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◆ プリンタを使える状態に準備する手順は、
CD-ROM をコンピュータにセットして『プリンタ準備ガイド』をご覧ください。
s『プリンタ準備ガイド』の表示方法は、
『はじめにお読みください！』に記載されています。

◆ プリンタの使い方については、
プリンタの準備時にコンピュータにインストールされる『プリンタ操作ガイド』
をご覧ください。
s『プリンタ操作ガイド』の表示方法は、
『はじめにお読みください！』の裏面に記載されてい
ます。
また『プリンタ準備ガイド』でもご案内しています。
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安全にお使いいただくために
• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書をお読みください。
• 本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。
• 本書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り
扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内
容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性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。

また、お守りいただく内容の種類を次の絵記号で区分し、説明しています。
内容をよくご理解の上で本文をお読みください。
この記号は、してはいけない行為（禁止
行為）を示しています。

この記号は、製品が水に濡れることの
禁止を示しています。

この記号は、分解禁止を示しています。

この記号は、電源プラグをコンセント
から抜くことを示しています。

この記号は、濡れた手で製品に触れる
ことの禁止を示しています。

設置上のご注意

本プリンタは、次のような場所に設置してください。
水平で安定した場所

水

風通しの良い場所

次の気温と湿度の場所

10〜35℃
20〜80％

平

本プリンタは精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良や故障の原因とな
りますので、絶対に避けてください。
直射日光の当たる場所

ホコリや塵の多い場所

温度変化の激しい場所

湿度変化の激しい場所

水に濡れやすい場所

揮発性物質のある場所

冷暖房機具に近い場所

震動のある場所

火気のある場所

ベンジン

震
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動

• テレビ・ラジオに近い場所には設置しないでください。本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議
会（VCCI）基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ・ラジオに雑
音を与えることがあります。
• 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防
いでください。
• 本機を「プリンタ底面より小さな台」の上には設置しないでください。プリンタ底面のゴム製の脚が台
からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。必ずプリン
タ本体より広い平らな面の上に、プリンタ底面の脚が確実に載るように設置してください。

安全上のご注意

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソン
の修理窓口にご相談ください。
お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。
（取扱説明書で指示されている以外の）分解や改造はしないでください。
けがや感電・火災の原因となります。
表示されている電源（AC100V）以外は使用しないでください。
指定外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。
濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となります。
破損した電源コードを使用しないでください。
感電・火災の原因となります。電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。
• 電源コードを加工しない
• 電源コードの上に重いものを載せない
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
• 熱器具の近くに配線しない
電源コードが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。
電源コードのたこ足配線はしないでください。
発熱し火災の原因となります。
家庭用電源コンセント（AC100V）から電源を直接取ってください。
電源プラグの取り扱いには注意してください。
取り扱いを誤ると火災の原因となります。
電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。
• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む
通風口など開口部から、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたり
しないでください。
感電・火災の原因となります。
異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソン
の修理窓口にご相談ください。
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安全にお使いいただくために（つづき）

小さなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。
本製品を保管 / 輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。
インクが漏れるおそれがあります。
不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。
他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでください。
落下によって、そばにいる人がけがをするおそれがあります。
湿気やホコリの多い場所に置かないでください。
感電・火災のおそれがあります。
本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。
特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがをす
るおそれがあります。
本製品の通風口をふさがないでください。
通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災のおそれがあります。次のような場所には設置
しないでください。
• 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い所
• じゅうたんや布団の上
• 毛布やテーブルクロスのような布をかけない
また、壁際に設置する場合は、壁から 10cm 以上のすき間をあけてください。
連休や旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセン
トから抜いてください。
本製品を移動する場合は、安全のために電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか
ら抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。
電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。
電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコ
リが付着し、ショートして火災の原因となるおそれがあります。
各種コード（ケーブル）は、取扱説明書で指示されている通りの配線をしてください。
配線を誤ると、火災のおそれがあります。
• インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しないように
注意してください。
目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで洗い
流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。
万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
• インクカートリッジを分解しないでください。
• インクカートリッジは強く振らないでください。
強く振ったり振り回したりすると、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。
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プリンタ準備時のトラブル

CD-ROMの『プリンタ準備ガイド』が表示されない
本製品は、プリンタケーブルの接続やインクカートリッジのセット、ソフトウェアのインストールなどのプリ
ンタの準備を、CD-ROM の音声付きマニュアル『プリンタ準備ガイド』により簡単に行うことができます。万
一『プリンタ準備ガイド』が表示されない場合は、お手数ですが以下の手順でプリンタの準備をしてください。
『プリンタ準備ガイド』の表示方法は、『はじめにお読みください！』に記載されています。

プリンタ本体の準備
『はじめにお読みください！』を参照し、保護具
をすべて取り外してあることを確認します。
用紙サポートを取り付けます。

黒とカラー両方のインク
カートリッジを図の向き
で挿入します。

この部分を固定カバーの
ツメを上に載せてセット
します。

固定カバーの図の部分を
しっかりと押して、イン
クカートリッジをセット
します。

プリンタを水平で安定した場所に設置し、電源
コードをプリンタとコンセントに接続します。

固定カバーを閉めるときは、
この部分は押さないでください。

プリンタカバーを閉じ、インクカートリッジ交換 ス

電源プラグは必ず
壁などに固定され
ているコンセント
（AC100V）に接続
してください

イッチを押します。

インクカートリッジを取り付けます。
インクカートリッジを袋
から取り出し、黄色い
テープをはがします。

• インクカートリッジ交換 スイッチを押してもプリント
ヘッドが動かない場合

インクカートリッジをセットし直してみてください。
① プリンタカバーを開け、
② プリンタの電源をオンにします。
電源をオンにすると、プリント
ヘッドが中央に移動します。
この部分には、プリントヘッ
ドの動きをスムーズにするた
めに、帯状に油（グリス）が塗
布されています。使用してい
るうちに黒くなってきますが、
ふきとらずに、そのままの状
態でお使いください。

• プリントヘッドが右側へ移動して、
再び真ん中のスイッチ
が赤く点灯した場合

真ん中の メンテナンス スイッチを押すと、プリント
ヘッドがインクカートリッジ交換位置へ戻りますので、
もう一度インクカートリッジをセットし直してみてく
ださい。
インク充てんの終了を確認します。
約１分半後、電源ランプの点滅が点灯に変わったら、
インクの充てんは終了です。

プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置で止まるま
では、プリンタ内部に手を入れないでください。

固定カバーを引き上げ
ます。

インクの充てん中（電源ランプの点滅中）は、絶対に電源
をオフにしないでください。印刷できなくなるおそれがあ
ります。
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プリンタ準備時のトラブル

CD-ROM の『プリンタ準備ガイド』が表示されない（つづき）

① ソフトウェアのインストール をクリックして、

コンピュータとの接続

② 次へ ボタンをクリックします。

①プリンタの電源スイッチを約 1 秒間押して、
電源をオフ（電源ランプ消灯）にします。
② USB ケーブルまたはパラレルケーブルで、
プリンタとコンピュータを接続します。

②クリック

USB
Windows 98/Me/2000/XP、Macintosh（USB 対応機のみ）
電源オフ

①クリック

ほとんどのコンピュータに
は、USBケーブルの差し込
み口に マークがあります。

インストールされるソフトウェアを確認して、OK ボ
タンをクリックします。

パラレル
Windows 95/98/Me/2000/XP
電源オフ

クリック
プリンタを使用するために必要なソフトウェア
と電子マニュアルをインストールします。

Windows でのインストール

使用許諾の内容を確認して、 同意する ボタンをク
リックします。

プリンタの電源がオフになっている（電源ランプが
消灯している）ことを確認します。
Windows を起動して、
『プリンタソフトウェア CDROM』をコンピュータにセットします。

クリック

① ② Windows の[マイコンピュータ]を開き、
③ [CD-ROM]アイコンを右ボタンでクリックし、
④ [開く]をクリックします。

③右クリック

②クリック

Windows 98/Me/2000/XP をご利用の場合
次の画面が表示されたら、プリンタの電源をオンにしま
す（電源ランプの点灯を確認してください）
。
プリンタの接続先が設定され、続いて自動的にソフト
ウェアがインストールされます。

④クリック
①クリック

Windows 95/98/Me/2000 の場合は、デスクトップ
上の［マイコンピュータ］アイコンをダブルクリック
します。
① [̲SETIMG]フォルダをダブルクリックし、
② [EPSETUP]アイコンをダブルクリックします。
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①ダブルクリック

②ダブルクリック

Windows 95 をご利用の場合
上記画面は表示されず、引き続き自動的にソフトウェ
アがインストールされます。

Windows 98/Me で次の画面が表示された場合
OK ボタンをクリックして、次へお進みください。

インストールされるソフトウェアを確認して、OK ボ
タンをクリックします。

クリック
● USB 接続の場合は、インストール終了後、9 ページ
を参照して、印刷先のポートを [EPUSBx:(EPSON
PM-740C)] に設定し直してください。
●パラレル接続の場合は、印刷先のポートを設定し直
す必要はありません。

クリック

使用許諾の内容を確認して、同意する ボタンをク
「インストール終了」のメッセージ画面が表示された

リックします。

ら、OK ボタンをクリックします。
コンピュータの再起動を促すメッセージが表示された
場合は、O K ボタンをクリックした後、必ずコン
ピュータを再起動してください。

クリック

続ける ボタンをクリックします。

クリック
表示されている画面を閉じ、CD-ROM をコンピュー

クリック

タから取り出します。

Macintosh でのインストール
Macintosh を起動して、
『プリンタソフトウェア
CD-ROM』をコンピュータにセットします。

「インストール終了」のメッセージ画面が表示された
ら、再起動 ボタンをクリックします。

①[EPSON]フォルダのスクロールバーを動かし、

クリック

②下の方にある[インストーラ]アイコンをダブルク
リックします。

①スクロールさせ

USB ケーブルが接続されているか確認し、プリンタ
の電源をオンにします（電源ランプの点灯を確認して
ください）
。
Macintosh が再起動したら、

②ダブルクリック

① アップルメニューをクリックして、

① ソフトウェアのインストール をクリックして、

② [セレクタ]をクリックします。

② 次へ ボタンをクリックします。

①クリック

②クリック
②クリック
①クリック
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プリンタ準備時のトラブル

CD-ROM の『プリンタ準備ガイド』が表示されない（つづき）

① プリンタドライバ[PM-740C]をクリックし、

印刷を実行します。

② [USB ポート]が選択されていることを確認し、

Windows の場合
① [ファイル]−② [印刷]の順でクリックし、
③ 印刷 ボ
タン（または OK ボタン）をクリックします。

③

をクリックして画面を閉じます。

①クリック

③クリック
②確認

②クリック

「入」にすると、
印刷中も別の作
業ができます。

①クリック

デスクトップ上の[CD-ROM]アイコンを[ゴミ箱]に
捨て（ドラック＆ドロップ）
、CD-ROM を取り出し
ます。

テスト印刷
プリンタにテスト印刷のための用紙（Ａ４サイ
ズの普通紙）をセットします。
エッジガイドのつまみを手で
つまんで動かし、用紙の側面
に合わせます。

紙端をこちらに沿わせます。

③クリック

この突起より奥
に用紙をセット
してください。

この突起より奥に用紙
をセットしてください。

テスト印刷するファイルを開きます。ここでは
『プリンタ操作ガイド』のトップページを使用し
ます。
Windows の場合
① [スタート]−② [すべてのプログラム]
（または[プログ
ラム]）−③ [Epson]−④ [EPSON PM-740C 操作
ガイド]の順でクリックします。

Macintosh の場合
① [ファイル]−② [プリント]の順でクリックし、③ 印刷
ボタンをクリックします。

①クリック

②クリック

③クリック

③クリック

④クリック
②クリック
印刷結果を確認します。
①クリック
Macintosh の場合
デスクトップ上の［EPSON PM-740C 操作ガイド］
アイコンをダブルクリックします。

ダブルクリック
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以上でプリンタの準備は完了です。

プリンタ準備時のトラブル

Windows 98/Me の USB 接続環境でインストール・印刷ができない
Windows 98/Me をご利用で本製品をUSBケーブルで接続した場合に、プリンタソフトウェアが正常にインストー
ルされず、印刷ができないことがあります。このような場合は、以下の手順に従ってチェックし解決してください。

①プリンタドライバがインストール
されているかを確認しましょう
プリンタの電源をオンにして、USB ケーブルを
接続します。
① [スタート]−② [設定]−③ [プリンタ]の順で
クリックし、[プリンタ]フォルダを開きます。

②クリック

①クリック

③それでも印刷できない場合は、プリ
ンタドライバ/EPSONプリンタウィ
ンドウ!3、続いてEPSON USBプリ
ンタデバイスドライバの順で一旦削
除し、再度インストールします
プリンタの電源をオフにします。
① [スタート]−② [設定]−③ [コントロールパネ
ル]の順でクリックし、④ [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。

③クリック

②クリック

③クリック

[プリンタ]フォルダの中に[EPSON PM-740C]
アイコンがあるかを確認します。
①クリック
④ダブルクリック

アイコンの有無を確認
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。
手順
進みください。

にお

アイコンがない場合
プリンタドライバがインストールされていません。本書 6
ページの手順 を参照し、インストールし直してください。

[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。

ダブルクリック

②印刷先のポートを確認しましょう
① [EPSON PM-740C]アイコンを右ボタンで
クリックし、
② [プロパティ]をクリックします。
①右ボタンでクリック

① [EPSON PM-740C]アイコンをクリックし、
② OK ボタンをクリックします。その後、画面
の指示に従って、EPSON プリンタウィンド
ウ!3 とプリンタドライバを削除します。

②クリック
①クリック
① [詳細]タブをクリックし、
② [印刷先のボート]を[EPUSBx:（EPSON
PM-740C）
]に設定（[▼]リストボックスから
選択）します。

クリック

［EPUSBx:（EPSON PM-740C）
］を選択します。
（パラレル接続の場合は［LPT1:］を選択します。
）

リストボックスに[EPUSBx:(EPSON PM-740C)]がない場合
EPSON USBプリンタデバイスドライバがインストールされ
ていません。本ページの手順 にお進みください。

②クリック
[アプリケーションの追加と削除]の画面に戻り、
[EPSON USB プリンタデバイス] をダブルク
リックします。その後、画面の指示に従って、
EPSON USB プリンタデバイスドライバを削除
します。最後にコンピュータが再起動します。

ダブルクリック

本書 6 ページの手順 を参照し、ソフトウェア
をインストールし直してください。
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プリンタ準備時のトラブル

どうしても印刷ができない、プリンタの故障？
プリンタ本体にエラーが発生していないか、
動作や印刷機能に問題がないか、
以下の手順で確認してください。

①エラーランプを確認しましょう

Macintosh の場合
① [ファイル]をクリックし、

プリンタ本体のエラーランプ（赤）が点灯 / 点
滅している場合は、紙詰まりやインクカート
リッジが正しくセットされていないなど、何ら
かのエラーが発生しています。

② [プリント]をクリック

①クリック

します。

②クリック
[ユーティリティ]ボタンをクリックします。

クリック
コンピュータの画面上に、プリンタの状態が確
認できる画面を表示させ、対処してください。
[EPSON プリンタウィンドウ]アイコンをクリック

Windows の場合
① [スタート]−② [コントロールパネル]をクリックし

します。

ます。次に ③[プリンタとその他のハードウェア]をク
リックし、④ [プリンタと FAX]をクリックします。

クリック
②クリック
表示された画面でプリンタの状態を確認し、対
処してください。

①クリック

②プリンタ本体の動作確認をしましょう
③クリック

④クリック

Windows 95/98/Me/2000 の場合は、① [スタート]
−② [設定]−③ [プリンタ]の順でクリックし、[プリン
タ]フォルダを開きます。
① [EPSON PM-740C]アイコンを右ボタンでク
リックし、
② [印刷設定]をクリックします。

①右ボタンでクリック

プリンタの電源を一旦オフにして、接続ケーブ
ルをプリンタから取り外します。
プリンタに A4 サイズの普通紙をセットします。
① メンテナンス スイッチを押しながら、
② 電源 スイッチをオンにします。メンテナンス
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、電源 スイッチはすぐに手を
離します。ノズルチェックパターンが印刷さ
れます。

Windows 95/98/Me の場合は
［プロパティ］をクリック

②クリック
①クリック
①[ユーティリティ]タブ
をクリックし、
②[EPSON プリンタウィ
ンドウ!3]アイコンをク
リックします。
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②クリック

印刷ができない場合
故障の可能性がありますので、お買い求めいただいた販売
店、またはエプソンの修理相談窓口へご相談ください。
印刷ができた場合
故障はしていません。
どうしてもトラブルが解決できないとき
は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。

Apple の名称、Macintosh、iMac は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows NT 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。
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。
Microsoft®Windows® 95 operating system 日本語版、Microsoft®Windows® 98 operating system 日本語版、Microsoft®Windows® Millennium Edition operating
system 日本語版、Microsoft ®Windows® 2000 operating system 日本語版、Microsoft®Windows® XP Home Edition operating system 日本語版、
Microsoft ®Windows® XP Professional operating system 日本語版の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、
Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP と表記しています。
また、Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP を総称する場合は「Windows」
、複数の Windows を併記する場合
は、「Windows 95/98」のように Windows の表記を省略することがあります。
アップルコンピュータ社の iMac を接続の説明のために例示しています。

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、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、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

著作権について
写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使
用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。

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 電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラ
インに基づく表示）

電源高調波について
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）本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。
（2）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。
（3）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。
（4）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。
（5）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正・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。
（6）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 2002

各種お問い合わせ先

プリンタ補足説明書

本製品はPRINT Image Matching IIに対応しています。
PRINT Image Matching II対応プリンタでの出力及び
対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の
意図を忠実に反映させることが可能です。

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。

この取扱説明書は
再生紙を使用しています。

PRINT Image Matching及びPRINT Image Matching IIに関する著作権は
セイコーエプソン株式会社が所有しています。
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