC写真用紙＜半光沢＞のい
ず れかを用紙 カセット にセットし て行う必要 があります。
普 通紙や手差 し給紙
では正確に調整できません。
• ギャップ調整は、プリンタの操作パネルからも行えます。
s 本書「ギャップ調整」157 ページ

A プリンタの電源をオンにします。
B 用紙カセットにMCマット紙、MCデザイン光沢紙、MC写真用紙＜半光沢＞
のいずれかを複数枚セットします。

C ［ユーティリティ］ダイアログを開きます。

プリンタドライバの設定画面で［ユーティリティ］タブをクリックします。
s 本書「ユーティリティ」39 ページ

D ［ギャップ調整］ボタンをクリックします。
クリックします

E ［実行］ボタンをクリックします。

クリックします
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F ［印刷］ボタンをクリックします。

Win

ギャップ調整用シートが印刷されます（約 8 分間）。

クリックします

G 印刷されたシートを見て、#1、#2、#3それぞれズレのない直線に見える番
号（1〜15）を探します。

このサンプルの場合は、#1〜3の「8」
がズレのない直線です。

［終了］ボタンをクリッ
H もっとも直線に見えた番号をリストの中から選択し、
クします。

①もっとも 直線に 見
え た番号 をそれ ぞ
れ選択して

②クリックします

これでギャップ調整は完了です。

p

す べての直線がズレている場合は、もっとも直 線に近い番号を選択して
［再
調整］ボタンをクリックし、
F へ戻ります。
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● プリンタ情報
装着したダブルカセットユニットを使用できるようにしたり、色の再現性を向上さ
せるために、プリンタの情報を設定します。

オプション給紙装置
（ダブルカセットユニット）

A プリンタドライバのプロパティ画面で、［ユーティリティ］タブをクリックし
ます。

B ［プリンタ情報］ボタンをクリックします。
クリックします

C ダイアログの設定を確認します。
選択します

ダブルカセットユニットを使用する場合は、
［用紙カセット 2］を選択します。
［オプション給紙装置なし］が選択されている場合は、ダブルカセットユニッ
トは使用できません。

D ［OK］ボタンをクリックします。
これで、ダブルカセットユニットの設定は終了です。
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プリンタIDはEPSONプリンタウィンドウ!3をインストールしている場合、自
動的に取得されます。手動の場合も、一度設定すれば設定し直す必要はあり
ません。
EPSONプリンタ ウィンドウ!3を インストー ルしてい ない場合や 双方向通信
ができない状況下の場合は、以下の手順で情報を取得してください。

A プリ ンタドライバ のプロパティ 画面で、［ユ ーティリティ］タ ブをクリック
し、［プリンタ情報］ボタンをクリックします。

B ダイアログの設定を確認します。

現在の状態
状態① ：「情報印刷実行後、オプション情報を入力してください。」
→次のステップに進みます。
状態② ：「オプ ション情報は既に設定されて います。入力の必要はありませ
ん。
」
→［OK］ボタンをクリックして設定を終了します。

確認します

C プリンタにA4サイズの用紙をセットして［情報印刷実行］ボタンをクリック
します。
プリンタ ID が印刷されます。

印刷例

D 印刷されたプリンタIDを半角文字で入力し、［OK］ボタンをクリックします。
これで、プリンタ ID 情報が取得できました。

①入力して

②クリックします
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印刷を高速化するには
本機をパラレルケーブルで接続している場合は、データの転送方法に「DMA転送」を使用するこ
とで、印刷を 高速化することが できます。DMA転送の設 定はWindows95/98/NT4.0でのみ可能で
す。Windows2000では設定できません。

● DMA転送とは

*1 E C P （E x t e n d e d
C apability Port）
：
パ ラ レル ポー トの 拡
張仕様の一つ。

通常、印刷データは、コンピュータの頭脳であるCPU（Central Processing Unit）
を通してプリンタへ送られます。しかし、CPUは同時にいくつもの処理を行ってい
るため、この方法ではCPUに負担がかかり効率的にプリンタへデータが送られませ
ん。
ECP*1コントローラ チップが搭載されたコンピュ ータの場合は、印刷データの流れ
を変更す ることでCPUを介すること なく印刷デ ータをプリ ンタへ直接 送ることが
できます。これにより、効率的にプリンタへ印刷データが送られ、結果として印刷
速度が 向上する ことに なります。こ のよう な、データ転 送の形式 をDMA（Direct
Memory Access）転送と呼びます。

● DMA転送を設定する前に
プリンタドライバでDMA転送を行う前に以下の項目の確認、設定が必要です。

①パラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続していますか？
②Windows95/98/NT4.0を使用していますか？
③ご利用のコンピュータはDOS/V機でECPコントローラチップが搭載さ
れていますか？
ご 利用の コンピュ ータの 取扱説 明書を参 照いた だくか、コ ンピュ ータメー
カーにお問い合わせください。

④ご利用のコンピュータでDMA転送が可能ですか？
ご 利用の コンピュ ータの 取扱説 明書を参 照いた だくか、コ ンピュ ータメー
カーにお問い合わせください。

*2 B IOS（Basic Input/
Output System）
：
パ ソ コン を 動作 させ
る た めの 基 本手 なプ
ログラム群のこと。

⑤BIOS*2セットアップでパラレルポートの設定が「ECP」または
「ENHANCED」になっていますか？
ご利 用のコンピ ュータの取扱 説明書を参 照いただきBIOSの設 定をしてくだ
さい。BIOS設定は、本機のプリンタドライバを一旦削除してから行ってくだ
さい。設定後再度プリンタドライバをインストールしてください。
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● DMA転送の設定（Windows95/98）

A 画面左下の［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせ、
［プリンタ］をクリックします。

B ［MC-5000］アイコンを右クリックし、表示されたメニューの［プロパティ］
をクリックします。

①クリックして

②クリックします

C ［ユーティリティ］タブをクリックし、［環境設定］ボタンをクリックします。
①クリックして

②クリックします
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D 「DMA転送」の状態を確認し、［OK］ボタンをクリックします。

Win

①確認して

②クリックします

表示
「DMA転送で印字します。
」

内容
すでにDMA転送が指定されています。
［OK］ボ
タ ンを クリ ック して 設定 を終 了し てく ださ
い。

「DMA転送の設 定を行う と、
より 高速な出 力が可 次のEに進みます。
能になります。」
何も表示されない場合

p

DMA転送できません。

• 上記ステップで何も表示されない場合、コンピュータの BIOS 設定でパラ
レル ポー トを「ECP」または「ENHANCED」に 設定 すると、
「DMA 転送」に
よる印字が 可能になる場合が あります。
各コンピュ ータメーカーにDMA
転送 が可能 かど うかお 問い合 わせ の上、BIOSの パラ レルポ ート設 定を
行ってください。
• BIOS のパラレルポート設定を行う場合は、本機のプリンタドライバを削
除してから設定し、再度プリンタドライバをインストールしてください。

E 画面上の［マイコンピュータ］を右クリックし、表示されたメニューの［プ
ロパティ］をクリックします。

F ［デバイスマネージャ］タブをクリックします。

クリックします
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G ［ポート（COM&LPT）］アイコンをダブルクリックし、本機が接続されてい
るポートをダブルクリックします。
プリンタの接続先を変更していない場合は「LPT1」を選択します。

②ダブルクリックします
①ダブルクリックして

H ［リソース］タブをクリックし、［自動設定を使う］のチェックボックスをク

リックしてチェックを外します。
自動設定時に設定されている I/O ポートアドレスが、次のステップで必要に
なります。メモ用紙などに控えてください。

クリックしてチェ ック
を外します

控えてください

I ［基にする設定］または［設定の登録名］のリストボックスの中から、自動設

定 時に設 定され てい たI/Oポートアド レス が変更 されず に「DMA」「IRQ」
（割込み要求）の設定が表示される基本設定を探します。

①リ スト ボッ クス の
中から選択します

②画面表示を確認します
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J ［OK］ボタンをクリックします。

Win

これで、データの転送方法が「DMA 転送」に変更されました。

p

• BIOSの設定を変更した場合は、
プリンタドライバを削除した後、再度イ
ンストールしてください。
• 一部のコンピュータでは、上記の設定をしたにもかかわらず、DMA 転送
がご利 用になれない 場合がありま す。
お使いのコ ンピュータメ ーカーに
DMA転送が可能かどうかお問い合わせください。

● DMA転送の設定（WindowsNT4.0）
WindowsNT4.0をご利用の場合は、BIOSのパラレ ルポートの設定を「ECP」モー
ドに設定し た上で、本機のプリ ンタドライバを インストールす ることによりDMA
転送をご利用いただくことができます。

DMA転送を使用しない場合の設定方法
本機 のプリ ンタ ドラ イバを イン スト ールす ると 自動的 にDMA転送が 設定 されま
す。DMA転送を使用しない場合は、以下の手順に従ってください。

A ［スタート］ボ タンをクリ ックし、［設定］にカーソ ルを合わせ［プ リンタ］
をクリックします。

B ［MC-5000］アイコンを右クリックし、表示されたメニューの［プロパティ］
をクリックします。

①右クリックして

②クリックします
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C ［ポート］タブをクリックし、［ポートの構成］ボタンをクリックします。
①クリックして

②クリックします

D ［LPT1］タブをクリックします。

［DMA を使用する］のチェックボックスをクリックして外すと、DMA 転送
を行いません。

①クリックして

②クリックします

p

拡 張スロ ットにLPTが装 着されて いる場合 のみ、
LPT2,LPT3が表示 されま
す。LPT2,LPT3の構成情報 には、
拡張 ボードで 設定され ているI/Oア ドレス
が 表示さ れます。IRQ,DMAは、
拡張ボ ードの 設定を手 動で設 定する 必要が
あ ります。
設定方法は、
［リソースの設定］の［IRQ］
［DMA］をダブルクリック
す るか、
［IRQ］
［DMA］をクリックして、
［設定の変更］ボ タンをクリックして
設定してください。
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プリンタ接続先の設定
*1

プリンタを接続しているコンピュータ側のポート を変更します。ここでは、プリンタ側のエラー
状態を示すメッセージ条件なども変更できます。
*1 ポート
プリンタなどの周辺機
器とコンピュータを接
続するためのコネクタ
のソケット。

p

プリ ンタの機能 設定が変更 されること があり
• プ リンタの接 続先を変 更すると、
ま す。プリ ンタの 接続先 を変更 した場 合は、必ず 各機 能設定 を確認 してく ださ
い。
ア プリケーシ ョンソフト などからプ リンタドラ イバの
• こ こで設定し た内容が、
設定画面を開いた場合の初期設定値になります。

A 画面左下の［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせ、
［プリンタ］をクリックします。

B ［EPSON MC-5000］アイコンをクリックして選択し、［ファイル］メ
ニュー内の［プロパティ］をクリックします。

C ［詳細］タブをクリックし、設定を変更して［OK］ボタンをクリックします。
これで接続先の設定は終了です。

①
④
⑥

②
③
⑤
⑦

⑧

①印刷先のポート
プリンタを接続したポート（インターフェイス）を選択します。パラレルケー
ブル をコンピュータの プリンタポートに 接続した場合は、LPT1のままでお
使いください。
PRN

：EPSON PCシリーズ/NEC PC-9800シリーズ標準の14ピンプリ
ンタポートに接続している場合の設定です。このPRNが表示され
ない場合はLPT1を選択します。
LPT
：プリンタポー トです。DOS/Vシリーズなどの 標準パラレルプ リ
ンタポートに接続している場合は、この中のLPT1を選択します。
EPUSBx ：USBポートです。Windows98をご利用で本機をUSBケーブルで
接続した場合に 選択します。EPSONプリンタ用のUSBデバイス
ドライバがインストールされているときのみ表示されます（最後
のxには数字が表示されます）。
USBx
：USBポートです（Windows2000の場合）
。
FILE
：印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。
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p

USBケ ーブ ルを パラ レル ケー ブル に変更 した 場合 は、印刷 先の ポー トを
［LPT1］に変更してください。

②ポートの追加
新しいポートやネットワークパスを指定するときにクリックします。

③ポートの削除
ポートの一覧からポートを削除するときにクリックします。

④印刷に使用するドライバ
プリンタドライバの種類が表示されます。お使いの機種が選択されているこ
とを確認してください。通常は、設定を変更しないでください。

⑤ドライバの追加
プリンタドライバを、追加するときにクリックします。

⑥プリンタポートの割り当て
ポートをネットワークドライブに割り当てるときにクリックします。

⑦プリンタポートの解除
ネ ットワー クドラ イブに割 り当て たポート を削除 するとき にクリ ックしま
す。

⑧タイムアウト設定
タイムアウトの［未選択時］、
［送信の再試行時］の時間を設定します。
未選択時

： プリンタが印 刷できる状態に なるまで待つ時間 を設定し
ます。ここで指定 した時間を経 過してもプリン タが印刷
できる状態にならないと、エラーが表示されます。
送信の再試行時 ： プリンタが印 刷途中でデータ を受信できなくな ったとき
に、データの送 信を繰り返す 時間を設定し ます。ここで
指定した時間 を経過してもプ リンタがデータを 受信でき
ないと、エラーが表示されます。

p

• ポートによってはこのタイムアウト時間は変更できません。
• 通常 は標 準設 定の まま で使 用で きます が、印刷 デー タが 複雑 な場 合や
ネット ワークなど複 数のコンピュ ータで共有し ている場合、
エ ラーが表
示されることがあります。そのよ うなときは、タイムアウト時間、特に［送
信の再試行時］を長く設定してください。
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*1 スプール
プ リン タ 出力 など で
印 刷出 力 デー タを 一
時 的に デ ィス クに 保
存 して か らプ リン タ
に 送信 す る出 力の 方
法。

⑨スプール*1の設定
印刷データのスプール方法の設定を変更する場合にクリックします。通常は
変更する必要はありません。

印刷ジョブをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う：
印刷 データのスプ ール方法には、2つの方 法があります がどちらを選択
しても、印刷速度は変わりません。
プリンタに直接印刷データを送る：
印刷データをスプールせずに、直接プリンタに送ります。
スプールデータ形式：
通常は変更しないでください。
このプリンタで双方向通信機能をサポートする：
プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使うように指定します。
EPSONプリンタウィンドウ!3は、双方向通信機能により動作可能なユー
ティリティ のため、使用する際は必ず「サポートする」をクリックして
ください。
このプリンタで双方向通信機能をサポートしない：
プ リンタ とコン ピュー タの双 方向通 信機能 を使わ ないよ うに指 定しま
す。

⑩ポートの設定
通常は設定を変更する必要はありません。
MS-DOSの印刷ジョブをスプール：
MS-DOS アプリケ ーショ ンの印刷 データ をWindowsにてスプ ールしま
す。ただし、本機はMS-DOSには対応していません。
印刷前にポートの状態をチェック：
印刷先のポー トが印刷可能な状態かどうかを、印刷を行う前にチェック
します。
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Windowsでのプリンタの共有
ネットワーク環境でプリンタを共有する方法について説明します。

Win

● ネットワーク接続の形態
本機は、以下の方法によりネットワーク上での共有が可能です。

オプションのインターフェイスカードによる共有

インターフェイスカード

MC-5000拡張スロット

本機の拡張スロットに、オプションのインターフェイスカードを装着することによ
り、異なるネットワーク環境の混在や特定のネットワーク上で本機を共有すること
ができます。詳細については、オプションのインターフェイスカードの取扱説明書
を参照してください。

ピアトゥピアによる共有

MC-5000

Windowsネットワーク

Windowsでは、コンピュータに接続されたプリンタをネットワークプリンタ（共有
プリンタ）として使用できます。このようにインターフェイスカードやネットワー
クサーバ ーを使用 すること なくプリン タを共有 する接続 形態を「ピア トゥピア接
続」と呼びます。ピアトゥピア接続環境の構築については、お使いのコンピュータ
の取扱説明書またはWindowsの取扱説明書を参照してください。
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● ピアトゥピア接続時のプリントサーバの設定

*1 サーバ：
ネ ッ トワ ーク 環境 下
において、クライアン
ト に サー ビス を提 供
す る 機能 を持 つハ ー
ド ウェ アや ソフ ト
ウェア。

以下の設定方法は、すでにWindowsのピアトゥピア環境が構築されていること、プ
リンタを 使用する すべてのコ ンピュータ にプリン タドライバ がインス トールされ
ていることが前提となります。
*1
ピアトゥピア接続では、共 有するプリンタを接続するコ ンピュータがサーバ の役
割をします。ここでは、そのコンピュータをプリントサーバと呼びます。

Windows95/98

A 画面左下の［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせ、
［コントロールパネル］をクリックします。

B ［ネットワーク］アイコンをダブルクリックします。
ダブルクリックします

C ［ファイルとプリンタの共有］ボタンをクリックします。

クリックします

ン タを 共 有で き るよ う にす る］の チェ ック ボ ック ス をチ ェ ック し、
D ［プリ
［OK］ボタンをクリックします。

①クリックして
②クリックします

E ネットワークの設定画面で ［OK］ボタンをクリックします。

p

Windows の
• Windows の CD-ROM を要求する画面が表示された場合は、
CD-ROMをコ ンピュー タにセッ トし、
［OK］
ボ タンをク リックし て画面
の指示に従ってください。
再起動してください。その
• 再起動を促すメッセージが表示 された場合は、
後、Fの手順から設定してください。
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F コントロールパネルで［プリンタ］アイコンをダブルクリックします。
ダブルクリックします

G ［MC-5000］アイコンを右クリックし、表示されたメニュー内の［共有］を
クリックします。

①右クリックして

②クリックします

H ［共有する］をク リックして、必要 に応じて各項 目を入力し、［OK］ボタン
をクリックします。
これでプリントサーバ側の設定は終了です。

①クリックし
②入力して

③クリックします

p

• エラーが発生する場合がありますので、共有名には□（スペース）や
（ハイフン）を使用しないでください。
× MC□5000、MC-5000
○ MC̲5000、MC5000など
• 共有プリンタをクライアント側からモニタさせる場合には、EPSONプリ
ンタウィンドウ !3のモニタ機能の設定で
［共有プリンタ をモニタさせる］
をチェックしてください。
s 本書「モニタの設定」46 ページ
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WindowsNT4.0/2000

A 画面左下の［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせ、
［プリンタ］をクリックします。

B ［MC-5000］アイコンを右クリックし、表示されたメニューの［プロパティ］
をクリックします。

①右クリックして

②クリックします

C ［共有］タブをクリックします。
クリックします

D ［共有する］をク リックし、共有名 を入力して、［OK］ボタンをクリックし
ます。
これで、プリントサーバ側の設定は終了です。

①クリックし
②入力して

③クリックします
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p

• WindowsNT4.0/2000 の場合、
［代替ドライバ］のリストボックスは選択し
ないでください。
• 共有プリンタをクライアント側からモニタさせる場合には、EPSONプリ
ンタウィンド ウ!3のモニタ機能の設定で
［共有プリン タをモニさせる］
を
チェックしてください。
s 本書「モニタの設定」46 ページ

68

Win

Win

● クライアント側の設定
ここでは、共有するプリンタを利用するコンピュータをクライアントと呼びます。

Windows95/98

A 画面左下の［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせ、
［プリンタ］をクリックします。

B ［MC-5000］アイコンを右クリックし、表示されたメニューの［プロパティ］
をクリックします。

①右クリックして

②クリックします

C ［詳細］タブをクリックして、［ポートの追加］ボタンをクリックします。
①クリックして

②クリックします

［参照］ボタンをクリック
D ［ネットワーク］のラジオボタンを選択してから、
します。
ご利用の環境のネットワーク構成図が表示されます。

①選択して
②クリックします
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E 共有するMC-5000を接続しているコンピュータをダブルクリックし、

［epson］をクリックして、［OK］ボタンをクリックします。
プリントサーバ側の 設定で共有名を［epson］以外に設定している場合があ
ります。プリントサーバ側の設定を確認してください。

①ダブルクリックし

②クリックして

③クリックします

F ［OK］ボタンをクリックします。

［プリンタへのネットワークパス］の欄に［￥￥共有プリンタを接続している
コンピュータ名（プリントサーバ）￥共有プリンタ名］が入力されます。

①確認して

②クリックします

F で設定されたポートになっていることを確認して、
G ［印刷先のポート］が
［OK］ボタンをクリックします。
以上で設定は終了です。

①確認して

②クリックします
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WindowsNT4.0/2000

p

Win

以降 の手順 は、ローカル マシン の管理 者権限 のある ユーザー（Administrator）でロ
グオンする必要があります。

A 画面 左下の［スター ト］ボタンをク リックし、［設定］にカーソ ルを合わせ
［プリンタ］をクリックします。

B ［MC-5000］アイコ ンを右 クリック して、表示 された メニュ ーの［プロパ
ティ］をクリックします。

C ［ポート］タブをクリックして、［ポートの追加］ボタンをクリックします。
①クリックして

②クリックします

p

下 記の画面の表示がされたら、
［はい］ボタンを クリックして、次のステップ
に進んでください。

クリックします

D ［Local Port］を選択して［新しいポート］ボタンをクリックします。
①選択して

②クリックします
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E プリンタを共有しているコンピュータ名と共有されているプリンタの共有名

を、以下の書式で入力し、［OK］ボタンをクリックします。
す べての 文字は半 角文字 で入力 します。書式 や名称 が正し くない と次のス
テップに進めません。
￥￥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名￥共有プリンタ名

②クリックします
①入力して

p

WindowsNT4.0では
［ネット ワークコンピュ ータ］
アイコンをダ ブルクリッ
ク して開くとコンピュータ名を確認することができます。Windows 2000で
は［マ イネット ワーク］をダ ブルクリッ クし、
さらに［近 くのコンピ ュータ］
を ダブルクリ ックすると コンピュータ 名を確認す ることがで きます。
各コ
ン ピュータの アイコンに つけられてい る名前がコ ンピュータ 名です。
目的
の コンピュータ名のアイコンをダブルクリック して開くと共有プリンタ名
を 確認するこ とができま す。
ダブルクリッ クして開い た画面内の プリンタ
アイコンにつけられている名称が共有プリンタ名です。

F ［閉じる］ボタンをクリックします。

クリックします

G ［印刷するポ ート］の一覧に設 定した名前が 表示され、チェッ クボックスが
チェックされていることを確認して、［OK］ボタンをクリックします。
以上でクライアント側の設定は終了です。

①確認して

②クリックします

72

Win

プリンタドライバの削除
プリンタドライバのバージョ ンアップや再インストールを行う場合は、まずインストールされて
いるドライバを削除（アンインストール）してください。
※以下の説明では、Windows98の画面を使用しています。

A プリンタの電源をオフにし、インターフェイスケーブルを取り外します。
B 画面左下の［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせ、
［コントロールパネル］をクリックします。

C ［アプリケーションの追加と削除］アイコンをダブルクリックします。
ダブルクリックします

D 削除するドライバを選択してダブルクリックします。
•

プリンタドライバ、EPSONプリンタウィンドウ!3を削除する場合
［EPSONプリンタドライバ・ユーティリティ］をダブルクリックします。
sEへ進みます。
• USBデバイスドライバを削除する場合
［EPSON USBプリンタデバイス］をダブルクリックします。
sHへ進みます。

削除するドラ イバをダブ
ルクリックします

p

• ［EPSON USBプリンタデバイス］はWindows98でUSB接続をご利用の場
合のみ表示されます。
• USBデバイスドライバを削除する場合は、先にプリンタドライバと
EPSONプリンタウィンドウ!3を削除してください。
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プリンタドライバの削除

E ［MC-5000］アイコンをクリックし［OK］ボタンをクリックします。
①クリックして

②クリックします

F ［はい］ボタンをクリックします。

クリックして
EPSONプリ ンタ ウィ ンド ウ!3が イン
ストールされていな い場合は表示され
ません。

クリックして

クリックします

G ［OK］ボタンをクリックします。

クリックして

クリックします

これでプリンタドライバの削除（アンインストール）は終了です。
プリンタドライバを再インストールする場合はコンピュータを再起動させて
ください。

p

プリ ンタドライバは、EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをコンピュー
タ にセットしたときに自動的に表示される画面 からも削除することができ
ます。
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USBデバイスドライバの削除

Win

USBデバイスドライバは、Windows98でUSB接続をご利用の場合にのみ必要なド
ライバです。

p

USBデバイスドライバを削 除する場合は、
先にプリン タドライバとEPSONプリン
タウィンドウ!3を削除してください。

H ［はい］をクリックします。

コンピュータが再起動します。これで USB デバイスドライバの削除は終了
です。

クリックします

クリックします

p

USB デバ イス ドラ イ バを 正常 に削 除 でき ない 場 合は、
「プ リン タソ フ ト
ウ ェアCD-ROM」
の［WIN9X］
フォルダに登録されて いる
［EPUSBUN.EXE］
を実行してください。実行後は、画面の指示に従って操作を進めます。
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Macintoshからの印刷
ここでは、Macintoshで印刷す る手順や、プリンタド ライバの詳細
な内容について説明しています。

● 印刷の設定と実行 ................................ 77
● 印刷の中止方法 ................................... 79
●［用紙設定］ダイアログ ......................... 80
●［印刷］ダイアログ............................... 84
● 高度な印刷設定について ....................... 97
● EPSON プリンタウィンドウ ................ 105
● ユーティリティの使い方 ..................... 109
● ColorSync について.......................... 116
● バックグラウンドプリントについて ....... 118
● Macintosh でのプリンタの共有 ........... 121
● プリンタドライバの削除 ..................... 125
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印刷の設定と実行
プリンタドライバのインストールが終了すると、印刷できるようになります。
ここでは、基本的な印刷の方法について説明します。

p

Win

セレク タでMC-5000が選択 されていま すか？選択さ れていない 場合は、
セレ クタ
を開いてMC-5000を選択してください。
sスタートアップガイド「プリンタドライバのインストール」51 ページ

A 印刷データを作成します。

アプリケーションソフトなどで印刷するデータを作成します。

B プリンタの準備をします。

プリンタの電源をオンにします。
印刷する用紙をセットします。

C 用紙を設定します。

アプ リケーショ ンソフトの［フ ァイル］メニュ ーから［用紙設 定］
（または
［プリンタ設定］
）を指定します。

D 各項目を設定します。

各項 目については、以下 のページを参照す るか
ルプをご覧ください。
s 本書「［用紙設定］ダイアログ」80 ページ

p

ボタンを クリックしてヘ

ア プリケーション ソフトによって は、
独自の用紙設定 ダイアログを表示 す
る ことが あります 。その場合 は、アプリ ケーショ ンソフ トの取扱 説明書 を
参照してください。

E ［OK］ボタンをクリックして、終了します。

次に、用紙種類などの設定をして印刷を実行します。

F 印刷を実行します。

アプ リケーショ ンソフトの［フ ァイル］メニュ ーから［プリン ト］
（または
［印刷］
）を指定します。
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G 各項目を設定します。

［印刷］ダイアログボックスの［印刷部数］や［用紙種類］などを確認します。
通常は［プリント］ダイアログの各項目を設定するだけで正常に印刷できま
す。設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。
s 本書「［印刷］ダイアログ」84 ページ
s 本書「高度な印刷設定について」97 ページ

p

ア プリケーション ソフトによって は、
独自の印刷ダイ アログを表示する こ
と があり ます。その 場合は、アプ リケー ションソ フトの 取扱説明 書を参 照
してください。

H ［印刷］ボタンをクリックして、印刷を実行します。
セレ クタで［バック グラウンド プリント］を［入］に設 定していた 場合は、
画面上に EPSON Monitor3 の画面が表示され、印刷が始まります。
s 本書「バックグラウンドプリントについて」118 ページ

電源ランプの点滅が点灯に変わり、プリンタの動作音がしなくなれば印刷は
終了です。

p

正 常に印刷できな かった場合は、
お問 い合わせいただ く前に以下のペー ジ
を参照してください。
s本書「困ったときは 」
172 ページ
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印刷の中止方法
印刷を中止する方法を説明します。

Win

● バックグラウンドプリント使用時の場合

Ma c

A プリンタの電源をオフにします。
印刷途中であっても、プリンタの電源をオフにします。
B アプリケーションメニューから［EPSON Monitor3］を選択します。
①クリックして

②クリックします

C 印刷中の印刷文書をクリックし、

ボタンをクリックします。
画面上に印刷キャンセルに関するダイアログが表示される場合は、画面の表
示に従ってください。
これで印刷が正常に中止されます。

②クリックします

①クリックして

● バックグラウンドプリント未使用の場合

A プリンタの電源をオフにします。

印刷途中であっても、プリンタの電源をオフにします。

B コマンド（

）キーを押しながらピリオド（.）キーを押します。
画面上に印刷キャンセルに関するダイアログが表示される場合は、画面の表
示に従ってください。
これで印刷が正常に中止されます。
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［用紙設定］ダイアログ
［用紙設定］ダイアログでは、使用する用紙に関わる設定を行います。

Win
Ma c

⑥

①
②
③
④
⑤

①用紙サイズ
*1

*1 ポップアップ
メニュー：
枠 内を クリッ クす る
ことにより、複数の選
択 肢が 表示さ れる メ
ニュー。

印刷する用紙のサイズをポップアップメニュー の中から選択します。
メニュー以外の用紙サイズを使用する場合は、⑧の中の［カスタム用紙］ボ
タンをクリックして用紙サイズを登録してください。

p

プ リンタにセットした用紙サイズよりも大きな 用紙サイズのデータを印刷
す る場合は、必ず プリンタに セットした用 紙に合うよ うに縮小し て印刷し
てください。
縮小せずに印刷を行うと、プリンタ内部がインクで汚れます。
s本書「自動的に拡大/縮小して印刷するには（フィットページ）
」88 ページ

②給紙装置
給紙方法を選択します。
自動選択

用紙カセット1
用紙カセット2
手差し

：
［用 紙設定］ダ イアログ の［用紙サ イズ］と［印刷］ダ
イアログの［用紙種類］で指定した用紙がセットされて
いる給紙装置を探して給紙します。用紙カセットには正
しい用紙サイズと用紙種類を設定してください。
：本体の用紙カセットから給紙します。
：ダブルカセットユニット（オプション）の用紙カセット
から給紙ます。
：手差しトレイから給紙します。

③印刷方向
用紙の挿入方向に対する印刷方向を選択します。
縦
横
180度回転印刷

p

：印刷データをそのまま印刷します。
：印刷データを90度回転して印刷します。
：印刷データを180度回転し、印刷デ ータの下端から印刷
します。

180度回転印刷を行うと、印刷データ上部の余白が14 mmになります。
14mm

14mm

80

④拡大/縮小率
印刷するときの拡大/縮小率を25〜400%まで1%単位で設定できます。
ただし、特定のアプリケーションソフトと用紙サイズの組み合わせによって
は、拡大/縮小の設定範囲が変わることがあります。

⑤印刷可能領域
印刷する領域（位置）を選択します。
センタリング ： 上下の余白を 14mm、左右の余白を 3mm の設定で印刷しま
す。物理的な印刷領域は狭くなります。

⑥各種ボタン
［OK］
［キャンセル］
［印刷設定...］

：変更した設定を有効にして設定を終了します。
：変更した設定を無効にして設定を終了します。
：印刷オプションが設定でき ます。印刷する直前に印刷ダ
イアログでも同様の項目が設定できます。
s 本書「［印刷］ダイアログ」84 ページ
［カスタム用紙...］：
［用紙サイズ登録］ダイアログが表示され、用紙サイズを
登録できます。
s 本書「用紙サイズの登録/変更」82 ページ
：ヘルプ情報を表示します。
：各種ユーティリティを実行す るユーティリティダイアロ
グを表示します。
s 本書「ユーティリティの使い方」109 ページ
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Win

● 用紙サイズの登録/変更
［用紙サ イズ登録］ダイアログで は、新しい用紙サイズを 登録したり、以前に登録
した用紙サイズを変更できます。

A ［用紙設定］ダイアログの［カスタム用紙］ボタンをクリックします。
B ［新規］ボタンをクリックします。

右のリストに［名称未設定］と表示されます。
以前に登録した内容を変更するときは、右のリストの用紙サイズ名をクリッ
クします。

クリックします

p

• 登録できる用紙サイズは100までです。
• 用紙サ イズ名を指 定してから
［削 除］ボタンをク リックすると 、
その用紙
サイズは削除されます。
• 用紙サ イズ名を指 定してから
［複 製］ボタンをク リックすると 、
指定した
用紙サイズを別の用紙サイズ名で登録できます。

C リストに表示された［名称未設定］をダブルクリックし、用紙サイズ名を入
力します。
必要に応じて、新しい用紙サイズ名を入力します。

クリックします
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D 画面左側の枠内に用紙サイズを入力します。
*1 ラジオボタン：
2つまた はそれ以 外の
選択肢 の中か ら1 つだ
けを選択するための画
面上のボタン。選択さ
れている項目はで表示
される。

登録する用紙幅と用紙長をインチ単位で入力します。
*1
画面右側の［単位］のラジオボタン で cm 単位に変更することもできます。
指定できる用紙サイズの範囲は次の通りです。
用紙幅：10.01 〜 55.88cm（3.94 〜 22.00 インチ）
用紙長：10.01 〜 111.76cm（3.94 〜 44.00 インチ）

E 必要に応じて、画面右側の［余白］で、上下左右の余白（マージン）を設定
します。

F ［OK］ボタンを押すと、新しい用紙サイズが登録されます。
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［印刷］ダイアログ
［印刷］ダイアログでは、印刷実行時の各種機能を設定できます。

Win
⑦

Ma c

①
②
③
⑥

④
⑤

①部数
印刷する部数を入力します。最大9999まで入力できます。

②ページ
印刷ページを指定します。
［全ページ］を選択すると、文書の全ページを印刷
します。印刷するページを指定するときは、右側のラジオボタンをクリック
してページ指定ボックスに指定ページを入力します。

③用紙種類
印刷する用紙の種類を、ポップアップメニューの中から選択します。

④インク
インクの種類を［カラー］と［黒］から選択します。
［黒］を選択するとモノ
クロ印刷になります。

⑤モード
印刷モードを選択します。選択するモードによって画面が変わります。モー
ドによって設定できる項目については以下のページを参照してください。
s 本書「［モード］での設定項目」86 ページ
推奨設定
： 用 紙種類、イ ンク、用 紙サイ ズを 設定す るだけ
で、自動的に最適な設定で印刷します。
オートフォトファイン!4 ： エ プソン 独自の画 像補正 技術オ ートフ ォトファ
イン!4を使用し、印刷データ内の画像を高画質化
して 印刷します。［インク］が［カラー］の場合
のみ選択できます。
詳細設定
： 印刷に関する項目を手動で設定できます。

⑥現在の設定
現在設定されている内容が確認できます。
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⑦各種ボタン

Win

［印刷］
：設定した内容で印刷を開始するボタンです。
［キャンセル］
：設定した内容を無効にして、印刷を中止するボタンです。
：
［印刷］ボタンの表示を［プレビュー］ボタンに切り替えます。
［プレビュー］ボタンをクリックすると印刷イメージを表示す
るプレビューダイアログを開きます。
s 本書「［プレビュー］ダイアログ」95 ページ
ボタンをクリックすると［プレビュー］ボタンが［ファイ
ル保存］ボタンに切り替わります。
［ファイル保存］ボタンを
クリックす ると印刷データをフ ァイルとして保存す ることが
できます。保 存したファイルは、ダ ブルクリックす るだけで
アプリケー ションソフトを起動 することなく印刷す ることが
できます。 ボタ ンをクリックすると［印刷］ボ タンに戻り
ます。
：クリックするとEPSONプリンタウィンドウが起動します。
インクの残量などを確認することができます。
s 本書「EPSONプリンタウィンドウ」105 ページ
：クリックす るとバックグラウン ドプリントなどを設 定するダ
イアログ を表示します。バックグ ラウンドプリント について
は以下のページを参照してください。
s 本書「バックグラウンドプリントについて」118 ページ
：スタンプ マーク印刷や割り付 け印刷をするため の［レイアウ
ト］ダイアログを開くボタンです。
s 本書「［レイアウト］ダイアログ」88 ページ
：
「EPSONプリンタウィンドウ」や「ヘ ッドクリー ニング」な
どの各種ユ ーティリティを実行 するためのダイアロ グを表示
するボタンです。
s 本書「ユーティリティの使い方」109 ページ
：ヘルプ情報を表示するボタンです。
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Win

●［モード］での設定項目
［基本設定］ダイアログの［モード］での設定項目は次のようになります。

Ma c

［推奨設定］
選択時

［きれい］/［速い］のどちらかを選択します。
［用紙種類］によっては、［きれい］/［速い］を選択できないものもあります。
きれい ： 印刷品質を重視した設定で印刷します。
速い
： 印刷速度を重視した設定で印刷します。

［オートフォトファイン!4］
選択時
プリセットのポップアップメニューと、デジタルカメラ用補正のチェックボックス
が表示されます。

リストボックスからは次の設定を選択できます。
高精細

： 高品質の印刷が得られる設定で印刷します。写真データを印
刷する場合に最適です。
標準
： 標準的な色調に補正して印刷します。
人物
： 人物の写真に対する最適な補正をして印刷します。
風景
： 風景の写真に対する最適な補正をして印刷します。
ソフトフォーカス ： ソフ トフォ ーカスレ ンズを使 って撮影 した写真 と同様 にな
る補正をして印刷します。
セピア
： セピア調の色調に調整して印刷します。
［デジ タルカメラ補正］をチェ ックすると、デジタルカ メラで撮影した写真 データ
に最適な補正をして印刷します。

p

• オートフォトファイン !4 は 1677 万色
（24bit）
の色情報を持った画像データに対
して 、もっとも有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データには、
有 効に機能し ません。
アプリ ケーション ソフトなどで 色数を増や してから印 刷
してください。
• エ プソン製デジタルカメラまたはスキ ャナなどでオートフォトファイン機 能を
使 用して取 り込んだ 画像を印 刷する場 合、プリンタ のオートフ ォトファ イン!4
は使用しないでください。
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［詳細設定］
選択時

Win

プリセットのポップアップメニューと、［設定変更］ボタンが表示されます。

Ma c

ポップアップメニューから次の設定を選択できます。
高精細
： 1440×720dpiの解像度で印刷したいときに選択します。
ワープロ/グラフ ： ワープロなどで作 成したカラーのデー タを印刷する場合に 選
択します。
ColorSync
： ColorSyncを使用し て、画面上の表 示にもっと も近い色で 印
刷します。
s本書「ColorSyncについて」116 ページ
［設定変更］ボタンをクリックすると、
［詳細設定］ダイアログが開き、高度な印刷
設定を行うことができます。
s 本書「高度な印刷設定について」97 ページ
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●［レイアウト］ダイアログ
ここでは［レイアウト］ダイアログで設定する便利な印刷機能について説明します。
［レイアウト］ダイアログは［印刷］ダイアログの
ボタンをクリックすると開
きます。

自動的に拡大/縮小して印刷するには
（フィットページ）
プリンタ にセット した用紙サ イズに合 わせて自 動的に拡大/縮小 して印刷し ます。
印刷倍率は［用紙設定］ダイアログで設定した［用紙サイズ］に対して設定されます。
①クリックしてチェックし

②プリンタにセットした用紙のサイズを選択します

p

印 刷倍率を 手動で設定 するときは、
［用 紙設定］ダイ アログで設 定してく だ
さい。

スタンプマークを印刷するには
［レイアウト］ダイアログの［スタンプマーク］を設定すると、印刷データに「
などのイメージを重ね合せて印刷することができます。

アプリ ケーシ ョン で作成
した印刷データ

」

重ね合わせて印刷します

88

Ma c

スタンプマークを印刷するには、ポップアップメニューから印刷するスタン
プマークを選択します。

Ma c

①
⑤
②
③
④

①マーク名

：印刷し たいマ ークを ポップ アップ メニ ューか ら選択
します。［追加/削除］ボタンをクリックすると、オリ
ジナル マーク や任意 の文章 を登録 また は削除 できま
す。
s 本書「オリジナルマークの登録方法」90 ページ
②カラー
：マークの印刷色が選択できます。ただし、新規に登録
したマークの色指定はできません。
③濃度
：印刷する際のマークの濃さを調整できます。
④マウスによる回転 ：
［追加/削除］ボタンをクリックして任意の単語（［テ
キスト］）よる回転を登録した後、マーク名に登録し
た単語を選択すると有効になります。入力欄に数値を
入力するとマークの角度調整をすることができます。
⑤テキスト編集
：
［追加/削除］ボタンをクリックして任意の単語（［テ
キスト］）を登録した後、マーク名に登録した単語を
選択すると有効になります。登録した任意の単語を編
集することができます。

*1 ドラッグ：
マ ウス の ボタ ンを ク
リ ック す るこ とに よ
り 対象 と なる アイ コ
ン やオ ブ ジェ クト を
掴み、マウスのボタン
を 押し た まま マウ ス
を動かして、アイコン
や オブ ジ ェク トを 移
動させること。

p

Win

ダ イアログ上 に表示され ているスタ ンプマー クにカーソ ルを移動し、
カー
ソ ルが
マーク に変わ る所でド ラッグ*1す るとス タンプマ ークの 移
動と拡大/縮小ができます。
：スタンプマークを移動できます。
：スタンプマークを拡大/縮小できます。
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オリジナルマークの登録方法

Win
*1

*1 PICT：
画 像デ ータ を保 存す
る 際の ファ イル 形式
のひとつ。Macintosh
で もっ とも 一般 的に
使用されている。

プリセットマークの他にお好みの画像（PICT ）や任意の単語を登録することもで
きます。最大登録数は画像、単語それぞれ10個です。

画像の登録方法

A アプリケーションソフトでオリジナルデータを作成し、PICT形式で保存します。

ファイル形式には BMP、TIFF、JPG など多くのファイル形式があります。
保存の際に PICT を選択して保存してください。

B ［レイアウト］ダイアログを開き 、［スタンプマーク］のチェックボックスを
チェックしてから［追加/削除］ボタンをクリックします。

① クリ ック して
チェックし

②クリックします

C ［ピクチャ追加］ボタンをクリックします。
クリックします

D マークを保存したディレクトリを選択し、登録するマークを選択して［開く］
ボタンをクリックします。

クリックします
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E ［OK］ボタンをクリックします。

Win

これでオリジナルマークがポップアップメニューに加わりました。
クリックします

p

ユ ーザ ーマ ーク のリ ストに 表示 され てい るマ ーク名 をク リッ クす ると、
マーク名を変更することができます。

単語の登録方法
レイアウト ] ダイアログを開き、[ スタンプマーク ] のチェックボックスを
A [チェックしてから［追加/削除］ボタンをクリックします。
① クリッ クし て
チェックし

②クリックします

B ［テキスト追加］ボタンをクリックします。
クリックします

C 登録したいテキストを入力し、使用するフォントや効果を選択して［OK］ボ

タンをクリックします。
この画面は、あとで [ レイアウト ] ダイアログの［テキスト編集］ボタンを
クリックすることでも開くことができます。
①入力して
③クリックします

②選択して
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D ［OK］ボタンをクリックします。

Win

これでオリジナルマークがポップアップメニューに加わりました。
クリックします

p

ユ ーザ ーマ ーク のリ ストに 表示 され てい るマ ーク名 をク リッ クす ると、
マーク名を変更することができます。

印刷順序を設定するには
同じ印刷データを複数枚印刷する際の印刷順序を設定します。

①
②

①部単位で印刷
②逆順印刷

：1部ずつ設定した部数を印刷します。
：最終ページから印刷します。
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1ページに複数ページのデータを印刷するには
（割り付け）
［レイアウト］ダイアロ グの［割り付け］を設定すると、2ページまたは4ページ分
の連続した印刷データを縮小して、1ページにまとめて印刷できます。

2ページ割り付け

1ペー ジに2ペ ージ 分
の印 刷デ ータ を割 り
付けて印刷します。

4ページ割り付け

1ペー ジに4ペ ージ分
の印 刷デ ータを 割り
付けて印刷します。

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。

ハガキサイズの印刷データ

A4サイズの用紙

①
②
③

①ページ数
②順序
③枠を印刷

p

：1ページに割り付けるページ数を設定します。
：割り付ける順序を選択します。
：チェックボック スをチェック すると、割り付けた ページに枠線
を描きます。

印刷可 能領域い っぱいに印 刷データ を作成する と、
レイアウ トが変わ る場合があ
ります。
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A3ノビサイズより大きな用紙に印刷するには
（ポスター印刷） W i n
ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大して、プリンタにセットした用紙
に分割して印刷することのできる機能です。印刷したものをつなぎ合わせれば、大
きなポスターやカレンダーも思いのままです。
［ポスター印刷］は［レイアウト］ダ
イアログで設定します。

4分割

16分割
9分割
印刷データ

①
②
③

④

①割り付けページ数

：データを何 分割して 印刷する かポップ アップメ ニューの
中から選択します。
②ガイドライン印刷 ：余白部分を切り取る際のガイド線を自動的に印刷します。
③オーバーラップ印刷 ：印刷結果を つなぎ合 わせる際 に部分的 に用紙を 重ねられ
るように、部分的に重複しています。
④印刷面の選択
：分割したページを印刷する/しないをクリックすることで
選択できます。全体の中の一部を印刷したいときに便利で
す。印刷しない部分は、薄いグレーで表示されます。印刷
するページ分の用紙が必要です。
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●［プレビュー］ダイアログ
［印刷］ダ イアログの
を選択 して印刷を 実行すると、印 刷イメージ を表示する
［プレビュー］ダイアログが開きます。
②

③ ④ ⑤⑥

①

⑦ ⑧

⑨

⑪

⑩

①

：印刷する ページ/印刷 しない ページ を切り替 えるこ とがで
きます。対象のページをクリックして選択してから
ボタンをクリックして印刷するしないを設定します。

②

表示するページを切 り替えます。三角のボ タンをクリック
するか入力欄に直接入力します。

③

スタンプマークを 移動したり回転さ せる（単語のみ）場合
にクリックしてください。

④

表示している画像の拡大/縮小表示ができます。拡大する場
合は、 ボ タン をクリ ック して から 拡大 したい とこ ろへ
カーソルを移動させクリックします。
縮小したい場合は、[option]キーを押しながらプレビュー画
面をクリックします。

⑤

印刷データの余白境 界線をグレーのラ インで示します。実
際の印刷結果には印 刷されません。もう一 度クリックする
と表示は消えます。

⑥

印刷データにスタンプ マークを印刷するた めのメニュー⑪
を開きます。
s 本書 「スタンプマークを印刷するには」88 ページ

⑦

ヘルプ情報を表示するボタンです。

⑧［キャンセル］

：設定した内容を無効にして、印刷を中止するボタンです。
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⑨［印刷］
⑩

：設定した内容で印刷を開始するボタンです。

Win

印刷データ（1ページ単位）の全体を表示します。

Ma c

印刷結果と同等のサイズで表示します。
印刷データを拡大して表示します。
⑪スタンプマーク設定メニュー
スタンプマークを印刷するためのメニューです。
［復帰］ボ
タンをクリックする と、スタンプマークの 設定を無効にし
て、プレビュー画面を 開いた直後の状態 に戻します。各設
定項目については、以下を参照してください。
s 本書 「スタンプマークを印刷するには」88 ページ
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高度な印刷設定について
ここでは、高度な印刷設定（詳細設定）の設定方法や設定項目について説明します。

Win

●［詳細設定］ダイアログ

Ma c

［印刷］ダ イアログで［詳細設定］を 選択して［設定変更］ボタ ンをクリックする
と、
［詳細 設定］ダイアログが開き ます。ここでは、設定項目の 詳細について説明
します。
①
⑧

②
③

④
⑤
⑥
⑦

p

ダ イアログ 内の各項目 は、
「用紙種類」
「印 刷品質」などの 組み合わせ で選択
できる項目が変わります。

①用紙種類
印刷する用紙の種類を、ポップアップメニューの中から選択します。

②インク
インクの種類を［カラー］と［黒］から選択します。
［黒］を選択するとモノ
クロ印刷になります。

③印刷品質

*1 マルチサイズドット：
ヘッ ドか ら吐出 する
イン クの 量を大 中小
と 3 タイ プ に吹 き分
ける こと によっ て印
刷ム ラの ない美 しい
出力 を可 能にし たエ
プソン独自の機能。

印刷の品質を、ポップアップメニューの中から選択します。
ドラフト
： インク消費量をセーブしながら高速に印刷します。レイ
アウト確認などの試し印刷に向いています。普通紙での
み選択できます。
ファイン
： 印刷スピード、品質、ランニングコストのバランスがと
れた印刷を行います。普通紙でのみ選択できます。
スーパーファイン ： 印刷時間は少しかかりますが、高品質な印刷結果が得ら
れます。専用紙でのご使用をお勧めします。
フォト
： 印刷時間は少しかかりますが、マルチサイズドット*1機
能 を使用 して、さらに 美しい 写真品質 の印刷 を行いま
す。
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④マイクロウィーブ
行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現でき
る機能です。
スーパー ： フォト印刷時に設定できます。チェックボックスをチェックする
と、ムラのない写真品質の印刷結果が得られますが、印刷時間は
長くなります。

⑤双方向印刷
プリントヘッドが左右どちらに移動するときでも印刷するので、より高速に
印刷できます。ただし、印刷品質が多少低下する場合があります。

⑥左右反転
左右を反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをチェックします。

⑦スムージング（文字/輪郭）
テキストデータや線画の輪郭を、なめらかに印刷します。印刷時間は多少長
くなります。

⑧カラー調整
カラー調整の方法を選択します。
［ドライバによる色補正］
、
［オートフォトファイン!4］を選択した場合、画面
の下部で、細かい設定を行います。
ドライバによる色補正

*1 プロファイル：
色補正データ。

：画 面 下 部に ポ ッ プ ア ッ プメ ニ ュ ー と ス ライ ド
バー が表 示され、色 補正 に関す る設 定が行 えま
す。
s 本書「［ドライバによる色補正］を選択した
場合」99 ページ
オートフォトファイン!4 ：エプ ソン独 自の 画像補 正技術 オート フォ トファ
イン!4を使用し、印刷データ内の画像を高画質化
して印刷します。
画面 下部 にオ ート フォト ファ イン!4の 設定 項目
が表示され、色補正に関する設定が行えます。
［オートフォトファイン!4］を選択した
s 本書「
場合」101 ページ
ColorSync
：ColorSyncによるカラーマッチングを行います。
s 本書「［ColorSync］を選 択した場合」102
ページ
色補正なし
：ドライバでは色補正を行いません。ColorSync用
プロファ イル*1を作成する際 の、基準色を印刷す
るときに選択します。通常は選択しないでくださ
い。
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［ドライバによる色補正］
を選択した場合

Win

［カラ ー調整］で［ドライバによる 色補正］を選択すると、画面 下部の表示が次の
ようになり、各種の設定が行えるようになります。
①

②

③

①ガンマ
［ガンマ］は、画像の中間調部分の階調についての入力値と出力値の関係を表
すときに使用する単位です。
［ガンマ］値を変更することで、画像の暗い部分
（シャドウ）や明るい部分（ハイライト）に大きな影響を与えずに、その中間
部分の明るさを調整することができます。
1.5 ：ガンマ値1.8に比べ柔らかい感じの画像を印刷します。
1.8 ：本製品での印刷に合った調整が行われます。
2.2 ：sRGBに対 応した機器 とカラー マッチン グをして 印刷する場 合に選
択してください。

②色補正方法
自動
*1 オブジェクト：
色補正を行う際に対象
となるもの。写真たグ
ラフ、文書などの個々
の要素を指す。

*1

：文 書内の オブジェ クト に対 して最 適な色処 理をしま
す。通常はこの設定でご使用ください。
自然な色あい
：自然な発色状態になるように色処理をします。
あざやかな色あい ：彩 度（あざやかさ）を上げ、色味を 強くする処理をし
ます。
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③各スライドバー

Win

明度

：画像全体の明るさを調 整します。標準を0として、−25〜＋
25%の間で、マイナス（−）方向には暗く、プラス（＋）方
向には明るくなります。全体的に暗い画像や明るい画像に対
して有効です。
コントラスト ：画像の明暗比を調整します。標準を0として、−25〜＋25%
の間で調整します。コントラストを上げると、明るい部分は
より明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラス
トを落とすと、画像の明暗の差が少なくなります。
彩度
：画像の彩 度（色のあざや かさ）を調整し ます。標準を0とし
て、−25〜＋25%の間で調整します。彩度を上げると、色味
が強くなります。彩度を落とすと、色味がなくなり、無彩色
化されてグレーに近くなります。
［インク］で［黒］を選択し
た場合は調整できません。
シアン/マゼンタ/イエロー：
それぞれの強さを調整します。標準を0として、
−25〜＋25%
の間で調整します。
［インク］で［黒］を選択した場合は調整
できません。
＜−＞
シアン

赤みを強くします。

0

＜＋＞
青緑
（シアン）を強くします。

マゼンタ

緑色を強くします。

赤紫
（マゼンタ）を強くします。

イエロー

青色を強くします。

黄色
（イエロー）を強くします。
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［オートフォトファイン!4］
を選択した場合

Win

［カラ ー調整］で［オートフ ォトファイン!4］を選 択すると、画面下 部の表示が次
のようになり、各種の設定が行えるようになります。

①

②

③

①色調
色調補正なし ：色調の補正を行いません。
標準
：標準的な色調に補正して印刷します。
硬調
：メリハリのある色調に補正して印刷します。
あざやか
：彩度を上げ、あざやかな色調に補正して印刷します。
セピア
：印刷データの色を、セピア調の色調になるよう調整して印刷
します。
モノクロ
：印刷データの色を、白黒になるよう調整して印刷します。

②効果
効果なし
：効果を加えずに印刷します。
シャープネス
：画像の輪郭を強調して印刷します。
ソフトフォーカス ：ソフトフォーカスレンズを使って撮影した写真と同様に
なる補正をして印刷します。
キャンバス
：キャンバス地（布地）に描いたような効果を加えて印刷
します。
和紙
：和紙に描いたような効果を加えて印刷します。

③デジタルカメラ用補正
チェックすると、デジタルカメラで撮影した写真データに最適な補正をして
印刷します。

p

• オートフォトファイン !4 は 1677 万色
（24bit）の色情報を持った画像デー
タに 対しても っとも有 効に機 能します。256色な どの少な い色情 報の画
像デー タには有効に 機能しません。
ア プリケーシ ョンソフトな どで色数
を増やしてから印刷してください。
• エプソン製デジタルカメラまたは スキャナなどでオートフォトファイン
機能 を使 用し て取 り込 んだ 画像 を印刷 する 場合、プ リン タド ライ バの
オートフォトファイン!4は使用しないでください。
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［ColorSync］
を選択した場合

Win

［カラー調整］で［ColorSync］を選択すると、画面下部の表示が次のようになり、
［プロファイル］と［マッチング方法］が選択できます。

①
②

①プロファイル
通常は、［EPSON標準］を選択してください。
EPSON標準 ： 本機からの印刷用に最適化されたプロファイルです。
その他
： 通常は 選択することはできません。アプリケーションソフト
な どによって はプロフ ァイルが添 付されてい るものがあ り、
それらをインストールした場合にのみ、選択可能となります。
通常 の印刷では、
［EPSON標準］以外を選択する必要はあり
ません。

②マッチング方法
自然な色あい

： 自然な発色状態になるように処理をします。写真などの
印刷に適しています。
あざやかな色あい ： 画面の彩度（あざやかさ）を上げ、色味を強くする色処
理を行 いま す。グラフ や図 表など の印 刷に適 して いま
す。
特定色マッチ
： 特定色（例えばコーポレートカラーなど）を印刷する際
に選択します。それぞれの特定色、できる限り正しく印
刷されるような色処理を行います。

p

［ColorSync］の設定は、カラー印刷の場合のみ選択できます。
s本書「ColorSyncについて 」
116 ページ
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● ユーザー設定の登録方法
ここでは、［詳細設定］ダイアログで の設定を登録する方 法、また以前に登録した
設定を削除する方法を説明します。

A ［詳細設定］ダイアログ内の各項目を設定し、設定内容を保存する場合は、［保

存/削除］ボタンをクリックします。
各項目 の内容は以下のページを参照す るか、 ボタンをクリックしてくださ
い。
s 本書「［詳細設定］ダイアログ」97 ページ

①設定して

②クリックします

B ［ユーザ設定名］ダイアログに、任意の名称を入力します。
名称を入力します

p

• 最大10個の設定を保存できます。
、削除］ボタンをクリックすると、登録さ
• 以前保存した設定名を選択して ［
れている設定名を削除することができます。

C ［登録］ボタンをクリックします。
クリックします

103

Ma c

p

こ こで 保存し た内容 は、印刷 ダイア ログで［詳 細設定 ］を指定 したと きに、
ポップアップメニューから呼び出すことができるようになります。

Win
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ポッ プ アッ プメ ニ ュー の
リストに追加されます

D ［OK］ボタンをクリックします。

クリックします
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EPSONプリンタウィンドウ
EPSONプリンタウィンドウとは、プリンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残量な
どを画面上に表示するユーティリティです。

p

エラーメッセ ージ
（プリンタのエラー）は、EPSONプリンタウィンド ウの画面を開
いていなくて も、
エラーが発生すると自 動的に画面上に表示され ます。
インク残量
を確認 するとき以 外は、
プリン タウィンド ウの画面を 開いてい る必要はあ りませ
ん。

● 用紙/インク残量を確認するには
用紙やインクの残量を確認するために、3通りの方法で［用紙/インク残量］モニタ
を開くことができます。

［方法1］
［印刷］ダイアログを開いて

ボタンをクリックします。

クリックします

［方法2］
［印刷］ダイアログまたは［用紙設定］ダイアログの
ボタンをクリックし
て、［ユーティリティ］ダイ アログを開きます。 ア イコンをダブルクリッ
クします。

ダブルクリックします
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［方法3］
バックグラウンドプリントを［入］に設定してあると、印刷実行時に［EPSON
Monitor3］が起動します。
［EPSON Monitor3］の
ボタンをクリックしま
す。
クリックします

用紙/インク残量モニタ

①
②

③

④

①用紙残量
用紙カセットにセットされている用紙の種類、サイズ、残量の目安を表示し
ます。

②インク残量
インクカートリッジインク残量の目安を表示します。

③［更新］
最新のプリンタの状態を取得して画面を更新します。

④［OK］
EPSONプリンタウィンドウを終了します。
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● モニタの設定
EPSONプリンタウィンドウのモニタ 機能を設定します。エ ラーの通知方法や、印
刷実行前に確認する項目などを設定することができます。
モニタの設定を行うために、
［環境設定］ダイアログを開きます。
［ユーティリティ］ダイアログを開いて、［環境設定］ボタンをクリックします。

クリックします

［環境設定］
ダイアログ

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

①エラー通知
プリンタで発生したエラーの通知方法を選択します。

②警告通知
警告の通知方法を選択します。

③スプールファイル保存フォルダ
印刷データを一時的に保存しておくためのフォルダを変更する場合は［選択］
ボタンをクリックしてください。

④コピー印刷ファイル保存フォルダ
同じ印刷データを複数枚印刷する際に、一時的に印刷データを保存しておく
ためのフォルダを変更する場合は、［選択］ボタンをクリックしてください。
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⑤印刷データをハードディスクに保存した後、プリンタへ送信する
印刷 データを一旦 ハードディスク に保存してか ら、プリンタに送信 します。
同じデータを複数部印刷する場合に印刷速度が向上することがあります。
また、動作の遅いMacintoshでご使用いただくと、印字中一時的にプリント
ヘッドが停止するようなことが回避され、印字品質の低下を防ぐことができ
ます。

⑥印刷前にエラーを確認する
印刷を実行する前に、プリンタでエラーが発生していないかどうかを確認す
る場合は、チェックしてください。

⑦印刷前にインクニアエンドを確認する
印刷を実行する前に、インク残量が少ないかどうか確認する場合は、チェッ
クしてください。

⑧［初期状態に戻す］
設定値を初期の状態に戻します。

⑨［OK］
環境設定を保存して終了します。
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ユーティリティの使い方
Macintoshプリンタドライバのユーティリティでは、プリンタの状態を確認したりメンテナンス用
の「ノズルチェックパターン印刷」、「ヘッドクリーニング」、
「ギャップ調整」などの機能を実行
できます。

● ノズルチェックパターン印刷
*1 プリントヘッド：
用紙にインクを吹き付
けて印刷する部分。外
部からは見えない位置
にある。

*2 ノズル：
インクを吐出するため
の、
非常に小さな孔
（あ
な）
。

ノズルチェックパターン印刷とは、プリントヘッド*1のノズル*2に目詰まりがないか
確認するためのパターンを印刷する機能です。
ノズルチェックパターンの印刷がかすれたり、すき間があく場合は、ヘッドクリー
ニングを実行して、プリントヘッドの目詰まりを除去してください。

p

• ノズルチェックパターン印刷は、プリンタの操作パネルからも行えます。
s 本書「ノズルチェックパターン印刷」155 ページ
• インクエンドランプは点灯中は実行できません。

A プリンタに用紙をセットします。
B ［ユーティリティ］ダイアログを開きます。
［用紙設定］ダイアログ、または［印刷］ダイアログで

ボタンをクリック

します。
s 本書「［用紙設定］ダイアログ」80 ページ
s 本書「［印刷］ダイアログ」84 ページ

C ［ノズルチェック］ボタンをクリックします。
クリックします

D ［実行］ボタンをクリックします。

クリックします
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E 印刷されたパターンの線がかすれたり消えたりしていないかを確認して、問
題がない場合は［終了］ボタンをクリックします。問題があった場合は［ク
リーニング］ボタンをクリックしてプリントヘッドをクリーニングします。

どちらかをクリックします

p

ヘッド クリーニン グを行って く
• ノ ズルチェッ クパターン が欠けてい る場合は、
ださい。
再度 ノズルチェッ クパターン の印刷を実 行
• ヘ ッドクリー ニングを実 行したら、
し てください。ヘ ッドクリー ニング後も ノズルチェッ クパターン が欠けてい る
場 合は再度ク リーニング を実行して ください。
数回ク リーニング を行っても 改
善されない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

110

Win
Ma c

Win

● ヘッドクリーニング
ヘッドクリーニングとは、印刷品質を維持するために、プリントヘッドの表面を清
掃する 機能です。印 刷がかす れたり、すき 間があ くように なったら、次 の手順に
従ってヘッドクリーニングをしてください。

p

イ ンクエンド ランプが点 滅または点 灯している ときは
• ヘ ッドクリー ニングは、
行えません。まずインクカートリッジを交換してください
s 本書「インクカートリッジの交換」149ページ
文字や画 像がか
• ヘ ッドクリー ニングは すべての色 のインクを 同時に使い ます。
す れたり、画像が意図しない色で 印刷されるなどの症状が出 るとき以外は、
必要
ありません。
• ヘ ッドクリーニングした後は、必 ずノズルチェックを行い、クリ ーニング結果を
確認してください。
• ヘッドクリーニングは、プリンタの操作パネルからも行えます。
s 本書「ヘッドクリーニング」156 ページ

A ［ユーティリティ］ダイアログを開きます。

［用紙設定］ダイアログ、または［印刷］ダイアログで
します。
s 本書「［用紙設定］ダイアログ」80 ページ
s 本書「［印刷］ダイアログ」84 ページ

ボタンをクリック

B ［ヘッドクリーニング］ボタンをクリックします。

クリックします

C ［実行］ボタンをクリックします。

プリンタの電源ランプが点滅し、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 3 分間続きます。
電源ランプの点滅が点灯に変わったら、ヘッドクリーニングは終了です。

クリックします
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D ［確認］ボタン をクリック し、印刷結果を確 認します。終了 する場合は［終
了］ボタンをクリックします。
s 本書「ノズルチェックパターン印刷」109 ページ
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どちらかをクリックします
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● ギャップ調整
双方向印刷をしていて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になるときは、
プリントヘッドのギャップを調整してください。
印刷結果がピントがぼけたようになる

p

• ギャップ調整は、MCマット紙、MCデザイン光沢紙、MC写真用紙＜半光沢＞のい
ず れかを用紙 カセット にセットし て行う必要 があります。
普 通紙や手差 し給紙
では正確に調整できません。
• ギャップ調整は、プリンタの操作パネルからも行えます。
s 本書「ギャップ調整」157 ページ

A プリンタの電源をオンにします。
B 用紙カセットにMCマット紙、MCデザイン光沢紙、MC写真用紙＜半光沢＞
のいずれかを複数枚セットします。

C ［ユーティリティ］ダイアログを開きます。

［用紙設定］ダイアログ、または［印刷］ダイアログで
します。
s 本書「［用紙設定］ダイアログ」80 ページ
s 本書「［印刷］ダイアログ」84 ページ

ボタンをクリック

D ［ギャップ調整］ボタンをクリックします。

クリックします
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E ［実行］ボタンをクリックします。
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クリックします

F ［印刷］ボタンをクリックします。

ギャップ調整用シートが印刷されます（約 8 分間）。

クリックします

G 印刷されたシートを見て、#1、#2、#3それぞれズレのない直線に見える番
号（1〜15）を探します。

このサンプルの場合は、#1〜3の「8」
がズレのない直線です。
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H もっとも直線に見えた番号をリストの中から選択し、［終了］ボタンをクリッ
クします。
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①もっと も直線 に見
えた番 号をそ れぞ
れ選択して
②クリックします

これでギャップ調整は完了です。

p

す べての直線がズレている場合は、もっとも直 線に近い番号を選択して
［再
F へ戻ります。
調整］ボタンをクリックし、

115

ColorSyncについて
本機のプリンタドライバはColorSyncに対応しています。
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スキャナ、ディスプレイ、プリンタの色の表現は、それぞれのメーカー・モデルご
とに異なるため、原画とディスプレイ表示、および印刷結果の色を一致させること
は非常に困難でした。
例えば、ディスプレイには赤っぽく表示するディスプレイもあれば、逆に青っぽく
表示するディスプレイもあります。これに対してプリンタは、ディスプレイの表示
色に合わせて印刷しているわけではないのでディスプレイ上に表示される色と、プ
リンタから印刷される色との間で食い違いが生じてしまうわけです。
これに対応して、機器間のカラーマッチング（色合わせ）を行い、原画とディスプ
レイ表示、および印刷結果を一致させるための方法の一つがColorSyncと呼ばれる
ものです。

p

原画 と印刷 結果の 色合 わせを 行うた めには、画 像入力 機器・画 像取り 込みア プリ
ケーションソフト がColorSyncに対応している必要がありま す。
スキャナなどから
画像を取り込む際にColorSyncの指定ができる場合は、指定してください。

● ColorSyncを使用するときの準備作業
ColorSyncを使用する場合は、以下の手順により、お使いのディスプレイのシステ
ム特性を設定する必要があります。
以下はバージョン2.6.1のColorSyncを使用した場合の例です。バージョンによって
は操作が異なります。

A コントロールパネル内の［ColorSync］アイコンをダブルクリックします。
ダブルクリックします
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B ご使用のディスプレイタイプが選択されているかを確認します。選択されて
いない場合は、［システム特性］のポップアップメニューから選択します。
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選択します

ディスプレイタイプがポップアップメニューの中にない場合は、最適なシス
テム特性について、ディスプレイメーカーへお問い合わせください。
以上で準備作業は終了です。
実際に ColorSync のカラーマッチングを使用して印刷をする場合は、プリン
タドライ バの［詳細設定］ダイアログで［ColorSync］を選択して印刷を実
行してください。
s 本書「［詳細設定］ダイアログ」97 ページ

p

RGB の画像データを使用
• ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、
してください。CMYK、
Labなどのデータでは、正しく色合わせを行うこと
ができません。
• ColorSyncを使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合
いと 印刷結 果が異 なる場 合は、ディ スプレ イ調整（モ ニタキ ャリブ レー
ション）が正しく行われていない か、
ディスプレイの経年変化（劣化）によ
り、色表示 にズレが生 じています。
こ のような場 合は、
印刷した 結果に合
わせるようにディスプレイの調 整
（モニタキャリブレーション）を行って
ください。
• 一 部 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア で は、ソ フ ト ウ ェ ア 上 で
ColorSyncの 設 定が 行え ます
（Adobe PageMaker6.5J、
Photoshop4.0J以
降、Illustrator7.0J 以降な ど）
。ソフ トウ ェア 上でColorSync の設 定を 行う
場合は、プ リンタドラ イバでは
［ColorSync］を 選択せず、
［色補 正なし］を
指定してください。
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バックグラウンドプリントについて
本機のプ リンタドライバは 印刷時にEPSON Monitor3を 経由することで、印刷 作業をバックグラ
ウンドで行い、Macintoshをほかの作業に使えるようにします。
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● バックグラウンドプリントを使用するには
バックグラウンドプリントの設定は、セレクタで［バックグラウンドプリント］を
［入］にします。

選択します

また［印刷］ダイアログからも、バックグラウンドプリントの設定をすることがで
きます。
①クリックし

②選択します

p
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バックグラウン ドプリントを行うと、
Macintoshによってはマウス カーソルが滑ら
かに動かなくなったり、印刷に時間がかかる場合があります。

118

Win

● EPSON Monitor3の機能
EPSON Monitor3は、バックグラウンドプリントのほかに、現在印刷している書類
やこれから印刷される書類を確認したり、印刷を中止することができます。
EPSON Monitor3は、印刷中に画面右上のアプリケーションメニューから［EPSON
Monitor3］を選択すると、ウインドウが前面に表示されます。

印刷していないときは、機能拡張フォルダにある［EPSON Monitor3］アイコンを
ダブルクリックすることで開くことができます。
① ② ③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
⑩

①

ボタン
印刷中の書類、または印刷待ちの書類を保留状態にします。

②

ボタン
保留状態を解除します。

③

ボタン
印刷中の書類、または印刷待ちの書類を削除します。

④プリントキューの開始/停止
すべての印刷を停止します。
（印刷データは、Macintoshを終了してもすべて
保持されます。）この場合、
［プリントキューの開始］を選択することで、印
刷が開始されます。
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⑤

ボタン

Win

プリントヘッドのノズルをクリーニングします。印刷中は実行することはで
きません。

⑥

ボタン
インク残量モニタを表示します。インク残量の確認をすることができます。

⑦状態表示部
印刷中の書類の名称や進行状況などを表示します。

⑧スプールファイルリスト
印刷待ちの書類を表示します。

⑨項目情報を隠す/表示
項目情報（画面下部の表示）の表示/非表示を切り替えます。

⑩項目情報

*1 プリントキュー：
印 刷デ ー タを 一時 的
に 記憶 し てお くソ フ
トウェア。

状態表示部またはスプールファイルリストから選択した書類の名称やプリン
タドライバの設定状況などを表示します。
「印刷時刻指定」では、
［至急］
［通
常］［保留］
［印刷時刻指定］を選択でき、印刷の順番を指定することができ
ます。
*1
至急
： プリントキュー 内の他の印刷データより優先して印刷しま
す。
通常
： プリントキューに記憶された順番に印刷します。
印刷時刻指定 ： 印刷を実行する日時を指定することができます。
保留
： 印刷デ ータを プリント キュー に記憶 された 状態の ままにし
て、印刷しません。
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Macintoshでのプリンタの共有
ネットワーク環境が整って いる場合は、本機をネットワークプリンタ（共有プリンタ）としてお
使いいただくことができます。
このように、インターフェイスカ ードやネットワークサーバを使用することなくプリンタを共有
する接続形態を「ピアトゥピア接続」と呼びます。

MC-5000拡張スロット

p

以下の設定方 法は、
ネットワーク環境が 構築され、
プリントサーバと クライアント
が同一ネットワーク管理下にある場合です。
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● プリントサーバ側の設定
*1 サーバ：
ネ ット ワ ーク 環境 下
において、クライアン
ト にサ ー ビス を提 供
す る機 能 をも つハ ー
ド ウェ アや ソフ ト
ウェア。
（ク ライ アン ト=サ ー
ビ スを 受 ける 側の コ
ンピュータ。
）

*1

ピアトゥピア接続では、共 有するプリンタを接続するコ ンピュータがサーバ の役
割をします。ここでは、そのコンピュータをプリントサーバと呼びます。

A 画面左上のアップルメニューから［セレクタ］をクリックして選択します。
B ［MC-5000］アイコンをクリックしてから［設定］ボタンをクリックします。
①クリックして

②クリックします

p

［AppleTalk］の設定が［使用］になっていることを確認してください。

]のチェックボックスをクリックして、
［OK］ボタンを
C [このプリンタを共有
クリックします。
共有名は、ネットワーク上で表示される名称です。パスワードを入力すると、
ほかのコンピュータから共有プリンタに接続する際にパスワードの入力が必
要になります。

①クリックし

②クリックします
③クリックします

D 画 面左上の クロー ズボック スをク リックし て画面 を閉じる と設定 は終了で
す。

クリックします
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Ma c

Win

● クライアント側の設定

A 画面左上のアップルメニューから[セレクタ]をクリックして選択します。
B ［MC-5000］アイコンをクリックして、[ポートを選択]の一覧に表示された
共有プリンタをクリックして選択します。

②クリックします
①クリックして

p

• ［AppleTalk］の設定が［使用］になっていることを確認してください。
• プリン タの名称が変 更されている 可能性があり ます。
プリンタ を直接接
続しているコンピュータで名称を確認してください。
• 以下の画面が表示され た場合は、
パスワードを入力して［OK］ボタンをク
リックします。

① パスワー ドを
入力して

②クリックします

C 画す。面左上の クロー ズボック スをク リックし て画面 を閉じる と設定 は終了で
クリックします
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Ma c

p

セ レ ク タ で［情 報］ボ タ ンを ク リ ッ ク す ると、プ リ ン タ を 接 続 して い る
M a c in to s h に は イン ス ト ー ル され て い る フ ォン ト の う ち、お使 い の
Macintoshにインストールされていないフォントが表示されます。
印 刷するデー タによって はフォントが 置き換わり、
レ イアウトな ど見た目
が 変わることがあります。解消するためには、置 き換わってしまったフォン
トをご利用のコンピュータにインストールする必要があります。
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Win
Ma c

プリンタドライバの削除
プリンタドライバのバージョ ンアップや再インストールを行う場合は、まずインストールされて
いるドライバを削除（アンインストール）してください。

Win

A Macintosh を起動した後、「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし

Ma c

ます。

B ［プリンタドライバのインストール］フォルダをダブルクリックし、［インス
トーラ］アイコンをダブルクリックします。
インストーラが起動します。

ダブルクリックします

C 開始画面で［続ける］ボタンをクリックします。

クリックします

D ポップアップメニューから［アンインストール］を選択します。
選択します

E ［アンインストール］ボタンをクリックします。
プリンタドライバの削除が実行されます。

クリックします
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3

用紙の種類と給紙方法
ここでは、本機で 印刷できる用紙の詳細と給 紙手順について説明し
ています。

● 使用可能な用紙 .................................
● 給紙経路とセットできる用紙................
● 用紙カセットからの給紙 .....................
● 手差しスロットからの給紙...................
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132
134
142

使用可能な用紙
本機には、プリンタ性能を十分に発揮させるために専用紙が用意されています。
専用紙を 使用すれ ば従来の エプソンプ リンタの 高画質に 加え、プロフ ェッショナ
ル、業務用途でも利用していただける優れた耐光性を持った印刷を行うことができ
ます。
専用紙には質感の異なった用紙をいくつか用意しており、目的に合わせて選択して
いただくことができます。

p

通常、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。本機で 印刷し た結 果につ きまし ても、光源 の種類 によっ て色が 異
なって 見える場 合がありま すのでご 注意くださ い。
光源には 太陽光、蛍光 灯、白熱
灯などの種類があります。

● 使用可能な用紙の種類
用紙の種類と品質は印刷の仕上がりに大きく影響します。ご使用の前に用紙の取扱
説明書をお読みいただき、正しい取り扱いをしてください。

p

• 高品質な印刷結果を得るためには、専用紙を使用する必要があります。
普通紙は試し印刷やレイアウト確認などの用途で使用してください。
• 用 紙を大量に購入する場合は、必 ず事前に試し印刷を行い、印刷 の状態を確認し
てください。
• 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。
• MCマット紙、MC写真用紙＜半光沢＞を購入する場合は、用紙の個装袋に使用可
能機種として本製品が記載されていることを確認してください。

エプソン製専用紙
使用可能な用紙および特長
MCマット紙

サイズ

型番

用紙
紙押さえ
カセット
ローラ
（最大枚数）

A4

KA420MM

50枚

A3

KA320MM

20枚

A3ノビ

KA3N20MM

必要

給紙補助
シート
必要

クリー
ニング
シート
使用

グラフィックスなどの印刷に適しています。
• 経済的な一般用途向けの厚手の非光沢紙です。写真、
• 用紙カセットにセットする場合は、用紙カセットにセットする向きに注意してください。
• 印刷する面はより白い面です。またはロゴのない面です。
MCデザイン光沢紙

A3ノビ

KA3N20MDK

20枚

必要

不要

使用

カンプなどの印刷に適しています。
• 色の再現性が高い厚手の光沢紙です。デザイン画、
• 印刷後は、机などの平らな面に置いてください。
• 印刷した用紙を重ねて保管する場合は、用紙に同梱されている普通紙を用紙の間にはさんでください。
• 印刷する面はより光沢のある白い面です。
MC写真用紙＜半光沢＞

A4

KA420MSH

A3

KA320MSH

A3ノビ

KA3N20MSH

20枚

必要

不要

不要

（質感）に近い厚 手の微光沢紙 です。
写真 データやポス ターなどの印 刷に最適で
• もっ とも写真の風 合い
す。
• 印刷する面はより光沢のある面です。またはロゴのない面です。
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使用可能な用紙および特長
MC画材用紙

サイズ
A3ノビ

型番
KA3N20MG

用紙
紙押さえ
カセット
ローラ
（最大枚数）
使用 不 可 −

クリー
ニング
シート

給紙補助
シート
−

不要

（手 差し ス
ロ ッ ト
（後）のみ）
• 写真とは異なる質感を持った画材用紙です。新しいアートの世界を表現することができます。
• 印刷する面はより白く凹凸の少ない面です。
上質普通紙

A4

KA4250NP

250枚

必要

不要

不要

試し印刷やレイアウト確認などで使用する用紙です。

市販の用紙
使用可能な用紙および特長
事務用普通紙

サイズ
−

型番
−

用紙
紙押さえ
カセット
ローラ
（最大枚数）
250枚

必要

給紙補助
シート
不要

クリー
ニング
シート
不要

• B5サイズ以下の用紙は手差しスロットのみで使用可能です。
• 試し 印刷やレイア ウト確認などで 使用する用紙 です。
複写 機などで使用す る一般のコピ ー用紙や上質
紙、再生紙です。
2

*坪量64〜90g/m 、
厚さ0.08〜0.11mmの範囲のものが使用可能です。
−

官製ハガキ

−

使用不可

−

−

不要

（手差し

官製往復ハガキ
官製ハガキ
（インクジェット）

スロ ッ ト
（後）のみ）

往復ハガキは折り目のないものを使用してください。
用紙カセット（最大枚数）
：用紙カセットにセット可能な最大枚数です。
紙押さえローラ
：用紙 カセットか ら正常に用 紙を給紙す るために紙 押さえロー ラをセット する
必要があるかを示しています。
給紙補助シート

s本書「用紙カセットからの給紙」134 ページ
：用紙カセット から最後の1枚を正常に給紙するために給紙補助シート をセット
する必要があるかを示します。給紙補助シートは、給紙補助シートが必要な用
紙には添付されています。給紙補助シートの使用方法は用紙の取扱説明書を参

クリーニングシート

照してください。
：特定の専用紙を大量に印刷すると、給紙エラーが発生することがあります。こ
のよ うな場合に クリーニン グシート を使用する かを示しま す。クリーニ ング
シートは、クリーニングシートが必要な用紙には添付されています。クリーニ
ングシートの使用方法は用紙の取扱説明書を参照してください。

取り扱い上のご注意
用紙を取り扱う際には、以下の点に注意してください。
湿度40〜60％）
でお使いください。
• 専用紙は一般室温環境下（温度15〜25℃、
• 用紙を折り曲げたり、印刷面を傷付けたりしないように注意してください。
• 用 紙の印刷 面には触 れないで ください。手に 付いた水 分や油が、印刷品 質に影響
します。
• 個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しますのでなくさないでください。

128

保管時のご注意
用紙を保管する際は、以下の点に注意してください。
• 高温、多湿、
直射日光を避けて保管してください。
• 開封後の専用紙は、袋に戻して水平な状態で保管してください。
• 用紙を濡らさないでください。

p

印刷した用紙を 保存する場合は、
色合いを保 つために、
高温、多湿、直射日光を 避け
て、暗所に保存することをお勧めします。

● 使用可能な給紙経路と用紙のセット方法
用紙の種類やサイズによって、使用可能な給紙経路が異なります。
用紙はすべて（往復ハガキを除く）、縦方向にセットしてください。横方向にセッ
トすると、正常に印刷や排紙ができません。
s 本書「給紙経路とセットできる用紙」132 ページ
○：給紙可能
用紙種類

サイズ（セット方向）

用紙カセット

×：給紙不可
手差し給紙
前

後

A3ノビ/A3/A4

○

○

○

MC画材用紙

A3ノビ

×

×

○

ハガキ

ハガキ

×

×

○

往復ハガキ

往復ハガキ（横長）

×

×

○

その他
（市販品）

A3ノビ/A3/A4

○

○

○

B5

×

○

○

A5/A6

×

×

○

リーガル/レター

○

○

○

A3ノビより長い用紙

×

×

○

MCマット紙/MCデザイン光沢紙
MC写真用紙＜半光沢＞
普通紙

（44インチ以下）

p

• 往復ハガキのみ横方向にセットしてください。
用紙は縦方向にセットして ください。
そ
• 横 向きの印刷データを印刷する場 合も、
の場合は、プリンタドライバで印刷方向を［横］に設定します。
「用紙設定」28 ページ
s Windows：本書
「［用紙設定］ダイアログ」80 ページ
s Macintosh：本書
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● 用紙種類の設定
高品質な印刷結果を得るためには、使用する用紙の種類を用紙カセットとプリンタ
ドライバの［用紙種類］に設定する必要があります。
s 本書「用紙カセットからの給紙」134 ページ
s Windows：本書「基本設定」18 ページ
s Macintosh：本書「
［印刷］ダイアログ」84 ページ
用紙種類

用紙カセットの設定

プリンタドライバの［用紙種類］

MCマット紙

MCマット紙

MCマット紙

MCデザイン光沢紙

MCデザイン光沢紙

MCデザイン光沢紙

MC写真用紙＜半光沢＞

MC写真用紙＜半光沢＞

MC写真用紙＜半光沢＞

MC画材用紙

−
（手差し給紙のみ）

MC画材用紙

普通紙

普通紙

普通紙

官製ハガキ/官製往復ハガキ

−
（手差し給紙のみ）

普通紙

官製ハガキ
（インクジェット紙） 通信面

−
（手差し給紙のみ）

MCマット紙

宛名面

−
（手差し給紙のみ）

普通紙
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● 使用可能な用紙サイズと印刷可能領域
用紙サイズ
プリンタにセ ットして印刷す ることのできる単 票紙のサイズは、最小 で100mm×
148mm（ハガキ）最大で329mm×483mm（A3ノビ）です。

ハガキ

148mm

A3ノビ

483mm

100mm

329mm

p
*1 フィットページ：
設 定 した 用紙 サイ ズ
にあわせて、データを
自 動的に拡大/ 縮小し
て印刷する機能。

プリン タドライバ では、
ユーザ ー定義サイ ズとして最 小100mm×100mm、
最 大で
329mm×1117.6mm
（Macintoshでは558.8mm ×1117.6mm）
の用 紙サイ ズが設 定
できます。
sWindows：本書「用紙サイズの登録/変更」
30 ページ
sMacintosh：本書「用紙サイズの登録/変更」
82 ページ
ただし、この設定 可能範囲には通紙保証外の サイズも含まれますので、
上 記いずれ
*1
かの定型紙サイズにフィットページ 設定をして印刷することをお勧めします。
sWindows：本書「拡大/縮小して印刷するには」
32 ページ
sMacintosh：本書「自動的に拡大 / 縮小して印刷するには
（フィットページ）」88
ページ

印刷可能領域
高画質印刷を保証するために上下左右にマージン（余白）を設けています。各マー
ジンのサイズは次の通りです。
上
3mm

3mm

3mm

14mm

下
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給紙経路とセットできる用紙
本機には4つの給紙経路があります。

p

プリンタ本体同梱の用紙カ セット
（用紙カセットA）
と、オプション の用紙カセット
およびダブルカセットユニ ット同梱の用紙カセット
（用紙カセットB）
では、排紙ト
レイ部の 形状が異な ります。
用紙カセ ットAには、
排紙トレイ部 に手差し給紙 用の
固定エッジガイドガイドがあ りますが、
用紙カセットBには固定エッジガイドがあ
りません。このため、次の使用上の制限があります。
• 用紙カセット Aをダブルカセットユニットにセットすることができません。
• 用紙カセット Bをプリンタ本体にセットした場合は、前から手差し給紙すること
ができません。後ろからの手差し給紙は可能です。
ただし 、排紙トレ イ部は用 紙カセッ トA、
用紙 カセット Bで交換して使 用する こと
ができます。交換した場合は、排紙トレイの形状により上記制限があります。

用紙カセットからの給紙
用紙カセット1

p

用紙カセット2（オプション）

用紙カセットにセットできる用紙の最大容量は、用紙の種類によって異なります。
s本書「使用可能な用紙の種類」127 ページ

手差しスロットからの給紙
（手差し給紙）
手差しスロット（前）

p

手差しスロット（後）

• 手差しスロットにセットできる用紙は1枚のみです。
用紙 がカールし ないように 手差しス ロット
（後）
• 厚 手の用紙 に印刷する 場合は、
から給紙することをお勧めします。
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給紙経路の選択
どの給 紙経路か ら給紙す るかは、プリ ンタド ライバの［用 紙設定］ダイ アログの
［給紙方 法］で設定します。ただし、手差 しスロットに用紙が セットされていると
きは、プリンタドライ バの設定や用紙サイ ズ/用紙種類に関係なく、手差しスロッ
トからの給紙が優先されます。
Windows

Macintosh

選択します

選択します

プリンタドライバの[給紙方法]の設定内容と、給紙の関係は以下の通りです。
設

定

自動選択

給

紙

プ リンタドラ イバで設定 した
［用紙 種類］
と［用紙サイ ズ］
の用 紙がセットさ れている
用紙カセットから給紙されます。
た だし、
手 差しスロット に用紙がセッ トされている 場合は、
用 紙の種類や サイズの設
定に関係なく、手差しスロットから給紙されます。

用紙カセット１

本体の用紙カセットから給紙されます。
た だし、
手 差しスロット に用紙がセッ トされている 場合は、
手 差しスロッ トから給紙
されます。

用紙カセット２

ダブルカセットユニットの用紙カセットから給紙されます。
た だし、
手 差しスロット に用紙がセッ トされている 場合は、
手 差しスロッ トから給紙
されます。

手差し

手差しスロットから給紙されます。
用紙カセットからは給紙されません。
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用紙カセットからの給紙
用紙カセット1または2（オプション）への用紙のセット手順は次の通りです。
s 本書「用紙カセット2への用紙のセット」140 ページ

● 用紙種類/用紙サイズカードの使い方
用紙カセットにセットする用紙を限定して使う場合などに、用紙スイッチのパネル
の中にセットしてお使いください。プリンタが離れた場所に設置されているときな
どに、セットされている用紙種類/サイズが確認しやすくなります。
未使 用 の カ ード は
ここ に 保 管 して く
ださい。

● 用紙カセット1への用紙のセット

A 用紙カセット1を軽くロックされるところまで手前に引きます。
• 用紙カセットを少し上に持ち上げながら手前に引いてください。
• 用紙カセットを引き抜いてから用紙をセットすることもできます。

B 排紙トレイを取り外し、紙押さえローラのカバーを開けます。
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C 用紙サイズに合わせて用紙カセットの長さを調整します。

用紙カセットのロックを解除しながら調整します。
A3 サイズ以上：延長部を用紙カセットから引き出します。
B4 サイズ以下：延長部を用紙カセットに収めます。

D エッジガイド（左）とエッジガイド（後）をいっぱいに広げます。
エッジガイドは、青色のストッパーを押したままスライドさせます。

エッジガイド（後）
エッジガイド（左）

E 用紙を図のように、よくさばいてから端を揃えます。
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F 用紙は印刷する面を「下」にして、右へ寄せて奥に突き当ててセットしてく
ださい。
セットできる用紙枚数は用紙の種類によって異なります。
s 本書「使用可能な用紙の種類」127 ページ

p

給 紙補助シー トが必要な 用紙の場合は、
必 ず給紙補助 シートを一 番下に敷
き、その上に用紙を重ねてください。

G エッジガイド（左）を用紙の左端に、エッジガイド（後）を用紙の後端に合
わせます。

p

エ ッジガイド は用紙端に 軽く当たる程 度に合わせ てください。
エ ッジガイ
ド の位置が用 紙サイズに 対して狭すぎ たり広すぎ ると、
給紙エラ ーの原因
となります。
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H 紙押さえローラの位置を、セットした用紙サイズに合わせます。
紙押さえローラのツマミをスライドさせます。

p

用 紙カ セッ トから 給紙 する場 合は、必 ず正 しい位 置に 紙押 さえロ ーラ を
セ ットする必要 があります。
また、用紙 サイズに合わ せて、
用紙カセット を
伸縮させてください（C 参照）。

I 紙押さえローラのカバーを戻し、紙押さえローラが用紙の後端に乗っている
ことを確認します。

J 用紙サイズに合わせて排紙トレイの長さを調整して、用紙カセットにセット
します。
A3 サイズ以上：延長部を排紙トレイから引き出します。
B4 サイズ以下：延長部を排紙トレイに収めます。

［Ｂ4サイズ以下の場合］
そのまま下ろします。

［A3/A3ノビサイズの場合］
トレイの延長部を引き出してから下ろします。
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K 用紙カセットを突き当たるまで奥に差し込みます。

L セットした用紙に合わせて、［用紙種類］スイッチと［用紙］サイズスイッチ
を設定します。

［用紙サイズ］スイッチ

p

［用紙種類］スイッチ

• ［その他］は、表 示のない種 類やサイズの 用紙をセッ トしたとき に設定し
ます。
• 用紙 カセット のスイ ッチの 設定と プリンタ ドライ バでの 設定が異 なる
と、印刷実行時に確認のメッセージが表示されます。
• 多量のインクを使用するような 印刷を、
通常の厚さの用紙に行うと、印刷
汚れ が発生 する場 合があ ります。こ のよう な場合 には、用紙 カセッ トの
［用紙種類］スイッチを［厚紙］に設定してください。

以上で用紙のセットは終了です。
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● 印刷の実行
用紙カセットから給紙されるように、プリンタドライバの設定を行います。

A プリンタドライバの［用紙設定］ダイアログで給紙経路を選択します。
［給紙方法］を選択します。
s 本書「給紙経路の選択」133 ページ
Windows

Macintosh

選択します

選択します

B プリンタドライバで［用紙サイズ］と［用紙種類］を選択します。
Windows

Macintosh

①選択し

①選択し

②選択します

②選択します
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C 印刷を実行すると、自動的に用紙を給紙して印刷を開始します。
•

Windowsの場合は、
［OK］ボタンをクリックして設定画面を閉じて、印刷
を実行します。
• Macintoshの場合は、
［印刷］ボタンをクリックします。

D 印刷が終了すると、自動的に用紙が排紙されます。

完全に排紙されるまでお待ちください。用紙の種類によっては 5 秒程度かか
ります。

● 用紙カセット2への用紙のセット
用紙カセット2（オプション）に用紙をセット する場合は、用紙カセットを必ずプ
リンタ本体から引き抜いて行ってください。用紙カセットを少し上に持ち上げなが
ら引き抜くと容易に取り外せます。

用紙は、用紙カセット1の場合の手順B〜 Lと同じ手順でセットします。

p

用紙カセット 1を引
• 用紙カセット 2から A3サイズ以上の用紙を給紙する場合は、
き出してお使いください。

用紙カセット 1 も引き出してくだ
• 用紙カセット 2 を引き出して使用する場合は、
さ い。これは、用紙 カセット2から給紙 された用紙 が排紙トレ イから落ち てしま
う のを防ぐためです。従って用紙は用紙カセット 1と2を同時に使用する場合は、
用 紙カセット1にセッ ト可能な用 紙は用紙サイ ズの制限を 受けることに なりま
す。
例）用紙カセット 2に A3 サイズの用紙をセットすると、
用紙カセット 2 には A3、
A3ノビサ イズの 用紙しか セット できませ ん。
用紙カ セットを 引き出す 必要
があるため、B4サ イズ以下の用紙 では、
正しく排紙 ローラをセット できない
ためです。
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用紙カセット2からの給紙
用紙カセット2にセットした用紙に印刷を する場合は、プリンタドライバの給紙経
路の選択で「用紙カセット2」を選択してください。この設定が「自動選択」になっ
ている場合は、プリンタドライバで設定した［用紙種類］と［用紙サイズ］が、用
紙カセ ット2に セット した用 紙種類 と用紙 サイズ に一致 してい る場合 は、用紙カ
セット2から自動的に給紙されます。

p

プリン タドライ バの給紙経 路の設定 が
［自動選択］に なってい る場合に、次の いず
れかの条件を満た したときに、
用紙カセット1にセットしてある用紙 がなくなると
自動的に用紙カセット2から給紙を行います。
•［用紙サイズ］スイッチと［用紙種類］スイッチの設定が、用紙カセット 1 と 2 で同
じ場合。
• 用紙カセット 2 の
［用紙サイズ］スイッチと［用紙種類］スイッチが［その他］の設
定になっている場合。
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手差しスロットからの給紙
手差しスロットの前または後のどちらか一方のスロットに用紙をセットしてください。

p

同時に給紙さ れたり、
２枚続けて排紙さ
• 両 方のスロットに用紙をセ ットすると、
れるおそれがあります。
1 枚印刷が終了するたびに
• 手差しスロットにセットできる用紙は 1 枚だけです。
用紙をセットしてください。

● 手差しスロット（前）からの給紙
手差しスロット（前）にセットできる用紙は1枚だけです。
用紙のセット手順は次の通りです。

A B4サイズを超える用紙に印刷する場合は、あらかじめ用紙カセット1を引き
伸ばしておきます。
B4 サイズ以下の用紙の場合、この操作は不要です。

B 印刷する面を「下」にして用紙の右端を固定エッジガイドに合わせ、突き当
たるまで差し込みます。

2 秒後に自動的に用紙が引き込まれます。引き込み始めたら用紙
C 挿入後、約
から手を離します。
用紙が引き込まれないときは、用紙が奥に突き当たらずに途中で引っかかっ
ている可能性があります。用紙をセットし直してください。

w
p

給紙中の用紙は、手前に引っぱらないでください。

多 量のインク を使用する ような印刷を 通常の厚さ の用紙に行 うと、
印刷汚
れ が発生する ことがあ ります。
このよ うなときに は、
パネル設定 の
［手差し
紙厚切り替え］を［厚紙］に設定してください。
s本書「手差し紙厚切り替え 」
171 ページ
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● 手差しスロット（後）からの給紙
手差しスロット（後）にセットできる用紙は1枚だけです。
用紙のセット手順は次の通りです。

A B4サイズを超える用紙に印刷する場合は、あらかじめ用紙カセット1を引き
伸ばしておきます。
B4 サイズ以下の用紙の場合、この操作は不要です。

B 手差しスロット中央のくぼみに指をそえて、手差しスロットを開けます。

C 印刷する面を「上」にして用紙の左端を固定エッジガイドに合わせ、突き当
たるまで差し込みます。
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D エッジガイドを用紙の幅に合わせます。

特に A3 ノビ以上の長さの用紙をセットする場合は、エッジガイドの位置を
用紙の幅にきちんと合わせてください。

2 秒後に自動的に用紙が引き込まれます。引き込まれ始めたら用
E 挿入後、約
紙から手を離します。

w
p

給紙中の用紙は、手前に引っぱらないでください。

多 量のインク を使用する ような印刷を 通常の厚さ の用紙に行 うと、
印刷汚
れ が発生する ことがあ ります。
このよ うなときに は、
パネル設定 の
［手差し
紙厚切り替え］を［厚紙］に設定してください。
171 ページ
s本書「手差し紙厚切り替え 」

● 印刷の実行
手差しスロットから給紙されるようにプリンタドライバの設定を行います。
プリンタドライバの［用紙設定］ダイアログで給紙経路を選択します。
A ［給紙方法］を選択します。
s 本書「給紙経路の選択」133 ページ
Windows

Macintosh

選択します

選択します

p

給 紙経路の設定 が
［手差し］以外でも、手 差しスロットに 用紙がセットさ れ
ていると、手差しスロットから給紙されます。
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B プリンタドライバで［用紙サイズ］と［用紙種類］を選択します。
Windows

Macintosh

①選択し

①選択し

②選択します

②選択します

C 印刷を実行すると、自動的に用紙を給紙して印刷を開始します。
•

Windowsの場合は、
［OK］ボタンをクリックして設定画面を閉じて、印刷
を実行します。
• Macintoshの場合は、
［印刷］ボタンをクリックします。

D 印刷が終了すると、自動的に用紙が排紙されます。

完全に排紙されるまでお待ちください。用紙の種類によっては 5 秒程度かか
ります。
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消耗品の交換
ここでは、インクカートリッジの交換方法について説明しています。

● インクカートリッジの交換................... 147

4

インクカートリッジの交換
インクカートリッジを交換する前に、インクカートリッジの使用上の注意を確認します。

● インクカートリッジの種類
本機で使用できるインクカートリッジの当社純正品は、下記の通りです。
インクカートリッジ
（ブラック）

MC1BK04

インクカートリッジ
（シアン/ライトシアン）

MC1LC04

インクカートリッジ
（マゼンタ/ライトマゼンタ）

MC1LM04

インクカートリッジ
（イエロー）

MC1Y04

p

本製品 に添付のプ リンタド ライバは、
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、インクエン ドが正常に検
出できなくなるおそれがあります。

● 使用上のご注意
• インクカートリッジは、プリンタに装着後は良好な印刷品質を得るために 6ヵ月
以内に使いきってください。
• インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、
3 時間以上室温に放置
してから使用してください。
• イン クカートリッジは、個装箱に印刷さ れている有効期限ま でに使用することを
お勧 めします。
期限 を過ぎたものをご使 用になると印刷品質 に影響を与える場合
があります。
• インクカートリッジを分解しないでください。
• 一度 取り付けたインクカー トリッジは強く振ら 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ります。
• イ ンクが手 などに付 いてしま った場合 は、
時 間がたつ と落ちに くくなる ので、
す
ぐ に石けん や水で洗 い流して ください。イン クが目に 入ったと きは、
す ぐに水で
洗い流してください。万一、
異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。

p

プリンタを輸 送・移動する際には、
インクカ ートリッジをプリンタか ら取り外して
ください。
s本書「プリンタの輸送・移動」
162 ページ
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● 保管上のご注意
• インクカートリッジは、冷暗所で保管してください。
• イン クカートリッジは、子供の手の届 かないところに保 管してください。また、
イ
ンクは飲まないでください。

● インク消費について
各色のインクは、印刷時以外に次の場合にも消費されます。
*1 セルフクリーニング：
プリントヘッドの目詰
まりを防ぐ ために、自
動的にプリントヘッド
をクリーニングする機
能。

• 電源オンなどのセルフクリーニング*1時
• プリントヘッドのクリーニング操作時
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● インクカートリッジの交換
インクエンドランプの点滅は、インクが残り少ないことを示しています。インクが
なくなるまで印刷できます が、早めに交換してください。4つのインクカートリッ
ジのうち1つでもインクが終わると印刷 ができなくなります。印刷の途中で、イン
クが終わ ってしま った場合 は、インクエン ドランプ が点灯し ているイ ンクカート
リッジを交換することにより、印刷を続行することができます。

p
w

マゼンタ/ラ イトマゼンタおよびシアン/ライトシアンのインクカート リッジは、
ど
ちらか一方のイ ンクが終わるとインクエンド ランプが点灯して印刷がで きなくな
ります。

• インクカートリッジは、すべてセットしてください。
電源コードをコ ンセントから抜
• 交 換作業中は、プリンタの電源を オフにしたり、
いたりしないでください。
絶対にしないでくだ さい。
場合によって
• イ ンクカートリッジのインク の補充は、
正常に作動・印刷ができなくなるおそれがあります。
交換す るまで使い 終わっ
• 交 換用のイン クカート リッジがお 手元にない 場合は、
た イン クカ ート リッ ジを 装着 した ままに して おい てく ださ い。イン クカ ート
リ ッジを装着していない状態で 放置するとヘッドが目詰まり する原因となりま
す。
プリンタ の電源が入 っていない 状態で
• 使 いかけのイ ンクを再 度取り付け たり、
イ ンクカート リッジを 交換しない でください。
イ ンク残量の 検出が正し く行わ
れず正常な印字ができなくなります。
間違った方
• イ ンクカートリッジの交換は、必 ず本書に従って交換してく ださい。
法 でイン クカー トリッ ジを交 換する とイン クエン ドランプ が消灯 しなか った
り、イ ンク残量が正しく検知され ないため、
すぐにインクエンド ランプが点灯す
るなどの問題が発生する場合があります。

インクカートリッジは色によって装着するスロットが決まっています。スロット手
前のマークの色 とインクの色、記載され ている型番（MC1＊04）とインクカート
リッジの型番を合わせて取り付けてください（＊はインクの色で異なります）
。
BK（ブラック）

Y（イエロー）

LC（シアン/ライトシアン） LM（マゼンタ/ライトマゼンタ）

w

インク カートリ ッジは誤挿 入防止構 造になって います。
スロ ットにス ムーズに挿
入できない場 合は、
誤挿入の可能性が あります。
無理やり押し 込んだりしないでく
ださい。
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以降の説明は、イエローのインクカートリッジを交換する場合を例にしています。

A プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
B インクカートリッジを交換する側のインクカートリッジカバーを開けます。
•

ブラックとシアン/ライトシアンインクのカートリッジを交換する場合は、
左のカバーを開けます。
• イエローとマゼンタ / ライトマゼンタインクのカートリッジを交換する場
合は、右のカバーを開けます。

C 交換するスロットの固定カバーを引き上げ、カートリッジスロットからイン
クカートリッジを取り外します。
交換するインクカートリッジだけを取り外してください。ほかのカートリッ
ジを取り外さないように注意してください。

p

交 換後のイン クカートリ ッジは、
インク供 給部からイ ンクが漏れ ることが
あ ります。交換作業後、使用済みのインクカート リッジはポリ袋などに入れ
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。

150

D 新しいインクカートリッジを袋から取り出し、良好な印刷品質を得るために
2、3回軽く振ります。

プリンタ側に向けて挿入します。
E インクカートリッジの▲マークを上にして、
インクカートリッジはスロットの奥に突き当たるまで挿入します。

▲マーク

w

イ ンクカートリ ッジは誤挿入 防止構造になっ ています。
スロッ トにスムー
ズに 挿入できない場合は、誤挿入の可能性があります。無理やり押し込んだ
りしないでください。

F インクカートリッジ固定カバーを下に倒します。
インクエンドランプが消灯します。

以上でインクカートリッジの交換作業が終了しました。
印刷の途中でインクカートリッジを交換した場合は、印刷を続行します。
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● インクカートリッジのリサイクルについて
弊社では環境保全活動の一環として、使用済みインクカートリッジの回収を行って
おります。このため「使用済みカートリッジ回収ポスト」を回収協力販売店とエプ
ソン販売（株）の営業拠点に設置し、集まった使用済みカートリッジを定期的に回
収して再資源化しております。使用済みカートリッジはぜひ最寄りの回収拠点まで
お持ちいただき、回収ポストに投函してくださいますようご協力をお願いいたしま
す。
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● プリントヘッドの保護
本プリンタには、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を得る
ための「セルフクリーニング機能」と「キャッピング機能」があります。
セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動
的にプリントヘッドをクリーニングする機能で、プリンタの電源投入時（ウォーミ
ングアップ時）などに定期的に行われます（すべてのインクを微量吸引して、ノズ
ルの乾燥を防ぎます）
。
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（フタ）をする機能です。キャッピングは、次のタイミングで行われます。
• 印刷終了後（印刷データが途絶えて）
、数秒経過したとき
• 印刷停止状態になったとき
プリントヘッドが図のように右端にあれば、キャッピングされています。

w

• キ ャッピング されてい ない状態で 長時間放置 すると、
印刷不 良の原因に なりま
す。プ リンタを使用しないときは、プ リントヘッドがキャッピン グされているこ
とを確認してください。
• 用 紙が詰まっ たときや エラーが起 こったとき など、
キャッピ ングされて いない
ま ま電 源をオ フにし た場合 は、再度電 源をオ ンに してく ださい。し ばらく する
と、自 動的にキャッピングが行わ れますので、
キャッピングを確 認した後で電源
をオフにしてください。
• プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。
• プ リンタの電 源がオン の状態で、
電源 コードをコ ンセントか ら抜かない でくだ
さい。キャッピングされない場合があります。
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5

プリンタのメンテナンス
ここでは、プリンタのメンテナンスについて説明をしています。

● ノズルチェックパターン印刷................
● ヘッドクリーニング ...........................
● ギャップ調整 ....................................
● プリンタのお手入れ ...........................
● プリンタの輸送・移動 ........................
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ノズルチェックパターン印刷
ノズルチェックパターン印刷 とは、プリントヘッドのノズルが目詰まりしているかを確認するた
めのパターンを印刷する機 能です。ノズルチェックパターンの印刷がかすれたり、すき間があく
場合は、ヘッドクリーニングをしてください。

p

ノズルチェックパターン印刷は、ユーティリティからも行えます。
48 ページ
sWindows：本書「ノズルチェックパターン印刷 」
109 ページ
sMacintosh：本書「ノズルチェックパターン印刷 」

A プリンタの電源がオフになっていることを確認します。

［電源］スイッチのランプが消灯していることを確認します。

B 用紙カセットに用紙がセットされていることを確認します。

用紙がセットされていない場合は、A4 サイズの用紙をセットします。

C ［リセット］スイッチを押しながら、電源をオンにします。
*1 ノズルチェックパター
ン：
プリントヘッドのノズ
ル（イ ンクの 吐出 孔）
先端まで完全にインク
が 充 てん さ れて い る
か、ノズルが目詰まり
をしていないかを確認
するためのパターン。

［リセット］
スイッチはプリントヘッドが動き出すまで押したままにしてくだ
*1
さい。プリンタは用紙を給紙して、ノズルチェックパターン を印刷します。

プリン トヘッ ドが動き 出すま で押
したままにしてください。

D 印刷されたノズルチェックパターンの結果を確認します。
＜良い例＞

＜悪い例＞

ノズルチェックパターンが欠けている場合（悪い例）は、ヘッドクリーニン
グを行ってください。
s 本書「ヘッドクリーニング」156 ページ

E プリンタの電源をオフにします。
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ヘッドクリーニング
ヘッドクリーニングとは、印刷 品質を維持するために、プリントヘッドの表面を清掃する機能で
す。印刷がかすれたり、すき間があ くようになったら、次の手順に従ってヘッドクリーニングし
てください。

p

文 字がかすれたり、画
• ヘ ッドクリーニングはすべて のインクを同時に使います。
像 が明らかに 変な色で 印刷される などの症状 が出るとき 以外は、
必要あ りませ
ん。
必ず ノズルチェ ックパター ン印刷など で印刷
• ヘ ッドクリー ニングを した後は、
結果を確認してください。
イ ンクエンド ランプが点 滅または点 灯時には行 えませ
• ヘ ッドクリー ニングは、
ん。まずインクカートリッジを交換してください。
s 本書「インクカートリッジの交換」147 ページ
• ヘッドクリーニングは、ユーティリティからも行えます。
「ヘッドクリーニング」49 ページ
s Windows：本書
「ヘッドクリーニング」111 ページ
s Macintosh：本書

A インクエンドランプが点滅または点灯していないことを確認します。
B ［クリーニング］スイッチを3秒間押して、離します。

クリーニングは約3分間続きます

電源ランプが点滅し、ヘッドクリーニングが始まります。クリーニングは約
3 分間続きます。電源ランプの点滅が点灯に変われば、クリーニングは終了
です。

C ノズルチェックパターン印刷を実行し、印刷結果を確認します。
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ギャップ調整
双方向印刷をしていて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になるときは、プリントヘッ
ドのギャップを調整してください。
印刷結果がピントがぼけたようになる

p

• ギ ャッ プ調整 は、通常プ リンタ ドライ バのユ ーテ ィリテ ィから 行いま す。ユー
ティリティから行えない場合にパネル操作で行ってください。
「ギャップ調整」51 ページ
s Windows：本書
「ギャップ調整」113 ページ
s Macintosh：本書
• ギャップ調整は、MCマット紙、MCデザイン光沢紙、MC写真用紙＜半光沢＞のい
ず れかを用紙 カセット にセットし て行う必要 があります。
普 通紙や手差 し給紙
では正確に調整できません。

A ［電源］スイッチをオフにします。
B 用紙カセットにMCマット紙、MCデザイン光沢紙、MC写真用紙＜半光沢＞
のいずれかを4枚以上セットします。

C ［リセット］スイッチと［排紙］スイッチを押しながら、電源をオンにします。
プリンタ内部で動作音がしたら、スイッチを離してください。
現在のギャップ調整の状態が印刷されます（約 2 分間）
。印刷後、用紙カセッ
ト 2 チェックランプが点滅しギャップ調整モードに入ったことを示します。
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D 印刷されたシートを確認し、印刷する必要があるギャップの種類（#1〜#3）
を選択します。
上、中、下 3 本の線がずれていないものは調整不要です。
［リセット］スイッチを押して、調整する種類の番号を選択します。
＃1

＃2

＃3

ブラックインクランプ

ギャップ調整

○点灯

●消灯

●消灯

シアンインクランプ

●消灯

○点灯

●消灯

マゼンタインクランプ

●消灯

●消灯

○点灯

E ［排紙］ボタンを押して、調整する種類を決定します。
ギャップ調整用シートが印刷されます（約 3 分間）。
＜印刷例＞

F 印刷されたシートを見て、1から 15までのパターンの中でズレのない直線に
見え るパターンの番号を 選択します。＜印刷例＞ では、8がズレのない直線
です。
［排紙］スイッチを押すと、パターンの番号が 1 づつ増加します。
［リセット］スイッチを押すと、パターンの番号が 1 づつ減少します。
パターンの番号

1

ブラックインクランプ ○点灯
シアンインクランプ

2

3

4

5

6

7

8

●消灯

○点灯

●消灯

○点灯

●消灯

○点灯

●消灯

●消灯

○点灯

○点灯

●消灯

●消灯

○点灯

○点灯

●消灯

マゼンタインクランプ ●消灯

●消灯

●消灯

○点灯

○点灯

○点灯

○点灯

●消灯

イエローインクランプ ●消灯

●消灯

●消灯

●消灯

●消灯

●消灯

●消灯

○点灯

パターンの番号

9

ブラックインクランプ ○点灯
シアンインクランプ

10

11

12

13

14

15

●消灯

○点灯

●消灯

○点灯

●消灯

○点灯

●消灯

○点灯

○点灯

●消灯

●消灯

○点灯

○点灯

マゼンタインクランプ ●消灯

●消灯

●消灯

○点灯

○点灯

○点灯

○点灯

イエローインクランプ ○点灯

○点灯

○点灯

○点灯

○点灯

○点灯

○点灯

p

す べてのパターン の直線がずれて いる場合は、
もっと も直線に近いパタ ー
ンの番号を選択し、再度調整を行います。
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G 番号を決定したら［クリーニング］スイッチを押します。

これで調整は完了です。もっとも直線に近いパターンを選択した場合や、続
けてほかのギャップを調整する場合は Dに戻り調整するギャップを選択して
操作を続けます。

H 電源をオフにすれば、ギャップ調整は終了です。
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プリンタのお手入れ
プリンタをいつでも良い状 態でご使用できるように、定期的（１年に数回）プリンタのお手入れ
をしてください。

A プリンタから用紙を取り除きます。
•

用紙がプリンタ内に残っている場合は、
［排紙］スイッチを押して用紙を排
紙します。
• 用紙カセットに用紙がセットされている場合は、取り出します。

B 電源をオフにして、電源プラグをコンセントから抜きます。
C 柔らかいブラシを使って、ホコリや汚れを注意深く払います。
ade
プリンタ内部に水気が入らないように、注意して拭いてください。プリンタ内部
が濡れると、電気回路がショートするおそれがあります。

プリンタ内部がインクで汚れた場合は
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、よく絞った布で拭き取り
ます。

w

• 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。プリンタの表面が変質・変形するおそれがあります。
注意 深く扱っ
• プリン タメカニズム や電気部品に 水がかからな いように、
てください。
プリンタ表 面を傷付ける ことがあ
• 硬いブ ラシを使用し ないでくださ い。
ります。
プリンタ メカニズ
• プリン タ内部に潤滑 油などを注油 しないでくだ さい。
ムが故障するおそれがあります。潤滑油が必要と思われる場合は、エプソ
ンの修理窓口にご相談ください。
222 ページ
s 本書「サービス・サポートのご案内」
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● プリンタを長期間使用しなかった場合は

w

インクカート リッジを取り外した状態 で、
プリンタを放置しない でください。
プリ
ンタ内部のイ 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。
プリンタ
を使用 しない場合 も、
インクカ ートリッジ は全部を取 り付けた 状態にして くださ
い。

• プリ ンタを長期間使用しな いでいると、プリントヘッドのノ ズルが乾燥し目詰ま
りを起こすことがあります。
• ヘ ッドの 目詰 まりを 防ぐ ために、定期 的に 印刷し ていた だく ことを お勧 めしま
す。また、
印刷しな い場合でも、
月に1回はプリンタの電源をオ ンにして、
数分（1〜
2分）
おいてください。
• 長期 間使用していないプリ ンタを使用する場合 は、
必ずノズ ルチェックパターン
を 印 刷 し て、
プ リ ン ト ヘ ッ ド の 目 詰ま り の 状 態 を 確 認 し てく だ さ い。ノ ズル
チェ ックパターンがきれい に印刷できない場合 は、
ヘッドク リーニングをしてか
ら印刷してください。
s 本書「ノズルチェックパターン印刷」
155 ページ
s 本書「ヘッドクリーニング」
156 ページ
• 長 期間使 用し ていな いプ リンタ の場 合、
ヘ ッドク リーニ ング を数回 実行 しない
と、ノズ ルチ ェ ック パタ ーン が 正常 に印 刷 され ない こと が あり ます。ヘッ ドク
リーニ ングを5回繰り返してもノズルチェックパタ ーンの印刷結果がまったく改
善 されない 場合は、プリンタ の電源を オフに して一晩 以上経過 した後、再度ノズ
ルチェックパターン印刷とヘッドクリーニングを実行してください。

p

時間をおくことによっ て、
目詰まりを起こ
• ヘ ッドクリーニングを繰り返 した後、
しているインクが溶解し、正常に印刷できるようになることがあります。
インフ ォメーショ ンセン
• 上 記の手順を 実行して も正常に印 刷できない 場合は、
タ ーへお問い 合わせく ださい。
インフ ォメーショ ンセンター のお問い合 わせ先
はスタートアップガイド の裏表紙をご覧ください。
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プリンタの輸送・移動
● 輸送の方法
輸送の際は、震動や衝撃からプリンタ本体を守るために、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。

w

プリンタ本体を傾けたり立 てかけたり、
上下を
• 水 平の状態で輸送してくださ い。
逆 にし ないで くださ い。プリン タ内部 でイン クが 漏れる おそれ があり ます。ま
た、移動後の正常な動作が保証できません。
• オプションのダブルカセットユニットは取り外して移動してください。

A 電源がオンになっている状態のままインクカートリッジを取り外します。
s 本書「インクカートリッジの交換」149 ページ
B プリンタから用紙を取り除きます。
［排紙］スイッチを押して用紙を排
• 用紙がプリンタ内に残っている場合は、
出します。
• 用紙カセットにセットされている用紙を取り除きます。

C 電源をオフにします。
電源ランプが約 30 秒間点滅し、電源が切れます。
D プリントヘッドがキャッピングされていることを確認します。
s 本書「プリントヘッドの保護」153 ページ
E 電源コードなどのケーブル類をすべて取り外します。
F オプションのダブルカセットユニットが付いているときは取り外します。
ダブルカセットユニットから用紙カセットを取り外して、プリンタを持ち上
げてダブルカセットユニットから分離します。

G 梱包材を取り付け、プリンタを水平に箱に入れます。
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輸送後の手順
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。

A 据置場所に適した場所を確認します。
s

スタートアップガイド「プリンタの設置」26 ページ

先に取り付けます。
B オプションのダブルカセットユニットを使用する場合は、
s
本書「ダブルカセットユニットの取り付け」217 ページ

C 電源コードを取り付けます。
s

スタートアップガイド「電源コードの接続」34 ページ

D インクカートリッジを取り付けます。
s

スタートアップガイド「インクカートリッジの取り付け」35 ページ

w

• 必ず新 品のインクカ ートリッジを 取り付けてく ださい。
使いか けのイン
クカー トリッジを取 り付けると、
イン ク残量が正 しく把握でき なくなり
ます。また、イ ンクカート リッジを外し た状態で放 置しないで ください。
プリン タ内部のイン クが乾燥し、
正常 に印刷でき なくなるおそ れがあり
ます。輸送後すぐにプリンタを使 用しない場合も、
インクカートリッジは
全部を取り付けてください。
• 輸送後は、早めにインクカートリッジを取り付けてください。

E プリントヘッドの目詰まりがないかをチェックします。
s

スタートアップガイド「ノズルチェックパターン印刷」56 ページ

F ギャップ調整を行います。
s

スタートアップガイド「ギャップ調整」59 ページ
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操作パネルの使い方
ここでは、操作パ ネルの使い方や設定項目に ついて説明をしていま
す。

● スイッチとランプについて................... 165
● プリンタの設定 ................................. 169

6

スイッチとランプについて
操作パネル上のスイッチ操 作により、各種機能の設定や実行ができます。また、操作パネル上の
ランプによりプリンタの状態を知ることができます。

● スイッチ

①

②

③

④

①［電源］スイッチ
プリンタの電源をオン/オフにします。

②［リセット］スイッチ
*1

*1 バッファ：
処理するためのデータ
を一時的に蓄えるメモ
リのこと。

3秒間押したままにすると、プリンタバッファ 内のデータやメモリ上のデー
タをクリアします。

③［クリーニング］スイッチ
3秒間押したままにすると、プリントヘッドのクリーニングを行います。
印刷品質が悪くなったときなどにクリーニングを行います。

④［排紙/エラー解除］
スイッチ
• 用紙がプリンタ内にある状態や、紙詰まりや排紙未完了時に押すと用紙を
排出します。
• 用紙チェックエラー時に押すと、強行印刷を行います。

各種機能の実行
スイッチ操作により、プリンタのメンテナンスや機能の設定を行うことがで
きます。
機能

スイッチの組み合わせ

ノズ ルチェック ［リセット］スイッチ＋
パターン印刷

電源オン

内容
ノズル チェックパ ターン印 刷と現在の 設定状態
を印刷します。
s 本書
「ノズルチェックパターン印刷」155 ペー
ジ

ギャップ調整

［リセット］スイッチ＋

プリントヘッドのギャップ調整を行います。

［排紙］スイッチ＋電源オン

s 本書「ギャップ調整」
157 ページ

ヘッ ドクリーニ ［クリーニング］スイッチ

プリントヘッドのクリーニングを行います

ング

s 本書「ヘッドクリーニング」
156 ページ

用紙 チェック切 ［ク リー ニン グ］
ス イッ チ＋ 印刷す る用紙が正 しいかを チェックす る機能を
り替え

電源オン

設定します。
s 本書「用紙チェック切り替え」
169 ページ

ECPモード切り ［リセット］スイッチ＋
替え

パラレ ルインター フェイス の動作モー ドを設定

［ク リー ニン グ］
ス イッ チ＋ します。
電源オン

s 本書「ECPモード切り替え」170 ページ

165

機能

スイッチの組み合わせ

手差 し紙厚切り ［排紙］スイッチ＋電源オン
替え

内容
手差し給紙で厚紙に印刷した 場合に、
印刷汚れな
どが発生したときに設定します。
171 ページ
s 本書「手差し紙厚切り替え」
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● ランプ
⑨⑧ ⑩ ⑤ ⑥⑪⑦②

③
④
①

①電源ランプ
印刷可能状態のときに点灯し、データの受信・処理中やクリーニング中に点
滅します。電源をオフにしたときは、電源が切れるまで点滅します。

②インクエンドランプ
インクが残り少なくなると点滅し、インクがなくなると点灯します。どのイ
ンクかは色別のインクエンドランプでわかります。

③ブラックインクエンドランプ
ブラックインクが残り少なくなると点滅し、なくなると点灯します。

④シアンインクエンドランプ
シアン/ライトシアンインクが残り少なくなると点滅し、インクがなくなると
点灯します。

⑤マゼンタインクエンドランプ
マゼンタ/ライトマゼンタインクが残り少なくなると点滅し、インクがなくな
ると点灯します。

⑥イエローインクエンドランプ
イエローインクが残り少なくなると点滅し、インクがなくなると点灯します。

⑦用紙チェックランプ
給紙経路（用紙カセット、手差しスロット）に用紙がないと点灯します。ど
の給紙経路かは、給紙経路別の用紙チェックランプでわかります。

⑧手差しスロットチェックランプ
手差し給紙時に手差しスロットに用紙がないと点灯します。

⑨用紙カセット1チェックランプ
用紙カセット1に用紙がないと点灯します。

⑩用紙カセット2チェックランプ
用紙カセット2（ダブルカセットユニット）に用紙がないと点灯します。
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⑪用紙サイズ/種類ランプ
プリンタドライバの用紙設定と、用紙カセットの設定が一致していない場合
に点 滅します。一致していな い用紙カセットの用 紙カセット1チェックラン
プ、用紙カセット2チェックランプが点滅します。

プリンタのエラー表示
プリンタにエラー（正常でない状態）が発生すると、操作パネルのランプが
点灯/点滅します。ランプの状態を確認してください。
s 本書「操作パネルのランプにエラーが表示される」173 ページ
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プリンタの設定
パネル操作によって次のプリ ンタの設定を行うことができます。通常は初期設定のままお使いく
ださい。
機

能

初期設定

用紙チェック切り替え

ON（用紙チェックをする）

ECPモード切り替え

OFF
（ECPモード無効）

手差し紙厚切り替え

Auto（自動）

ギャップ調整*

−

* 通常はユー ティリティから行います。ユーテ ィリティからの調整ができな い場合にパネル操作でギャッ
プ調整を行っています。
s 本書「ギャップ調整」157 ページ

p

現在の設定状態は、ノズルチェックパターン印刷時に次のように印刷されます。

用紙チェック切り替え
ECPモード切り替え
手差し紙厚切り替え

● 用紙チェック切り替え
双方向通 信ができ ない環境下 ではプリン タドライ バから用紙 チェック を行うこと
ができません。このような場合にプリンタ本体で用紙チェックを行わせることがで
きます。その際 の用紙エラーの 内容をパネル表 示する（ON）かしない（OFF）か
の設定をします。

p

エラーの内容と解除方法については以下のページをを参照してください。
s本書「操作パネルのランプにエラーが表示される」173 ページ

A ［クリーニング］スイッチを押しながら、電源をオンにします。
切り替えモードに入ると、電源ランプが点滅し、用紙カセット 1 チェックラ
ンプが点灯します。

B ［リセット］スイッチを押すたびにON、OFFの状態が切り替わります。
• ON（パネル上でエラー表示する）の設定では、ブラックインクエンドラン
プが点灯します。
• OFF（パネル上でエラー表示しない）の設定では、シアンインクエンドラ
ンプが点灯します。

C どちらかの設定を選択し、電源をオフにするか、または［排紙］スイッチを
押して設定を終了します。
［排紙］スイッチを押して終了した場合は、続いて通常の印刷ができます。
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● ECPモード切り替え
*1

*1 ECPモード：
Extended
Capabilities
Portモードの略。非同
期、バイト幅のデータ
を双方向で通信できる
機能を提供するモード
のこと。

パラレルインターフェイスのECPモード を有効にする（ON）か無効にする（OFF）
かの設定を切り替えます。通常はOFFに設定します。
お使い になる周辺 装置で、プリ ンタのモ ードをECPに設定する 指示があ る場合に
ONに設定します。

A ［リセット］スイッチと［クリーニング］スイッチを押しながら電源をオンに

します。
切り替えモードに入ると、電源ランプと用紙カセット 1 チェックランプが点
滅します。

B ［リセット］スイッチを押すたびにON、OFFの状態が切り替わります。
•

ON（ECPモード有効）の設定では、ブラックインクエンドランプが点灯し
ます。
• OFF（ECPモード無効）の設定では、シアンインクエンドランプが点灯し
ます。

C どちらかの設定を選択し、電源をオフにするか、または［排紙］スイッチを
押して設定を終了します。
［排紙］スイッチを押して終了した場合は、続いて通常の印刷ができます。
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● 手差し紙厚切り替え
通常は［自動］の設定で使用します。手差しスロットに厚紙をセットして印刷した
場合に、インクこすれなどが発生したときのみ［厚紙］の設定に切り替えます。

A ［排紙］スイッチを押しながら電源をオンにします。

切り替えモードに入ると、電源ランプが点滅し、用紙カセット 2 チェックラ
ンプが点灯します。

B ［リセット］スイッチを押すたびに設定状態が切り替わります。
•［自動］の設定では、ブラックインクエンド

ランプが点灯します。
•［厚紙］の設定では、シアンインクエンド ランプが点灯します。

C どちらかの設定を選択し、電源をオフにするか、または［排紙］スイッチを
押して設定を終了します。
［排紙］スイッチを押して終了した場合は、続いて通常の印刷ができます。

p

［厚 紙］の設定で 用紙の印刷 が終了し たら、
必ず設 定を［自動］に戻し てくだ
さ い。
［厚紙］の設定のまま通常の用紙に印刷を 行うと、
印字かすれなどの不
具合が生じます。

171

困ったときは
ここでは、トラ ブル発生時の対処方法を説 明をしています。現在の
症状がどれに 当てはまるのかを以下の項 目から選び、該当するペー
ジをご覧ください。

● 操作パネルのランプにエラーが
表示される ....................................... 173
● 電源ランプが点灯しない ..................... 177
● 印刷しない ....................................... 178
● 給紙･排紙がうまくできない ................. 187
● 専用紙の裏面に印刷してしまった .......... 190
● 画面表示と印刷結果が異なる................ 191
● 印刷品質が良くない ........................... 196
● 用紙が詰まった ................................. 200
● EPSON プリンタウィンドウ !3 での
トラブル.......................................... 202
● USB ケーブル接続時のトラブル ........... 204
● その他のトラブル .............................. 207
● お問い合わせいただく前に................... 210
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操作パネルのランプにエラーが表示される
プリンタ側にエラー（正常でない状態）が発生すると、操作パネルのランプが点灯/点滅しエラー
が発生したことを示します。エラーの内容を確認し、処置してください。
処置した後も、エラー表示が続く場合は、お買 い求めいただいた販売店またはエプソンの修理窓
口にご相談ください。
色別インクエンドランプ

インクエンドランプ
用紙チェックランプ
用紙サイズ/種類ランプ

給紙経 路別
ランプ
電源ランプ

−：エラーの状態により異なります。
ランプの状態
インクエンド
電源

用紙チェック

色別インク
エンド

用紙サイズ/種類

内容と処置方法

給紙経路別

点灯

−

−

−

内容 ： 電源オン

点滅

−

−

−

内容 ： データ受 信中/イ ンク充て ん中/ヘッ

−

−

内容 ： インク が少な くなり ました（どのイ

ドクリーニング中
点灯

点滅

ンクか は、
色別 インク エンド ランプ
で確認します）
。
点滅

処置 ： インクがなくなるまで印刷できます

（色別）

が、
新し いイン クカー トリッ ジを用
意してください。

点灯

点灯

−

−

内容 ： インク がなく なりま した
（ど のイン
クかは、色別イ ンクエ ンドラ ンプで
確認します）
。

点灯

処置 ： 新しいインクカートリッジと交換し

（色別）
点灯

−

てください。
点滅

−

内容 ： 用紙がプリンタ内部で詰まっていま
す。
処置 ： 電源を オフに して、
詰 まった 用紙を
取り除いてください。
「用紙が詰まった」200 ペー
s 本書

点滅

ジ

（すべて）

内容 ： プリ ン タカ バ ー
（後）が 開い て いま
す。
処置 ： プリンタカバー（後）
を閉じてくださ
い。
点灯

−

●消灯

−

内容 ： 用紙が あり ません（どの給 紙経路 か
は、給紙経路別ランプで確認します）
。

点灯

処置 ： 用紙を正しくセットしてください。

（経路別）
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ランプの状態
インクエンド
電源

点灯

用紙チェック

色別インク
エンド
−

用紙サイズ/種類

内容と処置方法

給紙経路別
点灯

−

内容 ：用紙が ありま せん（どの給 紙経路 か
は、
給紙経路別ランプで確認しま
す）
。
処置 ：用紙を正しくセットしてください。
内容 ：用紙の 給紙に 失敗し ました（どの 給
紙経路 かは、給紙経 路別ラ ンプで 確
認します）
。

点灯

処置 ：用紙が正しくセットされている か確

（経路別）

認してください。
内容 ：用紙カセットがセットされてい ませ
ん
（どの用紙 カセットかは、
給紙 経路
別ランプで確認します）
。
処置 ：用紙カセットがプリンタの奥ま で正
しくセットされているか確認し てく
ださい。

点灯

−

−

（点滅）

内容 ：プリ ンタ ド ライ バの 設定 と用 紙 カ
セッ トにセ ット され た用紙 サイ ズ/
種類が合っていません。
処置 ：用紙を交換し、
［エラー解除］
スイッ

点滅

チを押します。
印刷が続行されます。

（経路別）

本書
「用 紙サイズ/種別 エラーにつ い
て」
175 ページ

点灯

点滅

点滅

点滅

内容 ：定期交換部品の交換時期が近づ いて
います。

−

処置 ：s 本書「メン テナン スコー ルが 発

−

生したら」
175 ページ
点滅

点灯

点滅

点灯

点滅

（すべて）
点滅

点滅

点滅
（すべて）

点滅

点滅

内容 ：サービスコールが発生しています。
処置 ：s 本書「サー ビスコ ールが 発生 し
たら」
176 ページ
内容 ：キャリ ッジ（プリン トヘッ ドが載 っ
ている 部分）または 給紙装 置が正 常
に動作していません。

点滅

点滅

（すべて）

（すべて）

処置 ：一旦電源をオフにします。その後、プ
リン タ内 部 に異 物が 入っ てい な い
か、
紙 詰まり がない か調べ て異常 の
原因を取り除いてから電源を入 れ直
してください。

点滅

点灯

点灯

点灯

内容 ：プリントヘッドエラーが発生し てい
ます。

点滅
（すべて）

点滅
（すべて）

処置 ：s 本書「プリ ントヘ ッドエ ラー が
発生したら」
175 ページ
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用紙サイズ/種別エラーについて
用紙サイズ/種別エラーはコンピ ュータ上またはプリンタ 本体のどちらか一方で表
示させることができます。
環境
Macintosh

プリンタドライバ*1

プリンタの用紙チェック
切り替え*2

［環 境設 定］で
［印 刷前 に −

用紙チェックの表示
EPSONプリ ンタ ウィ ン
ドウ

エ ラ ー を 確 認 す る］を
チェック
［環 境設 定］で
［印 刷前 に ON
エ ラ ー を 確 認 す る］を OFF
チェックしない

操作パネルのランプ
用紙チェックを行わない

［用 紙 −
Windows でEPSONプ リ ［環 境 設 定］で

EPSONプリ ンタ ウィ ン

をチェック
ンタドウィン ドウ!3が使 チェック］

ドウ!3

用可能な環境

操作パネルのランプ

［環 境 設 定］で
［用 紙 ON
チェ ック］をチ ェック し OFF
ない

用紙チェックを行わない

Windows でEPSONプ リ −

ON

操作パネルのランプ

ンタドウィン ドウ!3が使

OFF

用紙チェックを行わない

用不可能な環境
*1 プリンタドライバの設定については、以下のページを参照してください。
s Windows：本書「環境設定」40 ページ
s Macintosh：本書「
［環境設定］ダイアログ」107 ページ
*2 操作パネルの設定方法については、以下のページを参照してください。
s 本書「用紙チェック切り替え」169 ページ

プリントヘッドエラーが発生したら
スプールマネージャ（Windows）、プリントキュー（Macintosh）の中にある印刷
データをすべて削除してから、プリンタの電源をオフにします。
プリンタの電源を入れ直し、ノズルチェックパターンを印刷します。正常なパター
ンが印刷されるまでヘッドクリーニングを行います。ヘッドクリーニングを繰り返
しても正 常なパタ ーンが印 刷されなか ったり、繰り 返し本エ ラーが発 生する場合
は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口にご相談ください。
s 本書「サービス・サポートのご案内」222 ページ

メンテナンスコールが発生したら
メンテナンスコールは、本機の定期交換部品の交換時期が近づいたことを示すワー
ニングメッセージです。操作パネルにメンテナンスコールが表示された場合は、本
機を購入された販売店またはエプソンの修理窓口に連絡し、定期交換部品の交換を
依頼してください。定期交換部品は保証期間内外を問わず有償になります。
メンテナンスコールが表示されても、定期交換部品の寿命が終わるまで印刷を続け
ることができます。ただし、定期交換部品の寿命が終わると操作パネルにサービス
コールが表示され、自動的に印刷を停止します。サービスコールが発生すると、定
期交換部品を交換しない限り印刷を再開できません。
s 本書「サービス・サポートのご案内」222 ページ
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サービスコールが発生したら
サービス コールは 定期交換部 品の寿命が 尽きた場 合に表示さ れるエラ ーメッセー
ジです。
サービスコールが発生すると、プリンタは自動的に印刷を停止します。一旦電源を
オフにし、再度電源をオンにしたときにサービスコールが表示されなくなった場合
は、しばらくそのままお使いいただくことができます。再度同じサービスコールが
表示されてプリンタが使用できなくなった場合は、本機を購入された販売店または
エプソンの修理窓口に連絡してください。
s 本書「サービス・サポートのご案内」222 ページ
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電源ランプが点灯しない
電源をオンにしても電源のラ ンプが点灯しない場合は、次の3点を確認してくださ
い。
チェック

電源プラグがコンセントから抜けていませんか？
差し込みが浅かったり、斜めになっていないか確認し、しっかりと
差し込んでください。

チェック

電源コンセントに問題があることがあります。
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。

チェック

AC電源は規定の電圧になっていますか？
コンセントの電圧を確認し、正しい電圧で使用してください。また、
タコ足配線や、テーブルタップへの接続、コンピュータの背面など
に設けられているコンセントへの接続はしないでください。

以上の3点を確 認の上で電 源をオン にしても電 源ランプ が点灯しな い場
合は、お買 い求めの エプソン 販売店かエ プソンの 修理窓口 にご相談 くだ
さい。
s 本書「サービス・サポートのご案内」
222 ページ
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印刷しない
● プリンタとコンピュータの接続を確認します
チェック

インターフェイスケーブルが外れていませんか？
プ リン タ側 のコ ネク タ*1と コン ピュ ータ 側の コネ クタ 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 いないかを確認
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。

チェック

インターフェイスケーブルがコンピュータや本機 の仕様に合ってい
ますか？
インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認 し、コンピュータの
種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。
s スタートアップガイド「コンピュータとの接続」38 ページ

チェック

コンピュータとプリンタはケーブルで直結していますか？
プリンタとコンピュータの接続に、プリンタ切 替機、プリンタバッ
*2
ファ および延長ケーブ ルを使用している 場合、組み合わせに よっ
て は正常 に印刷 できま せん。プ リンタ とコン ピュー タを インタ ー
フェイスケーブルで直結し、正常に印刷できるか確認してください。

チェック

インターフェイスケーブルを交換していませんか？
WindowsでUSBケーブル からパラ レルケー ブルへ、ま たパラレ ル
ケー ブルか らUSBケーブル へ交換す るとき はプリ ンタド ライバ の
再設定が必要です。
s 本書「インターフェイスケーブルを交換する方法（Windows98/
2000）
」219 ページ

チェック

コネクタのピンが折れたりしていませんか？
コネクタ部分のピンが折れていたり曲がった りしていると、プリン
タとコンピュータの通信が正しく行われない場合があります。

チェック

ネットワーク上の設定は正しいですか？
ネットワーク上のほかのコンピュータから印刷で きるか確認してく
ださい。ほかのコンピュータから印刷できる場 合は、プリンタまた
はコンピュータ本体に問題があると考えられ ます。接続状態やプリ
ンタドライバの設定、コンピュータの設定などを確認してください。
印刷できない場合は、ネットワークの設定に問題 があると考えられ
ます。ネットワーク管理者にご相談ください。

*1 コネクタ：
イン ター フェ イス
ケー ブ ルの 先端 を差
し込むところ。

*2 プリンタバッファ：
コ ン ピュ ー タか ら送
ら れ た印 刷 デー タを
一 時 的に 蓄 えて おく
メモリ。
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●プリンタドライバが正しくインストールされているか確認します
チェック

本機のWindows プリンタドラ イバが、コントロ ールパネルや アプ
リケーションで、通常使うプリンタとして選 ばれているか確認して
ください。
確認方法
①［スタート］ボタンをクリックしマ
ウスカーソルを［設定］に合わせ、
［プリンタ］をクリックします。
②［MC-5000］アイコンを右クリッ
クし、表示されたメニューを確
認します

［通常使うプリンタ］の設定に
なっているか確認します。

チェック

本機のMacintoshプリンタドライバ［MC-5000］がセレクタ画面
で正しく選択されているか、選択したポート が実際にプリンタを接
続したポートと合っているかを確認してください。

選択 した プリン タド ライ バと
ポートが正しいか確認します。
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チェック

Windowsにおい て、プリンタドラ イバからの印 字テストは正 常に
行えますか？
プリンタドライバからの印字テストを行 うことにより、プリンタと
コンピュータの接続、およびプリンタドライ バの設定が正しいかど
うかを確認できます。
① プリンタが印刷可能状態であること（電源ランプのみが点灯）を
確認し、プリンタにA4の用紙を複数枚セットします。
② スタート から［設定］-［プリンタ］のフォルダを開きます。
③［MC-5000］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 Windows95/98 の場合は［情報］または［全
般］の タ ブ を 選 択 し 右 下 の［印 字 テ ス ト］を ク リ ッ ク、
WindowsNT4.0/2000の場合は［全般］のタブを選択し、右下の
［テストページの印刷］をクリックします。
しばらくすると、
「Windows95PrinterTestPage」
、
「Windows98
プリンタの印字テスト」、「WindowsNTプリンタテストページ」、
「Windows 2000プリンタテストページ」の印刷がはじまります。
下図を参考にして印刷結果が正常かどうかを確認してください。
※ テ ス ト ペー ジ に 記 載さ れ て い る「ドラ イ バ バ ージ ョ ン」と は
Windows内部 のドラ イバのバ ージョン であり、お客 様がイン ス
ト ールさ れた当社 のプリ ンタド ライバ のバー ジョンと は異な り
ます。

Windows98の例

WindowsNT4.0の例

※ 印刷されるページは1枚のみです。A4サイズなどの用紙の場合、用紙の下端
において印刷が途切れますが、異常ではありません。

テストページが正しく印刷された場合は、プ リンタとコンピュータ
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。
テストページが正しく印刷されない場合 は、本書のここまでの項目
を再度確認してください。
s 本書「印刷しない」178 ページ
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● エラーが発生していないか確認します
チェック

プリンタにエラーが発生していないか、操作パネ ルのランプ表示で
確認します。ランプ表示の詳細については以下の ページを参照して
ください。
s 本書「操作パネルのランプにエラーが表示される」173 ページ

チェック

EPSONスプールマネージ ャまたはプリントマネージャのス テータ
スが「一時停止」になっていませんか？
印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブル で印刷停止した場
合、スプールマネージャまたはプリントマネージ ャのステータスが
「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。
（Windows95/98 その1）
① タスクバー上の［EPSON MC-5000］をクリックしてスプールマ
ネージャを開きます。
② 印刷データの［状態］が［一時停止］になっている場合は、印刷
データを クリックして［一時停 止/再開］ボタンをクリックし て
ください。
印刷の必要のないデータは削除してください。
•
確認

181

（Windows95/98その2）
①スタ ートメニ ューの［設定］に カーソルを 合わせて［プ リンタ］
をクリックします。
②［MC-5000］アイコンを右クリックして、表示されたメニューの
［一時停止］にチ ェックが付いてい る場合は、クリックし て「✔」
を外します。

①右クリックして

②確認します

（Windows NT4.0/2000）
① スタートメニ ューの［設定］にカーソルを合 わせて［プリンタ］
をクリックします。
②［MC-5000］アイコンをダブルクリックし、プリンタが一時停止
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「✔」を外します。

確認

チェック

*1 WPS:
Mi crosof t Wi ndows
Pri nting Systemの略。

プリンタを接続したポートと、プリンタドライバ のプリンタ接続先
の設定が合っていますか？
Windowsでは通常、プリンタの接続先はパラレルインターフェイス
の場合は「LPT1」に、USBインターフェイスの場合は「EPUSBx」
（Windows98）/「USBx」
（Windows2000）に設定されています。
また、WPS*1プリンタをインストールしている場合、接続先が「File：」
に変更されていることがあるので注意が必要です。
s 本書「プリンタ接続先の設定」61 ページ
s 本書「USBケーブル接続時のトラブル」204 ページ
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チェック

Macintoshのシステムメモリの空き容量は十分ですか？
Macintosh用プリンタドライバは、Macintosh本体のシステム メモ
リの空きエリアを使用してデータを処理しま す。コントロールパネ
ルのRAMキャッシュを減らしたり、使用していないアプリケーショ
ンソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてください。
印刷時に必要な空きメモリ容量については、以下 のページを参照し
てください。
s スタートアップガイド「システム条件の確認」50 ページ
• Macintoshでのメモリの設定
A アップルメニューから「コントロールパネル」を選択し、その中
の「メモリ」を起動します。
B メモリのウィ ンドウで「ディスクキャッ シュ」や「仮想メモリ」
の設定を変更します。

チェック

EPSON Monitor3のステータスが「プリントキュー停止中」になっ
ていませんか？
EPSON Monitor3の［プリンタ］メニューで［プリントキューの停
止］を選択すると、停止が解除されるまで印刷は行われません。

確認

A 画面右上のアプリケーションメニューから［EPSON Monitor3］
を選択します。
B ス テータスが「プ リントキュ ーの停止中」の 場合は、画面上 部
の［プ リンタ］メニュ ーから［プリ ントキュー の開始］を選 択
します。
チェック

コンピュータの画面に「プリンタが接続されていません。」「用紙が
ありません。」と表示されていませんか？
仕様 に合っ たイ ンター フェイ スケー ブルで 正しく 接続さ れてい る
か、プリンタのランプがエラーを示していないか確認してください。
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● アプリケーションソフトを確認します
ここでは、トラブルが特定のアプリケーションソフトまたは特定のデータだけで起
こるものなのかどうかについて判断します。
チェック

違うデータを印刷した場合、またはデータ量が少ない場合は正常に
印刷が可能ですか？
データが壊れているなどの理由により、特定のデータだけ印刷がで
きないという可能性があります。ほかのデータを印刷することで確
認してください。
また、データ量が大きな場合はデータ量を少なくして確認してくだ
さい。データ量が大きいときにだけ印刷ができない場合は、アプリ
ケーションソフトとメモリの関係、コンピュータのシステムなどに
問題がある可能性があります。

チェック

アプリケーションソフトへのメモリの割り当ては適切ですか？
メモ リの空 き容量 を確保 した上 で、以下の 方法で 使用す るアプ リ
ケーションソフトへのメモリの割り当てサイズを増やして、正常な
印刷が行えるかどうかを確認してください。
A ハ ードディスクの中 から、メモリの割り 当てサイズの変 更を行
いた いアプリケーショ ンソフトのフォ ルダをダブルクリ ックし
て開きます。
B 開 いたフォルダの中 の、アプリケーショ ンソフトを起動 させる
ファ イル（起動ファイ ル）をクリックし て選択した状 態で、画
面左上の［ファイル］から［情報を見る］を選択します。
C 画 面上に選択したア プリケーションソ フトの情報が表示 されま
すの で、そのウィン ドウの［メモリ 使用条件］の項目 の［最小
サイズ］と［使用サイズ］を増やしてください。

184

● インクカートリッジの状態を確認します
チェック

プリントヘッドは動くが印刷しない場合は、プリンタの動作確認を
してみましょう。
本機は、プリンタ内部で持っているノズルチェックパターンを印刷
する機能をもっています。コンピュータと接続していない状態で印
刷できるので、プリンタの動作や印刷状態を確認できます。
まず、ノズルチェックパターン印刷をしてください。
s 本書「ノズルチェックパターン印刷」155 ページ
＜良い例＞

チェック

p

＜悪い例＞

ノズルチェックパターンが正常に印刷されない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。
ノズルチェックパターンが正常に印刷されない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 本書「ヘッドクリーニング」156 ページ

• ク リーニングが必要な場合の印刷サ ンプルを掲載していますので参 照してくだ
さい。
s スタートアップガイド「トラブルチェック用印刷サンプル」巻末
• 使 いかけのイ ンクを再度 取り付けた り、
プリンタの 電源が入っ ていない状 態で
イ ンクカート リッジを交 換した場合、
イ ンク残量の 検出が正し く行われず イン
ク エンドラン プが点灯す る前にイン クがなくな ったり、
正常な 印字ができ なく
なります。インクカートリッジの交換は、必ず本書に従って交換してください。

チェック

プリンタを長期使用せずにいませんでしたか？
プリンタを長期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。
プリンタを長期使用しなかった場合の処理については、以下のペー
ジを参照してください。
s 本書「プリンタを長期間使用しなかった場合は」161 ページ
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● もう一度コンピュータを確認します
チェック

システム条件を確認しましょう。
お使 いのコンピュ ータのシステ ム条件によ っては、MC-5000をご
利用になれない場合もあります。もう一度システム条件の確認をし
てください。
s Windows：スター トアップ ガイド「シ ステム条 件の確認」42
ページ
s Macintosh：スタートアップガイド「システム条件の確認」50
ページ

チェック

BIOSの設定を確認してください。
*1
コン ピュ ータのBIOS シ ステム セッ トアッ プのパ ラレル ポート の
モ ー ド 設 定 がEPPな ど と な っ て い る 場 合に は、Bi-Directiona l、
Compatible、ECPなどに変更してください。
BIOSシステムセットアップの方法は各社、各機種により異なります
ので、コンピュータの取扱説明書などを参照して、設定の確認、変
更を行ってください。

チェック

OSは正常に動作していますか？
以下の方法で、簡単なOSのチェック、修復ができます。詳しい方法
はそれぞれの取扱説明書などを参照してください。
• Windows95/98の場合
［スタート］から［プログラム］-［アクセサリ］-［システムツー
ル］
［スキャンディスク］
を起動し、Windows95/98が入っている
ドライブのチェック、修復を行ってください。
• WindowsNT4.0/2000の場合
［マイ コンピュータ］の 中から、WindowsNT4.0/2000がイ ンス
トールされているドライブを選択し、
［プロパティ］-［ツール］［エラーチェック］を行ってください。
• Macintoshの場合
Mac OSに添付の［DiskFirstAid］を実行すること により、OSの
チェック、修復が行えます。詳 しくは、Mac OSの取扱 説明書を
参照してください。

チェック

プリンタドライバを再度インストールしてみましょう。
以上のことを確認しても、まったく印刷が行えない場合、プリンタ
ドライバが正常にインストールされていない可能性があります。
本機のプリンタドライバを再度インストールしてみましょう。
Windowsの場合は、一度削除（アンインストール）してから再度イ
ンストールしてください。

*1 BIOS：
（B asic Input/Output
System）
コ ンピ ュ ータ の基 本
的 な動 作 を命 令す る
プログラム。

以上の ことを確認 しても印 刷しない 場合は、
お買 い求めの 販売店ま たは
エプソンの修理窓口にご相談ください。
s 本書「サービス・サポートのご案内」
222 ページ
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給紙･排紙がうまくできない
給紙がうまくできないときは、まず、用紙を正しくセットし直してください。
チェック

p

用紙 カセッ トのス イッチ は用紙の 種類や サイズ に合わ せて設定 し
てありますか？
セッ トして ある用 紙とス イッチと の設定 が異な ると給 紙しない こ
とがあります。スイッチに記載のない用紙をセットした場合は「そ
の他」に設定してください。

用紙チェックは 、
双方向通信が可能な場合は プリンタドライバが行い、
そ れ以外の
場合は プリンタ 本体が行い ます。
用紙カ セットのス イッチを
「そ の他」に設定 して
ある場合は、この用紙チェックが行われません。

チェック

プリンタドライバの［用紙種類］の設定がプリンタにセットされて
いる用紙と合っていますか？
プリンタ ドライバの［基本設定］メニュー（Windows）/［印刷ダ
イアログ］
（Macintosh）の［用紙種類］をプリンタにセットしてい
る用紙に合わせてください。

プ リンタに セットした 用
紙を選択してください。

チェック

エッジガイドの位置は用紙の端面にきちんと合っていますか？
エッジガイドの幅が狭すぎると、用紙が動きにくくなって、用紙を
給紙しない原因となります。また、エッジガイドの幅が広すぎると、
曲がって給紙されたり、重なって給紙される原因となります。
用紙 カセッ トのエ ッジガ イドはセ ットし た用紙 の左端 と後端に き
ちんと合わせてください。
手差しスロット（後）のエッジガイドはセットした用紙の右端にき
ちんと合わせてください。
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チェック

用紙カセットにセットしてある用紙が多すぎませんか？
一度にセットできる用紙の最大枚数は、用紙の種類によって異なり
ます。用紙の量が多すぎると、正常に給紙できない場合があります。
用紙は必ず最大枚数以下でセットしてください。
s 本書「使用可能な用紙の種類」127 ページ

チェック

用紙の先端が、プリンタの奥（突き当たる位置）まで差し込まれて
いますか？
手差 しスロ ットか ら給紙 する場 合は、用紙 を突き 当たる 位置ま で
しっかりと差し込んでセットしてください。用紙が一番奥に突き当
たると、プリ ンタは2秒後に自動的に用 紙をプリンタ内部に 引き込
みます。
s 本書「手差しスロットからの給紙」142 ページ

チェック

プリンタは水平な場所に設置されていますか？
プリンタの下に物がはさまれていませんか？
設置場 所が水平でな かったり、下に物 がはさまれて いたりすると、
正常に排紙されないことがあります。

チェック

紙押さえローラが正しくセットされていますか？
（一度に複数枚の用紙が給紙される場合）
用紙カセットから給紙する場合は、紙押さえローラを正しくセット
する必要があります。用紙の上に紙押さえローラが載っていること
を確認してください。
s 本書「用紙カセットからの給紙」134 ページ
（1枚も給紙されない場合）
このような場合は、図のように紙押さえローラが動作しないように
固定して試してください。正常に印刷できる場合は、この設定でご
使用ください。

一 番 手前 の 位置
にセットします

（用紙先端がめくれる場合）
湿気を含んだ普通紙を使用すると、用紙先端の一部がめくれて折れ
た状態になることがあります。このような場合には、上図のように
紙押さえローラが動作しないように固定してください。正常に給紙
できる場合は、この設定でご使用ください。
また、一番下の用紙は、その上の用紙を正常に給紙するための給紙
補助シートとして機能します。この用紙は正常に給紙できない可能
性がありますのでご注意ください。
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チェック

MCマット紙を使用していませんか？
MCマット紙を大 量に印刷すると正常 に給紙できなくなるこ とがあ
ります。
この場合は、用紙に添付されているクリーニングシートを使って給
紙ローラをクリーニングしてください。クリーニングシートの使用
方法は用紙の取扱説明書をご覧ください。

チェック

用紙カセットは正しくプリンタ本体にセットされていますか？
• 用紙カ セット に排紙 トレイ がセッ トされ ていな いと用 紙なし エ
ラーになります。
• 用紙カセットはプリンタ本体の奥まで確実に押し込みます。
A3サイズ以上の 用紙をセッ トするため に用紙カセ ットを引き 出し
た場合は、排紙トレイも引き出してください。

用紙が正しくセットされている場合は、使用している用紙の状態を確認します。
チェック

用紙にシワ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。

チェック

一般の室温環境下で使用していますか？
専用紙は一般の室温環境下（温度：15〜25ﾟC、湿度40〜60%）で
使用してください。

チェック

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、専用紙は、お使
いになる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、湿気を含んで正常に給紙できない原因となります。

チェック

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。
エプソン製専用紙以外の用紙に印刷する場合などは、用紙の取扱説
明書や用紙の購入先にお問い合わせください。
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専用紙の裏面に印刷してしまった
誤って専用紙の裏面に印刷すると、インクでプリンタ内部が汚れる場合があります。
このような場合には、次の方法でプリンタ内部をクリーニングしてください。
• プリンタの電源をオフにして、プリンタ内部をよく絞った布で拭き取ります。
• プリ ンタの電源をオンにし て、
普通紙を インクの汚れが付か なくなるまで通紙し
ます。普通紙をプリンタにセットし、
［排紙］
スイッチを押します。

w

• 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。
プリンタの表面が変質・変形するおそれがあります。
注意 深く扱って くだ
• プ リンタメカ ニズムや電 気部品に水 がかからな いように、
さい。
• 硬いブラシを使用しないでください。プリンタ表面を傷付けることがあります。
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画面表示と印刷結果が異なる
● 印刷される文字が画面表示と異なる
チェック

本機のWindowsプリンタドライバが選択されていますか？
本機のWindowsプ リンタドライ バが、Windowsのプリンタの 設定
ダイアログボックスやアプリケーションで、通常使うプリンタとし
て設定されているか確認してください。本機以外のプリンタドライ
バでは、正常に印刷できない場合があります。
s 本書「プリンタドライバが正しくイ ンストールされているか確
認します」179 ページ

チェック

印刷に失敗したり、中止したデータがスプールマネージャまたはプ
リントマネージャに残っている可能性があります。
プリンタの電源をオフにして、スプールマネージャまたはプリント
マネージャに残っているデータを削除します。
s 本書「印刷の中止方法」14 ページ

チェック

本機のMacintoshプリンタドライバが選択されていますか？
本機のMacintoshプリンタドライバ「MC-5000」がセレクタ画面で
正しく選択されているか、また、選択したポートが実際にプリンタ
を接続したポートと合っているかを確認してください。
s 本書「プリンタドライバが正しくイ ンストールされているか確
認します」179 ページ

チェック

印刷データのサイズと用紙サイズの設定が合っていますか？
とくに、印刷データの用紙幅方向のサイズがセットした用紙の幅よ
り大きい場合には、プリンタのプラテンへの印字防止（印刷用紙を
はみ出して印字することを防止）のために、データが自動的にカッ
トされるために、画面表示と異なる印刷結果となります。印刷する
場合には、印刷データと用紙のサイズが合っている（または、印刷
データサイズが用紙サイズより小さい）ことを確認してから実行し
てください。また、プリンタドライバのフィットページ機能をお使
いいただくことにより、用紙サイズに合わせた印刷が可能となりま
す。
s Windows：本書「拡大/縮小して印刷するには」32 ページ
s Macintosh：本書
「自動的に拡大/縮小して印刷するには（フィッ
トページ）」88 ページ

チェック

プリンタドライバで印刷機能を使用した設定にしていませんか？
スタンプマークなどの印刷機能を使用すると、印刷結果と画面表示
が異なります。プリンタドライバの設定を確認してください。
s Windows：本書「レイアウト」31 ページ
s Macintosh：本書「
［レイアウト］ダイアログ」88 ページ
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● 印刷位置が画面表示と異なる
チェック

アプリケーションソフトウェアでページレイアウ トの設定をしまし
たか？
ページレイアウトの設定で用紙サイズと余 白（マージン）を確認し
てください。用紙サイズに対して印刷設定が適切 か見直してくださ
い。

チェック

プリンタドライバで設定した用紙サイズと、実際 に使用している用
紙サイズは同じですか？
プリンタドライバ［用紙設定］ダイアログの設定と 実際の用紙サイ
ズが合っていなければ正しい位置に印刷され ません。設定と実際に
印刷する用紙のサイズは合わせてください。
s Windows：本書「用紙設定」28 ページ
［用紙設定］ダイアログ」80 ページ
s Macintosh：本書「

● カラー印刷ができない
チェック

ソフトウェアの設定がカラーデータになっていますか？
ソフトウェア上でカラーデータになっているかど うか確認してくだ
さい。
例）アプリケーションソフト「Adobe Photoshop」の場合は［モー
ド］メニューをクリックしてモードがカラーになっているかどう
かを確認します。

チェック

プリンタドライバのインクの設定が［カラー］になっていますか？
プリンタドライバ［基本設定］ダイアログ（Windows）/［印刷］ダ
イアログ（Macintosh）内のインクの設定が［黒］に設定さ れてい
ると、カラー印刷ができません。設定が［カラー］に なっているか
確認してください。
s Windows：本書「基本設定」18 ページ
s Macintosh：本書「
［印刷］ダイアログ」84 ページ
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● 画面表示と色合いが異なる
チェック

出力装置（ディスプレイとプリンタ）の違いによる差です。
ディスプレイ表示とプリンタで印刷した時の色とでは、発色方法が
違うため、色合いに差異が生じます。
テレビやディスプレイなどでは、赤（R）・緑（G）・青（B）の 光
の三原色 と呼ばれる3色の組み合わせで様々な色を表現します。ど
の色も 光っていない状態 が黒、3色すべてが光って いる状態が白と
なります。
一方、カラーのグラビア印刷 やカラープリンタの印刷は、黄（Y）・
マゼンタ（M）・シアン（C）の 色の三原色 を組み合わせていま
す。まった く色を付けない のがもちろん白 で、3色を均等に混ぜた
状態が黒になります。

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画（CMY）→ディ
スプレイ（RGB）→印刷（CMY）の変更が必要になり、さらに一致
させ るこ とが難 しくな ります。こ のよう な場合 の機 器間の カラー
マ ッ チ ン グ（色 の 合 わ せ こ み）を 行 う の が、I CM/ s R G B
（Windows95/98/2000）やColorSync（Macintosh）です。
チェック

プリ ンタド ライバ のオー トフォ トファ イン!4機能を 有効に してい
ませんか？
オートフォトファ イン!4は、コントラストや彩度が適切でないデー
タに対して最適な補正を加えて鮮明に印刷できるようにする機能で
す。そのためオート フォトファイン!4を有効にしてあると、表示画
面の色合いと異なる場合があります。
s Windows：本書「
［手動設定］ダイアログ」22 ページ
s Macintosh：本書「
［詳細設定］ダイアログ」97 ページ

チェック

システム特性の設定を行いましたか？ (ColorSync)
ColorSyncが正しく動作 するためには、入力機器・使用アプリケー
ションがColorSyncに対応 している必要があります。また、お使い
のディスプレイのシステム特性を設定する必要があります。
s 本書「ColorSyncについて」116 ページ
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チェック

普通紙を使用していませんか？
カラー印刷の場合は、使用する用紙によって仕上がりイメージがか
なり異なります。目的に応じて用紙（専用紙と普通紙など）を使い
分けていただくことをお勧めします。

チェック

プリンタドライバで設定した用紙種類の設定と実際に使用している
用紙種類は同じですか？
プ リンタ ドラ イバ［基 本設定］ダ イア ログ（Windows）/［印刷］
ダイアログ（Macintosh）
の用紙種類の設定と実際の用紙種類が合っ
ていなければ印刷品質に影響をおよぼします。設定と実際に印刷す
る用紙種類は合わせてください。

チェック

双方向印刷（高速印刷）をしていませんか？
双方向印刷の場合、プリントヘッドが左右どちらに移動するときも
印刷するので、高速に印刷できます。しかし、速度と引き替えに印
刷品質が多少低下する場合があります。より高品質な印刷を行うと
きは、プリンタドライバ上で、双方向印刷の設定を解除してくださ
い。
［手動設定］ダイアログ」22 ページ
s Windows：本書「
［詳細設定］ダイアログ」97 ページ
s Macintosh：本書「

チェック

ノズルチェックパターンは正常に印刷されますか？
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
り色合いが変わる場合があります。ノズルチェックパターンを印刷
してみてください。
s 本書「ノズルチェックパターン印刷」155 ページ
＜良い例＞

＜悪い例＞

ノズルチェックパターンが欠けている場合は、プリントヘッドのク
リーニングを行ってください。
s 本書「ヘッドクリーニング」156 ページ

p

• ク リーニングが必要な場合の印刷サ ンプルを掲載していますので参 照してくだ
さい。
s スタートアップガイド「トラブルチェック用印刷サンプル」巻末
• 使 いかけのイ ンクを再度 取り付けた り、
プリンタの 電源が入っ ていない状 態で
イ ンクカート リッジを交 換した場合、
イ ンク残量の 検出が正し く行われず イン
ク エンドラン プが点灯す る前にイン クがなくな ったり、
正常な 印字ができ なく
なります。インクカートリッジの交換は、必ず本書に従って交換してください。
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チェック

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？
古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなり
ます。新しいインクカートリッジに交換してください。インクカー
トリッジは、個装箱に記載されている有効期限までに使用すること
をお勧めします。

チェック

正しいインクカートリッジをセットしていますか？
本製品は、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
クエ ンドが 正常に 検出で きなくな るなど で色合 いが変 わる場合 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。

● 罫線がずれる
チェック

ギャ ップ調 整された 状態で 双方向 印刷（高速印 刷）をして います
か？
双方向印刷の場合、プリントヘッドが左右どちらに移動するときも
印刷を行います。このとき、プリントヘッドのずれ（ギャップ）に
より、罫線がずれて印刷される場合があります。
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。
s 本書「ギャップ調整」157 ページ
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印刷品質が良くない
印刷品質が良くないときは、まず、次の3点を確認してください。
チェック

プリンタを、長期間使用せずにいませんでしたか？
プリンタ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。
プ リンタ を長期 間使用 しな かった 場合の 処置に つい ては、以下 の
ページを参照してください。
s 本書「プリンタを長期間使用しなかった場合は」161 ページ

チェック

ギャップ調整がされていますか？
双方向印刷をしていて画像がぼけたときは、ギャ ップ調整をしてく
ださい。
s 本書「ギャップ調整」157 ページ

p

ギャップ調整が 必要な場合の印刷サンプルを 掲載していますので参照し てくださ
い。
sスタートアップガイド「トラブルチェック用印刷サンプル」巻末

チェック

ノズルチェックパターンは正常に印刷されますか？
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
り印刷品質に影響する場合があります。ノズルチェックパターンを
印刷してみてください。
s 本書「ノズルチェックパターン印刷」155 ページ
＜良い例＞

＜悪い例＞

ノズルチェックパターンが欠けている場合は、プリントヘッドのク
リーニングを行ってください。
s 本書「ヘッドクリーニング」156 ページ

p

• ク リーニングが必要な場合の印刷サ ンプルを掲載していますので参 照してくだ
さい。
s スタートアップガイド「トラブルチェック用印刷サンプル」巻末
• 使 いかけのイ ンクを再度 取り付けた り、
プリンタの 電源が入っ ていない状 態で
イ ンクカート リッジを交 換した場合、
イ ンク残量の 検出が正し く行われず イン
ク エンドラン プが点灯す る前にイン クがなくな ったり、
正常な 印字ができ なく
なります。インクカートリッジの交換は、必ず本書に従って交換してください。
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● 印刷にムラがある、
薄い、または濃い

p

以下のチェック 項目が原因だと思われる 印刷サンプルを掲載して いますので参照
してください。
sスタートアップガイド「トラブルチェック用印刷サンプル」巻末

チェック

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？
古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなり
ます。新しいインクカートリッジに交換してください。インクカー
トリッジは、個装箱に記載されている有効期限（プリンタ装着後は
6ヵ月以内）までに使用することをお勧めします。

チェック

正しいインクカートリッジをセットしていますか？
本製品は、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
クエ ンドが 正常に 検出で きなくな るなど で印刷 品質に 影響する 場
合が 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。

チェック

プリ ンタド ライバ で設定 した用紙 種類の 設定と 実際に 使用して い
る用紙種類は同じですか？
プ リンタ ドラ イバ［基本 設定］ダ イアロ グ（Windows）/［印刷］
ダイアログ（Macintosh）
の用紙種類の設定と実際の用紙種類が合っ
ていなければ印刷品質に影響をおよぼします。設定と実際に印刷す
る用紙種類は合わせてください。

チェック

双方向印刷（高速印刷）をしていませんか？
双方向印刷の場合、プリントヘッドが左右どちらに移動するときも
印刷するので、高速に印刷できます。しかし、速度と引き替えに印
刷品質が多少低下する場合があります。より高品質な印刷を行うと
きは、プリンタドライバ上で、双方向印刷の設定を解除してくださ
い。
［手動設定］ダイアログ」22 ページ
s Windows：本書「
［詳細設定］ダイアログ」97 ページ
s Macintosh：本書「

チェック

プリンタドライバの設定を変更しましたか？
写真 データ などを 印刷す る場合に 標準の 設定で 高品質 な結果が 得
られないときは、プリンタドライバの印刷設定を［推奨設定］から
［詳細設定］の［高精 細］に変更し てください。よ り高品質な 印刷
結果を得ることができます。
s Windows：本書「基本設定」18 ページ
［印刷］ダイアログ」84 ページ
s Macintosh：本書「
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チェック

プリンタドライバでカラー調整をしましたか？
出力装置（この場合はディスプレイとプリンタ）の違いによってカ
ラー出 力の色合いが 多少違うこと があります。この ような場合に、
ディ スプレ イの色 をより 忠実に再 現する ための カラー 調整の機 能
が用意されています。こうした機能を使ってカラー調整をしてみて
ください。
s Windows：本書「
［手動設定］ダイアログ」22 ページ
s Macintosh：本書「
［詳細設定］ダイアログ」97 ページ

● 印刷がきたない、
汚れる、にじむ

p

以下のチェック 項目が原因だと思われる 印刷サンプルを掲載して いますので参照
してください。
sスタートアップガイド「トラブルチェック用印刷サンプル」巻末

チェック

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。

チェック

多量のインクを使用するような印刷をしていますか？
通常の厚さの用紙に印刷するときにおいて、多量 のインクを使用す
るような印刷を行うと印刷汚れが発生する場合があります。これは、
用紙がたわむことにより、プリントヘッドと用紙 がこすれることに
よって発生するものです。このような現象が発 生した場合は、以下
の処置を取ってください。
• 用紙カセットから給紙している場合
用紙カセットの［用紙種類］スイッチを［厚紙］に設定する。
• 手差しスロットから給紙している場合
パネル設定の［手差し紙厚切り替え］で［厚紙］に設定する。
s 本書「手差し紙厚切り替え」171 ページ

チェック

厚い用紙でプリントヘッドが印刷面をこすっていませんか？
厚い用紙を使用するとプリントヘッドが印刷面を こすってしまうこ
とがあります。
• 用紙カセットから給紙している場合
用紙カセットの［用紙種類］スイッチを［厚紙］に設定する。
• 手差しスロットから給紙している場合
パネル設定の［手差し紙厚切り替え］で［厚紙］に設定する。
s 本書「手差し紙厚切り替え」171 ページ
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チェック

普通紙を使用していませんか？
カラー画像の印刷や、より良い品質で印刷する ためには、専用紙の
ご使用をお勧めします。

チェック

プリンタの内部が汚れていませんか？
用紙の上端および用紙の裏面が汚れる場合は、プ リンタ内部の用紙
の通過経路が汚れている可能性があります。プリ ンタの内部の汚れ
をきれいにしてください。
s 本書「プリンタのお手入れ」160 ページ

チェック

枠線がぼやけていますか？
使用環境の温度あるいは湿度が動作保証以下にな っている場合に発
生します。動作保証環境下で印刷してください。
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用紙が詰まった
用紙が詰まったときや給紙/排紙エラー時には、プリンタの電源を一旦オフにして、以下の処置を
取ってください。

● 用紙カセットからの給紙で紙詰まりした場合

A 手差しスロット中央のくぼみに指をそえて、手差しスロットを開けます。

B 用紙経路カバーを開けます。

手差しスロットの中央を持って手前に引きます。

C 用紙カセット1からの給紙で紙詰まりした場合は、中のカバーを開けます。
用紙カセット 2 からの給紙で紙詰まりした場合は、この操作は不要です。手
順 D へ進んでください。

D 詰まった用紙を取り除きます。

E カバーを元通りに閉じます。
200

● 用紙がちぎれてプリンタ内部に残った場合
プリンタカバーを開けて、ピンセットなどを使ってちぎれた用紙を取り除きます。

● 用紙カセットの給紙エラー

A 用紙カセットをプリンタ本体から取り外します。

B スロットの奥にはさまっている用紙を手前に引き抜きます。

p

• 用紙カセット2 の場合も、
同様の手順で行ってください。
• MCマット紙や MCデザイン光沢紙を大量に印刷すると上図のような場所
で給紙エラーが発生する ことがあります。
この場合は、用紙に添付されて
いるクリーニングシートを使っ て給紙ローラをクリーニングしてくださ
い。クリーニングシートの使用方法は用紙の取扱説明書をご覧ください。

● 排紙エラー
排紙トレイに用紙の先端が少しでも出ている場合は、そのまま手前に引き出します。
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EPSONプリンタウィンドウ!3でのトラブル
●「通信エラーが発生しました」と表示される
チェック

プリンタの電源が入っていますか？
コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの電
源をオンにします。

チェック

インターフェイスケーブルが外れていませんか？
プ リン タ 側の コ ネク タ とコ ン ピュ ー タ側 の コネ ク タに 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を確認し
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。

チェック

イン ターフ ェイス ケーブ ルがコン ピュー タや本 機の仕 様に合っ 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、コンピュータの
種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。
s スタートアップガイド「コンピュータとの接続」38 ページ

チェック

プリンタドライバの設定で双方向通信機能を選択していますか？
EPSONプリンタウィンドウ!3は、双方向通信機能を利用して動作可
能なユーティリティです。通常は、インストールすることで自動的
に設定されますが、プリンタが監視できない場合などに確認が必要
です。

［このプリンタで双方向通信をサポートする］
が選択されていることを確認します。
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チェック

お使いのコンピュータ（またはケーブル）は、双方向通信に対応し
ていますか？
お使いのコンピュータが双方向通 信に対応しているかをコン
ピュータのメーカーに確認してください。EPSON PCシリーズ全機
種、およびNEC PC-9800シリーズ、各社DOS/V系の一部の機種は
対応しておりません。また、お使いのケーブルがエプソン製プリン
タ ケー ブルPRCB5の 場合 も双 方 向通 信機 能は 使用 で きま せん の
で、PRCB5Nをご使用ください。

チェック

Windows98/2000をご利用の場合、接続に使用しているインター
フェイスケーブルと印刷先のポートの設定が合っていますか？
パラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は「LPT1」を、
USBケーブルをご利用の場合は「EPUSB」
（Windows98）/「USB」
（Windows 2000）を印刷のポートに設定します。
s 本書「プリンタ接続先の設定」61 ページ

チェック

プリンタにエラーが発生していませんか？
プリンタにエラーが発生していると、コンピュータとプリンタが通
信できなくなる場合があります。
プリンタにエラーが発生していないか、操作パネルのランプ表示を
確認してください。
s 本書「操作パネルのランプにエラーが表示される」173 ページ
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USBケーブル接続時のトラブル

p

本機をUSBケーブ ルで接続 する場合、
プリ ンタの操作 パネルでECPモード 切り替
えが［ON］に設定さ れていると正常に 動作しません。
［OFF］
（初期設 定値）に設定し
てください。
170 ページ
s本書「ECPモード切り替え」

● インストールできない
（Windows98）
チェック

ご利用のコンピュータは、USB接続するためのシステム条件を備え
ていますか？
本機をUSBケーブルで接続するためには、以下の条件をすべて満た
す必要があります。
• Windows98がプレインストールされているコンピュータ
（購入時、すでに Windows98 がインストールされているコン
ピュータ）
• USBに対応したコンピュータ
• コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されてい
るコンピュータ
USBに対応したコンピュータであるか確認するには
①
［マ イ コ ン ピ ュ ー タ］
を右クリックして

②［プロパティ］をクリック
します
③［デバイスマネージャ］タ
ブをクリックします

④確認します

［ユニバーサルシ リアルバスコント ローラ］の下にUSBホストコン
トローラと（USBルートハブ）が表示されていればUSBに対応した
コンピュータです。
ご 利 用の コ ンピ ュ ー タがUSBを 使 用で き るか ど う かは、各 コ ン
ピュータメーカーにお問い合わせください。

204

チェック

[プリンタ]フォルダに[MC-5000]アイコンはありますか？

確認

•［MC-5000］アイコンがある場合
プリンタドライバはインストールされています。
次項の[印刷先のポート]を確認します。
•［MC-5000］アイコンがない場合
プリンタドライバが正常にインストールされていません。
プリンタドライバをインストールし直してください。
s スタートアップガイド「Windowsでのセットアップ」42 ペー
ジ
チェック

［印刷先のポート］が［EPUSBx］になっていますか？
プリンタの電源をオンにして、印刷先のポートを確認します。

USB接続の場合は［EPUSBx］を選択しま
す。パラレル接続の場 合は［LPT1］を選

•［EPUSBx］の表示がない場合
USBデバイスドライバが正しくインストールされていません。
プリンタドライバを削除して、インストールし直してください。
s 本書「プリンタドライバの削除」73 ページ
s スタートアップガイド「Windowsでのセットアップ」42 ペー
ジ
•［EPUSBx］の表示がある場合
ドライバは正常にインストールされています。
［EPUSBx：（MC-5000）］を選択してテスト印刷を実行して、印
刷できるかご確認ください。

205

● 印刷先のポートに、
使用するプリンタ名が表示されない
チェック

プリンタの電源がオンになっていますか？
プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータ がプリンタを認識
できないため、ポートが正しく表示されません。プ リンタの電源を
オンにしてUSBケーブルを一度抜き差ししてください。

● USBハブに接続すると正常に動作しない
チェック

本機はUSBハブの1段目（1台目）までに接続されていますか？
USBは仕様上、USBハブを5段まで縦列接続できますが、本機を接
続する場合は コンピュータに直接接続された1段目のUSBハブに接
続してください。

チェック

USBハブが正しく認識されていますか？
Windowsの［デバ イスマ ネージ ャ］の〈ユニバ ーサル シリアル バ
ス〉の下に、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 のUSBポート から、
USBハブをすべて外してから、本機のUSBコネクタをコンピュータ
のUSBポートに直接接続してみてください。
USBハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合わせくださ
い。

● 印刷できない（Windows98/2000）
チェック

p

プリンタドライバの接続先は正しいですか？
新たにUSB対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると
印刷先のポートの設定が変わることがあります。印刷先のポートを
確認してください。
s 本書「プリンタ接続先の設定」61 ページ

Windows98使用時は次の点に注意してください。
USB デバイスドライバがインストールされてい
• EPUSBx の表示がない場合は、
ません。USBデバイスドライバをインストールしてください。
• USBデバイスドライバをインストールする前に、一旦プリンタドライバと
EPSONプリンタウィンドウ!3を削除してください。
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その他のトラブル
●インターフェイスカード（オプション）
を使用すると印刷できない
チェック

インターフェイスカードは正しく取り付けられていますか？
インターフェイスカードがプリンタ内部のコネク タにしっかりと差
し込まれているか確認してください。また、カード はネジで必ず固
定してください。

チェック

インターフェイスカードとコンピュータの設定条 件が合っています
か？
インタ ーフェイス カードとコン ピュータの 取扱説明書を 参照して、
同じ条件に設定してください。

チェック

インターフェイスカードが有効となる設定になっていますか？
インターフェイスカードによってはカード上のデ ィップスイッチな
どで有効/無効を選択するものがあります。カードの取扱説明書で確
認してください。

● ネットワーク環境下で印刷ができない
チェック

プリンタとコンピュータを1対1で接続して、印刷を行ってみてくだ
さい。
1対1の接続で印刷ができる場合は、ネットワークの環境に問題があ
ります。システム管理者にご相談いただくか、お使いのシステムや
インターフェイスカードなどの取扱説明書を参照してください。
1対1の接続で印刷ができない場合は、本書の該当項目を参照してく
ださい。

● NEC製98版Windows 95を使用して印刷ができない
チェック

NEC PC-9821シリーズに変 換コネク タ（ハーフピッ チ36ピン→
14ピン）が装着されていませんか？
変換 コネクタ（ハー フピッチ36ピン→14ピン）を取り外 して、エ
プソン製ケーブルPRCB5Nで接続してください。
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● Macintoshで印刷に時間がかかる、
印刷が始まらない
チェック

Macintosh本体のシステムの空 きメモリ容量が少 ないと、印刷時
間がかか る（または印刷がなかなか 始まらない）場合があり ます。
この場合は、使用していないアプリケーションソフトを終了するな
どして メモリの空き容量 を増やすか、Macintoshのメモリを増設
してください。
• システ ムの空 きメモ リ容量 とは、アッ プルメ ニューか ら［この
Macintoshについて...］(Mac OS 7.6以降では［このコンピュー
タについて...］)を選択したときのウィンドウに表示される「最大
未使用ブロック：」の値です。
• 印刷に必要な空きメモリ容量については、以下のページを参照し
てください。
s スタートアップガイド「システム条件の確認」50 ページ
• 要な空きメモリ容量が得られない場合は、暫定的にMacintoshの
仮想メモリを使用してください（［システムが使用するメモリ］+
［印 刷に 必要 な空 きメ モリ 容量］以 上の 値を 割り 当て てく ださ
い）
。
ご使用の環境にもよりますが、以上の措置により、より快適にご使
用になれる場合があります。

● Macintoshのセレクタ画面にプリンタドライバが表示されない
チェック

本製品に 同梱のプリンタドライバ はQuickDraw GXには対応して
お り ま せ ん の で、QuickDraw GX がイ ン ス ト ー ル さ れ て いる
Macintoshのセレクタ画面には、本 製品のプリンタド ライバは表
示されません。
この場合、QuickDraw GXを使用停止にしてから、セレクタ画面を
開いてください。

● 印刷した用紙の裏側が汚れる
チェック

プリンタ内部が汚れていませんか？
プリンタ内部の汚れを取り除いてください。
s 本書「プリンタのお手入れ」160 ページ
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● Windowsでプリンタドライバのコピーができてしまったら？
チェック

Windowsにおいて、MC-5000のプリンタド ライバがインスト ール
さ れて い る状 態で 新 たにMC-5000の プ リン タド ラ イバ をイ ン ス
トールすると、プリンタフォルダ（［スタート］から［設定］-［プ
リンタ］）の中に［EPSON MC-5000（コピー 2）
］、
［EPSON MC5000（コピー 3）］というように、コピーという名称でアイコンが
増えていきます。
この場合は、インストールされたMC-5000のプリンタドライバの中
でもっとも新しいバージョンのプリンタドライバ がコンピュータに
登録されます。プリンタフォルダの中にはコピー も含めていくつか
のMC-5000のアイコンが存在することになりますが、どれを使用し
ても同じく印刷が可能です。
したが って、
［EPSON MC-5000］アイコンを残して、コピー のア
イコンは削除しても何ら問題はありません。プリ ンタフォルダ内に
［EPSON MC-5000］アイコンが1つでも残っていれば、ほかのMC5000のアイコンを削除しても、MC-5000のプリンタドライバ自体
が削除されることはありません。

● 最新のプリンタドライバを入手したい
通常は本 製品に同 梱されてい るプリンタ ドライバ で問題なく ご利用い ただけます
が、アプリケーションソフトなどのバージョンアップに伴い、プリンタドライバの
バージョンアップが必要な場合があります。
そのような場合は、以下のページを参照し、プリンタドライバを入手してください。
s 本書「最新のプリンタドライバを入手したい」221 ページ

● 漏洩電流について
本機は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準（PC-11-1988）に適
合しています。しかし、多数の周辺機器を接続している環境下では、本機に触れた
際に電気を感じることがあります。このようなときには、本機または本機を接続し
ているコンピュータなどからアース（接地）を取ることをお勧めします。
本機からアースを取る場合には、インフォメーションセンターまたはエプソンの修
理窓口までお問い合わせください。
s 本書「サービス・サポートのご案内」222 ページ
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お問い合わせいただく前に
「困ったときは」の内容を確認しても、現在の症状が改善されない場合は、トラブルの原因を判断
してそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。

プリンタ本体の故障なのか、
ソフトウェアのトラブルなの
かを判断します。
→プリンタの動作確認
本機は、プリンタ内部で持っているノズルチェックパターンを印刷する
機能をもっています。コンピュータと接続していない状態で印刷できる
ので、プリンタの動作や印刷機能に問題がないかを確認できます。

A 電源をオフにし、プリンタケーブルを外します。
B 用紙を用紙カセットにセットします。
C ［リセット］スイッチを押しながら電源をオンにします。
プリントヘッドが動き出すまで（約 3 秒間）、
［リセット］スイッチを押
したままにします。
ノズルチェックパターンの印刷を開始します。印刷しない場合は、A か
らもう一度やり直してください。

正常に印刷ができない

正常に印刷できる

次ページへ
お買い求めい ただいた販売店、
または エプソンの修理窓 口へご相談く
ださい。
222 ページ
s 本書「サービス・サポートのご案内」
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プリンタドライバ類のト ラブルなのか、アプリケーシ ョンソフトのトラ
ブルなのかを判断します。
Windows標準添付のワ ードパッドおよび、Macintosh標準添付のSimple
Textで簡単な印刷が行えるかどうかを確認します。
Macintosh

Windows

［ファ イル］メニュー内の
［印刷］を実行します。

［ファ イル］メ ニュ ー内 の
［プリント］を実行します。

正常に印刷ができない

正常に印刷できる

プリンタドライバの インストール・
設定・バージョンに問題があると考
えられます。プリンタドライバをイ
ンストールし直してください。

• ご使 用の アプリ ケーシ ョン ソフト
での 設定 が正し くされ てい ない可
能性があります。
この場合は、各アプリケーションソ
フトの取扱説明書 を確認して、
アプ
リケ ーシ ョンソ フトの お問 い合せ
先へご相談ください。
• プリンタドラ イバをバージョン
アップさせること により、
正常に印
刷で きる ように なる場 合が ありま
す。
プ リンタドライバをバージョン
アップしてみてください。
s 本書「最新のプリン タドライバ
を入手したい」
221 ページ

それでもトラブルが解消できない場合は､お買い求めいただ いた販
売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。
222 ページ
s 本書「サービス・サポートのご案内」

.

p

お問い 合せの 際は、ご使 用の環境(コ ンピュ ータの 型番、
アプ リケーシ ョン
ソフト ウェア の名称 やバージ ョン、その 他周辺 機器の 型番など)と、
本 機の
名称（MC-5000）
をご確認のうえ、ご連絡ください。
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付録
ここでは、より 快適にお使いいただくため の提案や、本製品をお使
いいただくう えで知っておいていただきたい ことなどについて説明
しています。

● オプションと消耗品の紹介................... 213
● インターフェイスカードの取り付け ....... 216
● ダブルカセットユニットの取り付け ....... 217
● インターフェイスケーブルを交換する方法
（Windows98/2000）........................ 219
● 最新のプリンタドライバを入手したい .... 221
● サービス・サポートのご案内................ 222
● 通信販売のご案内 .............................. 225
● プリンタの仕様 ................................. 226
● 用語集............................................. 235

オプションと消耗品の紹介
本機をより幅広くお使いいただくために、以下のオプション（別売品）と消耗品を用意しています。
専用紙については以下のページを参照してください。
s 本書「エプソン製専用紙」127 ページ

● インクカートリッジ
型

番

名

MC1BK04

称

ブラックインクカートリッジ

MC1Y04

イエローインクカートリッジ

MC1LM04

マゼンタ/ライトマゼンタインクカートリッジ

MC1LC04

シアン/ライトシアンインクカートリッジ

● インターフェイスケーブル
コンピュータと本機を接続するためのケーブル（別売）には数種類あります。
コンピュータや目的に応じたケーブルをお使いください。

パラレルインターフェイスケーブル
メーカー
DOS/V系

機種
DOS/V仕様機

EPSON

接続ケーブル

備考

PRCB4N

BM、富士通、
東芝、
他各社
NEC
98系

EPSON

PC98-NXシリーズ
EPSON PCシリーズ

＃8238

*1

*2

デスクトップ

NEC

EPSON PCシリーズ

市販品
（ハーフピッチ20ピン）をご *1

NOTE

使用ください

PC-9821シリーズ

PRCB5N

（ハーフピッチ36ピン）
PC-H98 シリーズ

*1

（ハーフピッチ36ピン）
*1 Windowsの双方向通信機能および EPSONプリンタウィンドウ!3は、コンピュータの機能制限により対
応できません。
*2 ハーフピッチ36ピンのコンピュータにはPRCB5Nをご使用ください。
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• 推 奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ 切替機、ソフトウェアのコピー防止の た
め のプロテク タ
（ハードウ ェアキー）
など を、コンピュー タとプリ ンタの間に 装
着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。
• ECPモード対応の DOS/VコンピュータをECPモードで接続する
（DMA転送をす
る）場合は、必ずPRCB4Nをご使用ください。

USBケーブル
型
USBCB1

番

名

称

USBケーブル
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● インターフェイスカード
本機に標準装備されていないインターフェイスを使用したい場合や、インターフェ
イスを増設したい場合に使用します。
取り付け方は以下のページを、そのほかの設定などについてはカードの取扱説明書
を参照してください。
s 本書「インターフェイスカードの取り付け」216 ページ
型番

仕様

PRIFNW2S

解説

100BASE-TX

本機をEthernetでネット ワーク環境に接続す るためのインター

10BASE-T

フェイスカードです。

T C P/I P
マ ル チ プ ロ ト コ ル I PX/ SPX（Ne tWa re, Wind ow s95/ 98 /N T 4. 0/2 00 0）、
EthernetI/Fカード

（Windows95/98/NT4.0/2000）、
N etBEUI（Windows95/98/NT4.0/
2000,OS/2 Warp）
、
AppleTalk（Macintosh）
に対応しています。
接続には、次のケーブルが別途必要です。
Ethernetシールドツイストペアケーブル（カテゴリー5）

PRIF14

IEEE1394 I/Fカード

本機をIEEE-1394規 格
（Fire Wire）
のインタ ーフェイスを装備し
た コンピュ ータに 接続す るため のイン ターフェ イスカ ードで
す。

p

オプシ ョンのイン ターフェイ スカードに は、
汎用プリン タドライバ が付属して い
ますが、本機で使用 する場合は、
本機に同梱されて いるプリンタドライバをお 使い
ください。

● ダブルカセットユニット
プリンタ下部に装着することにより、標準装備されている用紙カセットを含めて最
大2段にすることができます。取り付け方は以下のページを参照してください。
s 本書「ダブルカセットユニットの取り付け」217 ページ
型
MCA3WC1

p

w

番

名

称

ダブルカセットユニット

プリンタ本体同梱の用 紙カセット
（用紙カセットA）
と、オプ ションの用紙カセット
およびダブルカセット ユニット同梱の用紙カセット
（用紙カセットB）
では、排紙ト
レイ部 の形状が異な ります。
用紙カ セットAには、
排紙トレイ 部に手差し給 紙用の
固定エッジガイドガイド がありますが、
用紙カセットBには固定エッジガイドがあ
りません。このため、次の使用制限があります。
• 用紙カセット Aをダブルカセットユニットにセットすることができません。
• 用紙カセット Bをプリンタ本体にセットした場合は、前から手差し給紙すること
ができません。後ろからの手差し給紙は可能です。
ただ し、排紙トレ イ部は用 紙カセ ットA、
用 紙カセッ トBで交換して 使用する こと
ができます。交換した場合は、排紙トレイの形状により上記制限があります。

本機でPM-5000C用ダブルカセットユニット（型番：PMWC1）
は使用できません。
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● 用紙カセット
用紙カセットごとに異なる用紙をセットしておき、複数の用紙カセットを入れ替え
て使う ことがで きます。用紙カ セットの 仕様は、オプ ションの ダブルカ セットユ
ニットに添付されている用紙カセットと同じです。
型

番

MCA3YC1

p

w

名

称

用紙カセット

プリンタ本体同 梱の用紙カセット
（用紙カセッ トA）
と、オプションの用 紙カセット
およびダブルカ セットユニット同梱の用紙 カセット
（用紙カセットB）
では、排紙ト
レイ部 の形状が異 なります。
用 紙カセットAには、
排紙 トレイ部に 手差し給紙 用の
固定エッジガイド がありますが、
用紙カセットBには固定エッジガイド がありませ
ん。このため、次の使用制限があります。
• 用紙カセット Aをダブルカセットユニットにセットすることができません。
• 用紙カセット Bをプリンタ本体にセットした場合は、前から手差し給紙すること
ができません。後ろからの手差し給紙は可能です。
ただし、排紙トレイ部は用紙カセッ トA、
用紙カセットBで交換して使用することが
できます。交換した場合は、排紙トレイの形状により上記制限があります。

本機でPM-5000C用の用紙カセット
（型番：PMYC1）
は使用できません。

● PostScriptソフトウェアインタープリタ
PostScriptプリンタとしてお使いいただくためのオプションです。
型

番

名

MC70SR

ソフトリッパーPro

PSCC

カラーキャリブレータ

称
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インターフェイスカードの取り付け
カードの取り付けにはプラスドライバが必要です。あらかじめご用意ください。

w

インターフェ イスカードの取り付けや 取り外しは、
必ず電源をオ フにし、
電源プラ
グをコンセン トから抜き、
ケーブル類を 外してから行ってくださ い。
接続したまま
作業を行うと、プリンタまたはコンピュータが故障する原因となります。

A プリンタの電源をオフにします。
B ケーブル類を外します。

電源プラグをコンセントから抜き、プリンタに接続しているインターフェイ
スケーブル を外します。

C コネクタカバーのネジをプラスドライバで外します。

D カード上のディップスイッチやジャンパスイッチの設定を確認します。
詳細は各カードの取扱説明書を参照してください。
E カードの左右をプリンタ内部の溝に合わせて差し込みます。
コネクタが接続されるまで奥にしっかり押し込んでください。

F カードの両側をネジで固定します。
G カードにインターフェイスケーブルを接続します。
H 外したケーブル類や電源プラグを元通りに取り付けます。
以上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。
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ダブルカセットユニットの取り付け
ダブルカセットユニットは次の手順で取り付けます。

A プリンタの電源をオフにします。
B ケーブル類を外します。

電源プラグをコンセントから抜き、プリンタに接続しているインターフェイ
スケーブルを取り外します。

C 用紙カセット1をプリンタから外します。
D プリンタ本体を別の場所に移動させます。
ade
プリンタは約22kgあります。持ち運びは必ず2人以上で行い、十分注意して作業
してください。

E オプションのダブルカセットユニットを設置場所に置きます。
s
スタートアップガイド「プリンタの設置」26 ページ

F ダブルカセットユニットの四隅の位置に合わせながらプリンタを上に置きま
す。

ade
指などをはさまないよう十分注意して作業を行ってください。

G 用紙カセットをそれぞれ取り付けます。

標準添付されている用紙カセットをオプションのダブルカセットユニットの
ス ロット に入れる ことは できま せん。取り付 けるス ロット を間違 えないで
セットしてください。

H 外したケーブル類や電源プラグを元通りに取り付けます。
以上でダブルカセットユニットの取り付けは終了です。
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p

本 書で は、ダブ ルカ セッ トユ ニッ トを 用紙 カセ ット2、標準 装備 の用 紙カ
セ ットを用紙カ セット1と呼んでいま す。
用紙カセット2への用紙 のセット
方法や使い方は用紙カセット1と同じです。

Windowsでお使いの場合
Windowsで使用している場合は、続いて環境の変更に伴う設定を行います。

I プリンタドライバの［ユーティリティ］の［プリンタ情報］ボタンをクリッ
クして［オプション給紙装置］の設定を行います。
s 本書「プリンタ情報」53 ページ

p

ダ ブルカセッ トユニット を取り外し たときは、
［プリ ンタ情報］ダ イアログ
ボ ックスのオプション給紙装置の［オプション 給紙装置なし］
にカーソルを
合わせて［OK］
ボタンをクリックしてください。
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インターフェイスケーブルを交換する方法（Windows98/2000）
パラレルケーブルとUSBケーブルでは、印刷のために必要なドライバや印刷先の設定が異なりま
す。ケーブルを交換して印刷する場合は、以下の手順に従ってください。

● パラレルケーブルをUSBケーブルに交換する場合

A アプリケーションを起動している場合は終了させます。
B MC-5000プリンタドライバとEPSONプリンタウィンドウ!3を一旦削除し
ます。
ドライバの削除方法については以下のページを参照してください。
s 本書「プリンタドライバの削除」73 ページ

C プリンタの電源をオフにして、プリンタ、コンピュータそれぞれにUSBケー
ブルを接続します。
D スタートアップガイドを参照して、プリンタドライバなどをインストールし
ます。
s スタートアップガイド「プリンタドライバのインストール」43 ページ

p

• パラレルケーブルを外すときは、プリンタ、コンピュータそれぞれの電源
をオフにしてから外してください。
• イン ストール の方法 は必ず セット アップガ イドの 手順に 従ってく ださ
い。それ以外の方法では正しくインストールできません。

● USBケーブルをパラレルケーブルに交換する場合
印刷先のポートを、
［EPUSBx:（MC-5000）］
（Windows98）/［USB MC-5000］
（Windows2000）から［LPT1］に変更します。
s 本書「プリンタ接続先の設定」61 ページ

選択します
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p

• 印刷先のポ ートを変更するだ けでも印刷できま すが、
より良い環境 でお
使い いただく ために、一 旦プリ ンタド ライバとEPSON プリン タウィ ン
ドウ!3 を削 除し てから 、プリン タと コン ピュ ータ の電 源を オフ にし て
ケーブル を接続し直し、
「スター トアップガイド」の 手順に従って再 度プ
リンタ ドライ バなどの インスト ールを行 っていた だくこと をお勧め し
ます。
• インスト ールは、必ず「スタート アップガイド」
の手 順に従って行っ てく
ださい。それ以外の手順では正常にインストールできません。

印刷先のポートについては以下のページを参照してください。
s 本書「プリンタ接続先の設定」61 ページ
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最新のプリンタドライバを入手したい
通常は本製品に同梱されてい るプリンタドライバで問題なくご利用いただけますが、アプリケー
ションソフトなどのバージョ ンアップに伴い、プリンタドライバのバージョンアップが必要な場
合があります。
そのような場合は、下記の方法でプリンタドライバを入手してください。
• パソコン通信をご利用の方は、下記BBSよりダウンロード が可能です。
＠niftyパソコン通信サービス： EPSON Information Forum
（コマンドGO FEPSONI）
は、半角スペースです。
*1

*1 ダウンロード：
ホ スト コ ンピ ュ ータ
に 登録 さ れて いる
データを、ネットワー
ク 通信 な どを 介 して
自 分の コ ンピ ュ ータ
に取り出す（コピーす
る）こと。

※＠nifty（アット・ニフティ）会員のうち、旧NIFTY SERVE会員のみ利用可能。

• インターネットの場合は、次のホームページからダウンロードできます。
【アドレス】 http://www.i-love-epson.co.jp
【サービス名】 ドライバダウンロード
• CD-ROMでの郵送をご希望の場合は、
｢エプソンディスクサービス｣で実費にて
承っております。

インストール手順
*2

*2 圧縮：
1 つ、ま たは 複数 の
デ ー タ を ま と め て、
デ ータ 容 量を 小さ く
すること。

*3 解凍：
圧 縮さ れ たデ ータ を
展開して、元のファイ
ルに復元すること。

ダウンロードした最新 プリンタドライバは圧縮 フ ァイルとなっていますので、次
*3
の手順でファイルを解凍 してからインストールしてください。

A ドライバをハードディスク内のディレクトリへダウンロードします。
B ［ダウンロード方法・インストール方法はこちら］をクリックし、表示される
ページを参照して、解凍とインストールを実行してください。

クリックします

画面はイ ンターネ ットエ クスプロ ーラを使 用して エプソ
ン販売のホームページへ接続した場合です。
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サービス・サポートのご案内
弊社が行っている各種サービス、サポートをご案内いたします。

● エプソンFAXインフォメーション
EPSON製品に関する最新情報を24時間FAXでお引き出しいただけます。
FAX付属の電話機(プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種)からおかけください。
FAX番号： スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。
情報内容： 製品情報（カタログ、機能概要）
技術情報（Q&A他）
パソコンスクール、サービスセンター情報など

● エプソンインフォメーションセンター
EPSONプリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。
受付時間：スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。
電話番号：スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。
お問い合わせの際には巻末の「お問い合わせ確認票」にご記入の上、お電話をおかけください。

● インターネット・パソコン通信サービス
EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、
インターネット、パソコン通信による情報の提供を行っています。
• インターネット
【アドレス】http://www.i-love-epson.co.jp
【サービス名】ドライバダウンロード
• パソコン通信名
＠niftyパソコン通信サービス ：EPSON information Forum
(コマンド：GO FEPSONI)
は、半角スペースです。
*＠nifty（アット・ニフティ）会員のうち、旧NIFTY SERVE会員のみ利用可能。

● ショールーム
EPSON製品を見て、触れて、操作できるショールームです。（東京・大阪）
受付時間 ：スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。
所在地 ：スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。
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● パソコンスクール
スキャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。
でも分厚い解説本を見たとたん、どうもやる気が失せてしまう。
エプソン・デジタル・カレッジでは、そ んなあなたに専任のインストラクターがエプソン製品の
さまざまな使用方法を楽し く、わかりやすく、効果的にお教えいたします。もちろん目的やレベ
ルに合わせた受講ができる ので、趣味にも仕事にもバッチリ活かせる技術が身につきます。お問
い合わせはスタートアップガイド巻末の一覧をご覧ください。

● 保守サービスのご案内
「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず以下のページをお読みください。そして、接続
や設定にまちがいがないことを必ず確認してください。
s 本書「困ったときは」172 ページ

保証書について
保証期間中に、万一故障した場 合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご
購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。
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。保証期間、保証事項については、保証書をご
覧ください。

保守サービスの受付窓口
保守サービスに関してのご相談、お申込みは、次のいずれかで承ります。
• お買い求めいただいた販売店
• エプソンフィールドセンターまたはエプソン修理センター
（スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください）
受付日時：月曜日〜金曜日(土日祝祭日・弊社指定の休日を除く)
受付時間：9:00〜17:30
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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 スを用意してお ります。
使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。
詳細につきましては、お買い求 めの販売店、最寄りのエプソンフィールドセンターまたはエプソ
ン修理センターまでお問い合わせください。
種類
年間保守契約

概要
出張保守

• 製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所 に出向き、

修理代金と支払方法
保証期間内

保証期間外

年間一定の保守料金

現地で修理を行います。
• 修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化がで
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。
* 消耗品（インクカート リッジ、
ト ナー、
用紙 など）
は保 守対象外と
なります。
持込保守

• 製品が故障 した場合、お客様に修 理品をお持 ち込みまた は送付い

年間一定の保守料金

ただき、
一旦お預りして修理をいたします。
• 修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化がで
きて便利です。
• 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に添付していただ
きます。
* 消耗品
（イン クカートリッジ、トナー、用紙など）
は 保守対象外と
なります。
スポット出張修理

• お客様からご連絡いただいて数日以 内に製品の設置場所に技術者

無償

出 張 料+ 修 技
術料+部品代

が出向き、
現地で修理を行います。
• 故障した製品をお持ち込みできない場合に、
ご利用ください。

修 理完了後そ
の つどお支払
いください

持込/送付修理

• 故障が発生 した場合、お客様に修 理品をお持 ち込みまた は送付い

無償

料+部品代

ただき、
一旦お預りして修理いたします。
• お持ち込み または送 付の際には、必ず巻 末の
【修 理依頼票】を製品

修 理完了品を
お 届けしたと

に添付してください。
• 【修理依頼票】は修正箇所をすばや く、
的確に把握し、修理時間を短

き にお支払い
ください

縮するための貴重な資料となります。
ドアtoドアサービス

• 指定の運送会社がご指定の場所に修 理品を引き取りにお伺いする
サービスです。

基 本 料+ 技 術

有償

有償

（ドアtoドア

（ドアtoドア

• 保証期間外の場合は、
ドア to ドアサービス料金とは別に修理代金 サービス料金 サービス料金
が必要となります。

のみ）

+修理代）

持込/送付修理をされる方へ
持込/送付修理をされる場合は、巻末の【修理依頼票】をコピーして、必要事項をご記入の上、必
ず製品に添付してください。
【修理依頼票】は修理箇所をすばやく、的確に把握し、修理時間を短
縮するための貴重な資料となります。
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通信販売のご案内
EPSON製品の消耗品・オプション品・マニュアルがお近くの販売店で入手困難な場合は、以下の
通信販売をご利用ください。

● お申し込み方法
エプソンOAサプライ株式会社にてお受けしております。
お電話で
フリーダイヤル：0120-251-528
受付時間 AM9:30〜PM6:15（土・日・祝祭日を除く）
FAXで
フリーダイヤル：0120-557-765
24時間受付
巻末の「FAXオーダーシート」をコピーし、必要事項をご記入の上、ご注
文ください。
インターネットで
http://www2.i-love-epson.co.jp/eos/home/
*電話番号のかけ間違いにご注意ください。

● お届け方法
当日配送
お届け予定日

当日PM4:30までのご注文受付分は、即日配送いたします。
（在庫分のみ）
本州・四国…翌日 北海道・九州…翌々日

● お支払い方法
代金引換
クレジット
銀行振込

商品お受け 取り時に 商品と引き 換えに宅 配便配送員 へ代金を お支払くだ
さい。
UC、JCB、VISA、MC、DC、NICOS
（支払回数は、NICOSのみ1・2・3・6・10・15・20回。それ以外は1回のみ）
法人でのお申し込みに限ります（新規お取り引きの場合は、事前にご登録
が必要です。下記までご連絡ください）
。
0120-251-528

● 送料
お買い上げ金額の合計が5,000円以上の場合は、全国どこでも送料は無料
5,000円未満の場合は、全国一律525円（消費税込）

● 消耗品カタログのご請求
消耗品のカタログをお送りい たします。上記の電話・FAX・インターネットにてお送り先をご連
絡ください。
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プリンタの仕様
プリンタの技術的な仕様について記載しています。

● 基本仕様
印字方式

フォトマッハジェット

ノズル配列

黒インク：96ノズル

印字方向

双方向最短距離印刷

カラー

：96ノズル（各色）

解像度

1440dpix 720dpi
（最大）

コントロールコード

ESC/Pラスター

紙送り方式

フリクションフィード

入力データバッファ

約256KB

● インク仕様
形態

専用インクカートリッジ

型番

インクカートリッジ（ブラック）

： MC1BK04

インクカートリッジ（イエロー）

： MC1Y04

インクカートリッジ（シアン/ライトシアン）

： MC1LC04

インクカートリッジ（マゼンタ/ライトマゼンタ）： MC1LM04
有効期間

個装箱、カートリッジに記載された期限
（常温）

印字品質

6ヵ月（プリンタ取り付け後）

保証期限
保存温度

保存時 ：-30℃〜40℃（個装保存時40℃の場合1ヵ月以内）
輸送時 ：-30℃〜60℃（個装輸送時60℃の場合120時間以内、40℃の場合1ヵ月以内）

カートリッジ

ブラックインクカートリッジ

幅25.1mm×奥行き139.6mm×高さ105.3mm

外形寸法

イエローインクカートリッジ

幅25.1mm×奥行き139.6mm×高さ105.3mm

シアン/ライトシアンインクカートリッジ

幅35.1mm×奥行き140.9mm×高さ105.3mm

マゼンタ/ライトマゼンタインクカートリッジ

幅35.1mm×奥行き140.9mm×高さ105.3mm

p

• インクは -15 ℃以下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温（25 ℃）で 3時
間以上かけて解凍してから使用してください。
• インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。
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● 用紙仕様
用紙取り扱い上の注意
• 専用紙およびハガキ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。
• 折れ曲がり、丸まり、しわ、破れ、毛羽立ちなどがある用紙は使用しないでください。

専用紙
品質（サイズ） MCマット紙
（A4/A3/A3ノビ）
MCデザイン光沢紙
（A3ノビ）
MC写真用紙＜半光沢＞
（A4/A3/A3ノビ）
MC画材用紙
（A3ノビ）
上質普通紙
（A4）

普通紙
品質

普通紙 （複写機などに使用される事務用普通紙）
再生紙 （紙質によってはにじむことがありますので、
試し印刷をしてから購入することをお勧めします。）

定形用紙サイズ

A3ノビ/A3/B4/A4/B5/A5/A6/レター/リーガル

用紙厚

0.08mm〜0.11mm

ハガキ
品質

官製ハガキ

サイズ

100×148mm（通常ハガキ）
200×148mm（往復ハガキ）

用紙厚

0.23mm以下

• ハガキは、必ず縦方向にセットしてください。
• 往復ハガキは、通常ハガキ（縦置き）を横に2枚並べた状態（方向）でセットしてください。
• 手差しスロット（後）にセットしてください。
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● 電気関係仕様
定格電圧

AC100V

入力電圧範囲

AC90〜110V

定格周波数

50〜60Hz

入力周波数範囲

49.5〜60.5Hz

定格電流

1.0A/100V
（最大1.6A）

消費電力

連続印刷時平均約26W以下（ISO10561 レターパターン印刷時）
待機時15W以下

絶縁抵抗

10MΩ以上
（DC500VにてACラインとシャーシ間）

絶縁耐力

AC1.0kVrms 1分またはAC1.2kVrms 1秒
（ACラインとシャーシ間）

漏洩電流

0.25mA以下［社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準
（PC-11-1988）に適合］

適合規格、規制

国際エナジースタープログラム、高調波抑制対策ガイドライン、
VCCIクラスB

● 総合仕様
プリントヘッド寿命

20億ドット
（1ノズルあたり）

温度

動作時

10℃〜35℃

保存時

−20℃〜40℃
（40℃の場合1ヵ月以内）

湿度

輸送時

−20℃〜60℃
（60℃の場合120時間以内、40℃の場合1ヵ月以内）

動作時

20〜80％
（非結露）

保存時

20〜85％
（非結露）

輸送時

5〜85％
（非結露）
この範囲以内で使用してください

湿度（％）
80

55

20

10

27

35

温度（℃）

※専用紙およびハガキについては一般の室温環境下で使用してください。
プリンタ重量

プリンタ本体22kg

プリンタ外形寸法

640
（W）
×439（D）
×224
（H）mm
（本体のみ）

ダブルカセットユニット（オプション）
約9.5kg
640
（W）
×704（D）
×224
（H）mm
（用紙カセットにA3サイズ用紙をセットした場合）
640
（W）
×584（D）
×318
（H）mm
（オプションのダブルカセットユニットを装着し、
用紙カセットにA4サイズ紙をセットした場合）
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● 初期化
プリンタは次の3つの方法で、初期化（イニシャライズ）されます。
初期化の種類

方法

ハードウェア

電源を再投入時の初期化です。

ソフトウェア

ソフトウェアにより、ESC ＠（プリンタ初期化）
コマンドが送られたときの初期化です。

プリンタのメカニズムやソフトウェア設定をすべて初期化し、入力データバッファをクリアします。

コントロールコードにより選択された機能や設定された値を、 電源投入時と同じ状態にします。
プリンタのメカニズムは初期化しないで、入力データバッファもクリアしません。
パネル操作

電 源スイッチを切断して から10秒以内に再投入したとき、またはプリン タがINIT信号を受信し たときの初期
化です。
プ リントヘッドをキャッ ピング後に用紙を排紙し ます。
さらに、入力データバッ ファをクリアします。プリン
タのメカニズムは初期化しません。

● パラレルインターフェイス仕様
コンパチビリティモード
データ転送方式

8ビットパラレル

同期方式

外部供給部STROBEパルス信号

ハンドシェイク

ACKNLGおよびBUSY信号

ロジックレベル

入力データおよびコントロール信号はTTLレベルコンパチブル

適合コネクタ

57-30360
（アンフェノール）
の36ピンプラグまたは同等品
（インターフェイスケーブルは必要最短距離とすること）
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コネクタ端子の信号配列と信号の説明
ピン番号

リターン側
ピン番号

信号名

1

19

STROBE

発信元

機能

コンピュータ デー タを読み 込むため のストロ ーブパ ルス。
パ ルス幅は0.5μs以
上必要。定常状態 はHIGHであり、
LOWにな った後にデー タを読み
込む。

2

20

DATA1

コンピュータ 各信号はパラレルデ ータの1ビット目から8ビット目までの情報を

3

21

DATA2

表 す。
HIGHは デー タ1であ り、
LOW はデ ータ が0で ある こと を示

4

22

DATA3

す。

5

23

DATA4

6

24

DATA5

7

25

DATA6

8

26

DATA7

9

27

DATA8

10

28

ACKNLG

プリンタ

LOWは、プリンタがデ ータを受け取る 準備ができている ことを表

11

29

BUSY

プリンタ

HIGHは、
プ リンタ がデータ を受け 取れない 状態で あること を示

すパルス信号。パルス幅は約1μsまたは3μs。
す。LOWは、
デ ータを 受け 取れる 状態で あるこ とを示 す。
HIGHに
なるのは次の場合である。
• データエントリー中
• エラー状態
12

28

PE

プリンタ

HIGHは、
プリン タに用紙がないことを示 す。
（ERROR=Lowの場合

13

28

SLCT

プリンタ

14

30

AFXT

15

−

NC

−

未使用

16

−

GND

−

ツイストペアリターン用グランド

17

−

Chassis

−

プリンタシャーシのグランド

18

−

Logic H

−

常にHIGH状態3.9kΩで+5Vにプルアップされている。

19〜30

−

GND

−

ツイストペアリターン用グランド

31

30

INIT

32

29

ERROR

プリンタ

33

−

GND

−

34

−

NC

−

未使用

35

−

+5V

−

常にHIGH状態。1.0kΩで+5Vにプルアップされている。

36

30

SLCTIN

−

未使用

に有効）
常にHIGH状態。1.0kΩで+5Vにプルアップされている。

コンピュータ 未使用

コンピュータ パルス幅50μs以上のLOWパルス の入力でプリンタは 初期状態に
セットされる。

w

LOWはプリンタがエラー状態であることを示す。
ツイストペアリターン用グランド

• リタ ーン 側とは、ツ イス トペ アリ ターン を意 味し、信 号グ ラン ドレベ ルに 接続 しま す。なお、イ ン
ターフェイスにつ いて、
各信号は必ずツイス トペア線を使用して、
リタ ーン側も必ず結線します 。
更
にこのケーブルには シールドを行い、
コンピュ ータとプリンタのそれぞ れシャーシグランドに接 続
することがノイズ対策上有利になります。
各信号の立ち上がり、立ち下がり時間を
• インターフェイス条件はすべてTTLレベルを基準とします。
0.2μs以下とします。
• 各信号のタイミングの詳細は、タイミングチャートを参照してください。
（プリンタへのデータ転送
• ACKNLG または BUSY 信号を無視してデータ転送を行わないでください
はACKNLGを確認するか、またはBUSYがLOW状態のときに行う必要があります）
。
信号名の上に横棒が入っています。
• LOWアクティブ信号の場合、
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パラレルインターフェイスタイミングチャート
DATA

data byte n

data byte n+1

thold
-STROBE
tsetup
BUSY

tready

tnext

tstb

tbusy

-ACKNLG
treply

tack

tnbusy

Parameter

Minimum

Maximum

tsetup

500ns

-

thold

500ns

-

tstb

500ns

tready

0

-

tbusy

-

500ns

Parameter

Minimum

Maximum

treply

0

-

tack

500ns

10us

tnbusy

0

-

tnext

0

-
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ニブルモード
データ転送方式

IEEE-1284ニブルモード

周期方式

IEEE-1284準拠

ハンドシェイク

IEEE-1284準拠

ロジックレベル

TTLレベル（IEEE-1284 Level１device）

データ転送タイミング

IEEE-1284準拠

コネクタ端子の信号配列と信号の説明
ピン番号

リターン側
ピン番号

信号名

発信元

1

19

HostClk

コンピュータ

ホスト側のクロック信号

2

20

DATA1

コンピュータ

各信号はパラレルデータの1ビット目から8ビット目までの情報を

3

21

DATA2

表す。HIGHはデー タ1で あり、LOWは データ が0で ある ことを 示

4

22

DATA3

す。

5

23

DATA4

6

24

DATA5

7

25

DATA6

8

26

DATA7

9

27

DATA8

10

28

PtrClk

プリンタ

プリンタ側のクロック信号

11

29

PtrBusy

プリンタ

プリンタ側のBUSY信 号およびリバー スチャネルでのデ ータビッ

/DataBit3, 7
12

28

AckDataReq

ト3またはデータビット7。
プリンタ

/DataBit2, 6
13

28

Xflag

機能

Acknowledgeデータ要求信号およびリバースチャネ ルでのデータ
ビット2またはデータビット6。

プリンタ

/DataBit1, 5

X-flag信号およびリバースチャネルでのデータビット1またはデー
タビット5。

14

30

HostBusy

コンピュータ

15

−

NC

−

ホスト側のBUSY信号
未使用

16

−

GND

−

ツイストペアリターン用グランド

17

−

Chassis

−

プリンタシャーシのグランド

18

−

Logic H

プリンタ

常時HIGHレベル
3.9kΩで+5Vにプルアップされている。

19〜30

−

GND

−

31

30

INIT

コンピュータ

32

29

Data Avail

プリンタ

33

−

GND

−

ツイストペアリターン用グランド

34

−

NC

−

未使用

35

−

+5V

プリンタ

/DataBit0, 4

ツイストペアリターン用グランド
未使用
Data available信号およびリバースチャネルでの データビット0ま
たはデータビット4。

常時HIGHレベル
1.0kΩで+5Vにプルアップされている。

36

30

1284-Active

コンピュータ

1284active信号
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ECPモード
データ転送方式

IEEE-1284ECPモード

周期方式

IEEE-1284準拠

ハンドシェイク

IEEE-1284準拠

ロジックレベル

TTLレベル（IEEE-1284 Level１device）

データ転送タイミング

IEEE-1284準拠

ピン番号

リターン側
ピン番号

信号名

発信元

機能

1

19

HostClk

コンピュータ

ホストからプリン タへデータまたはアドレス情報を転送す

2

20

DATA1

コンピュータ

各 信号は パラレル データ の1ビット 目から8ビ ット目 まで

3

21

DATA2

の情報 を表す。
HIGHはデータ1であり、LOWはデータが0で

4

22

DATA3

あることを示す。

5

23

DATA4

6

24

DATA5

7

25

DATA6

8

26

DATA7

9

27

DATA8

10

28

PeriphClk

プリンタ

プリンタからホストへデータを転送する。

11

29

PeriphAck

プリンタ

プリンタは本信号 をフォワード方向のフロー制御のために

る。

使 用する。
ま た本信号はリ バース方向 のデータ信号 上に出
力されているのが コマンド情報かデータ情報かどうか判断
するために使うデータビット9を提供。
12

28

nAckReverse

プリンタ

プ リンタ はLowにド ライ ブし、
nReverseRequest を承 認す
る。

13

28

Xflag

プリンタ

X-flag 信号お よびリ バース チャネル でのデ ータビッ ト1ま
たはデータビット5。

14

30

HostAck

コンピュータ

ホストは本信号を リバース方向のフロー制御のために使用
す る。
また本 信号はフォワ ード方向の データ信号上 に出力
されているのがコ マンド情報かデータ情報かどうか判断す
るために使うデータビット9を提供。

15

−

NC

−

未使用

16

−

GND

−

ツイストペアリターン用グランド

17

−

Chassis

−

18

−

PeriphLogic H

プリンタ

19〜30

−

GND

−

31

30

nReverseRequest

コンピュータ

32

29

nPeriph

プリンタ

プリンタシャーシのグランド
常時HIGHレベル
3.9kΩで+5Vにプルアップされている。
ツイストペアリターン用グランド
チ ャンネルをリ バース方向に 切り替える ために、
本 信号を
Lowにする。
本信号はホスト割り込みを発生させるために使用する。

Request
33

−

GND

−

ツイストペアリターン用グランド

34

−

NC

−

未使用

35

−

+5V

プリンタ

常時HIGHレベル
1.0kΩで+5Vにプルアップされている。

36

30

1284-Active

コンピュータ

1284active信号。ECPモード中はHIGH
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● USB
（Universal Serial Bus）
インターフェイス仕様
規格

Universal Serial Bus Specification Revision 1.1
Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Device Version 1.1

転送速度

12Mbps（Full Speed Device）

データフォーマット

NRZI

適合コネクタ

USB Series B

許容ケーブル長

2m

入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号の説明）
ピン番号

信号名

入力/出力

1

VCC

−

2

-Data

双方向

機能
ケーブル電源、最大電流100mA
データ

3

+Data

双方向

データ、1.5kΩの抵抗を経由して+3.3Vにプルアップ

4

Ground

Ground

Ground

Pin #2

Pin #1

Pin #3

Pin #4
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タ）の全てが、ColorSyncに対応している必
要がある。

用語集

CPI（Characters Per Inch/シーピーアイ）
25.4mm｛1インチ｝の範囲に印 字できる文
字数を表す単位。
文字ピッチを示す単位とし
て使う。

以下に説明されている用語の中に は、エプソ
ンプリンタ独自の用語で、一般的に使 われて
いる語意とは多少異なるものがあります。

CPL（Characters Per Line/シーピーエル）
1行に印字できる文字数を表す単位。

アルファベット
A
AppleTalk（アップルトーク）
Macintosh専用のネットワーク用通信規約、
またそのソフトウェア。
A3
297mm（横）×420mm（縦）の用紙サイズ。

CPS
（Characters Per Second/シーピーエス）
1秒間に印字できる文字数を表す単位。

D
DPI（Dot Per Inch/ディーピーアイ）
25.4mm｛1インチ｝幅に印字で きるドット
数を表す単位で、解像度を示す。

A4
210mm（横）×297mm（縦）の用紙サイズ。

DMA（Direct Memory Access）
CPUを介さずに直接 メインメモ リと周辺装
置、
あるいは周辺装置間でデータをやりとり
する方法。

A6
105mm（横）×148mm（縦）の用紙サイズ。

B
Bit
（ビット）
コンピュータやプリンタが扱う情報（データ
量）の単位で「2進数（Binary digit）」の略。
実数を2つの数字（0または1）で表す。

E
ESC
（Escape/エスケープ）
拡張用の制御コード。
次に続くコードと組み
合わせて1つの機能を実現する。コードの27
（〈1B〉H）
。

Byte
（バイト）
コンピュータやプリンタが扱う情報（データ
量）の単位。
1Byte=8 Bit（ビット）で構成され、1Byte
で英数カナ文字の1文字を表現できる。漢字
は 種類 が多 いた め、1文字 を表 現す るの に
2Byteを必要とする。

E SC/ P（EP SON St an d a r d Co d e f o r
Printer/イーエスシーピー）
セイコーエプソンが標準化した、
ターミナル
プリンタ用コントロールコード体系。
これに
より、プリンタのコントロールを行う。
EtherTalk
（イーサトーク）
MacintoshをEthernet（イーサネット）に接
続 する た め の A p pl e Ta lk の 通 信 規 約。
LocalTalkでネットワーク接続した場合より
もデータの通信速度が速い。

B4
157mm（横）×364mm（縦）の用紙サイズ。
B5
182mm（横）×257mm（縦）の用紙サイズ。

F

C
ColorSync
（カラーシンク）
ア ッ プ ル コ ン ピ ュ ー タ 社 が 提 供 す る、
Macintosh用の カラ ーマネ ジメン ト機 能の
うちの1つ。原画（印刷データ）、ディスプ
レイ上の表示、印刷結果の色の合わせ込みを
行う。ColorSyncの機能を100%発揮させる
ためには、入力機器（スキャナなど）、印刷
デ ータ、ディ スプ レイ、出力 機器（プ リン

FG線
プリンタ とコン ピュータ との間の 電位差を
なくし、動 作を安定 させる ために 接続する
コード。通常、インターフェイスケーブルの
プリンタ 側端子 の横にケ ーブルか ら出てい
るが、イン ターフェ イスケ ーブル によって
は、FG線がないものもある。
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J

VGA：640× 480ドット16色
SVGA：800× 600ドット256色
または
1024× 768ドット256色
* 使用しているコンピュータによっては、搭
載 される グラフ ィック アク セラレ ータの
機能に応じて、さらに高解像度・多色表示
が可能となる。

JIS
（Japanese Industrial Standard/ジス）
日 本工業規 格で規 定した、日 本国内の 文字
コードや漢字コードなどの規格。

K
KByte
（Kilo Byte/キロバイト）
データ量の単位。1KByte=1024 Byte。

数字

L
Legal
（リーガル）
216mm（横）×356mm（縦）の用紙サイズ。

16進数
16進法で用いる英数字。一般的には、0〜9
まではそのままの数字で、10〜15はA〜Fで
表す。

Letter
（レター）
216mm（横）×279mm（縦）の用紙サイズ。

LocalTalk
（ローカルトーク）
アイウエオ
M a c i nto s h に 標準 で 装 備 さ れ て い る、
AppleTalkネ ットワークシス テムのうちの1
ア
つ。データの通信 速度はEtherTalkに比べて
アイコン
遅い。
コンピュータの画面上に表示される、
ファイ
ルや書類、フォルダなどを象徴する図柄。マ
M
ウスでこ の図柄 をクリッ クなどす ることに
MByte
（Mega Byte/メガバイト）
より、
さまざまな命令をコンピュータに指示
データ量の単位。
する。
1MByte=1024KByte=1024×1024 Byte。
圧縮（データ圧縮）
1つ、または複数のフ ァイルを1つにまとめ
O
て、データ容量を小さくすること。プリンタ
OHPシート
ドライバなどをダウンロードした場合、
デー
オ ーバーヘ ッドプロ ジェクタ 用の透明 フィ
タが圧縮されていることが多い。
圧縮された
ルム。
データを使用するには、
圧縮されたデータを
展開して、
元のデータに戻す（解凍）
必要が
R
ある。
RAM
（Random Access Memory/ラム）
アプリケーションソフトウェア
データなどを読み書きできるメモリ。
コンピュ ータ上 で実務処 理などを 行うため
ROM（Read Only Memory/ロム）
のソフトウェア。
データなどの読み出し専用のメモリ。
ワープロソフト、表計算ソフト、画像処理ソ
RS-423
（アールエス423）
フトなどがある。
シリアルインターフェイスの規格の1つ。

イ
V
VGA
（ヴイジーエー）
もともと、IBM PS/2のグラフィックス制御
用チップの名称で、解像度・色数などのディ
スプ レイへの表 示能力を示 す。VGAを拡張
したSVGAという規格もあり、通常は下記の
表示能力を持つ。

インクカートリッジ
印刷用のインクが入った容器。
インクジェットプリンタ
プリント ヘッド のノズル 部分から インクを
用紙に吹きつけて印刷するプリンタ。
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解凍
圧縮されたデータを展開して、
元のファイル
に復元すること。

インストーラ
CD-ROMやフ ロッピーデ ィスクで供 給され
る データや ソフトな どを自分 のコンピ ュー
タのハードディスクにコピーし、さらに使用
できる状態に環境を自動的に整えるソフト。

改頁
印刷位置 を次ペ ージ先頭 の左マー ジン位置
（印字開始位置）に移動すること。

印刷可能領域
印 刷内容が 欠落する ことなく 用紙に印 刷さ
れることを保証する領域。この領域を超えて
作 成さ れ たデ ータ は、印刷 さ れな いか、2
ページにまたがって印刷される。
インターフェイス
プ リンタと コンピュ ータのよ うに機能 や条
件の違うもの同士が接する接点（境界面）。
また、それらの機器間でデータなどをやりと
りするためのハードウェアやソフトウェア、
接続仕様。

カラーマッチング
原画（印刷データ）
、ディスプレイ上の表示、
印刷結果の色を合わせ込む機能。

キ
キャッピング
プリント ヘッド の乾燥を 防ぐため にプリン
タが自動 的にプ リントヘ ッドにキ ャップを
する機能。
ギャップ調整
黒/カラ ーイ ンク の 吐出 位置 を調 整す る機
能。この機能を実行することにより、双方向
印刷時の縦罫線のズレや、
黒インクとカラー
インクの印刷位置のズレを補正する。

インターフェイスカード
プ リ ン タに 標 準 装 備 され て い る イン タ ー
フ ェ イ ス（本 機 の 場 合 は『パ ラ レ ル』と
『Macintosh用シリアル』
）以外に、さらにイ
ン ターフェ イスを増 やしたい 場合にプ リン
タに取りつけるカード。目的に合わせて、さ
まざまなカードが用意されている。

キャリッジ
プリント ヘッド やインク カートリ ッジを左
右に移動させる部分。

インターフェイスケーブル
プ リンタと コンピュ ータを接 続するケ ーブ
ル。接続するコンピュータの種類によって使
用するケーブルが異なる。
インターフェイスコネクタ
インターフェイスケーブルを差し込む端子。
インチ
長さの単位で、1インチは約25.4mm。

カ
改行
印 刷位置を 次行の左 マージン 位置に移 動す
ること。
解像度
画質の細かさを表す指標で、一般にDPI（dot
per inch; 25.4mm｛1インチ｝あたりのドッ
ト数）の単位で表わす。
解 像度が大 きければ それだけ 画質も良 くな
るが、コンピュータで処理しなければならな
いデータの容量も多くなり、印刷に時間がか
かるようになる。

給紙
用紙カセ ットや 手差しス ロットに セットさ
れている用紙を、
ページ先頭位置まで紙送り
すること。

ク
クリック
マウスのボタンを カチッ と1回押すこと。
コンピュ ータの ディスプ レイ上に 表示され
たアイコ ンやボ タンを選 択する際 に行う操
作。なお、マウスのボタンを2回続けて カ
チカチッ と押すことを、
「ダブルクリック」
と言う。
クリーニング
プリントヘッドの表面を清掃し、
ノズルの詰
まりを解消する機能。
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コ

チ
コントロールコード
プ リン タの機 能を 制御す るた めに コン
ピ ュータか らプリン タ側へ送 られるコ ード
（命令符号）
。

チェックボックス
ディ ス プ レ イ 上に 表 示 さ れる ダ イ ア ログ
ボックスやウィンドウの中で、項目（機能）
の有 効/無効 を指 定 する ため の四 角い マー
ク。マウスでクリックすることにより、有効
⇔無効 を切り替 えるこ とがで きる。有効に
なっている状態は、四角の中に×や4が表示
され、
無効になっている状態は四角の中が空
白になっている。

シ
充てん
プリントヘッドノズル（インク吐出孔）の先
端部分までインクを満たして、印刷できる状
態にすること。
初期設定値
電 源スイッ チをオン にしたと きに選択 され
る設定。

ノ
ノズル
インクの吐出孔。
インクが乾燥したりしてこ
の孔が詰まると、印刷品質が悪くなる。

初期動作
電源スイッチをオンにしたときに行われる、
プ リンタの ウォー ミング アップ。プリ ント
ヘッドが左右に動き、インクエンドなどのエ
ラー状態を検査する。
シリアルインターフェイス
デ ー タ を 1 ビ ッ ト ず つ 転 送 する イ ン タ ー
フェイス。本機に標準装備されているシリア
ルインターフェイスは、Macintosh専用のイ
ンターフェイスである。

ノズルチェックパターン
プリントヘッドのノズル（インク吐出孔）が
詰まって いない かどうか を確認す るための
格子状のパターン（図柄）
。格子状のパター
ンの中に印刷されない箇所
（線が途切れてい
る箇所）がある場合は、ノズルが詰まってい
るので、
プリントヘッドのクリーニングを行
う必要がある。

ハ
排紙
用紙をプリンタから排出すること。

セ
セルフクリーニング
プ リントヘ ッドのノ ズルの目 詰まりを 防ぐ
ために、自動的にプリントヘッドをクリーニ
ングする機能。

バッファ
コンピュ ータか ら送られ てきた印 刷データ
を一時的に蓄えておくメモリ。
パラレルインターフェイス
デー タ転 送を8ビ ット ずつ 行う 転送方 式の
インターフェイス。
通常、DOS/V仕様機や、EPSON PCシリー
ズ/NEC PC-98シリーズでは、このインター
フェイスを使ってプリンタと接続する。

タ
ダウンロード
ホストコンピュータに登録されたデータを、
ネ ットワー ク通信な どを介し て自分の コン
ピュータに取り出す（コピーする）こと。
ダブルクリック
マウスのボタンを、速い操作で2回連続して
カチカチッ と押すこと。コンピュータの
画面上のフォルダアイコンを開いたり、アプ
リ ケーショ ンソフト をアイコ ンから起 動し
たりする際に行う操作。

フ
フォント（書体）
字体のこと。
明朝体･ゴシック体などがある。
プラグアンドプレイ
Windows95で提供される、コンピュータに
ハードウェア（プリンタなど）を接続するだ
けで自動 的に動 作環境が 設定され てすぐに
使用可能状態になる機能。
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プリンタドライバ
ア プリケー ションソ フトウェ アの命令 をプ
リンタのコマンドに変換する、システムの一
部に組み込むもの（またはソフトウェアの一
部）。
プリントヘッド
用紙にインクを吹きつけて印刷する部分（ノ
ズル先端部分）。外部からは見えない位置に
ある。

選択されていない状態は○、
選択されて有効
になっている状態は で表示される。

リ
リセット
バッファをクリアし、
各設定値を初期設定値
に戻すこと。

レ
連続印刷
電源スイッチのオン・オフ操作およびヘッド
クリーニ ング操 作などで 動作を中 断するこ
となく、印刷し続けること。

へ
ページ先頭位置
用紙の一番初めに印刷される位置。

ロ

ホ
ポート
プ リ ン タや モ デ ム な どの 周 辺 機 器を コ ン
ピ ュータに 接続する ために使 うコネク タや
ソケット。通常、コンピュータの背面側にあ
る。

ロジカルシーキング
双方向最短距離印字機能。
次の行の印字位置
への移動 が最短 距離にな るように 判断して
改行する。

マ
マージン
余白のことで、物理的に印刷不可能な用紙上
の領域を言う。
マイクロウィーブ機能
行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラ
フィックスイメージを表現する、エプソン独
自の機能。

メ
メモリ
情報（データ）を保存する部分。プログラム
の よ うな 固 定さ れ た情 報 を保 持 す るROM
（Read Only Memory− 読 み 出し 専 用 メ モ
リ）や、一 時 的 に 情 報 を 格納 す る RA M
（Random Access Memory−読み書 き可能
メモリ）などがある。

ラ
ラジオボタン
デ ィ ス プレ イ 上 に 表 示さ れ る ダ イア ロ グ
ボックスやウィンドウの中で、複数の選択肢
の中 から1つを選択 するための 丸いボタン。
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C
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ドライバによる色補正（Windows）.............. 23, 24
ドライバの追加（Windows）................................ 62

ほ
ポート（Windows）............................................... 61

に

ポートの削除（Windows）.................................... 62

任意倍率（Windows）........................................... 32

ポートの設定（Windows）.................................... 63

ね

ポートの追加（Windows）.................................... 62
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お問い合わせ確認票
コピーしてお使いください。
電話にてエプソンイン フォメーションセンターへお問い合 せいただく際にご使用ください。あらか じめ
ご記入のうえ電話をおかけいただくことにより、トラブルの解決がよりスムーズに行えます。
*印については次のページを参照してください。

プリンタ機種名
コンピュータメーカー名
コンピュータOS

□Windows95*1

Ver.

*1

□Windows98

Ver.

□WindowsNT4.0

Ver.

□Windows2000

Ver.

*2

接続ケーブル

□MacOS

Ver.

□その他

Ver.

EPSON製
その他

□パラレル

□USBCB1

□メーカー名

□PRCB4N

□PRCB5N

型番

バッファ、切替機など

□有り □無し

セルフテスト印刷

□正常 □正常でない
お問い合せの際は念のため、お手元に印刷結果をご用意ください。

プリンタドライバ

プリンタドライバのバージョン*3
CD-ROM（またはFD）のリビジョン

Ver.
*4

Rev.

TestPageの印刷（Windows95/98/NT4.0/2000のみ）
□正常 □正常でない
プリンタドライバの再インストール
□行った □行っていない
アプリケーションソフト

メーカー名
ソフト名
バージョン Ver
上記アプリケーションソフトで他のデータを印刷した場合
□正常に印刷できる □正常に印刷できない
他のアプリケーションから印刷を行った場合
使用アプリケーション名
□正常に印刷できる □正常に印刷できない

今回のようなトラブルの現象は以前からありましたか？
□以前からあった □以前はなかった
今回のようなトラブルはどのくらいの頻度で発生しますか？
□毎回必ず発生する □ほとんどの場合に発生する
□発生したりしなかったり
お客様IDコード（取得済みの方のみ）

プリンタの製造番号*5

□＃8238

お問い合わせ確認票記入のために
*1 Windows95/98のバージョン（Ver.）の確認方法
［スタート］から［設定］−［コントロールパネル］を開きます。
［システム］のアイコンをダブルクリックして開き、
［情報］
（
［全般］のタブの画面の［システム］の部分
で［Windows95/98］の次に記載されている部分が該当します。
*2 Mac OSバージョン（Ver.）の確認方法
［アップルメニュー］から［このコンピュータについて］を選択します。ウィンドウの右上にバ ージョン
が表示されます。
*3 プリンタドライバのバージョン（Ver.）の確認方法
Windowsの場合
プリンタドライバのプロパティ画面の左下に表示されます。
Macintoshの場合
［印刷］ダイアログや［用紙設定］ダイアログの上部に表示されます。
*4 プリンタドライバのリビジョン（Rev.）の確認方法
お客様がプリンタドライバのインストールに使用されたCD-ROMに記載の「Vol.」が該当します。
*5 プリンタの製造番号の確認方法
プリンタの保証書、もしくはプリンタ本体背面に貼ってあるシールに記載があります。

修理依頼票
お手数をおかけして申し訳ございませんが、迅速・確実な修理をするために、必要事項をご記入の上、必
ず製品に添付してください。
□ 初めての故障
□ 再修理
機種名

製造番号

お買上店名

お買上日

修理品への添付

□ 保証書
□（

□ケーブル（型番：
）□（

年

月

日

）□（
） □（

）
）

☆発生日時/頻度について、
ご記入ください。
初めて故障した日時

年

月

日

故障が発生するとき

電源オン時・使用開始直後・使用開始後

故障頻度

使用開始時のみ・いつも・ときどき（

分/時間してから・電源オフ時
時間/ 日に 回）・まれ（

週間に 回）

☆故障内容について、文字・イラストなど、具体的にご記入ください。
【お願い】 印刷結果の 不具合は、必ず 印字 サンプル を添 付してくだ さい。用紙によ って発生する 場合は、
該当 紙の添付を お願いします。ま た、特定のファ イルで現象 が発生する 場合、差し支えな ければ、
データの添付をお願いいたします。

故障発生時の用紙
平均使用時間

種類：

メーカー：

時間/日（

規格：

枚/A4相当）or

時間/月（

枚/A4相当）

☆お客様のコンピュータについてご記入ください。
コンピュータ

メーカー名：

メモリサイズ

標準（

モデル名：
）MB＋増設（

）MB

接続インターフェイス □パラレル □双方向パラレル □SCSI □シリアル □USB
ボード（型番：
メーカー：
）
ケーブル（型番：
メーカー：
）

□その他

☆故障発生時のソフトウェアをご記入ください。
OS

□MS-DOS □Windows 3.1 □Windows 95 □Windows 98
□Windows 2000 □Mac OS（Ver.
） □ネットワーク
□その他（
）
（Ver.
メーカー：

□Windows NT
）

プリンタドライバ

ドライバ名

Ver．

メーカー：

アプリケーション

アプリケーション名

Ver．

メーカー：

＊対応しているOSは、ご使用の機種により異なります。取扱説明書にてご確認ください。
フリガナ
お名前
ご住所

電話番号

TEL：
FAX：

〒

＊保証期間中の修理依頼については、必ず保証書を添付してください。

日中の連絡先
TEL：
お客様IDコード
（取得済みの方のみ）

FAXオーダーシート エプソンOAサプライ株式会社 行

ご発注日

年

月

日

このページをコピーしてお使いください。
オーダーシート枚数 合計

●個人でのお申し込み
フリガナ

TEL.

お名前

E-mail

（

）

FAX.

枚の
（

枚目
）

〒
ご住所

●法人でのお申し込み
フリガナ
貴社名

部署名

ご担当者名

E-mai

TEL.

（

）

FAX.

（

）

〒
ご住所

●お申し込み商品
商品名

申込番号

数量

標準価格（単価）

小計（数量×標準単価）

●お支払い方法
ご希望のお支払い方法をチェックしてください。

お買上合計金額

□クレジット □代金引換 □銀行振替
（※銀行振込は法人での申し込みに限ります）

消費税

クレジットカードでお支払いをご希望の方はご記入ください。

送料（税込み）

□UC

□JCB

□VISA

□MC

□DC
（1回払のみ）

お支払い金額合計

□NICOS（ご希望のお支払い回数をチェックしてください。
）
支払回数

□1回
□15回

□2回

□3回

□20回

□6回

□10回

お申し込みFAX番号

□リボルビング払い

0120-557-765

カード会員番号
（左詰めでご記入ください）

カード有効期限

（西暦） 20

年

または03-3258-7690/03-3258-1282

月

★24時間受付★土・日・祝祭日の受付分は翌営業日の手配となります。

夜間指定（PM6:00〜8:00）□する□しない

ご希望配達日

月

日

お買い上げ合計金額が5,000円未満の場合は送料525円がかかります。
（標準価格）

No. M9904001

EPSON ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
PC-9800シリーズ、PC-9821シリーズ、PC-98 NXシリーズ、PC-H98は日本電気株式会社の商標です。
IBM PC、IBMはInternational Business Machines Corporationの商標または登録商標です。
Apple の 名称、Macintosh、PowerMacintosh、iMac、PowerBook、AppleTalk、LocalTalk、EtherTalk、漢
字Talk、TrueType、ColorSync は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。
Microsoft、Windows、WindowsNTは米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における
登録商標です。
Adobe、PostScript、Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

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。

複製が禁止されている印刷物について
紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せ
られます。
（関連法律）
刑法 第148条、第149条、第162条
通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 など

電波障害自主規制について −注意−
この装 置は、情報処理装 置等電波障 害自主規制協 議会(VCCI)の基準に 基づくクラ スB情報技術装置で
す。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受
信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
本装置の接続において指定 ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を超えることが考えられ
ますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について
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
人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

漏洩電流自主規制について
この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

電源高調波について
この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

国際エネルギースタープログラムについて
当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラ
ムの基準に適合していると判断します。

ご注意
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
本書の内容については、万全を期して 作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤 り、記載もれなど、お気づきの点
がありましたらご連絡ください。
運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
本製品がお客様により不適当に使用された り、本書の内容に従わずに取り扱われたり 、またはエプソンおよびエプ
ソン指定の者以外の第三者により修理 ・変更されたこと等に起因して生じた障害等につ きましては、責任を負いか
ねますのでご了承ください。
エプソン純正品および、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 。この場合、修理などは有償で行
います。

©セイコーエプソン株式会社

2000

