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1 セットアップ
プリンタ本体の準備 インクカートリッジの取り付け
コンピュータとの接続 ソフトウェアのインストール

スタートアップガイド
プリンタのセットアップと日常使用において必要な基本情報を記載しています。

2 基本的な使い方
Windowsでの印刷 Mac OS 8/9での印刷
Mac OS Xでの印刷 インクカートリッジの交換

さらに詳細な情報はCD-ROMに収録されている「ユーザーズガイド」をご覧ください。

3 用紙の取り扱い
使用可能な用紙 ロール紙の使い方 単票紙の使い方

スタートアップガイド

エプソン純正以外の用紙へ印刷する前に

4 こんなときは
印刷する前に フチなし印刷するには 用紙が詰まった
操作パネルにエラーが表示された 印刷した結果

5 付録
ユーザーズガイド（CD-ROM収録）のご案内・もくじ
サービス・サポート プリンタの輸送・移動
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。

本書は、プリンタの近くに置いてご活用ください。
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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。

トラブルチェック用印刷サンプル
ギャップ調整が必要と思われます。

開梱と据置作業を行われる方へ

以下の印刷サンプルを参照して現在の状態にあてはまるものがあれば、解説を確認して
ください。

インクカートリッジの状態およびプリンタドライバの設
定を確認する必要があると思われます。

プリンタの搬入後、梱包箱から取り出して据え置くまでの作業について説明し
ています。作業を安全に行うために、必ず本書の手順に従ってください。

スタートアップガイド（本書）

解説

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
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。

印刷している用紙を確認する必要があると思われます。

手順
解説

本書21ページ「ギャップ調整」
ユーザーズガイド（PDF）281ページ「印刷品質のトラブル」

クリーニングが必要と思われます。

解説

ユーザーズガイド（PDF）287ページ「印刷がきたない、汚れる、にじむ」

印刷方向を変更する必要があると思われます。

ユーザーズガイドは、製品添付のプリンタソフトウェアCD-ROMにPDF
（Portable Document Format）ファイルとして収録されています。この
ファイルをお読みいただくには、Adobe社のAcrobat ReaderまたはAdobe
Readerが必要です。詳しくは以下のページをお読みください。
本書86ページ「ユーザーズガイド（CD-ROM収録）のご案内」

解説

クイックガイド
用紙のセット方法、ヘッドクリーニングとノズルチェックの方法、エラーメッ
セージが表示されたときの対処方法が記載されています。プリンタにフックを
付けてクイックガイドを掛けておくなどしてプリンタのそばに置き、すぐに読
めるようにしてください。

ユーザーズガイド（PDF）286ページ「印刷にムラがある、薄い、または濃い」

手順
解説

ユーザーズガイド（PDF）286ページ「印刷にムラがある、薄い、または濃い」

本書20ページ「ノズルチェックパターン印刷」
ユーザーズガイド（PDF）281ページ「印刷品質のトラブル」
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もくじは 6 ページにあります

安全にお使いいただく前に
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 書および
製品に添 付されております取 扱説明書をお読み ください。また、本製品以外 のプリン
タの取扱 説明書に基づいて本 製品を操作したり印刷 すると、故障や事故の原 因になり
ますのでご注意ください。
本書およ び製品添付の取扱説 明書は、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。

記号の意味

安全上のご注意

a bc
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。

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。

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。
安全装置が損傷し、プリン トヘッド部分の異常過熱・感電など の事
故の危険があります。

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。

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。

本書およ び製品添付の取扱説 明書では、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、分解禁止を示しています。

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。

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、必ず行っていただきたい事項（ 指示、行為）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。

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。

破損した電源ケーブルを使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
電源ケーブルを取り扱う際は、次の点を守ってください。
• 電源ケーブルを加工しない
• 電源ケーブルの上に重い物を載せない
• 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
電源ケーブルが破損した ら、販売店またはエプソンの修理窓口 にご
相談ください。
電源ケーブル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。

この記号は、アース接続して使用することを示しています。

安全にお使いいただく前に −
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ab c
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
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風通しの悪い狭い所
• 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 15cm 以上のすき間をあけて
ください。
通風口など開口部か ら、内部に金属類や燃えやすい物など 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。
添付されている電源ケ ーブル以外の電源ケーブルを使用し ないでく
ださい。
感電・火災の原因となります。
漏電事故の防止のため、接地接続（アース）を行ってください。
アース線（接地線）の取り付け / 取り外しは、電源プラグをコンセ
ントから抜いた状態で行ってください。
高温多湿の場所、換気 の悪い場所、ホコリの多い場所には 置かない
でください。
発煙・発火や感電の原因となるおそれがあります。

2−
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abc
次のような場所には、絶対にアース線を接続しないでください。
• ガス管（引火や爆発の危険があります）
• 電話線用アース線および 避雷針（落雷時に大量 の電流が流れる可
能性があるため危険です）
• 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっている場合は
アースの役目を果たしません）

ade
本製品は重い（本体重量約 40kg）ので、開梱や移動の際は 1 人で
運ばないでください。
必ず 2 人以上で運んでください。
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。

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。
本製品の上に乗ったり、重い物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。
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。

ad e
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 長時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。

ade
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。
目に入ったり皮膚に付着 した場合は、すぐに水で洗い流してく 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。
分解したカートリッジ は使用できません。また、分解するとイ ンク
が目に入ったり皮膚に付着するおそれがあります。

電源プラグを コンセントから抜くときは、必ず電源 プラグを持って
抜いてください。
電源ケーブル を引っ張ると、ケーブルが傷付 いて、感電・火災の原
因となることがあります。

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。
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。

排気口カバーを正しく取り付けてください。
排気口カバー を取り付けなかったり、取り 付け方向を間違えると、
発煙・発火の原因となります。

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。

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。
オプション製 品を接続するときは、必ず本機の電源 スイッチをオフ
にしてください。
感電の原因となることがあります。

本製品の不具合に起因する付随的損害について
万一、本製品（添付の ソフトウェアなども 含みます）の不具合に よって所期の結果 が
得られなかった としても、そのことか ら生じた付随的な損 害（本製品を使用するた め
に要した諸費用、お よび本製品を使用す ることにより得られ たであろう利益の喪失 な
ど）は、補償いたしかねます。

インターフェ イスカードを接続するときは、必ず本 機の電源スイッ
チをオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電の原因となることがあります。
カッターを交 換するときは、カッターの取り扱いに 注意してくださ
い。
カッターの刃でけがをするおそれがあります。
カッターは子供の手の届かないところに保管してください。

安全にお使いいただく前に −
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据置に適した場所

据置に不適切な場所

本機は次のような場所に据置してください。
● 本機の重量約 40kg に十分耐えられる、水平で安定した場所。
プリンタ本体が傾いた状態で使用すると、印字品質が極端に悪化します。
● 通風口をふさがない、風通しの良い場所。
● エアコンの風が直接当たらない場所。
● 専用の電源コンセントが確保できる場所。
● 用紙のセットや印刷した用紙の取り出しが無理なく行える場所。
● 以下の条件を満たす場所。
温度：10 〜 35 ℃
湿度：20 〜 80％
ただし、上記の条 件を満たしていても、使用する用紙の環境条件を満 たしていない
と、正しく印刷で きない場合があります。必ず用紙の環境条件を満た した場所で使
用してください。詳しくは、用紙の取扱説明書を参照してください。
● 冬 に乾燥す る地域 で使用 する場合 やエア コンが 稼動して いる環 境で使 用する場 合
は、乾燥しないように注意し、条件範囲内の湿度を保つようにしてください。
● 付属品の取り 付けや消耗品の交換、普段のお手入れに支障のないよう 周囲に以下の
ような十分なスペースを確保できる場所。
• プリンタ前面側：35cm 以上（用紙トレイを引き伸ばす場合）
• プリンタ背面側：40cm 以上（前方から単票紙を手差しでセットする場合）
• プリンタ側面側：15cm 以上

次のような場所には据置しないでください。

a bc
高温多湿の場所、換気の悪い場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
発煙・発火や感電の原因とな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風通しの悪い狭い所
• 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 15ｃｍ 以上のすき間をあけてください。

w

• エアコンの風が直接当たる場所には置かないでください。
• 直射日光の当たる場所には置かないでください。

ade
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。

40cm*2 以上
15cm 以上

15cm 以上

*1 用紙トレイを引き伸ばす場合に必要なスペース
*2 前方から単票紙を手差しでセットする場合に必要なスペース

4−
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35cm*1 以上

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。

ab c

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

用語の説明を記載していることを示しています。

s

Mac OS の表記について
本書中では、Mac（TM） OS 8.6 〜 9.X を Mac OS 8/9 と、Mac OS X v10.2 以降を Mac
OS X と表記しています。

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。

機種名について
本書および本機付属の取扱説明書では、PX-6000 と PX-6000S を総称して PX-6000
と表記しています。

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® Windows ® 98 Operating System 日本語版
Microsoft® Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語版
Microsoft® Windows NT® Operating System Version4.0 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
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 98、Windows
Me、Windows NT4.0、Windows 2000、Windows XP と 表 記 し て い ま す。また、
Windows 98、Windows Me、Windows NT4.0、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 98/Me」
のように Windows の表記を省略することがあります。
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本機の特長
PX-6000/6000S は A2 幅サイズの用紙に対応した、大判フォトマッハジェット・カ
ラープリンタです。さらに磨きをかけた EPSON のフォトマッハ技術により、肌の質
感から微 妙なグラデーショ ンに至るまで、まさに「写 真高画質」と呼べる美 しい印刷
が可能です。

● USB 2.0 対応
USB 2.0 インターフェイスを標準搭載したコンピュータと、USB 2.0 インターフェイ
スに対応した OS の組み合わせであれば、USB 2.0 インターフェイスによる高速デー
タ転送が可能になります。USB 2.0 対応の詳細については、以下のページを参照して
ください。
s 本書 24 ページ「USB2.0 対応について」

● IEEE1394 対応
本機の主な特長は次のとおりです。

● 色あせにくい高画質印刷を実現
定評のあ る顔料系インクと専 用紙の組み合わせによ り、優れた耐光性を実現 していま
す。写真の印 刷はもちろん、店舗 のディスプレイ・バナ ー・ポスターなど活 用の場が
広がります。

● 8 色モードと 4 色モードの切り替えが可能
写真印刷の階調の再現性を優先したり、CAD 用に高速印刷を行いたいなどの用途に応
じて、8 色または 4 色のインクの組み合わせを選択して使用できます *。
8 色モードと 4 色モードを切り替えた時は、ドライバのプリンタジョブ情報を更新す
る必要があります。
s ユーザーズガイド（PDF）225 ページ「8 色 /4 色のインクチェンジ方法」
*

各モードでのインクカートリッジの組み合わせと装着スロットは決まっています。また、インクによって使
用できる用紙の種類が異なります。詳しくは以下のページを参照してください。
s 本書 48 ページ「インクカートリッジの種類」
s 本書 54 ページ「エプソン純正専用紙」

● 各色独立インクの搭載

本 機は IEEE1394 イン タ ー フ ェ イ スコ ネ ク タ を 標準 装 備 し て いま す。IEEE1394
（FireWire）インターフェイスを標準搭載したコンピュータと、IEEE1394 インターフェ
イスに対応した OS の組み合わせであれば、IEEE1394 インターフェイスによる高速
データ転送が可能になります。IEEE1394 対応の詳細については、以下のページを参照
してください。
s 本書 25 ページ「IEEE1394 ケーブルの接続」

●オートクリーニング
これまで手動で 操作していたプリン トヘッドのノズルの クリーニングを、自動実行 で
きます。ノズルチェックパターン印刷後、パターンからノズルの目詰まりを検知して、
目詰まりしてい る場合は自動的に クリーニングします。さ らに、オートノズルチェ ッ
クと組み合わせると、常にノズルを目詰まりしていない状態に保つことができます。

●自動ギャップ調整
ヘッドクリーニ ングと同様、ギャップ調 整も自動実行できる ようになりました。UNID、BI-D ゼンショク、BI-D ブラックについて、それぞれギャップ調整パターンを印刷
し、パターンからプリントヘッドのずれを検知して自動的に調整します。

各色独立 のインクカートリッ ジを搭載できます。す べてのインクが独立 型のため、使
い切ったカートリッジだけを交換できます。

● A4 から A2 サイズ幅の用紙に対応
A4 から A2 サイズ幅の用紙に印刷可能です。デザイン画などの大判プリントが手軽に
行えます。また手差し給紙とトレイ給紙によって、A4 サイズ以上の単票紙への印刷も
可能です。トレイ給紙は、大量の部数の単票紙を印刷したい場合に便利です。

● さまざまな用紙の種類に対応
高画質印 刷を実現するため に、さまざまな専用紙 を用意しています。屋 内使用、屋外
使用（ラミネ ート加工を推奨）な ど用途に応じた用 紙の選択が可能 です。また、絵画
のような質感を持った用紙を用意。新しいアートの世界を表現することもできます。単
票紙は 1.6mm 厚までの厚紙に対応しており、ボード紙への印刷も可能です。

● フチなし印刷
通常の印 刷では、プリンタの構造 上どうしても上下 左右に余白ができて しまい、用紙
いっぱい に印刷することが できませんが、フチな し印刷機能を使用 すると、フチ（余
白）のない印刷が可能になります。フチなし印刷については、以下のページを参照して
ください。
s 本書 72 ページ「フチなし印刷するには」
本機の特長 −
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各部の名称と働き

本体背面
• コネクタカバー
オプションのインターフェイスカードを差し込むスロットのカバーです。

本体正面
• トップカバー
カッ ター 交換 時や紙 詰ま り時に 開
けます。通常は閉じておきます。

• スピンドル受け
ロール紙のスピンドルをセットします。
• 用紙カバー
ロー ル紙 の着 脱
時に開けます。
通常 は閉 じて お
きます。

• 用紙セットレバー
用 紙を固定 または 解除する
レバーです。
• 操作パネル
各種のスイッチやランプなどが
あります。
s本書 9 ページ「スイッチとラ
ンプについて」

• AC インレット
電源ケーブルのプラグを差し込みます。

• インクカートリッジ収納ボックス
イン クカートリッジを 取り付ける
場所です。

• トレイカバー
• 給紙スロット
用紙の給紙口です。
• インクカートリッジ
収納ボックス

• 用紙トレイ
A4 から A2 までの単
票紙をセットします。
• 厚紙用
給紙スロット
• 用紙ガイド
• 用紙ガイドローラ

• リアカバー
紙詰まり 時に取 り外しま す。
通常は取り付けておきます。
• メンテナンス
タンク
廃イ ンクなど を
排出 するタン ク
です。通 常は 取
り出 さないで く
ださい。

• エッジガイド

w
8−

電源ランプまたはポーズランプが点滅してい るときや印刷中は、用紙セットレ
バーを操作しないでください。

各部の名称と働き

• USB インターフェイスコネクタ
USB ケーブルを接続するコネクタです。
• IEEE1394 インターフェイスコネクタ
IEEE1394 ケーブルを接続するコネクタです。

スイッチとランプについて
スイッチ

w

ロール紙の種類によっては、本機の内蔵カッターではカットでき ないものもあ
りま す。ロール紙 の取扱 説明書や 用紙の購 入先ま たはラス ターイメ ージプ ロ
セッサ（RIP ）の製造元にお問い合わせください。このような用紙については、
必ず［ロー ル紙カッター OFF ］の設定 にしてくださ い。印刷終了後、市販 の
カッターなどでカットしてください。

p

ロール紙 選択時の切り 離しはプリンタ ドライバの設定 が優先されます。ま た、
［用紙種類］に内蔵カッターでカットできない用紙を選択している場合は、
［オー
トカット］の設定に関わらず自動的にはカットされません。

④［用紙送り］スイッチ（
• ロール紙を正方向（
①

①［電源］スイッチ（

② ③

④

⑤

）

p

/

）

）または逆方向（

）に送ります。

1 回の操作で戻すことができるのは、最大 20cm までです。

プリンタの電源をオン / オフします。

②［ポーズ］スイッチ・
［リセット］スイッチ（

）

• 印刷可 / 不可状態を切り替えます。
• 3 秒以上押すと［リセット］スイッチとして機能します。この場合、印刷を中止し、
現 在稼働中の インターフ ェイスで受 信した印刷デ ータを消去（リ セット）します。
リセット後、印刷可能状態になるまで時間がかかる場合があります。

③［用紙選択］スイッチ（

）

• 用紙種類の選択と、ロール紙選択時の切り離しの有 / 無を設定します。押すたびに、
ディスプレイに表示されるアイコンが切り替わります。
アイコン

説明
ロール紙自動カット

ロール 紙に印刷します。1 ペー ジ印刷するごとに 自動的にカットしま
す。

ロール紙カッター OFF

ロール 紙に印刷します。ロー ル紙をカットせず に印刷します。市販の
カッターなどを使って切り離してください。

単票紙

単票紙に印刷します。

• ロール紙が検出され、用 紙セットレバーが解除位置にある状態で操作す ると、ロー
ル紙を給紙経路に吸着する力を 3 段階に調整できます。詳しくは以下のページを参
照してください。
s 本書 58 ページ「ロール紙のセット」

⑤［パネル設定］スイッチ（

）

• パネル設定モードに 入ります。パネル設定モード中に有効なスイッチ機能に ついて
は、以下のページを参照してください。
s 本書 11 ページ「パネル設定モード」
• 3 秒以上押すとプリントヘッド（全色）のクリーニングを行います。印刷品質が悪く
なったときなどに行います。

• ディスプレイに以下のアイコンが表示されているとき、このスイッチを3秒以上押す
とロール紙のカットや紙送りをします。
アイコン

説明
ロール紙自動カット

紙送りしてカットします。

ロール紙カッター OFF

何も動作しません。

単票紙

何も動作しません。

各部の名称と働き −
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ランプとディスプレイ
①

②

③

④

① ディスプレイ
プリンタの状態や、操作・エラーメッセージを表示します。
s 本書 79 ページ「操作パネルにエラーが表示された」
s ユーザーズガイド（PDF）197 ページ「操作パネルのメッセージ」
また、ディスプレイのメッセージ 2 行目に以下の情報を表示する場合があります（表
示可能な場合のみ）
。
• 各色インク残量とメンテナンスタンクの空き容量の目安（右詰めで表示）
それぞれ、次のインクカートリッジ残量 / メンテナンスタンク空き容量を示します。

• ［プラテンギャップ］の設定状態（インク残量の左側に表示）
H：［ヒロメ］/［ヨリヒロメ］を選択した場合
S：［セマイ］を選択した場合
s ユーザーズガイド（PDF）201 ページ「プラテンギャップ」
「ユー ザヨウシメニュー」で選択した登録番号が表示され ている場合は、
［プラテン
ギャップ］の設定状態は表示されません。
• ［ユーザヨウシメニュー］で選択した登録番号（インク残量の左側に表示）
［ユーザヨウシメニュー］の［ヨウシバンゴウ］で「1」〜「10」のいずれかを選択
した場合、選択した番号が表示されます。
s 本書 68 ページ「ユーザー用紙設定の方法」
• ［用紙選択］スイッチ（ ）で設定した、用紙種類とロール紙選択時の切り離しの有
/ 無（左端に表示）
：ロール紙自動カット
：ロール紙カッター OFF
：単票紙
本書
9 ページ「スイッチ」
s

② ポーズランプ
点灯

パネル設定モード中 / ポーズ中 / エラー発生時など

点滅

インク乾燥時間中 / ヘッドクリーニング中 / インクエンドワーニング（復帰可）時
/ データ受信中など

消灯

印刷可能状態

③ インクエンドランプ

マットブラック
シアン
マゼンタ
イエロー
フォトブラックまたはマットブラック
ライトシアンまたはシアン
ライトマゼンタまたはマゼンタ
グレーまたはイエロー

十 分 な イン ク 容 量が あ り ま 予備をお買 い求めいただく こ 予備を お買い イン クがな く
す。
とをお勧めします。
求めください。 なりました。交
（点滅表示）
換し てくだ さ
い。
（点滅表示）
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インクエンド / カートリッジ未装着 / カートリッジ違いなど

点滅

インク残量少

消灯

インク関連の問題が発生していない状態

④ 用紙チェックランプ
メンテナンスタンク

パネル表示

説明

点灯

点灯

用紙なしエラー / 用紙セットレバー解除中 / 用紙設定違いなど

点滅

用紙詰まりエラー / 用紙斜行エラーなど

消灯

用紙関連の問題が発生していない状態

パネル設定モード
［パネル設定］スイッチ（ ）を押してパネル設定モードに入ると、次のスイッチ機能
が有効と なります。パネル設定モ ードの詳細につい ては、以下のページを参 照してく
ださい。
s ユーザーズガイド（PDF）198 ページ「パネル設定モード」

ご使用の前に
本製品とともに 購入された「スタータ ーセット」は以下のよう な製品構成となって い
ます。
• 初期充てん用インクカートリッジ（4 本）
プリンタ本体に同梱の 4 本のインクカートリッジと合わせて、8 本のインクカート
リッジを使用します。
。
• ソフトウェア（スターターセット S のみ）

8 色セットをお使いの方へ

① ②

①［ポーズ］スイッチ（

③

④

）

プリンタ本体

パネル設定を終了し、印刷可能状態にします。

p

ど の階層で［ポーズ］スイ ッチ（
けて印刷可能状態に戻ります。

②［用紙選択］スイッチ（

「スターターセット（標準）」を購入した場合は、このセットのインク 4 色とプリンタ
本体のに同梱のインク 4 色を合わせて、8 色モードで本機を使用します。8 色モードは
高画質で印刷でき、写真、プルーフ、ファインアートの印刷に向いています。このセッ
トの同梱品は以下のとおりです。
（フォトブラック、ライトシアン、
ライトマゼンタ、グレー）
• インクカートリッジ 4 本

インクカートリッジ
（4本）
・マットブラック
・シアン
・マゼンタ
・イエロー

）を押しても、パ ネル設定モード から抜

現在の階 層から上位階層（設定値 →設定項目→設定 メニュー→印刷可状 態）へ戻りま
す。

PX-6000 プリンタソフトウェア

③［用紙送り］スイッチ（

EPSON Printer Service Utility 2

）

各階 層（設定メニュ ー、設定項目、設定 値）で、次の選択肢（ ）ま たは前の選 択肢
（ ）に切り替えます。

④［パネル設定］スイッチ（

）

• メニ ュー移行可能状態（印刷可能状態または用紙なし 状態）で押すと、パネル設定
モードに入ります。

p

インクカートリッジ（4本）
・フォトブラック
・ライトシアン
・ライトマゼンタ
・グレー

ソフトウェア

）

/

スターターセット（標準）

EPSON Printer Service Utility 2 をインストールした後、
［EPSON Printer Service 2]
―［取扱説明書―Utility for PX-6000] を選択して、使い方をご確認ください。

印刷中に押すと、パ ネル設定モードの［プリンタステータス］メニューに直接
入ります。
s ユーザーズガイド（PDF）204 ページ「［プリンタステータス］メニュー」

• パネ ル設定モード中に押すと、現在の階層から下位階層（設定 メニュー→設定項目
→設 定値）へ進みます。設定値の階層で押すと、選択した設定 値を有効にしてプリ
ンタに登録したり、選択した機能を実行します。

ご使用の前に −

11

4 色セットをお使いの方へ

HDI ドライバ、ZEHPlot for EPSON Ver.3.0 をお使いのお客様へ

「スターターセット（S）」のインクセットは、本機に同梱のインクと同じで本機を 4 色
モードで使用します。4 色モードは高速で印刷でき、CAD や POP などの印刷に向いて
います。このセットの同梱品は以下のとおりです。
• インクカートリッジ 4 本（マットブラック、シアン、マゼンタ、イエロー）
• HDI ドライバ（ソフトウェア）
オートデスク社の CAD 用ソフトウェア「AutoCAD」から、EPSON 製プリンタへ
印刷する ためのプリンタドライバです。AutoCAD で作成した図面を、高 精細で高
速に印刷することができます。
HDI ドライバをインストールする場合は、以下の手順でインストールしてください。
①プリンタに同梱のプリンタドライバをインストールします。
②スターターキット S に同梱の HDI ドライバをインストールします。

p

• HDI ドライバのみインストールしても印刷できません。必ずプリンタドラ
イバをインストール後、HDI ドライバをインストールしてください。
• HDI ドライバのインストール手順については、HDI ドライバの Readme を
参照してください。Readme は HDI ドライバの CD-ROM にあります。

• ZEHPlot for EPSON Ver. 3.0（ソフトウェア）
プロッタ（製図用出力装置）で印刷する HP-GL 形式 /HP-GL/2 形式のファイルを、
EPSON 製プリンタで印刷するためのソフトウェアです。

プリンタ本体
インクカートリッジ（4本）

スターターセット（S）
インクカートリッジ
（4本）

・マットブラック
・シアン
・マゼンタ
・イエロー
ソフトウェア

ソフトウェア
PX-6000 プリンタソフトウェア

EPSON Printer Service Utility 2

12 − ご使用の前に

・マットブラック
・シアン
・マゼンタ
・イエロー

HDI ドライバ PX-6000 用 /
ZEHPlot for EPSON Ver.3.0

印刷領域［最大］設定について
［印刷可能領域］で［最大］の設定が有効になるのは、下記の用紙のみになります。
• 普通紙
• 普通紙（線画）
• トレーシングペーパー（線画）
• PX マット紙＜薄手＞（線画）
上記以外の用紙では［最大］を選択しても、下端 14mm 以降は印刷されません。

プリンタ本体の準備
プリントヘッドのロック解除
本製品には下図 の個所にプリントヘ ッド固定用ロックが 付いています。以下の手順 に
従ってロックを解除してください。

セットアップ
ここでは、輸 送のために付けられ ている保護材を取 り外し、同梱品を取り付 け本機を
使用可能な状態にするまでの手順を説明します。

● プリンタ本体の準備............................................. 13
● 電源ケーブルの接続............................................. 15
● インクカートリッジの取り付け .............................. 16
● 用紙トレイの取り付けと単票紙のセット .................. 18
● プリントヘッドの調整と動作確認 ........................... 20
● この後は・・・................................................... 23
● コンピュータとの接続.......................................... 24
● ソフトウェアのインストール（Windows）............... 26
● ソフトウェアのインストール（Mac OS 8.6 〜 9.x）.. 29
● ソフトウェアのインストール（Mac OS X 10.2 以降）31

A

トップカバーに貼られているテープを外します。

B

トッ プカバ ーを持 ち上 げて開 け、つまみ ネジ を回し てから キャ リッジ 固定板 を引 っ
ぱって外します。
つまみネジ

キャリッジ固定板

C

プリントヘッドの左側にある固定用ロック（緑色）をつまんで引き出します。
ロックが解除さ れます。固定用ロック を解除しないで電源 をオンにすると、エラー に
なります。電源をオフにしてロックを解除し、再度電源をオンにしてください。
ヘッド固定ロック

D

トップカバーを下げてしっかりと閉じます。
続いて、オプション のインターフェイ スカードを購入して いる場合は、以下のペー ジ
を参照してカードを取り付けてください。
s 本書 14 ページ「オプションの取り付け」
インターフェイ スカードを購入して いない場合は、以下のペ ージを参照して排気口 カ
バー取りつけてください。
s 本書 14 ページ「排気口カバーの取り付け」
セットアップ −
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オプションの取り付け

D

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。

E

カードの両側をネジで固定します。

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。

オプションを 同時に購入されてい る場合は、オプションの 取扱説明書とともに 以下を
ご覧いただき、作業を行ってください。

p

ネットワーク I/F カード以外のオプションの取り付け・ 操作については、各オ
プションに添付されている取扱説明書を参照してください。

ネットワーク I/F カード
オプションのネットワーク I/F 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。

A

プリンタの電源がオフであること、またケーブル類が外れていることを確認します。

ade

w

本作業は必ず、電源ケーブルを抜いた状態で 行ってください。感電の原因とな
るおそれがあります。

ネットワーク I/F カードの取り付けの際、 静電気放電によって部品に損傷が生
じるおそれがあります。作業の前に必ず接地 されている金属に手を触れるなど
して、身体に帯電している静電気を放電してください。

以上でネットワーク I/F カードの取り付けは終了です。続いて、排気口カバーを取り付
けてください。

p

インターフェイスケーブルの接続については、以下のページで説明します。後
ほど接続してください。
s 本書 25 ページ「ネットワーク I/F カード（オプション）の接続」

排気口カバーの取り付け

B

コネクタカバーのネジをプラスドライバで外し、カバーを外します。

p
C

取り外したコネクタカバーとネジは、ネットワーク I/F カードを取り外した際
に必要となりますので、大切に保管してください。

必要に応じて、ネットワーク I/F カード上のスイッチ類などの設定を行います。
ネットワーク I/F カードの取扱説明書を参照してください。

14 − セットアップ

本製品に同梱されて いる排気口カバーを、下 図のようにプリンタ 背面左下の排気口に
取り付けます。

ade

排気口カバーを正しく取り付けてください。
排気口カバーを取り付けなかったり、取り付け方向を間違えると、発煙・発火
の原因となります。

続いて、電源ケーブルを接続してください。
s 本書 15 ページ「電源ケーブルの接続」

電源ケーブルの接続
abc

A

以下のページをお読みいただき、 正しい取り扱いをしてください。
s 本書 1 ページ「安全にお使いいただく前に」

プリンタ背面の AC インレットに電源ケーブルを接続します。

p

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

続いて、インクカートリッジを取り付けてください。

B

AC100V のコンセントに電源ケーブルのプラグを正しく差し込みます。

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

セットアップ −
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A

インクカートリッジの取り付け
インクカートリッジの取り付け手順

プリンタの電源をオンにします。
プリンタは初期動作 *1 を行います。インクエンドランプが点灯し、パネルに「インク
カートリッジセット」と表示されます。
*1 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です。プ
リントヘッドが左右に少し動き、エラー状態などを検査します。

8 個のインクカートリッジを所定の場所に取り付けます。インクカートリッジはどの色
から取り付けてもかまいませんが、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を合わせて取り付けてください。

1 2 3 4 5 6 7 8

8 色モードと 4 色モードで取り付けるインクカートリッジが次のように異なります。
スロット

＃1

＃2

＃3

＃4

8 色モード
マット
ブラック

シアン

4 色モード

マットブラック
シアン
マゼンタ
イエロー

マゼンタ

＃5

＃6

＃7

Menu

＃8

フォト
ブラック

ライト
シアン

ライト
マゼンタ

グレー

マット
ブラック

シアン

マゼンタ

イエロー

イエロー

3sec.

B

左右のインクカート リッジ収納ボックス ○部分を押してカバ ーを開け、インクレバー
を上げます。

フォトブラックまたはマットブラック
ライトシアンまたはシアン
ライトマゼンタまたはマゼンタ
グレーまたはイエロー

②レバーを上げます

①カバーを開け

C

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。

緑色の基板部分（IC チップ）

インク供給孔

w
16 − セットアップ

同梱のインクカートリッジは初期充てん用で す。初期充てんではプリンタ内部
までインクを充てんするため、早めにインク がなくなります。また、インク充
てん作業を途中で誤った場合、再度充てんす るためより多くのインクを消費し
ます。必ず以降の手順に従ってインクカートリッジを取り付けてください。

w

• インクカートリッジの緑色の基板部分（IC チップ）には触らないでください。
正常に動作・印刷ができなくなるおそれがあります。
• インクカートリッジのインク供給孔には触らないでください。インク供給部
からインクが漏れることがあります。

D

左側のイ ンクカートリッジ収 納ボックスで、左端のカー トリッジスロットに マットブ
ラックのインクカートリッジを取り付けます。

F

• インクカートリッジの▲マークを上にして、プリンタ側に向けて挿入します。
• すべ てのインクカートリッジを挿入すると、操作パネルにあ るインクエンドランプ

インクエンドランプが消灯していることを確認します。
イン クエン ドラン プが 消灯し ていな い場 合は、しっ かりと 挿入 されて いない カー ト
リッジがありま す。ディスプレイで未挿 入のアイコンが表示 されているスロットを 確
認し、そのスロットのインクカートリッジを奥までしっかりと挿入してください。

が消灯します。

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。

1 2 3 4 5 6 7 8

Menu

3sec.

#1
消灯していることを確認します。

G

左右のインクレバーを下げます。
レバーをしっかりと押し下げてください。

レバーを下げます

E

#2 〜#8 のカートリッジスロットにそれぞれのインクカートリッジを取り
D と同様に、
付けます。
8 色モードと 4 色モードで取り付けるインクカートリッジが以下のように異なります。
順番

#1

#2

#3

#4

8 色モード
マット
ブラック

シアン

4 色モード

#1 #2 #3 #4

マゼンタ

#5

#6

#7

#8

フォト
ブラック

ライト
シアン

ライト
マゼンタ

グレー

マット
ブラック

シアン

マゼンタ

イエロー

イエロー

#5 #6 #7 #8

インクレバーを 下げると自動的にイ ンクの初期充てんが 始まります。初期充てん中 は
ポーズランプが点滅し、操作パネルに「インクジュウテン xxx％」と初期充てんの進行
状況が表示されます。初期充てんには約 8 分かかります。

w

• 初期インク充てんが完了するまでプリンタから離れないでください。
• インク充てん中は以下のことを必ず守ってください。
• 電源をオフにしない
• 電源ケーブルを抜かない
• トップカバーを開けない
• リアカバーを取り外さない
• 用紙セットレバーを後ろに倒さない
• インクカートリッジを外さない
• メンテナンスタンクを抜かない
これらを行ってしまった場合、初期インク充てんが正常に行われない可能性があ
ります。必ず上記のことを守ってください。

セットアップ −
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H

ディスプレイ に表示されるメッセ ージに従って、左右のイ ンクレバーを上げた り下げ
たりします。
ポーズランプの点滅が止まれば初期充てんは終了です。

w

必ずディスプレイに表示されるメッセージに従ってください。メッセージに従わ
ずにインクレバーを上げたり下げたりした場合、初期インク充てんが正常に行わ
れない可能性があります。必ず守ってください。

現在「ヨウシナシ」と表示されているはずです。

I

左右のインクカートリッジの収納ボックスのカバーを閉じます。

J

ポーズランプが消灯したこと（初期充てん終了）を確認します。
初期充てんが終了し、インクエンドランプが消灯していることを確認します。
次に用紙トレイを取り付けて単票紙をセットしてください。

w

18 − セットアップ

用紙トレイの取り付け
用紙トレイをプリンタに取り付けます。
プリンタ正面の下側開口部に用紙トレイをセットします。

インクの充てんが終了すると、各インクカートリッジの色、製造ロゴ、インク残量（%）、
印刷可能枚数（pg）をディスプレ イに表示し、最後に現在のプリンタの状 態を表示し
ます。

p

用紙トレイの取り付けと単票紙のセット

本体とスターターセットに同梱されているイ ンクカートリッジは初期充てん用
です。したがって、初期充てんで消費されたイ ンクの余りに関してはその量に
ばらつきがありますので、その後の印刷でイ ンク消費完了時点に多少多めにイ
ンクが残ることがあります。

C

単票紙の用紙トレイへのセット

エッジガイドを用紙の側面に、用紙ガイドを用紙の手前の面に合わせます。

プリンタにセットした用紙トレイに、単票紙をセットします。ここでは、A4 サイズの
エプソン純正専用紙をセットします。

p

A

• この後、ノズルチェックパターンの印刷を行うときに、A4 サイズのエプソン
純正専用紙（スーパーファイン紙など）を使用します。そのため、ここでは
A4 サイズのエプソン純正専用紙をセットしてください。
• 写真用紙＜光沢＞は用紙トレイからの給紙ができません。ここでは使用しな
いでください。
• 長さが A3 サイズ（420mm）以上の単票紙のセットについては、以下のペー
ジを参照してください。
s 本書 63 ページ「長さが A3（420mm）以上の単票紙のセット」

用紙の手前の面に合わせます

用紙の側面に合わせます

w

必ずエッ ジガイドと用紙 ガイドをセット する用紙サイズに 合わせてくださ い。
用紙サイズに合っていないと、用紙関連のエラーが発生する場合があります。

用紙ガイドを上げて手前に移動し、エッジガイドを左に移動します。

D

用紙ガイド

エッジガイド

トレイカバーを取り付けます。

用紙トレイの突起とトレイカバーのくぼみを合わせます

B

印刷したい面を下にして用紙を奥までセットします。

E

用紙を奥に合わせます
用 紙 の 端 を側 面
に合わせます

［用紙選択］スイッチ（
ディスプレイ表示

） を押して、 （単票紙）を選択します。

インサツカノウ
表示させます

1 2 3 4 5 6 7 8

Menu

p

• セットできる用紙の枚数は、トレイ内に記載されています。
• 単票紙は、温度や湿度などの環境の変化により、波打ったり、たわんでしま
う場合があります。その場合は平らな状態に修正してからセットしてくださ
い。

3sec.

次にプリントヘ ッドの調整と動作 確認をしてください。詳 しくは、以下のページを 参
照してください。
s 本書 20 ページ「プリントヘッドの調整と動作確認」
ロール紙を取り付ける場合は、以下のページを参照してください。
s 本書 58 ページ「ロール紙のセット」
セットアップ −
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D

プリントヘッドの調整と動作確認
大切な印刷を する前に、ノズルチェッ クパターン印刷とギ ャップ調整を行って 印刷品
質の確認と調整を行います。

［用紙送り］スイッチ（
ル設定］スイッチ（

［パネ
）を 1 回押して「テストインサツ」が表示されたら、
）を押します。

テストインサツメニュー

ノズルチェックパターン印刷
ここでは、プリントヘッドのノズルが目詰まりしていないか確認します。
1 2 3 4 5 6 7 8

A

Menu

A4 サイズのエプソン純正専用紙がセットされていることを確認します。
3sec.

p
B

写真用紙＜光沢＞は用紙トレイからの給紙が できません。ここでは使用しない
でください。

E

［用紙選 択］スイッチ（

）を押して、セットした用紙に合わせて用 紙種類を選択し

ます。

ディスプレイの 2 段目に「ノズルチェックパターン」が表示されたことを確認し、
［パ
ネル設定］スイッチ（

）を押します。

テストインサツメニュー
ノズルチェックパターン

1 2 3 4 5 6 7 8

Menu
1 2 3 4 5 6 7 8

3sec.

Menu

3sec.

C

［パネル設定］スイッチ（
ディスプレイ表示

） を押して、パネル設定モードに入ります。

F

プリンタセッテイ

「インサツ」と表示されたら、［パネル設定］スイッチ（

）を押します。

ノズルチェックパターン
インサツ

1 2 3 4 5 6 7 8

Menu

1 2 3 4 5 6 7 8

3sec.

Menu

3sec.

ノズルチェックパタ ーンが印刷され、ノズル が目詰まりしている 場合は自動的にノズ
ルをクリーニング（オートクリーニング）します。
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p

• 初期設定ではオートクリーニングが ON になっています。オートクリーニン
グを OFF にして、手動でプリントヘッドのクリーニングをすることもでき
ます。詳しくは、以下のページを参照してください。
s ユーザーズガイド（PDF）210 ページ「手動でのヘッドクリーニング」
• ヘッドクリーニングはすべての色のインクを消費します。そのため、モノク
ロ印刷 などでブ ラック 系のイン クのみを 使用して いる場 合でも、ヘッ ドク
リーニングをするときはカラーのインクも消費します。
• 文字がかすれたり、画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、操作の必要はありません。
• 厚紙を セットし た状態 ではヘッ ドクリー ニングを 実行で きません。パ ネル
メッセージに従って用紙を取り除き、用紙セットレバーを手前に戻すと自動
的にクリーニングを開始します。
• 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時には行えま
せん。この場合は、まずインクカートリッジを交換してください。
s 本書 49 ページ「インクカートリッジの交換手順」
• ヘッド クリーニ ングは、プ リンタド ライバの インスト ール後 はユーテ ィリ
ティからも行えます。
s ユーザーズガイド（PDF）186 ページ「ヘッドクリーニング」
• パネル設定モードの［メンテナンス］メニューで、さらに強力なクリーニン
グを行えます。通常のクリーニングではどうしてもきれいにヘッドをクリー
ニングできない場合のみ、操作してください。
s ユーザーズガイド（PDF）213 ページ「パワークリーニング」

• すべてのインクを使った調整（BI-D ゼンショク、UNI-D）
カラーインクも含め てすべてのインクを使ってギャップ調整をしま す。ただし、調
整に時間がかかります。
必要に応じてギャップ調整の方法を選択して実行してください。
「BI-D ゼンショク」ま
たは「UNI-D」でギャップ調整した場合は、マットブラックインクも使ってギャップ調
整するため、
「BI-D ブラック」でギャップ調整する必要はありません。

A

以下のエプソン純正専用紙をセットします。
• A2 サイズの単票紙またはロール紙（PX 上質普通紙ロールを除く）
• 16 または 17 インチのロール紙

p
B

• A2 より小さいサイズの用紙でもギャップ調整できます。ただし、ギャップ調
整はセットした用紙幅の分だ け行われるため、A2 サイズの用紙を使用 する
とプリンタの印刷可能領域の全域でギャップ調整できます。そのため、A2 サ
イズの用紙の使用をお奨めします。
• 用紙のセット方法については、以下のページを参照してください。
s 本書 58 ページ「ロール紙の使い方」
s 本書 63 ページ「単票紙の使い方」

［用紙選択］スイッチ（

）を押し、セットした用紙に合わせて用紙種類を選択します。

1 2 3 4 5 6 7 8

Menu

ギャップ調整
ギャップ調整とは、双方向印刷時のプリントヘッドのズレを修正する作業です。ギャッ
プ調整は 工場出荷時に行われ ています。そのため、必ず しもここでギャップ 調整を行
う必要はありませんが、より良好な印刷結果を得るための調整方法のご案内として、こ
こに記載します。必要に応じて調整してください。

3sec.

C

［パネル設定］スイッチ（

「ギャップチョウセ
）を押してパネル設定モードに入り、

イ」を選択します。

ギャップ調整の方法は、自動と手動の 2 種類があります。ここでは、自動でギャップ
調整する 方法を説明します。自動 で調整してもプリ ントヘッドがずれる 場合は、以下
のページを参照して手動で調整してください。
s ユーザーズガイド（PDF）214 ページ「手動でのギャップ調整」

1 2 3 4 5 6 7 8

Menu

3sec.

自動のギ ャップ調整は、マットブ ラックインクのみを使 った調整とすべての インクを
使った調整の 2 つに分けられます。
• マットブラックインクのみを使った調整（BI-D ブラック）
マッ トブラックインクのみを使ってギャップ調整をする ため、調整に時間がかかり
ませ ん。他のインクは、マットブラックインクと同じ調整 量で調整されます。個別
に調整したい場合は、BI-D ゼンショクまたは UNI-D で調整してください。
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ディスプレイ表示

E

プリンタセッテイ

↓［用紙送り］スイッチ（

/

）を数回押します

F

ギャップチョウセイ

↓［パネル設定］スイッチ（

）を押します

G

［用紙選択］スイッチ（

）を押し、［用紙送り］スイッチ（

操作パネルのディスプレイの 2 行目に「チョウセイ」と表示されたら、
［パネル設定］ス
イッチ（

）を押します。

［ジドウ］を選択します。
チョウセイ

ギャップチョウセイ

ジドウ ←［用紙送り］スイッチ（

ヨウシアツ

↓［パネル設定］スイッチ（
次へ進みます

↓
次へ進みます

D

ギャップ調整 するためには最初に 用紙厚を設定する必 要があります。使用する 用紙の
厚さが 0.2mm または 1.2mm の場合は、
「ヒョウジュン」を選択します。用紙の厚さに
ついては、以下のページを参照してください。
s 本書 54 ページ「エプソン純正専用紙」
ギャップチョウセイ
ヨウシアツ
↓［パネル設定］スイッチ（

）を押します

ヨウシアツ
＊ヒョウジュン ＊は現在の設定を示します
↓［パネル設定］スイッチ（
次へ進みます

）を押します

/

）で選択します

）を押します

以降は選択するギ ャップ調整方法によ り、手順が異なります。以下 を参照して目的の
手順に進んでください。
• UNI-D
マットブラックを基準に、ほかの 7 つすべてのインクを使って単方向印刷でギャッ
プ調整（列間補正）を行います。H に進みます。
• BI-D ブラック
マットブラックを使い、双方向印刷でギャップ調整を行います。I に進みます。
• BI-D ゼンショク
すべてのインクを使い、双方向印刷でギャップ調整を行います。J に進みます。

「ヨウシアツ」を設定します。

p

）を押します。

H

「UNI-D」でギャップ調整を行います。
UNI-D のギャップ調整パターンを印刷します。
チョウセイ

ジドウ
ＵＮＩ − Ｄ ←［用紙送り］スイッチ（

0.2mm または 1.2mm 以外の用紙をお使いいただく場合は、 以下の手順で使用
する用紙の厚さに合わせて「ヨウシアツ」を設定します。

↓［パネル設定］スイッチ（

/

）で選択します

）を押します

インサツチュウ
ギャップチョウセイ

ギャップ調整パターンの印刷中です
ヨウシアツ

↓［パネル設定］スイッチ（

）を押します

ヨウシアツ
＊ヒョウジュン ＊は現在の設定を示します
↓［用紙送り］スイッチ（

/

）を押して用紙厚を選択します

ヨウシアツ
0.5mm ←下記「設定範囲」を参照してください
↓［パネル設定］スイッチ（
E へ進みます

）を押します

設定範囲
「ヨウシアツ」は 0.1 〜 1.6mm の範囲で 0.1mm 単位で設定できます。
s 本書 54 ページ「エプソン純正専用紙」
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ギャップ調整パタ ーンが印刷されま す。パターン印刷後、以下 の表示状態に戻り、自
動的にギャップ調整されます。
チョウセイ

ジドウ
ＵＮＩ−Ｄ

I

K

「BI-D ブラック」でギャップ調整を行います。
BI-D ブラックのギャップ調整パターンを印刷します。
チョウセイ

L

ジドウ
ＢＩ − Ｄ ブラック ←［用紙送り］スイッチ（
↓［パネル設定］スイッチ（

/

［ポーズ］スイッチ（

） を押して、パネル設定モードを終了します。

電源をオフにします。

）で選択します

続いてコンピュ ータとの接続とプリ ンタソフトウェアの インストールを行いま す。本
機をお使いいた だくコンピュータ 環境によって手順が 異なりますので、次の「この 後
は・・・」を参照してください。

）を押します

インサツチュウ
ギャップ調整パターンの印刷中です

ギャップ 調整パターンが印 刷されます。パターン 印刷後、以下の表示状 態に戻り、自
動的にギャップ調整されます。
チョウセイ

この後は・・・

ジドウ
ＢＩ−Ｄブラック

J

本機をお使いいただく環境によって必要な手順が異なります。

「BI-D ゼンショク」でギャップ調整を行います。
BI-D ゼンショクのギャップ調整パターンを印刷します。
チョウセイ

ローカル接続の場合

ジドウ
ＢＩ − Ｄ ゼンショク ←［用紙送り］スイッチ（
↓［パネル設定］スイッチ（

/

）で選択します

）を押します

コンピュータ と本機を直接（ローカル）接 続してお使いいた だく場合は、続いて以 下
のページをお読みください。

インサツチュウ
ギャップ調整パターンの印刷中です

BI-D#1 〜 #4 のすべてのギャップ調整パターンが印刷されます。パターン印刷後、以
下の表示状態に戻り、自動的にギャップ調整されます。
チョウセイ

ジドウ
ＢＩ−Ｄ

Windows をお使いの場合は

ゼンショク

BI-D #1 〜 #4 で個別にギャップ調整することもできます。
「BI-D ゼンショク」の表示
中に、
［用紙送り］スイッチ（ / ）を押して「#1」〜「#4」のいずれかを選択し、
BI-D ゼンショクと同様の操作でギャップ調整パターンを印刷して自動的にギャップ調
整します。用 紙とプリンタドライ バの設定により、下表 のようにギャップ調 整の番号
が異なります。
プリンタドライバの印刷品質の設定
用紙

速い きれい ドラフト ファイン

スーパー フォト
ファイン

PX プルーフ用紙＜微光沢＞、写真用紙＜光沢＞、写
真用紙＜絹目調＞

＃2

＃3

ー

ー

＃2

＃3

PX マット紙＜薄手＞、PX/MC 写真用紙＜厚手 xxx
＞、PX/MC プレミアムマット紙、スーパーファイン
紙、フォトマット紙 / 顔料専用

＃1

＃2

ー

＃1

＃2

＃3

ー

ー

ー

ー

＃2

＃3

PX マット紙＜薄手＞（線画印刷の場合）

＃2

＃2

ー

＃ 1/ ＃ 2

＃2

＃3

トレーシングペーパー（線画印刷の場合）

＃2

＃2

ー

＃ 1/ ＃ 2

＃2

ー

MC マット合成紙２

＃1

＃2

ー

＃1

＃2

ー

PX/MC コットン画材用紙、画材用紙 / 顔料専用

① USB または IEEE1394 インターフェイスでコンピュータと接続します。
s 本書 24 ページ「USB ケーブルの接続」
s 本書 25 ページ「IEEE1394 ケーブルの接続」
② プリンタソフトウェアをインストールします。
s 本書 26 ページ「ソフトウェアのインストール（Windows）
」

Macintosh をお使いの場合は
① USB または IEEE1394（FireWire）インターフェイスでコンピュータと接続します。
s 本書 24 ページ「USB ケーブルの接続」
s 本書 25 ページ「IEEE1394 ケーブルの接続」
② プリンタソフトウェアをインストールします。
s 本書 29 ページ「ソフトウェアのインストール（Mac OS 8.6 〜 9.x）」
s 本書 31 ページ「ソフトウェアのインストール（Mac OS X 10.2 以降）」
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ネットワーク接続の場合
オプションのネットワーク I/F カードをプリンタに装着して、ネットワーク環境でお使
いいただく場合は、オプションのネットワーク I/F カードの取扱説明書をお読みくださ
い。
s 本書 25 ページ「ネットワーク I/F カード（オプション）の接続」

コンピュータとの接続
ここでは、次の接続方法を説明しています。
• USB インターフェイス
• IEEE1394 インターフェイス
• ネットワーク I/F カード（オプション）

USB ケーブルの接続
USB インターフェイスで接続する場合は次のケーブル（別売）が必要です。
• EPSON USB ケーブル（型番：USBCB2）
ネ ッ ト ワー ク I / F
カード

本機を USB ケーブルで接続するためのシステム条件
Windows

以下の 2 つの条件を満たしている必要があります。
• Windows 98/Me/2000/XP 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 Windows 98/Me/2000/XP がイ ン スト ー ル され て いる コ ンピ ュ ー タ）また は、
Windows 98/Me/2000 がプレインストールされていて、
Windows Me/2000/XPにアッ
プグレードしたコンピュータ
• USB に対応していて、
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（コンピュータメーカーにお問い合わせください。）

Macintosh

アップル社により USB ポートの動作が保証されているコンピュータと OS の組み合わせに
よるシステム

PX-6000 拡張スロット

p

オプションのネットワーク I/F カードを使用せずに、ローカル接続した本機を
ネットワーク環境で共有することができます 。詳しくは以下のページを参照し
てください。
s ユーザーズガイド（PDF）11 ページ「簡単なネットワーク共有」

p

Windows NT4.0 はネットワーク接続のみ対応しています。

USB2.0 対応について
• USB2.0 をご使用になると、高速データ転送が可能になります。印刷速度を向上した
い場合は、USB2.0 のご使用を推奨します。
• USB2.0 としてご使用いただくためには、
コンピュータ側が USB2.0に対応している
必要があります。
• USB2.0 インターフェイスは USB1.1 上位互換ですので、USB1.1 としてもご使用
いただけます。
• USB2.0 対応 OS は、Windows 2000/XP です。Windows 98/Me 、Macintosh を
ご使用のお客様は、USB1.1 としてご使用ください。
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USB ケーブルの接続

IEEE1394 ケーブルの接続

A

プリンタの電源をオフにします。

A

プリンタとコンピュータ両方の電源をオフにします。

B

プリンタ背面のコネクタに USB ケーブルを接続します。

B

プリンタの背面のコネクタに IEEE1394 ケーブルを接続します。

C

USB ケーブルのもう一方のコネクタをコンピュータに接続します。

C

IEEE1394 ケーブルのもう一方のコネクタをコンピュータに接続します。

コンピュータへの接続については、コンピュータの取扱説明書を参照してください。

IEEE1394 ケーブルの接続
本機を IEEE1394 ケーブルで接続するためのシステム条件
Windows

Macintosh

p

Windows Me/2000/XP プレインストールされているコンピュータで、IEEE1394 ポート
を標準搭載しているコンピュータ。
ただし、標準搭載されている IEEE1394 ポートのホストコントローラが、Windows でサ
ポートされている OHCI 規格※に対応している必要があります。
標準の IEEE1394 ポートでご使用になれない場合は、弊社動作確認済みの IEEE1394 増設
カードが必要になります。動作確認済みの IEEE1394 増設カードについてはエプソン販売
ホームページをご覧いただくか、エプソンインフォメーション センターまでお問い合わせ
ください（お問い合わせ先は本書巻末参照）。
※ご使用になるパソコンの IEEE1394 ポートのホストコントローラが、OHCI 規格に対応
しているかどうかは、コンピュータメーカーにお問い合わせください。
IEEE1394 （FireWire）インターフェイスを標準搭載した Macintosh。
（Mac OS 8.6 〜 Mac OS 9.x、Mac OS X 対応。Mac OS 8.6 でお 使いに なる場 合は、
FireWire2.1 以上が必要です。

コンピュータへの接続については、コンピュータの取扱説明書を参照してください。

ネットワーク I/F カード（オプション）の接続
オプションのネットワーク I/F カードには、次のものがあります。
型番
PRIFNW6

名称・説明
100BASE-TX 、10BASE-T マルチプロトコル Ethernet I/F カード
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フェイスカードで
す。
IPX/SPX、TCP/IP、
NetBEUI、AppleTalk に対応しています。
接続には、Ethernet
ツイストペアケーブル（カテゴリー 5）が別途必要です。

ネットワーク I/F カードの取り付け方は以下のページを、設定方法につい てはネット
ワーク I/F カードの取扱説明書を参照してください。
s 本書 14 ページ「ネットワーク I/F カード」

インターフェイスケーブルの接続
本機に装着したネットワーク I/F カードと、コンピュータやネットワーク側とをケーブ
ルで接続します。

• Windows 98 では IEEE1394 接続はできません。
• Windows NT4.0 はネットワーク接続のみ対応しています。

ケーブルの種類
IEEE1394 コネクタの形状は、6 ピンのものと 4 ピンのものがあります。プリンタ側の
コネクタは 6 ピンです。もう一方は、お使いのコンピュータの IEEE1394 コネクタ形
状に合ったケーブルをご用意ください。6 ピン− 6 ピンのケーブルについては、EPSON
純正品（型番：FWCB1）のご使用をお勧めします。
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ソフトウェアのインストール（Windows）
システム条件の確認

A

プリンタの電源をオフにします。

B

コンピュータの電源をオンにして Windows を起動します。

p

本機を使用す るために必要なハー ドウェアおよびシス テム条件は次のとお りです。シ
ステム条件については、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。
最小システム
Windows

メモリ

Windows 98/Me/NT4.0
32MB 以上
Windows 2000
64MB 以上
Windows XP
128MB 以上を推奨

256MB 以上

ハードディスク
空き容量

100MB 以上

3GB 以上

ディスプレイ

VGA（640 × 480 ドット）

VGA（640 × 480 ドット）以上の解像度

＜例＞ Windows XP

プリンタドライバのインストール

C

「PX-6000 プリンタソフトウェア」
と書かれた CD-ROMをコンピュータにセットしま

D

次の画面が自動的に 表示されたら、ウィルス チェックプログラム が動作していないこ

コンピュータとの接続が終了したら、プリンタドライバと EPSON プリンタウィンド
ウ !3 をコンピュータにインストールします。
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＜例＞ Windows 2000

Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP
Pentium® 4 1.4GHz 相当以上

p

＜例＞ Windows 98

推奨システム

Windows 98/NT4.0
Pentium® 相当以上
Windows Me
Pentium® 150MHz 相当以上
Windows 2000
Pentium® 133MHz 相当以上
Windows XP
Pentium ® 300MHz 相当以上

CPU

次のようなプラグアンドプレイの画面が表示された場合は［キャンセル］ボタ
ンをクリックして画面を閉じ、プリンタの電源をオフにします。

す。

とを確認し、
［続ける］ボタンをクリックします。

• ソフトウェアのインストールは必ず本書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。
• Windows NT4.0/2000 の場合は管理者権限（Administrators）のあるユーザーでロ
グオンする必要があります。
• Windows XP にソフトウェアをインストールするときは、「コンピュータの管理
者」アカウントのユーザーでログインする必要があります。
「制限」アカウント
のユーザーではインストールできません。Windows XP をインストールしたとき
のユーザーは「コンピュータの管理者」アカウントになっています。
• Windows XP では、複数のユーザーが同時に 1 台のコンピュータを使用する
ことができます（マルチユーザーログイン）。ソフトウェアをインストール
するときには、1 人だけログインした状態で行ってください。

クリックします

E

使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、
［同意する］ボタンをクリックし
ます。

F

［ソフトウェアのインストール］をクリックします。

p

• 通常はプリンタドライバと、コンピュータ上からインク残量などプリンタの
状態を監視できるユーティリティ「EPSON プリンタウィンドウ !3」をイン
ストールします。G の画面で［選択画面］ボタンをクリックすると、EPSON
プリンタウィンドウ !3 をインストールしないようにできます。

クリックします

①インストール
する場合は
チェックをつけて

p

この画面が表示され ない場合は、
［マイコンピュータ］をダブルクリックして、
CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。
選 択を 中 止 す る 場 合
にクリックします

①ダブルクリックして

G

②ダブルクリックします

インストールするソフトウェアを確認して［インストール］ボタンをクリックします。

②クリックします

• EPSONプリンタウィンドウ!3をインストールしなくても印刷できますが、イ
ンストー ルしてお くと印刷 実行時に インク残 量などの プリンタ の状態が わ
かるため便利です。また、EPSON プリンタウィンドウ !3 は別途単独でイン
ストールすることもできますが、プリンタドライバと同時にインストールす
ることをお勧めします。
s ユーザーズガイド（PDF）172 ページ「EPSON プリンタウィンドウ !3
（Windows）
」

クリックします

インストールは自動的に進みますので、次の画面が表示されるまでお待ちください。
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H

Windows 98/Me/2000/XP で以下の画面が表示されたら、プリンタの電源をオンに
します。

I

［終了］ボタンをクリックしてインストールプログラムを終了させます。

ネットワー ク接続している場 合は、次の画面で［検索中 止］ボタンをクリックし てく
ださい。

クリックします

ネ ット ワ ーク 接続 して い る場
合 は、
［検 索中止］ボ タン をク
リックしてください

p

インストールの途中で Windows ロゴテストに関する画面が表示された場合は、
［続行］ボタンをクリックしてドライバのインストールを進めてください。

クリックします
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J

再起動のメッセージが表示されたら、
［はい］をクリックしてコンピュータを再起動し
ます。
以上で本機が使用 できるようになりま した。印刷するには、以下の ページを参照して
ください。
s 本書 34 ページ「Windows での印刷」

p

インストール終了後、デスクトップ上に、ショートカットアイコ
ンが作成されます。これをダブルクリックすると、
「MyEPSON」
登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」
登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。

ソフトウェアのインストール（Mac OS 8.6 〜 9.x）

D

システム条件の確認

E

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

本機を使 用するために必要な ハードウェアおよびシ ステム条件は次のと おりです。シ
ステム条件については、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。
最小システム
CPU

Power PC

推奨システム

クリックします

Power PC G4 800MHz 以上

システム

Mac OS 8.6 〜 Mac OS 9.x

Mac OS 9.1 以降

搭載メモリ

128MB

256MB

ハードディスク空き容量

60MB

2GB 以上

ディスプレイ

VGA（640 × 480 ドット）

VGA（640 × 480 ドット）以上の解像度

プリンタドライバのインストール

F

インストールするソフトウェアを確認して［インストール］ボタンをクリックします。

コンピュ ータとの接続が終了 したら、プリンタドライバ をコンピュータにイ ンストー
ルします。

A
B

Macintosh を起動し、「PX-6000 プリンタソフトウェア」と書かれた CD-ROM を
Macintosh にセットします。
［Mac OS 8/9 用］アイコンをダブルクリックします。
クリックします

インストールは自動的に進みますので、次の画面が表示されるまでお待ちください。
ダブルクリックします

C

p

インストールするソフトウェアを選択する場合は、F の画面で［選択画面］ボ
タンをクリックします。

次の画面 が自動的に表示され たら、ウィルスチェックプ ログラムが動作して いないこ
とを確認し、［続ける］ボタンをクリックします。

①インストール
する場合は
チェックを付けて
選択を中止する
場合 に ク リ ック し
ます

②クリックします

クリックします
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G

次の画面が表示されたらインストールは終了です。
［再起動］ボタンをクリックします。

C

［PX-6000］
アイコンをクリックし、USB ポートまたは FireWire ポートを選択します。

②選択します
①クリックして

クリックします

Macintosh が再起動し、インストールしたプリンタソフトウェアが 使用できるように
なります。続いて、インストールしたプリンタを選択してください。

p

p

インストール終了後、デスクトップ上に、ショートカットアイコ
ンが作成されます。これをダブルクリックすると、
「MyEPSON」
登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」
登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。

プリンタの選択

場合は、プリンタが接続されている［AppleTalk］ゾーンを選択してから［PX6000］アイコンを選択し、プリンタの［AppleTalk］名を選択します。
•［設 定］ボタンをクリッ クすると、ローカル 接続したプリン タをネットワー
ク環境で共有することができます。詳しくは以下のページを参照してくださ
い。
s ユーザーズガイド（PDF）24 ページ「Mac OS 8/9 でのプリンタの共有」

プリンタドラ イバをインストール した後は、次の手順でプ リンタドライバを選 択しま
す。プリンタドライバを選択しないとアプリケーションソフトから印刷できません。

A

プリンタの電源をオンにします。

B

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。
①クリックし

• プリンタドライバが多い場合は表示しきれないことがあります。スクロール
バーでウィンドウをスクロールさせてください。
• QuickDraw GX は使用できません。QuickDraw GX を使用停止にしてくださ
い。
• 表示されるポートの種類は Macintosh の機種により異なります。
•［バックグラウンドプリント］を［入］にすると、印刷中も Macintosh で他の
作業ができます。
• オプションのネットワーク I/F カードを使ってネットワークに接続している

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ます。
クリックします

②選択します

以上で本機が使用 できるようになりま した。印刷するには、以下の ページを参照して
ください。
s 本書 38 ページ「Mac OS 8/9 での印刷」
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ソフトウェアのインストール（Mac OS X 10.2以降）

D

システム条件の確認

E

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

本機を使 用するために必要な ハードウェアおよびシ ステム条件は次のと おりです。シ
ステム条件については、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。
最小システム
CPU

推奨システム

Power PC G3 以降
（初代 Power Book G3 を除く）

システム

クリックします

Power PC G4
733MHz 以上
Mac OS X 10.2 以降

メモリ

128 MB

256MB

ハードディスク
空き容量

100MB

8GB 以上

ディスプレイ

XGA（800 × 600 ドット）

XGA（800 × 600 ドット）以上の解像度

F

インストールするソフトウェアを確認して［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インストール
コンピュータとの接続が終了したら、プリンタドライバをインストールします。

A
B

Mac OS X を起動し、Macintoshに「PX-6000 プリンタソフトウェア」と書かれた
CD-ROM をセットします。
［Mac OS X 用］アイコンをダブルクリックします。
クリックします

インストールは自動的に進みますので、次の画面が表示されるまでお待ちください。

p

インストールするソフトウェアを選択する場合は、F の画面で［選択画面］ボ
タンをクリックします。

クリックします

①インストール
する場合は
チェックをつけて

p
C

上の 画面が表示されな いときは、デスクトップ 上の［EPSON］ア
イコンをダブルクリックします。

選択を 中止す る場合
にクリックします
②クリックします

自動的に 画面が表示されたら、ウ ィルスチェックプログ ラムが動作していな いことを
確認し、［続ける］ボタンをクリックします。
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G

次の画面が表示されたら、Mac OS X にログインしているユーザーのパスワードを入
力し、
［OK］ボタンをクリックします。

p

プリンタドライバのインストールには管理者の権限が必要です。
必ず管理者権限を持つユーザーでログオンしてください。

A

プリンタの電源をオンにします。

B

ハードディスクの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

p
①入力して

C

［Macintosh HD］というアイコン名は、ご利用の環境によって異なります。

［アプリケ ーション］をクリッ クして、
［ユー ティリティ］フォルダ をダブルクリック
します。

②クリックします

H
I
J

①クリックして

［続ける］ボタンをクリックします。
使用許諾契 約書の画面が表示 されたら、内容を確認 して［同意］ボタンをクリッ クし
ます。
［インストール］ボタンをクリックします。

②ダブルク リック
します

p
クリックします

D

［プリントセンター］または［プリンタ設定ユーティリティ］をダブルクリックします。
＜例＞

この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

K

［ユーティリ ティ］フォルダが 表示されない 場合は、ウィンドウ 右のスライド
バーを使って画面をスクロールしてください。

インストールが終了したら、
［再起動］ボタンをクリックします。
Macintosh が再起動したら、次の手順に進んでプリンタを追加してください。

p

インストール終了後、デスクトップ上に、ショートカットアイコ
ンが作成されます。これをダブルクリックすると、
「MyEPSON」
登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」
登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。

プリンタの追加
プリンタドラ イバをインストー ルした後は、次の手順で プリンタを追加し ます。プリ
ンタを追加しないとアプリケーションソフトから印刷できません。
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ダブルクリックします

p

Mac OS X v10.2 以前の場合は「プリントセンター」、Mac OS X v10.3 以降の
場合は「プリンタ設定ユーティリティ」という名称になります。

E

以下のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も［追加］ボタンをクリックします。

p

クリックします

クリックします

F

次の画面が表示されます。画面の上にあるリストをクリックし、下表に従ってインター
フェイスを選択します。

H

• ページ設定で［すべてを選択］を選んでおくことで、アプリケーションで用
紙種類（ロール紙／単票紙）や余白を選択できるようになります。
• ［EPSON TCP/IP］を選択した場合、プリンタは機種名と IP アドレスで判別し
てください。IP アドレスはネットワーク管理者にご確認ください。

［EPSON TCP/IP］を追加した場合、プリンタリストには機種名でなく、IP アドレス
が表示されます。
＜例＞

リ スト を クリ ック して
「EPSON xxx」から選択
します

プリンタをローカル（直接）接続している場合
接続方法

リストから選択するインターフェイス

USB 接続

EPSON USB

FireWire（IEEE1394）接続

EPSON FireWire

プリンタを［EPSON TCP/IP］で何台も追加すると判別しにくいため、次の 方法でプ
リンタ名を変更することをお勧めします。
①プリンタリストで、名称を変更したいプリンタをクリックします。
②［プリンタ］メニューから［情報を見る］を選びます。
③［プリンタ情報］画面が表示されるので、
［プリンタ名］を変更します。

オプションのネットワーク I/Fカードを使ってプリンタをネットワーク接続している場合
印刷プロトコル
AppleTalk

EPSON AppleTalk

TCP/IP

EPSON TCP/IP

Rendezvous

Rendezvous

p
G

リストから選択するインターフェイス

I

必ず、表に従って選択してください。リストには「AppleTalk」、
「IP プリント」、
「USB」なども表示されますが、これらには対応していません。

［プリントセンター］メニューから［プリントセンターを終了］を選択して、プリント
センターを閉じます。MacOSX v10.3.x 以降の場合は［プリンタ設定ユーティリティ］
メニューから［プリンタ設定ユーティリティを終了］を選択します。
＜例＞

プリ ンタを 選択し ます。ペー ジ設定 で［すべて を選択］を選 び、
［追 加］ボタン をク
リックします。
プリンタリストにプリンタ名が表示されます。

①クリックして

②クリッ クして
選択し

③クリックします

セットアップ −

33

Windows での印刷
印刷の基本手順
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。

基本的な使い方

p

ここでは、Windows や Macintosh で本機を使用するための基本的な使い方について
説明しています。

● Windows での印刷 ............................................. 34
● Mac OS 8/9 での印刷 ......................................... 38
● Mac OS X での印刷 ............................................ 40
● インクカートリッジの交換 .................................... 45

A

• プリンタドライバの設定画面の開き方やボタン名は、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。
• 大量印刷前にインク残量を確認したい場合は、以下のページを参照してください。
s 本書 45 ページ「インク残量のチェック」

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 53 ページ「用紙の取り扱い」

B
C
D

アプリケーションソフトを起動します。
［ファイ ル］メニューから［ペー ジ設定］
（ま たは［用紙設定］などの 用紙設定関連コ
マンド）を選択します。
各項目を設定します。
［ページ設定］ダイアログで用紙サイズなど必要な項目を設定します。各項目について
は、ダイアログ右上のヘルプ（？）ボタンをクリックしてヘルプをご覧ください。
＜例＞「ペイント」の場合

設定します

p
E
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アプリケーションソフトによっては、独自の［ページ設定］ダイアログが表示
されることがあります。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。

［OK］ボタンをクリックして、［ページ設定］ダイアログを閉じます。
この後、印刷データファイルを作成します。

F

印刷データファイルを作成したら［ファイル］メニューから［印刷］
（または［プリン

G

PX-6000 が選択されていることを確認し、
［OK］ボタン（または［印刷］ボタンなど）

めします。各項目については、項目を右クリックして表示される［ヘルプ］をクリッ

をクリックして印刷を実行します。

クして、ヘルプをご覧ください。

［用紙設定］ダイアログ
• 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。

ト］）を指定します。

• 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

プリンタドライバを設定する必要があれば、
［詳細設定］または［プロパティ］ボタン
をクリックして設定画面を表示させます。

①クリックし

②選択して

設 定の必要が あれば、
クリックします
①確認して
PX-6000 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
③クリックします
②設定の必要がなければクリックします

［基本設定］ダイアログ
• 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。各
項目 については、項目を右クリックして表示される［ヘ ルプ］をクリックして、ヘ
ルプをご覧ください。
• 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 とがで きま
す。また、独 自に詳細な設定を登録して利用することもで きます。各項目について
は、項目 を右クリックして表示される［ヘルプ］をクリック して、ヘルプをご覧く
ださい。
①クリックし

②設定します

［OK］ボタンをクリックすると、G の画面に戻ります。

p

• ［用紙サイズ］はアプ リケーションソフ トで設定した用 紙サイズに合わせ て
ください。
• ［レイアウト］タブをクリックすると、拡大 / 縮小印刷、両面印刷、割付印刷、
ポスター印刷を設定できます。必要に応じて設定してください。
s ユーザーズガイド（PDF）100 ページ「拡大 / 縮小印刷」
s ユーザーズガイド（PDF）109 ページ「用紙を節約して印刷（両面印刷）
（MAC OS X 以外）」
s ユーザーズガイド（PDF）105ページ「用紙を節約して印刷（割付印刷）
」
s ユーザーズガイド（PDF）53 ページ「ポスター印刷（拡大分割して印刷）
（MAC OS X 以外）」
• フチなし印刷をする場合、詳しくは以下のページを参照してください。
s 本書 72 ページ「フチなし印刷するには」
s ユーザーズガイド（PDF）75 ページ「フチなし印刷」
• ［ユーティリティ］タブをクリックすると、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。必要に応じてご使用ください。
s ユーザーズガイド（PDF）184 ページ「ユーティリティの使い方」

基本的な使い方 −
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印刷を実行すると
画面上にプログレスメータ *1 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。
Windows 98/Me の場合は、スプールマネージャ *2 も同時に起動します。
s ユーザーズガイド（PDF）156 ページ「印刷状況を確認する画面」
*1
*2

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。
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。

p

印刷中に［パ ネル設定］スイ ッチ（
）を 押すと、パネル設 定モードの［プ
リンタステータス］メニューに直接入ります。

印刷の中止方法
印刷を中止する方法を説明します。

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

プリンタのディスプレイに「インサツカノウ」と表示されたら、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 ユーザーズガイド（PDF）245 ページ「困ったときは」

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、以下の手順で中止してください。

Windows 98/Me の場合

プリンタの状態チェック
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。

A

［ポーズ］スイッチ（

）を 3 秒以上押してプリンタをリセットします。

印刷途中であって も、プリンタをリセッ トします。印刷中の用 紙は、ディスプレイに
表示されているアイコンによって、以下の処理がされます。
アイコン

説明
ロール紙自動カット

印刷中のファイル
名や印刷の進行状
況を表示します

ロール紙カッター OFF ［用紙送り］スイッチ（
/
）を押して、カットしたい位置が排出
されるまで紙送り し、市販のカッターな どを使ってロール紙 から用紙
を切り離してください。パネル設定モードで［キリトリセン］を［ON］
に設定している場合は切り取り線を印刷します。

インク残量を表示
します

単票紙

また、プリンタの操作パネルを操作してパネル設定モードに入り、
［プリンタステータ
ス］メニューで印刷可能枚数やインク残量などの情報を確かめることができます。
s 本書 47 ページ「プリンタの操作パネルで確認するには」
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用紙サイズ分紙送りをしてから、自動的に用紙がカットされます。

p

排紙されます。

• プリンタをリセットすることで、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。必ずプリンタをリセットしてください。
• リセット後、印刷可能状態になるまで時間がかかる場合があります。

B

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。

①［スタート］ボタンをクリックして［コントロールパネル］をクリックします。
［スタート］メニューに［プリンタと FAX］が表示されている場合は、［プリンタと
FAX］をクリックして、C へ進みます。
②［プリンタとその他のハードウェア］をクリックします。
③［プリンタと FAX］をクリックします。
• Windows 2000/NT4.0 の場合

クリックします

p

Windowsの［スタート］
メニューから［プリンタとFAX］または［プリンタ］
を開きます。
• Windows XP の場合

［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。

［スタート］ボタンをクリックして［設定］にカ ーソルを合わせ、
［プリン タ］をク
リックします。

C

［PX-6000］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
①クリックして

②クリックします

Windows XP/2000/NT4.0 の場合

A

［ポーズ］スイッチ（

）を３秒以上押してプリンタをリセットします。

印刷途中 であっても、プリンタ をリセットします。印 刷中の用紙は、ディス プレイに
表示されているアイコンによって、以下の処理がされます。
アイコン

［プリンタ］メニュー内の［すべてのドキュメントの取り消し］または［印刷ドキュメ
ントの削除］をクリックします。

説明
ロール紙自動カット
ロール紙カッター OFF

単票紙

p

D

用紙サイズ分紙送りをしてから、自動的に用紙がカットされます。
［用紙送り］スイッチ（
/
）を押して、カットしたい位置が排出
される まで紙送りし、市販のカ ッターなどを使っ てロール紙から用紙
を切り離してください。パネル設定モードで［キリトリセン］を［ON］
に設定している場合は切り取り線を印刷します。

①クリックして

②クリックします

排紙されます。

• プリンタをリセットすることで、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。必ずプリンタをリセットしてください。
• リセット後、印刷可能状態になるまで時間がかかる場合があります。

p

• プリンタへのデータ転送が終了している場合、上記画面に印刷データは表示
されません。その場合は、プリンタのリセットだけで印刷は正常に中止され
ます。
［ドキュ メ
• 特定の印刷デー タだけを削除す る場合は、印刷デー タを選択し、
ント］メニューの［キャンセル］をクリックします。

基本的な使い方 −
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Mac OS 8/9 での印刷

E

印刷の基本手順

F

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
A

• セレクタで、PX-6000 は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 PX-6000 を選択してください。
s 本書 29 ページ「プリンタドライバのインストール」
• 大量印刷前にインク残量を確認したい場合は、以下のページを参照してください。
s 本書 45 ページ「インク残量のチェック」

G

［OK］ボタンをクリックして、［用紙設定］ダイアログを閉じます。
この後、印刷データファイルを作成します。
印刷データファイルを作成したら［ファイル］メニューから［プリント］（または［印
刷］
）を選択します。
各項目を設定します。
［プリン ト］ダイアログの［部 数］や［用紙種類］など を確認します。通 常は［印刷］
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、 ボタンをクリックしてヘルプをご覧ください。

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 53 ページ「用紙の取り扱い」

B
C
D

アプリケーションソフトを起動します。

p

［フ ァイル］メニューか ら［用紙設定］（または［プリンタ設 定］などの用紙設定 関連
コマンド）を選択します。

H

各項目を設定します。
［用紙設定］ダイアログで用紙サイズなど必要な項目を設定します。各項目については、
ボタンをクリックしてヘルプをご覧ください。

アプリケーションソフトによっては、独自の［印刷］ダイアログが表示される
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。

［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 る場合は、画面上に
［EPSON MonitorIV］の画面が表示され、印刷が始まります。

設定します

プリンタのディスプレイに「インサツカノウ」と表示されたら、印刷は終了です。

p

• アプリケーションソフトによっては、独自の［用紙設定］ダイアログが表示
されることがあります。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。
• フチなし印刷をする場合、詳しくは以下のページを参照してください。
s 本書 72 ページ「フチなし印刷するには」
s ユーザーズガイド（PDF）75 ページ「フチなし印刷」
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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 ユーザーズガイド（PDF）245 ページ「困ったときは」

B

プリンタの状態チェック

アプリケーションメニューから［EPSON Monitor IV］を選択します。
①クリックします

セレク タで［バックグラウ ンドプリント］を［入］に設定 している場合は、印 刷実行
時に［EPSON Monitor IV］が起動して印刷の進行状況（コンピュータの処理状況）を
表示します。さらに、
［EPSON Monitor IV］の
ボタンをクリックすると、
［インク
残量］モニタが開きます。

②クリックします

インク残量を確認する場合にクリックします

C
イン ク 残 量を
表示します

印刷中の書類をクリックし、

ボタンをクリックします。

画面に印刷キャ 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

印刷 中の ファ イル 名や 印刷 の
進行状況を表示します

①クリックして
クリックすると最新の状態を表示します

また、プリンタの操作パネルを操作してパネル設定モードに入り、
［プリンタステータ
ス］メニューで印刷可能枚数やインク残量などの情報を確かめることができます。
s 本書 47 ページ「プリンタの操作パネルで確認するには」

p

印 刷中に［パネル 設定］スイッチ（
）を押すと、パ ネル設定モ ードの［プ
リンタステータス］メニューに直接入ります。

バックグラウンドプリント未使用の場合

A

印刷の中止方法

）を 3 秒以上押してプリンタをリセットします。

用紙サイズ分紙送りをしてから、自動的に用紙がカットされます。

ロール紙カッター OFF ［用紙送り］スイッチ（
/
）を押して、カットしたい位置が排出
されるまで紙 送りし、市販のカッター などを使ってロー ル紙から用紙
を切り離してください。パネル設定モードで［キリトリセン］を［ON］
に設定している場合は切り取り線を印刷します。

印刷途中 であっても、プリンタ をリセットします。印 刷中の用紙は、ディス プレイに
表示されているアイコンによって、以下の処理がされます。
リセット後、印刷可能状態になるまで時間がかかる場合があります。
アイコン

説明
ロール紙自動カット

バックグラウンドプリント使用時の場合
［ポーズ］スイッチ（

） を 3 秒以上押してプリンタをリセットします。

印刷途中であ っても、プリンタをリセ ットします。印刷中の 用紙は、ディスプレイ に
表示されているアイコンによって、以下の処理がされます。
リセット後、印刷可能状態になるまで時間がかかる場合があります。
アイコン

印刷を中止する方法を説明します。

A

［ポーズ］スイッチ（

単票紙

排紙されます。

説明
ロール紙自動カット
ロール紙カッター OFF

単票紙

用紙サイズ分紙送りをしてから、自動的に用紙がカットされます。
［用紙送り］スイッチ（
/
）を押して、カットしたい位置が排出
される まで紙送りし、市販のカ ッターなどを使っ てロール紙から用紙
を切り離してください。パネル設定モードで［キリトリセン］を［ON］
に設定している場合は切り取り線を印刷します。

B

コマンド（

）キーを押しながらピリオド（ ．
）キーを押します。

これで印刷が正常に中止されます。

排紙されます。

基本的な使い方 −
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Mac OS X での印刷
印刷の基本手順
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

A

• プリン トセンタ ーまた はプリン タ設定 ユーティ リティ の［ページ設 定］で
［すべてを選択］が 選ばれていま すか？選ばれていな い場合は、プリン トセ
ンターまたはプリンタ設定ユーティリティを開いて［すべてを選択］を選ん
でください。
s 本書 32 ページ「プリンタの追加」
• 大量印刷前にインク残量を確認したい場合は、アプリケーションフォルダに
ある［EPSON Printer Utility］を使用して確認してください。
s ユーザーズガイド（PDF）184 ページ「ユーティリティの使い方」

プリンタを準備します。
• 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 53 ページ「用紙の取り扱い」

B
C

アプリケーションソフトを起動します。
［フ ァイル］メニューか ら［用紙設定］（または［プリンタ設 定］などの用紙設定 関連
コマンド）を選択します。

p
D

アプリケーションソフトによっては、独自の ［用紙設定］ダイアログが表示さ
れることがあります。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。

対象プリンタ、用紙サイズ、方向などを設定します。

①
②
③

40 − 基本的な使い方

①対象プリンタ
ここに表示される名称は、インターフェイスによって異なります。
EPSON USB の場合
：PX-xxxx（xxx）
EPSON FireWire の場合 ：PX-xxxx（FW：xxx）
EPSON AppleTalk の場合 ：プリンタの AppleTalk 名（AT：xxx）
EPSON TCP/IP の場合 ：プリンタの IP アドレス（IP：xxx）
AppleTalk 名と IP アドレスについては、ネットワーク管理者にご確認ください。
上記の（xxx）は複数あり、その中から印刷する用紙（単票紙／ロール紙）と余白の組
み合わせを選択します。選択項目とその説明は下表のとおりです。
単票紙に印刷する場合
選択項目

説明

xxxxx（単票紙）

単票紙に印刷する場合に選択します。
プリンタの操作パネルの「ロールシヨハク」の設定に従って余白が確保さ
れます。初期設定では上下が 15mm、左右が 3mm になります。

xxxxx（最大）

普通紙、普通紙（線画）、トレーシングペーパー（線画）PX マット紙＜薄
手＞（線画）の単票紙で、上下左右の余白を 3mm ずつにする場合に選択
します。

xxxxx
単票紙に左右フチなし印刷する場合に選択します。
（単票紙（フチなし、自動拡大）） 自動拡大でのフチなし印刷は、原稿を用紙サイズより左右に 3mm ずつ拡
大し、はみ出させて印刷します。上下は左右と同じ比率で拡大します。自
動的に原稿を拡大して印刷するため、簡単にフチなし印刷ができます。
ただし、はみ出した部分（左右 3mm、上下は用紙サイズを超えた部分）は
印刷されません。
xxxxx
単票紙に左右フチなし印刷する場合に選択します。
（単票紙（フ チなし、カスタ ム設 原寸維持または寸法維持でのフチなし印刷は、印刷領域を左右にのみ 3mm
定（原寸維持または寸法維持）
）） ずつ広げて印刷します。原稿を拡大しないため、用紙からはみ出さずにフ
チなし印刷ができます。
ただし、あらかじめ用紙サイズより左右 3mm ずつはみ出した原稿を作成
する必要があります。

G

ロール紙に印刷する場合
選択項目

説明

xxxxx（ロール紙）

ロール紙に印刷する場合に選択します。プリンタの操作パネルの「ロール
シ ヨハ ク」の設 定に 従っ て 余白 が確 保さ れま す。初期 設定 では 上下 が
15mm、左右が 3mm になります。

xxxxx（ロール紙（長尺））

長尺紙に印刷する場合に選択します。プリンタの操作パネルの「ロールシ
ヨハク」の設定に従って余白が確保されます。初期設定では上下が 15mm、
左右が 3mm になります。

xxxxx
ロールにフチなし印刷する場合に選択します。
（ロール紙（フチなし、自動拡大）） 自動拡大でのフチなし印刷は、原稿を用紙サイズより左右に 3mm ずつ拡
大し、はみ出させて印刷します。上下は左右と同じ比率で拡大します。自
動的に原稿を拡大して印刷するため、簡単にフチなし印刷ができます。
ただし、はみ出した部分（左右 3mm、上下は用紙サイズを超えた部分）は
印刷されません。
xxxxx
（ロール紙（フチ なし、カスタム
設定（原寸維持または寸法維持
））
）

xxxxx
（ロール紙（フチなし、長尺）
）

p

ロールにフチなし印刷する場合に選択します。
原寸維持または寸法維持でのフチなし印刷は、印刷領域を左右にのみ 3mm
ずつ広げて印刷します。原稿を拡大しないため、用紙からはみ出さずにフ
チなし印刷ができます。
ただし、あらかじめ用紙サイズより左右 3mm ずつはみ出した原稿を作成
する必要があります。

D で選択したプリンタ名が表示されていることを確認し、リストから［印刷設定］を
選択します。
違うプリンタ名が表示されている場合は、選択しなおしてください。
①確認します

②リ ストを クリッ
クして［印刷設定］
をクリックします

H

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、
［印刷設定］の各項目を設定するだけで正常に印刷できます。各項目につい
ては、［ヘルプ］ボタンをクリックしてヘルプをご覧ください。

長尺紙にフチなし印刷する場合に選択します。

［プリン ト］ダイアログの［ロ ール紙
• ロール紙に フチなし印刷 する場合は、
オプション］画面でカット方法を選択してください。詳しい説明はこの後の
手順にあります。
• ［xxxxx（フチなし）xxx］を選択すると、［用紙サイズ］に表示される用紙は
フチなし印刷可能なサイズのみになります。
フチなし印刷する場合は、下記の説明も併せてお読みください。
s 本書 72 ページ「フチなし印刷するには」
s ユーザーズガイド（PDF）75 ページ「フチなし印刷」

選択します

②用紙サイズ
印刷する用紙サイズに合わせて設定します。

③方向
用紙方向を選択します。

E
F

［OK］ボタンをクリックして、設定画面を閉じます。
この後、印刷データファイルを作成します。
印刷データファイルを作成したら［ファイル］メニューから［プリント］
（または［印
刷］）を選択します。

基本的な使い方 −
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I

必要に応じて、リストからそのほかの項目を選択します。

②用紙調整

本機独自の設定画面は、
［印刷設定］のほかに、［カラー調整］、［用紙調整］、［ロール
紙オプション］があります。

エプソン純正以外の 用紙を使用する場合 に、その用紙に適した用 紙送り量やインク乾
燥時間などの設定をします。各項目については、［ヘルプ］ボタンをクリックしてヘル
プをご覧ください。

①
②
③

①プリンタのカラー調整
色あいの設定をします。各項目については、
［ヘルプ］ボタンをクリックしてヘルプを
ご覧してください。
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③ロール紙オプション
ロール紙オプションは、対象プリンタで［xxxxx（ロール紙（xxx））］を選択した場合
に表示されます。
印刷後に自動的にカ ットするかどうかや、切 り取り線を印刷する かどうかなどの設定
ができます。各項目については、［ヘルプ］ボタンをクリックしてヘルプをご覧くださ
い。

J

インク残量は以下の方法で確認します。

［プリント］ボタンをクリックして、印刷を実行します。
プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティが起動し、印刷が始まります。
＜例＞

A

［アプリケーション］フォルダにある［EPSON Printer Utility］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

プリンタのディスプレイに「インサツカノウ」と表示されたら、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下記を参照してく
ださい。
s ユーザーズガイド（PDF）245 ページ「困ったときは」

B

お使いのプリンタを選択し、
［OK］ボタンをクリックします。

プリンタの状態チェック
印刷実行時にプリントセンターが起動して印刷の進行状況（コンピュータの処理状況）
を表示します。表示 されている［PX-6000］をダブルクリックすると、詳細な進行状
況を表示します。
＜例＞
ダブルクリックします
①クリックします

C

印刷中のファイル名や印刷の進行状況を表示します

②クリックします

次の画面が表示されます。
［EPSON プリンタウィンドウ］ボタンをクリックします。

クリックします

基本的な使い方 −
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p

左下の画面は、
［プリントセンター］または［プリンタ設定ユーティリティ］で
プリンタ名をクリックし、［設定］ボタンをクリックして開くこともできます。

印刷の中止方法
印刷を中止する方法を説明します。

＜例＞

バックグラウンドプリント使用時の場合
クリックします

A

［ポーズ］スイッチ（

）を 3 秒以上押してプリンタをリセットします。

印刷途中であって も、プリンタをリセッ トします。印刷中の用 紙は、ディスプレイに
表示されているアイコンによって、以下の処理がされます。
リセット後、印刷可能状態になるまで時間がかかる場合があります。
アイコン

説明
ロール紙自動カット

用紙サイズ分紙送りをしてから、自動的に用紙がカットされます。

ロール紙カッター OFF ［用紙送り］スイッチ（
/
）を押して、カットしたい位置が排出
されるまで紙送り し、市販のカッターな どを使ってロール紙 から用紙
を切り離してください。パネル設定モードで［キリトリセン］を［ON］
に設定している場合は切り取り線を印刷します。

インク残量が表示されます。

単票紙

B
インク残量を表示します

C

排紙されます。

プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティを開きます。
s 本書 32 ページ「プリンタの追加」
［プリント中］と表示されているプリンタをダブルクリックします。
＜例＞

クリックすると最新の状態を表示します

また、プリンタの操作パネルを操作してパネル設定モードに入り、
［プリンタステータ
ス］メニューで印刷可能枚数やインク残量などの情報を確かめることができます。
s 本書 47 ページ「プリンタの操作パネルで確認するには」

p

印刷 中に［パネル設 定］スイッチ（
）を押すと、パネ ル設定モー ドの［プ
リンタステータス］メニューに直接入ります。
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ダブルクリックします

D

印刷中の書類をクリックし、［削除］ボタンをクリックします。
画面に印 刷キャンセルに関す るダイアログが表示さ れる場合は、画面の指示 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

インクカートリッジの交換
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。
• ディスプレイにインク なしのアイコンが表示されているカートリッジを交換 する場
合は、以下のページに進んでください。
s 本書 49 ページ「インクカートリッジの交換手順」
「インク残量のチェック」に進んでく
• 大量印刷前にインク残量を確認したい場合は、
ださい。

p

なくなったインクや、なくなりそうなインクを交換する場合は、 以降の手順に
従って交換してください。

8 色モードと４色モードを切り替えるときは
8 色モードと 4 色モードを切り替える場合は、インクカートリッジの交換とは手順が
異なります。以下のページを参照してください。
s ユーザーズガイド（PDF）225 ページ「8 色 /4 色のインクチェンジ方法」

インク残量のチェック
インク残量をチ ェックするには、コン ピュータのモニタで 確認する方法と、プリン タ
の操作パネルで確認する方法があります。

コンピュータのモニタで確認するには
EPSON プリンタウィンドウ !3 によって、コンピュータのモニタ上でプリンタの状態
やインクの残量を確認することができます。

Windows の場合
通常の印刷時は、ア プリケーションソフ トからプリンタドラ イバのプロパティを開 い
て確認します。アプ リケーションソフト からプリンタドライ バのプロパティを開く 方
法は、ソフトウェア によって異なりま す。各ソフトウェアの取 扱説明書を参照して く
ださい。以下 Windows XP に添付の「ペイント」の場合を説明します。

p

• プリンタ ドライバ のプロパ ティを 開いて確 認するこ ともでき ます。プロ パ
ティの開き方については、以下のページを参照してください。
s ユーザーズガイド（PDF）145 ページ「プリンタドライバの設定画面を
表示する方法」
• Windows のタスクバーにプリンタドライバの呼び出しアイコンを表示させ
ている場合は、そこから直接 EPSON プリンタウィンドウ !3 を開いて確認す
ることもできます。
s ユーザーズガイド（PDF）172 ページ「EPSON プリンタウィンドウ !3
（Windows）
」

基本的な使い方 −
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A
B

Mac OS 8/9 の場合

プリンタの電源をオンにします。
アプリケーションソフトの［ファイル］メニューから［印刷］をクリックして［印刷］
ダイアログを表示させます。
①クリックして

A
B
C

プリンタの電源をオンにします。
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
選択します。
［印刷］ダイアログの

クリックします

②クリックします

C

ボタンをクリックします。

インク残 量を
確認します

プリンタ名に EPSON PX-6000 が選択されていることを確認して、
［詳細設定］また
は［プロパティ］ボタンをクリックします。

②クリックします

クリックすると最新の状態を
表示します

①確認して
PX-6000 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

インク残量を確認したらダイアログを閉じます。

Mac OS X の場合

p
D

Windows 2000 の「ペイント」のように、
［印刷］ダイアログ内で直接プリンタ
のプロパティを操作できる場合があります。

［ユーティリティ］ダイアログを開いて、
［EPSON プリンタウィンドウ !3］ボタンをク
リックします。

A
B

ハードディスクの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

①クリックし
②クリックして

プリンタの電源をオンにします。

［アプリケーション］をクリックして、
［EPSON Printer Utility］アイコンをダブルク
リックします。
①クリックして
② ダブ ル ク
リックします

③インク残量を確認します

インク残量を確認したらダイアログを閉じます。
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D

お使いのプリンタを選択し、［OK］ボタンをクリックします。

インク残量が表示されます。

イン ク残量を
表示します

①クリックして

E

②クリックします

次の画面が表示されます。［EPSON プリンタウィンドウ］ボタンをクリックします。
クリックすると最新の状態を表示します

インク残量を確認したらダイアログを閉じます。
クリックします

プリンタの操作パネルで確認するには
操作パネルでは次の情報を確認できます。
確認方法

p

上の画面は、
［プリントセンター］または［プリンタ設定ユーティリティ］でプ
リンタ名をクリックし、［設定］ ボタンをクリックして開くこともできます。
＜例＞
クリックします

参照先

インク残量

s 本書 10 ページ「ランプとディスプレイ」

パネル設定モード

インク残量、印刷可能枚数

下記の手順

p
A

確認できる情報

ディスプレイ表示

以下の手 順のどの階層 で［ポーズ］スイッチ（
モードから抜けて印刷可能状態に戻ります。

［パネル設定］スイッチ（

）を 押しても、パネル設 定

「プリンタステータ
）を押してパネル設定モードに入り、

ス」を選択します。
ディスプレイ表示

プリンタセッテイ

最初の設定メニューです

↓［用紙送り］スイッチ（
プリンタステータスメニュー

/

）を数回押します

←表示させます

↓［パネル設定］スイッチ（

）を押します

プリンタステータスメニュー
バージョン 最初の設定項目が表示されます

基本的な使い方 −
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B

［用紙送り］スイッチ（

/

）を押して、知りたい情報項目を選択します。

8 色モード

• 各インクカートリッジで印刷可能な枚数を確認する場合

パネル表示

パネル表示

インク色（装着スロット）

直前に印刷し たページでのインクの消費量をもとに、各インクカート リッジであと

MK

マットブラック

MK

マットブラック（＃ 1）

何枚印刷可能かを表示します。

C

シアン

C

シアン（＃ 2）

M

マゼンタ

M

マゼンタ（＃ 3）

Y

イエロー

Y

イエロー（＃ 4）

PK

フォトブラック

MK-2

マットブラック（＃ 5）

LC

ライトシアン

C-2

シアン（＃ 6）

LM

ライトマゼンタ

M-2

マゼンタ（＃ 7）

LK

グレー

Y-2

イエロー（＃ 8）

プリンタステータスメニュー
インサツカノウマイスウ
↓［パネル設定］スイッチ（
C へ進みます

）を押します

• 各インクカートリッジのインク残量を確認する場合
プリンタステータスメニュー

パネル表示

インクザンリョウ
↓［パネル設定］スイッチ（
C へ進みます

p
C

4 色モード

インク色

インク色を切り替えながら、印刷可能枚数またはインク残量を確認します。
• 印刷可能枚数の確認：B で「インサツカノウマイスウ」を選択した場合

インサツカノウマイスウ
ｘｘｘｘｘｘマイ マットブラックインクで印刷可能な枚数

インサツカノウマイスウ
LK

/

）を数回押します

E

＊

＊

＊

＊

E

＊

＊

＊

E

＊

＊

E

＊

インク残量
＊

F

100 〜 81% インク満杯状態
（フル）

F

80 〜 61%

F

60 〜 41%

F

40 〜 21%

F

20 〜 10%

nn%

1 〜 10% 未満インク残量わずか（インクエンドランプ点滅）

0%

0% インクエンド（インクエンドランプ点灯）

D

さらに他の情報を知りたい場合は、［用紙選択］スイッチ（
上の階層へ抜け出し、B から C の手順を繰り返します。

操作をすべて終了したら、
［ポ ーズ］スイッチ（

）を 1 回押して

）を押してパネル設定モードから

抜けます。

ｘｘｘｘｘｘマイ グレーインクで印刷可能な枚数

以下の表示は 8 色モードの場合です。
インクザンリョウ
MK

最初の表示項目
E＊＊＊＊＊F マットブラックインク残量

↓［用紙送り］スイッチ（
インクザンリョウ

/

）を数回押します

最後の表示項目
E＊＊＊＊＊F グレーインク残量

インク色の表示とインク残量の目安は以下のとおりです。
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＊

最後の表示項目

• インク残量の確認：B で「インクザンリョウ」を選択した場合

LK

＊

p

何枚印刷可能かを表示します。以下の表示は 8 色モードの場合です。

↓［用紙送り］スイッチ（

＊

必要な情報をすべて確認したら次へ進みます。

直前に印刷し たページでのインクの消費量をもとに、各インクカート リッジであと

MK

＊

）を押します

そのほかの情報については、以下のページを参照してください。
s ユーザーズガイド（PDF）204 ページ「［プリンタステータス］メニュー」

最初の表示項目

E

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、下記のとおりです。
インク色

型番

フォトブラック

ICBK24

マットブラック

ICMB24

グレー

ICGY24

シアン

ICC24

ライトシアン

ICLC24

マゼンタ

ICM24

ライトマゼンタ

ICLM24

イエロー

ICY24

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。

w

以降の手順では、8 色モードと 4 色モードの切り替えはできません。そのため、
必ず交換前と同じ種類のインクを装着してください。 8 色 モードと 4 色モード
を切り替える場合は、以下のページを参照してください。
s ユーザーズガイド（PDF）225 ページ「8 色 /4 色のインクチェンジ方法」

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

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
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。
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
• インクカートリッジは、
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。
• インクカートリッジの緑色の基板部分（IC チップ）には触らないでください。正常
に動作・印刷ができなくなるおそれがあります。
• イン クカートリッジのインク供給孔には触らないでくだ さい。インク供給部からイ
ンクが漏れることがあります。

緑色の基板部分（IC チップ）
インク供給孔

• インクカートリッジは IC チップでインク残量などカートリッジ固有の情報を管理し
ているため、途中で抜いても再使用可能です。
• イン クカートリッジへのインクの補充はしないでくださ い。インクカートリッジは
IC チップにインク残量を記憶しています。このため、インクを補充しても IC チッ
プ内の残量値が書き換わることはなく、使用できるインク量は変わりません。
• 使用 途中で取り外したインクカートリッジは、インク供給部 にほこりが付かないよ
うに 注意して、プリンタと同じ環境下で保管してください。袋 などに入れていただ
く必 要はありません。インク供給孔内部には弁があるため、ふ たや栓をしていただ
く必要はありませんが、供給孔部で周囲を汚さないようにご注意ください。

インクは印刷時だけでなく次の場合にも消費されます。
• 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
*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。

p

モノクロ印刷などでブラック系のインクのみを使用している場 合でも、クリー
ニングによってカラーインクも消費されます。

インクカートリッジの交換手順
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。8 個のインクカートリッジのう
ち 1 個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、デ ィス プレイ にイン クな しのア イコン が表 示され 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。

w

• インクカートリッジは、8 個すべてセットしてください。
• 交換作業中は、プリンタの電源をオフにしたり、電源ケーブルをコンセント
から抜いたりしないでください。
• インクカ ートリ ッジのイ ンクの 補充は、絶対 にしな いでくだ さい。場合 に
よって正常に動作・印刷ができなくなるおそれがあります。
• 交換用の インクカ ートリッ ジがお 手元にな い場合は、交 換する まで使い 終
わったイ 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。
• 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。間違っ
た方法で 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。

基本的な使い方 −
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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を合わせて取り付けてください。
マットブラック
シアン
マゼンタ
イエロー

C

カートリッジスロットからインクカートリッジを外します。

フォトブラックまたはマットブラック
ライトシアンまたはシアン
ライトマゼンタまたはマゼンタ
グレーまたはイエロー

p
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。

D

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

以降の説明は、左端のスロット #1 に装着したマットブラックインクカートリッジを交
換する場合を 例にしています。その他 のスロットに装着し たインクカートリッ ジも同
様の手順で交換してください。

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

左側 のイン クカ ートリ ッジ収 納ボ ックス の○部 分を 押して カバー を開 け、インク レ

• インク供給部からインクが漏れることがあります。手や服を汚さないように
注意してください。
• 弊 社では使用済みイ ンクカートリッジ のリサイクルを行 っておりますので、
回収にご協力ください。
s 本書 51 ページ「インクカートリッジのリサイクルについて」

緑色の基板部分（IC チップ）

インク供給孔

バーを上げます。
②レバーを上げます

①カバーを開け
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w

• インクカートリッジの緑色の基板部分（IC チップ）には触らないでください。
正常に動作・印刷ができなくなるおそれがあります。
• インクカートリッジのインク供給孔には触らないでください。インク供給部
からインクが漏れることがあります。

E

カートリッジスロットに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の▲マークを上にして、プリンタ側に向けて挿入します。
• イン クカートリッジはスロットの奥までしっかり挿入し てください。インクカート
リッ ジが挿入されると、操作パネルのインクエンドランプ が消灯しますので、イン
クエンドランプを確認してください。
• 色によって装着するスロットが決まっています。以下の図と表に従って装着してください。

w

この手順では、8 色モードと 4 色モードの切り替えはできません。そのため、
必ず交換前と同じ種類のインクを装着してください。 8 色 モードと 4 色モード
を切り替える場合は、以下のページを参照してください。
s ユーザーズガイド（PDF）225 ページ「8 色 /4 色のインクチェンジ方法」
#1 #2 #3 #4

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、イ ンクカートリッジリ サイクルシステムを構 築
し使用済インクカートリッジのリサイクル、再資源化を行っています。

インクカートリッジ登録「納品・回収」プログラム
ご登録いただい たお客様に対して直 接、インクカートリッジ の納品および回収させ て
いただくプログ ラムです。このほか、純正 用紙などのお役に立 つ情報をご提供させ て
いただきます。登録 方法など詳細な情 報につきましては、お買 い求めいただいた販 売
店にお問い合わせください。

使用済みカートリッジ回収ポスト

#5 #6 #7 #8

「使 用済みカ ートリッ ジ回収ポ スト」を回収 協力販売 店に設 置し、集まっ た使用済 み
カートリッジ を定期的に回収し ています。インクカ ートリッジ登録「納品・回 収」プ
ログラムをご利 用いただけないお客 様は、ぜひ回収ポストに 入れてくださいますよ う
ご協力をお願いいたします。

モード
8色

#1
マット
ブラック

#2

シアン

#3

マゼンタ

4色

F

#4

イエロー

#5

#6

#7

#8

フォト
ブラック

ライト
シアン

ライト
マゼンタ

グレー

マット
ブラック

シアン

マゼンタ

イエロー

インクレバーを下げ、インクカートリッジ収納ボックスのカバーを閉じます。
レバーをしっかりと押し下げ、カバーが固定されるまでしっかり閉じてください。

①レバーを下げます

②カバーを閉じます

以上でイ ンクカートリッジ交 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、印刷を再開してください。
基本的な使い方 −
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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（8 個のインクカートリッジ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、電源ケーブルをコンセントから抜いたり、ブ
レーカーを落とさないでください。キャッピングされない場合があります。
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使用可能な用紙

用紙の取り扱い
ここでは、本機で印刷できる用紙の詳細と印刷手順について説明しています。

● 使用可能な用紙 .................................................. 53
● 印刷可能領域 ..................................................... 57
● ロール紙の使い方 ............................................... 58
● 単票紙の使い方 .................................................. 63
● エプソン純正以外の用紙へ印刷する前に .................. 68

本機には、プリンタ の性能を十分に発 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。

用紙の種類
本機では、単票紙ま たはロール紙に印 刷します。ロール紙は内 蔵のカッターにより 印
刷後自動的にカットする事も可能です。
印刷可能な用紙サイズ
• 単票紙サイズ ：A4 〜 A2 プラス (17 × 24 インチ）
• ロール紙幅 ：203mm 〜 432mm
詳しくは、本章での解説および以下のページを参照してください。
s ユーザーズガイド (PDF)302 ページ「用紙仕様」
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。
• 100g/m2 未満の薄手普通紙ロール（エプソン純正専用紙ロールを除く） はハ
イテンションスピンドルにセットして使用することをお勧めします。ハイテ
ンション スピンド ルでない スピンド ルを使用 すると連 続印刷時 に用紙に し
わが発生する場合があります。詳しい内容についてはロール紙の取扱説明書
をご覧ください。本 機で使用可能なハ イテンションス ピンドルについて は、
以下のページを参照してください。
s 本書 58 ページ「ロール紙のセット」
• マット合成紙 2 ロールはオプションのハイテンションスピンドルにセットし
て使用してください。

用紙の取り扱い −
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エプソン純正専用紙
本機でご利用いただけるエプソン純正専用紙に関する最新の情報は、インターネットを使ってエプソン販売のホームページでご覧ください。
http://www.i-love-epson.co.jp
以下の表は、ロール紙と単票紙の表（エプソン純正専用紙の種類）の見方を説明しています。
各用紙種類の特長を説明します。

特

長

用紙幅 /
サイズ
厚み

用紙サイズです。ただし、ロール紙の場合、用紙幅を記載します。
また、長さは用紙種類によって異なります。

スピンドル

使用するスピンドルを示します。
2 ：2 インチスピンドル
3 ：3 インチスピンドル
2H ：2 インチハイテンションスピンドル

自動カット

本機の内蔵カッターでカットできるかを示します。
○：内蔵カッターでカットできます。
×：内蔵カッターでカットできません。印刷終了後にカッター
などでカットしてください。

用紙の厚さです
用紙ごとにプリ ンタドライバ で選択する［用紙種 類］を示し

ドライバの
ます。使用する用紙と、［用紙種類］の設定を合わせないと高
［用紙種類］
品質な印刷結果は得られません。

インク

8 色と 4 色の各モードで印刷できるかを示します。
○：印刷できます。
×：印刷できません。

フチなし
印刷

一般的なオーバ ーラミネートフィ ルム加工可能かを 示します
（液体ラミネート、スプレーラミネート加工は含まれません）。
屋外に展示する場合はラミネート加工をしてください。
○：ラミネートできます。
ラミネート △：ラミネート加 工可能ですが、用紙 表面の凹凸に より微細
な反射ムラが生じます。
×：ラミネートできません。
−：用途が異なります。

○：フチなし印刷の推奨用紙です。
△：フチなし印刷を推奨しない用紙です。
一部の用紙でフ チなし印刷でき ない場合があり ますので、以
降の表でご確認ください。なお、一般の市販用紙の場合は、フ
チなし印刷できないサイズがありますのでご注意ください。
フチなし印刷については、以下のページを参照してください。
s 本書 72 ページ「フチなし印刷するには」

展示可能な場所を示します。
「屋内」は屋内のみ、
「屋内外」は
屋内・屋外に展示 可能なことを示 します。屋外に展 示する場
合はラミネート加工をしてください。

展示

ロール紙
ロール紙

特

長

用紙幅

厚み
（mm）

ドライバの種類
［用紙種類］

インク
8色

4色

スピン 自動 フチな ラミ
ドル カット し印刷 ネート

展示

PX 上質普通紙ロール

420.0mm
業務用普通紙に比べ、特に黒インクでの印刷に優れた普通紙です。
＊ 420mm
（16.5 インチ）ロール紙フチなし印刷用スペーサを使用してください。（16.5 インチ）

0.1

普通紙

○

○

2

○

○＊

○

屋内

PX マット紙ロール
＜薄手＞

経済的 な一般用途向けのマット紙 です。写真データ、ポスター、グラフィッ ク
420.0mm
などの印刷に適しています。
（16.5 インチ）

0.1

PX マット紙＜薄手＞または
PX マット紙＜薄手＞（線画）

○

○

2

○

△

○

屋内

PX/MC 写真用紙ロール
＜厚手 光沢＞

銀塩写真と同様の質感・厚さを持つフォト用途向け高画質の厚手 RC 光沢紙で
す。
406.4mm
＊ フチなし印刷を行う場合は、
「左右フチなし」または「四辺フチなし 2 カット」
（16 インチ）
で行ってください。
「四辺フチなし 1 カット」を使用すると、印刷品質が低下
する場合があります。

0.3

PX/MC 写真用紙
＜厚手 光沢＞

○

×

3

○

○＊

○

屋内

PX/MC 写真用紙ロール
＜厚手 半光沢＞

銀塩写真と同様の質感・厚さを持つフォト用途向け高画質の厚手 RC 半光沢紙
です。
406.4mm
＊ フチなし印刷を行う場合は、
「左右フチなし」または「四辺フチなし 2 カット」
（16 インチ）
で行ってください。
「四辺フチなし 1 カット」を使用すると、印刷品質が低下
する場合があります。

0.3

PX/MC 写真用紙
＜厚手 光沢＞

○

×

3

○

○＊

△

屋内

0.3

PX/MC 写真用紙
＜厚手 絹目＞

○

×

3

○

○

△

屋内

0.3

PX/MC 写真用紙
＜厚手 微光沢＞

○

×

3

○

○

△

屋内

PX/MC 写真用紙ロール
＜厚手 絹目＞
PX/MC 写真用紙ロール
＜厚手 微光沢＞
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銀塩写真と同様の質感・厚さを持つフォト用途向け高画質の絹目調の厚手 RC 紙
です。半光沢紙より表面の凹凸が粗く、光沢感が強い。

254.0mm
(10 インチ )、
406mm
(16 インチ )

銀塩写真と同様の質感・厚さを持つフォト用途向け高画質の厚手微光沢 RC 紙
406.4mm
です。半光沢紙より表面の凹凸が細かく、反射光を抑えたしっとりとした質感。 （16 インチ）

インク

厚み
（mm）

ドライバの種類
［用紙種類］

8色

4色

PX/MC プレミアムマット紙 マ ット紙系で最大の発色特性を 持つ厚手高画質マット紙です。写 真・ファイン
431.8mm
ロール
アートの出力に光沢系とは異なる風合いを表現します。
（17 インチ）

0.2

PX/MC プレミアムマット紙

○

○

3

○

△

−

屋内

PX/MC コッ ト ン 画材 用 紙 長 期保存でも変質の少ないコットン紙をベースとした 画材用紙です。MC 画材
431.8mm
ロール
用紙より表面の凹凸が粗く、独特の質感を表現します。
（17 インチ）

0.4

PX/MC コットン画材用紙

○

×

3

○

△

−

屋内

ポスター、バナー（垂れ幕）などの用途に適したマットの合成紙（フィルム）で
431.8mm
す。切れやすいため風の強い場所での使用には適しません。
（17 インチ）
＊ コールドラミネートのみ可能です。

0.1

MC マット合成紙 2

○

○

2H

○

○

○*

屋内外

MC 写真用紙ロールと同様に銀塩写真と同じ RC 素材を採用した、経済性に優れ
MC フォ トス タン ダー ド紙 た光沢タイプの写真用紙ロールです。写真印刷からポスター、グラフィックアー
420.0mm
ロール＜光沢＞
トまで幅広いニーズに対応でき、毎日使用できるスタンダード紙ロールです。 （16.5 インチ）
＊ 420mm
（16.5 インチ）ロール紙フチなし印刷用スペーサを使用してください。

0.2

PX/MC 写真用紙
＜厚手 絹目＞

○

×

2

○

○*

○

屋内

MC 写真用紙ロールと同様に銀塩写真と同じ RC 素材を採用した、経済性に優れ
た 半光沢タイプの写真用紙ロー ルです。写真印刷からポスター、グラ フィック
420.0mm
MC フォ トス タン ダー ド紙
ア ートまで幅広いニーズに対応で き、毎日使用できるスタンダード紙 ロールで
（16.5 インチ）
ロール＜半光沢＞
す。
＊ 420mm
（16.5 インチ）ロール紙フチなし印刷用スペーサを使用してください。

0.2

PX/MC 写真用紙
＜厚手 絹目＞

○

×

2

○

○*

○

屋内

0.2

PX プルーフ用紙
＜微光沢＞

○

×

2

○

○

−

屋内

8色

4色

ラミ
ネート

展示

ロール紙

MC マット合成紙 2 ロール

特

長

用紙幅

光沢感・地色・質感を印刷用の用紙に近づけた高発色のプルーフ用紙です。
PX プルーフ用紙ロール
＜微光沢＞

329.0mm
(13 インチ )、
432mm
(17 インチ )

スピン 自動 フチな ラミ
ドル カット し印刷 ネート

展示

単票紙
厚み
（mm）

両面上質普通紙＜再生紙＞

両面に印 刷してもインクの裏抜けが少ない普通紙です。企画書などの資料を両面に印刷できるの
で経済的です。
両面上質普通紙は、古紙配合 100% 再生紙です。なお、本製品は両面印刷機能には対応していま
せん。

A4、A3

0.1

普通紙

○

○

−

−

スーパーファイン紙

写真デー タ、グラフィック、写真やグラフ入りの文書の印刷に適した専用紙です。美しく落ち着
いた仕上がりで印刷できます。

A4、A3、A3 ノビ

0.1

EPSON スーパーファイン紙

○

○

○

−

フォトマット紙 / 顔料専用

マット調 の質感を活かした高品質な写真印刷やグラフィックの印刷に適しています。高画質で耐
光性に優れたマット紙です。

A4、A3、A3 ノビ

0.2

EPSON フォトマット紙 / 顔料

○

○

−

屋内

画材用紙 / 顔料専用

写真とは異なった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。

A3 ノビ

0.3

EPSON 画材用紙 / 顔料

○

○

−

屋内

写真用紙＜光沢＞

写真の印刷に適したつややかな仕上がりの写真用紙です。耐光性と耐水性に優れています。
プリンタ にセットするときは、手差しでセットしてください。用紙トレイにセットしないでくだ
さい。

A4、A3、A3 ノビ、
六切

0.3

EPSON 写真用紙

○

×

○

屋内

写真用紙＜絹目調＞

写真の印 刷に適しており、光沢感をおさえた落ち着いた風合いの写真用紙です。耐光性と耐水性
に優れています。

A4、A3、A3 ノビ

0.3

EPSON 写真用紙＜絹目調＞

○

×

○

屋内

PX プルーフ用紙＜微光沢＞

光沢感・地色・質感を印刷用の用紙に近づけた高発色のプルーフ用紙です。

A3 ノビ

0.2

PX プルーフ用紙＜微光沢＞

○

×

−

屋内

特

長

ドライバの種類
［用紙種類］

インク

サイズ

単票紙
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単票紙の最大セット容量の目安
用紙種類

取り扱い上のご注意
サイズおよびセット可能枚数
A4/LTR

A3(+)/B

A2/C

普通紙

250

100

50

スーパーファイン紙

200

100

50

写真用紙＜絹目調＞

100

50

−

フォトマット紙 / 顔料専用

−

20

−

PX プルーフ用紙＜微光沢＞

−

50

−

一般の用紙
エプソン純正専用 紙以外の用紙に印刷する場合や ラスターイメージプロセッサ（RIP）
を使用して印 刷する場合の、用紙の 種類や適切な設定に 関する情報は、用紙の 取扱説
明書をご覧いただくか、用紙の購入先または RIP の製造元にお問い合わせください。本
機で通紙可能な用紙については、以下のページを参照してください。
s ユーザーズガイド（PDF）302 ページ「用紙仕様」

用紙を取り扱う際には、以下の点に注意してください。
• 専用紙は一般室温環境下（温度 15 〜 25 ℃、湿度 40 〜 60％）でお使いください。
• 用紙を折り曲げたり、印刷面を傷付けたりしないように注意してください。
• 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。
• ロール紙は、用紙の端を持って取 り扱ってください。または綿製の手袋を着用する
ことをお勧めします。
• 単票紙は、温度や湿度などの環 境の変化により、波打ったり、たわんでしまう場合
があります。その場合は平らな状態に修正してからセットしてください。
• 個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しますのでなくさないでください。

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。
• 開封後の単票紙は、個装袋に戻して個装箱に入れて水平な状態で保管してください。
• 使用しないロール紙は、スピンド ルから取り外し、きちんと巻き直してから梱包さ
れていた個装袋に包んで個装 箱に入れて保管してください。長期間プリンタにセッ
トしたまま放置すると、用紙品質が低下するおそれがあります。
• 用紙を濡らさないでください。

p
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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。

印刷可能領域

p

本機で印刷できる領域は以下のとおりです。

ロール紙

• ロール紙の最終端が芯から外れるときに印刷が乱れます。最終端には印刷領
域がかからないように注意してください。
印刷可能領域のサイズは変わ
• 余白を 3mm に設定しても 15mmに設定しても、
りません。余白を 15mm に設定すると、3mm に設定した場合に比べ、1 辺に
つき 12mmずつ余白が広く確保されますので、用紙サイズが大きくなります。

ロール紙の余白は、パネル設定モードの［ロールシヨハク］の設定値により異なります。
s ユーザーズガイド（PDF）201 ページ「ロールシヨハク」
［ロールシヨハク］の設定値
タテ 15mm（初期値）

ロール紙幅
15mm

設定内容
a=15mm

a

b=3mm

15mm

印刷可能領域

15mm

c=15mm
d=3mm
3mm
15mm

b

d
15mm

a, b, c, d=3mm
a=15mm

c
ロール紙幅

b, c, d=15mm

3mm

3mm

3mm

印刷可能領域

3mm

• ただし、余白 15mm の設定で用紙幅いっぱいの印刷や自動回転をした場合 17
インチ幅のロール紙に A2 縦サイズの印刷をしたり A3横サイズの印刷をする
場合などは、印刷領域からはみ出した用紙右端のデータが印刷されなくなり
ますので、注意してください。
*1

*2

*3

プリンタドライバの［ロール紙 / 単票紙］で［ロール紙 長尺モード］の設定をした場合は、用紙上下の余白
が 0mm となります。
プリンタドライバは 1117mm（Windows XP/2000/NT4.0 の場合は 15000mm）まで対応しています。そ
れ 以上の印刷をする場合は［ロール 紙 長尺モード］を 選択してください（ただし、長尺モー ドに対応した
アプリケーションソフトを使用した場合に有効）。また、プリンタドライバの［用紙設定］で以下の用紙を
選択した場合や、［手動設定］ダイアログまたは［印刷設定］ダイアログの［スムージング（文字 / 輪郭）
］
をチェックした場合は、長さが約半分になります。
「PX プルーフ用紙＜微光沢＞」
、「EPSON 画材用紙 / 顔料」
、「PX/MC コットン画材用紙」
、「普通紙（線
画）」
、「PX マット紙＜薄手＞（線画）」
左右フチなし印刷を行うと、左右マージンは 0mm になります。

ロール紙幅
15mm

15mm

印刷可能領域

15mm

印
刷
さ
れ
ま
せ
ん
15mm

• PX/MC 写真用紙ロール＜厚手光沢＞と PX/MC 写真用紙ロール＜厚手半光沢
＞に印刷する場合、用紙先端の余白は自動的に 20mm になります。プリンタ
本体のパネルで設定する「ロールシヨハク」の値にかかわらず、用紙先端の
余白は 20mm になります。
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単票紙

ロール紙の使い方
ロール紙のセット
本機で使用可能なス ピンドルは次のとお りです。使用するロール 紙によって使用する
スピンドルが異なり ますので、エプソン純正 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 54 ページ「エプソン純正専用紙」
型番

*1
*2

左右フチなし印刷を行うと、左右マージンは 0mm になります。
普通紙、普通紙（線画）
、トレーシングペーパー（線画）PX マット紙＜薄手＞（線画）の単票紙の場合、プ
リンタドライバの［印刷可能領域］で［最大］の設定をすると、用紙下端の余白は 3mm になります。

p

本機で印刷可能な単票紙の用紙長さは、用紙厚に関係なく最大 610mm です。
（印刷可能用紙長さ：279mm 〜 610mm）
ただし、用紙カセットから給紙可能な長さは A2 サイズ（594mm）までです。
それ以上の用紙は手差しでセットしてください。

名称

PX60RPSD

ロール紙スピンドル、2 インチ /3 インチ紙管兼用（標準添付品）

PX60HSD

ハイテンションスピンドル、2 インチ /3 インチ紙管兼用

w

ロール紙に対応したスピンドルを使用しないと正常に印刷できません。どのス
ピンドルを使用するかについては本書またはロール紙の取扱説明書をご覧くだ
さい。誤った組み合わせで使用すると印刷品質に影響したり、プリンタが故障
する原因になります。

p

エプソン純正紙以外のロール紙で、布や 100g/m 2 未満の薄紙を使用する場合は、
ハイテンションスピンドルをお使いになることを推奨します。その場合、用紙
送りの量が通常より少なくなるため、ユーザー用紙設定で用紙送り補正値をプ
ラスに設定してください。ユーザー用紙設定については、以下のページを参照
してください。
s 本書 68 ページ「ユーザー用紙設定の方法」

ここでは、ロール紙のセット手順について説明します。

A

2インチ /3インチ紙管兼用スピンドルをお使いの場合は、
紙管サイズに合わせて青色の
アタッチメントを取り付けまたは取り外します。
本機で使用するスピンドルは、2 インチ /3 インチ紙管兼用スピンドルです。出荷時は、
青色のアタッチメントは取り付けられています。
型番

名称

PX60RPSD

ロール紙スピンドル（標準添付品）

PX60HSD

ハイテンションスピンドル

2 インチ紙管使用時 3 インチ紙管使用時
アタッチメントを
取り外します

アタッチメントを
取り付けます

• 2インチ紙管使用時は、
左右両方のフランジから青色のアタッチメントを取り外しま
す。フランジ裏側のフック（2 箇所）を外側に開いて、アタッチメントをフランジ
から引き抜きます。
• 3 インチ紙管使用時は、青色のアタッチメントを左右のフランジに取り付けます。青
色のアタッチメントのフック（2 箇所）をフランジの取り付け穴に差し込んで取り
付けます。
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2 インチ紙管使用時：アタッチメントの取り外し

C

スピンドルにロール紙をセットします。
① ロール紙を机の上 など平らな場所に置き、固定用紙ストッパ（グレー）方向か ら見
て左巻きになるようにロール紙をセットします。

固定用紙ストッパ

② 固定用紙ストッパ（グレー）の右端にロール紙の芯が突き当たるまで押し込みます。

3 インチ紙管使用時：アタッチメントの取り付け

D

△マー クを
合わせ て取
り付けます

可動用紙ストッパ（黒）を取り付けます。
ロール紙の芯にしっかり固定されるまで押し込みます。

可動用紙ストッパ

p
B

E

用紙カバーを開けます。

F

固定用紙ストッ パ側を右側にして持 ち、スピンドルの両端を プリンタのスピンドル 受
けにセットします。

取り外したアタッチメントは 3 インチ紙管使用時に必要ですので、なくさない
ように保管してください。

幅が 420mm（A2）のロール紙に印刷する場合は、420mm（16.5インチ）ロール紙
フチなし 印刷用スペーサをス ピンドルの固定用 紙ストッパ側のフラ ンジ（グレー）に
取り付けます。
スペーサとフランジの穴の位置が合うようにして取り付けます。
穴を合わせて取り付けます

p

• スペーサは 2インチ紙管のロール紙に使用できます。
3 インチ紙管のロール紙
には使用できません。
• アタッチメントがフランジに取り付けてある場合は、スペーサを取り付ける
ことができません。アタッチメントを取り外してからスペーサを取り付けて
ください。

黒

w

グレー

左右のスピンドル受けの色とスピンドル端部の色を合わせてセッ トしてくださ
い。セット方向を間違えると正常な給紙ができません。

用紙の取り扱い −

59

G

プリンタの電源をオンにします。

H

用紙セットレバーを確実に後ろに倒します。

K

電源ランプが点灯します。

ロール紙を背面の給紙スロットに挿入します。

ディスプレイに「ヨウシヲセットシテクダサイ」と表示されます。

プ リンタ後 方に
倒します

p
w
I

L

ロール紙を前面から引き出します。

ロール紙サポートを押し上げて立てます。

w
J

電源ランプまたはポーズランプが点滅してい るときは、用紙セットレバーを操
作しないでください。

• ロール紙端に巻き乱れがある場合は、 直してからセットしてください。
• 紙端が折れないよう、用紙のたわみを取るようにして挿入してください。

トレイカバーの上には物を載せないでくださ い。物を載せた状態でロール紙サ
ポートを立てると、ロール紙サポートが壊れるおそれがあります。

p

ロール紙の先端が出てこない場合は、次の操作を行ってください。
操作パネルの［用紙送り］スイッチ（
/ ）を押して、吸着力を調整してく
ださい。厚紙、腰 の強い用紙、カー ルした用紙 をセットする 場合は［
］ス
イッチを押して吸着力を強めます。薄い用紙、腰の弱い用紙をセットする場合
は［
］スイッチを押して吸着力を弱めます。

用紙カセットを印刷の長さに合わせて引き伸ばします。

どちらかを押します
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M

ロール紙の先端を用紙セット位置に合わせます。
用紙先端 の中央を持ち、スピンド ルを持ってロール 紙を少し巻き戻し、用紙 のたわみ
が生じないように、また左右に最も安定する状態で用紙セット位置にセットします。
用紙セット位置

w

長期間ロール紙を使用しない場合は、ロール紙を巻き戻してプリ ンタから取り
外してください。

p

［用紙選択］スイッチ（
）
• ロール紙の先端に汚れや折れなどがある場合は、
で［ロール紙自動カット］を選択し、［用紙選択］スイッチ（
）を 3 秒押
して、先端部をきれいに切り揃えてください。
）で［ロール紙自動カット］を選択すると、1 ペー
• ［用紙選択］スイッチ（
ジごとにカットして印刷します。

1 2 3 4 5 6 7 8

N

Menu

w

用紙が斜めにセット されると、正しく印刷できません。必ず用紙セット位置に
合わせてまっすぐにセットしてください。

p

ロール紙の先端が用 紙セット位置より長すぎたり短すぎると、用紙を巻き上げ
きれずにエラーとなります。ロール紙先端の用紙セット位置から 2cm 以内の引
き出し量で用紙をセットしてください。

3sec.

ロール紙の交換
本機で使用可能なスピンドルについては、以下のページを参照してください。
s 本書 54 ページ「エプソン純正専用紙」
ここでは、ロール紙の取り外し手順と取り付け手順について説明します。

用紙セットレバーを手前に戻してから、用紙カバーを閉じます。
「
［ポーズ］スイッチヲオシテクダサイ」と表示されます。

A

プリンタの電源をオンにします。

B

用紙セットレバーを確実に後ろに倒し、用紙カバーを開けます。

電源ランプが点灯します。

ディスプレイに「ヨウシヲセットシテクダサイ」と表示されます。

［ポーズ］スイッチ（ ）を 押すか、そのまま しばらく放置 すると、ディスプ レイに
表示されているアイコンによって、以下の動作を行います。
アイコン

用紙種類の選択
ロール紙自動カット

処理
自動的 にプ リン トヘ ッド が動 いて、用 紙幅 と用紙 先端 の
チェックを行い、印 刷開始位置まで 用紙を巻き上げ て待機
します。パネルに「インサツカノウ」と表示されます。

単票紙

自動的に［ロール紙自動カット］に切り替わり、［ロール紙
自動カット］と同様の動作をします。

ロール紙カッター OFF

用紙幅のチェ ックを行い、パネ ルに「インサツ カノウ」と
表示されます。

プリンタ後方に倒します

w

ポーズランプが点滅しているときは、用紙セットレバーを操作し ないでくださ
い。
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C

ロール紙を巻き戻します。

p

ロール紙固定ベルトは、プリンタにセットさ れた未使用のロール紙の巻きほぐ
れを防止するためのベルトです。ロール紙を 使用しない場合に固定ベルトをし
ておくと、巻きほぐれによる事故を防止でき ます。固定ベルトは、オプション
のロール紙スピンドルに同梱されています。 また単体のオプションとしても販
売しています。ご購入の上、必要に応じてお使いください。
ベルトの端を ロール紙に
当てて、ロール 紙を回し
ながら巻き付けます

D

スピンドルをプリンタから外し、水平な場所に置きます。

F

w

ロール紙を取り外す際に、スピンドルの左端（可動用紙ストッパ側）を床に強
く突き当てないでください。スピンドル左端部が衝撃によって破壊するおそれ
があります。

p

ロール紙の芯だけが残ったような状態で外す場合は、芯を押さえてスピンドル
を押してください。

ロール紙からスピンドルを外します。

p

• 取り外したロール紙は、きちんと巻き直してから購入時に梱包されていた個
装袋に包んで個装箱に入れて保管してください。専用の個装箱にはロール紙
の種類（名称）が記載されておりますので、中に保管してあるロール紙の判
別がしやすく便利です。
• ロ ール紙を セット しない場 合は、可動用 紙ストッ パをス ピンドル に取り付
け、スピンドルをプリンタにセットして、 用紙カバーを閉じてください。

以降はロール紙のセ ット手順と同様です。以 下のページを参照し てロール紙を交換し
てください。
s 本書 58 ページ「ロール紙のセット」

ロール紙のカット

p
E

紙管 3 インチのロール紙を持ち上げるときは、重いので注意して両端の用紙ス
トッパを持ってください。

操作パ ネルの［用紙 選択］スイ ッチ（ ） を押 して、
［ロ ール紙 自動カ ット］または
［ロール紙カッター OFF］のどちらかを選択します。
アイコン

用紙種類

処理

ロール紙自動カット

1 ページ印刷するごとに自動的にカットします。

ロール紙カッター OFF

ロール紙 をカットせず に印刷します。市販 のカッターなど
を使って切り離してください。

可動用紙スト ッパのフランジ部分 を押さえ、スピンドルを 図のように押して可 動用紙
ストッパを外します。
スピン ドルを押 すとロール 紙が動い て可動用 紙ストッパ がスピン ドルから 外れます。
ロール紙の種類によっては、スピンドルを軽くたたいて可動用紙ストッパを外します。
可動用紙ストッパのフランジ部分
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w

ロール紙の種類によっては、本機の内蔵カッターではカットできないものもあ
ります。ロ ール紙 の取扱説 明書や用 紙の購 入先また はラスタ ーイメ ージプロ
セッサ（RIP ）の製造元にお問い合わせください。このような用紙については、
必ず［ロール 紙カッター OFF ］の設定に してください。印 刷終了後、市販の
カッターなどでカットしてください。

p

• カットする条件によっては、印刷後カットする前に待ち時間が発生する場合
があります。操作パネルのディスプレイに待ち時間の目安が表示されます。
• Windows プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバを使って印刷する
場合は、プリンタドライバの［オートカット］の設定が優先されます。また、
［用紙種 類］に内蔵 カッター でカット できな い用紙を 選択し ている場 合は、
［オートカット］の設定に関わらず自動的にはカットされません。

単票紙の使い方
ここでは、単票紙のセット方法について説明します。単票紙のセット方法は、用紙トレ
イへのセットと手差しでのセットの 2 種類があります。また、用紙トレイへのセット
は、長さが A3（420mm）以上の用紙と A3（420mm）より短い用紙でセット方法が異
なります。手差しへのセットは、厚紙とそれ以外の用紙でセット方法が異なります。
用紙厚さ

［ロール紙自動カット］選択時の場合

用紙長さ
A3 より短い用紙

印刷前に［用紙選択］スイッチ（ ）で［ロール紙自動カット］を選択すると、1 ペー
ジ印刷するごとに自動的にカットされます。
0.79mm 以下

［ロール紙カッター OFF］選択時に内蔵カッターでカットする場合
印刷前に［用紙選択］スイッチ（ ）で［ロール紙カッター OFF］を選択すると、ロー
ル紙は自 動的にはカットされ ません。次の方法で任意の 場所でカットするこ とができ
ます。

A

印刷終了後、［用紙送り］スイッチ（

/

A3 〜 24 インチ
（A2 プラス）の用紙
0.8mm 以上

）を 押して、カットしたい位置まで用紙

を送ります。
［用紙送り］スイッチ（
トされます。

p

） を押さない場合は、最終ページの 用紙終端位置でカッ

/

B

［用紙選択］スイッチ（

）で［ロール紙自動カット］に設定します。

C

［用紙選択］スイッチ（

）を 3 秒以上押します。

A3 〜 A2 の用紙

ロール紙がカットされます。

すべて

給紙方法

参照ページ

用紙トレイ

s 本書19 ページ「単票紙の用紙トレイ
へのセット」

給紙スロットからの手差し

s 本書65 ページ「給紙スロットからの
手差しでのセット」

用紙トレイ

「長さが A3（420mm）
s 本書 63 ページ
以上の単票紙のセット」

給紙スロットからの手差し

s 本書65 ページ「給紙スロットからの
手差しでのセット」

厚紙 用給紙スロ ットからの s 本書 66 ページ「厚紙のセット」
手差し

• 単票紙は、温度や湿度などの環境の変化により、波打ったり、たわんでしま
う場合があります。その場合は、プリンタが用紙サイズを正しく認識できな
くなったり、正常に印刷できなくなってしまいます。用紙を平らな状態に修
正してからプリンタにセットしてください。開封後の単票紙は個装袋に戻し
て水平な状態で保管し、印刷の直前に袋から取り出してお使いになることを
お奨めします。
• ロール紙がセットされている場合は、ロール紙を巻き戻しておいてから単票
紙をセットしてください。

用紙トレイへの単票紙のセット

p

• 写真用紙＜光沢＞は用紙トレイからの給紙ができません。給紙スロットに手
差しでセットしてください。詳しくは、以下のページを参照してください。
s 本書 65 ページ「給紙スロットからの手差しでのセット」
• この操作をする前にロール紙を使っていた場合は、用紙トレイをいったん取
り外して、プリンタの底面を掃除してください。

長さが A3（420mm）以上の単票紙のセット

A

プリンタの電源をオンにします。

B

操作パネルの［用紙選択］スイッチ（

）を押して

（単票紙）を選択します。
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C

用紙トレイを止まる位置まで引き伸ばします。

G
D

p

• セットできる用紙の枚数は、 トレイ内に記載されています。
• 本機に向かって、用紙の右側面と奥側面を用紙カセットに合わせて、部分的
に飛び出した用紙がない状態にしてセットしてください。

w

用紙をそろえずに勢いよくトレイにセットしてしまうと、紙を傷つけてしまう
ことがあります。用紙は、ゆっくり、ていねいにセットしてください。

エッジガイドのツマ ミをつまんで用紙の 側面に合わせ、トレイを 用紙サイズに合わせ
て押して縮めます。

トレイカバーを取り外します。

用紙の手前の面に合わせます

用紙の側面に合わせます

E

w

用紙ガイドローラを上げて、エッジガイドのツマミをつまんで左に移動します。
エッジガイド

H

必ず用紙サイズに合わせて、エッジガイドをセットしトレイを縮めてください。
用紙サイズに合っていないと、用紙関連のエラーが発生する場合があります。

用紙ガイドローラを下げます。
トレイカバーを、
用紙トレイの長さに合わせて取り付けます。

用紙ガイドローラ

F

印刷したい面を下にして用紙を奥までセットします。

用紙ガイドローラ
用紙を奥に合わせます
用 紙 の端 を 側面 に
合わせます
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p

p

• 用紙トレイが最長の位置まで引き伸ばされている場合は、印刷結果をトレイ
カバーで受けられるようにトレイカバーを引き伸ばしてください。

• 給紙スロットに対して、用紙を垂直にセットし、奥に突き当たるまで差し込
んでください。
• 紙端が折れないよう、用紙のたわみを取るようにして挿入してください。

自動的にプリン トヘッドが動いて、用 紙幅と用紙先端のチ ェックを行い、印刷開始 位
置まで用紙を移動させて待機します。パネルに「インサツカノウ」と表示されます。

D

用紙サイズに合わせて、用紙カセットを引き伸ばします。

• ロール紙サポートが立っている場合は、引き下げてください。
• 印刷時にプリンタドライバで［用紙種類］、［給紙方法］、［用紙サイズ］を設
定してください。
s Windows：本書 34 ページ「Windows での印刷」
s Mac OS 8.6 〜 9.x：本書 38 ページ「Mac OS 8/9 での印刷」
s Mac OS X：本書 40 ページ「Mac OS X での印刷」

長さが A3（420mm）より短い単票紙のセット
長さが A3（420mm）より短い単票紙の用紙トレイへのセット 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 19 ページ「単票紙の用紙トレイへのセット」

給紙スロットからの手差しでのセット

A

プリンタの電源をオンにします。

B

操作パネルの［用紙選択］スイッチ（

C

印刷面を 上にして用紙の右端を トップカバー後方の給 紙スロットの右端に沿 わせなが

）を押して

p

• ロール紙サポートが立っている場合は、引き下げてください。
• 印刷時にプリンタドライバで［用紙種類］、［給紙方法］、［用紙サイズ］を設
定してください。
s Windows：本書 34 ページ「Windows での印刷」
s Mac OS 8.6 〜 9.x：本書 38 ページ「Mac OS 8/9 での印刷」
s Mac OS X：本書 40 ページ「Mac OS X での印刷」

（単票紙）を選択します。

らセットし、自動的に給紙が始まるまで差し込んでいきます。
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厚紙のセット

D

トップカバーを開けます。

E

印刷面を上にして、用紙を前方の厚紙用給紙スロットからセットします。

ここでは厚紙（用紙厚 0.8mm 〜 1.6mm）のセット方法について説明します。

p

• セット可能な厚紙の用紙長は728mm までですが、
使用可能な最大の用紙サイ
ズは A2 サイズのため、実際には 594mm までの厚紙をセットできます。
• このセット方法では用紙がプリンタ後方にはみ出します。プリンタを壁際に
設置している場合は、セットする用紙のサイズによって後方に以下のスペー
スを確保してください。

ローラの上を通します

用紙

スペース

A2

377.5mm

A3 ノビ

266.5mm

A3

203.5mm

A4

80.5mm

• 用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先
またはラスターイメージプロセッサ（RIP）の製造元にお問い合わせください。

A
B
C

プリンタの電源をオンにします。
［用紙選択］スイッチ（

）で

F
（単票紙）を選択します。

用紙セットレバーを確実に後ろに倒します。
ディスプレイに「ヨウシヲセットシテクダサイ」と表示されます。

w

ポーズランプが点滅しているときは、用紙セ ットレバーを操作しないでくださ
い。また、印刷中は用紙セットレバーは固定され後方へ倒すことはできません。

プリンタの後方
に倒します
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用紙をローラの下に通します。

G

用紙の先端を用紙セット位置に合わせます。
用紙サイズに合わせて、以下が表示されている位置まで先端を合わせます。
A4、B4
：A4 B4
Letter
：LTR
上記以外のサイズ ：OTHER

J

用紙サイズに合わせて用紙カセットを引き伸ばします。

用紙セット位置

H

I

w

• エプソン 純正以外 の用紙に 印刷す る場合は、以 下のペー ジを参 照してユ ー
ザー用紙設定を行ってから印刷をしてください。
s 本書 68 ページ「ユーザー用紙設定の方法」
• 印刷手順 について は、用紙の 取扱説明 書や用紙 の購入先 または ラスター イ
メージプロセッサ（RIP）の製造元にお問い合わせください。

p

• ロール紙サポートが立っている場合は、引き下げてください。
• 印刷時にプリンタドライバで［用紙種類］、［給紙方法］、［用紙サイズ］を設
定してください。
s Windows：本書 34 ページ「Windows での印刷」
s Mac OS 8.6 〜 9.x：本書 38 ページ「Mac OS 8/9 での印刷」
s Mac OS X：本書 40 ページ「Mac OS X での印刷」

トップカバーを閉じます。

用紙セットレバーを手前に戻します。
「
［ポーズスイッチ］ヲオシテクダサイ」と表示されます。

［ポーズ］スイッチ（ ）を 押すか、そのまま しばらく放置 すると、自動的に プリン
トヘッド が動いて、用紙幅と用紙 先端のチェックを 行い、印刷開始位置まで 用紙を移
動させて待機します。パネルに「インサツカノウ」と表示されます。
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エプソン純正以外の用紙へ印刷する前に

B

エプソン純正 専用紙以外の用紙 をお使いになる場合 は、お使いになる用紙（ユ ーザー
用紙）の特性に合 わせて本機を設定 してから印刷を行っ てください。設定と印 刷を行
うには 2 つの方法があります。
• パネル設定モードでユーザー用紙を 10 種類まで登録して、登録した設定を切り替え
ながら印刷します。
s 本書 68 ページ「ユーザー用紙設定の方法」
• プリンタドラ イバの［用紙調整］ダイアログを開いてユーザー用紙の 設定を行うこ
とができます（［手動設定］
（Windows）/［詳細設定］
（Macintosh）ダイアログの
設定の一部として保存し、切り替えながら印刷することもできます）。
s ユーザーズガイド（PDF）47 ページ「定型サイズ以外の用紙に印刷」

p

• 用紙の切り取りやすさ、張りの度合い、インクの定着性、厚みなど、用紙の
特性をあらかじめ確認してからユーザー用紙の設定を行ってください。用紙
の特性については、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。
• パネル設定モードと［用紙調整］ダイアログで重複する設定は、［用紙調整］
ダイアログでの設定が優先されます。

［パネル設定］スイッチ（

「ユーザヨウシセッ
）を押してパネル設定モードに入り、

テイ」を選択します。
ディスプレイ表示

プリンタセッテイ

最初の設定メニューです

↓［用紙送り］スイッチ（

/

）を数回押します

ユーザヨウシメニュー

↓［パネル設定］スイッチ（

）を押します

ユーザヨウシセッテイ
ヨウシバンゴウ

STD ←最初の設定項目が表示されます

↓［パネル設定］スイッチ（

C

）を押します

ユーザー用紙の設定を登録する番号を選択します。
ユーザー用紙の設定は 10 種類まで登録できますので、任意の番号（1 〜 10）を選択
してください。エプソ ン純正専用紙をお 使いいただくため に、初期状態では「ヒョウ
ジュン」に設定されています。
ヨウシバンゴウ
＊ヒョウジュン エプソン純正専用紙の場合（初期値）

ユーザ ー用紙と して登録し た用紙に 印刷をし たときに印 刷のムラ が発生す る場合は、
単方向で印刷してください。単方向印刷の設定は、プリンタドライバの［双方向印刷］
のチェックを外します。

↓［用紙送り］スイッチ（

/

）を数回押します

ヨウシバンゴウ
No. １ 例：1 番に登録する場合

ユーザー用紙設定の方法
パネル設定モードでは、ユーザー用紙を 10 種類まで登録することができます。以下の
手順に従ってください。
ここで選択し た登録番号は、プリンタ 使用時に操作パネル のディスプレイの下 段に表
示されます。

p
A

どの階 層で［ポーズ］スイッ チ（
）を押しても、パネ ル設定モードか ら抜
けて 印刷可能状態 に戻ります。ただ し、その時点での 設定（未変更分を 含む）
がユーザー設定となります。

使用する用紙をプリンタにセットし、
［用紙選択］スイッチ（

）で用紙を選択します。

実際に印刷を行う用紙を必ずセットしてください。

w

ロール紙の種類によっては自動カットできな いものやカッターに損傷を与える
ものがありますので、このような場合は［ロール紙カッター OFF］を選択して
ください。詳細は、各用紙の取扱説明書や用紙 の購入先またはラスターイメー
ジプロセッサ（RIP）の製造元にお問い合わせください。
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↓［パネル設定］スイッチ（
次へ進みます

）を押します

これ以降の手順で設定する設定値は、ここで有効となった登録番号で記憶されます。

p

「ヒョウ ジュン」に戻してか
• エ プソン純正専用 紙をお使いいた だく場合は、
ら［ポーズ］スイッチ（
）を押してパネル設定モードから抜けます。
• 登録番号とこれ以降で設定する設定値は、メモを取るなどして記録に残すこ
とをお勧めします。
• すでに登録してあるユーザー用紙の設定を実際に使用する場合は、印刷を始
め る前にここで登録番 号を選択してから［ポ ーズ］スイッチ（
）を押し
てパネル設定モードから抜けます。

D

必要に応じて、プリントヘッドと用紙の間隔の広さ（プラテンギャップ）を設定します。
• 厚い用紙の場合は、［ヒロメ］または［ヨリヒロメ］を選択します。

G

• 薄い用紙の場合は、［セマイ］を選択します。

必要に応じて用紙カット時のカット方法を選択します。
用紙の厚さに応じて、以下のように選択します。
用紙厚
設定

プラテンギャップ
＊ヒョウジュン 初期値「標準」の場合
↓［用紙送り］スイッチ（

/

薄く腰がない

→

［ウスガミ］［ヒョウジュン］［アツガミ＋カットコウソク］ ［アツガミ＋カットテイソク］
カットホウホウ

）を数回押します

＊ヒョウジュン 初期値「標準」の場合

プラテンギャップ

↓［用紙送り］スイッチ（
ヒロメ 「広め」を選択した場合

↓［パネル設定］スイッチ（
次へ進みます

E

厚く腰が強い

/

カットホウホウ

）を押します

アツガミ＋カットテイソク 例：
「厚紙＋カット低速」を選択した場合
↓［パネル設定］スイッチ（
次へ進みます

用紙厚を検出するためのパターン印刷を行います。
「ヒョウジュン」以外のユーザー用紙の登録番号を選択している場合は、以下のように
表示されます。

H

ヨウシアツケンシュツパターン

）を押します

必要に応じて用紙送り補正値を設定します。
補正値は、用紙送り 1m に対する割合（-0.7 〜 0.7%）で設定します。
ヨウシオクリホセイ

インサツ

＊０．００％ 初期値 0% の場合

↓［パネル設定］スイッチ（

）を押します

↓［用紙送り］スイッチ（

パターン の印刷中は以下のメ ッセージがディスプレ イに表示されます。メッ セージが
消えたら、次へ進みます。

/

+ ０ . ７０％ 例：0.70% を選択した場合
↓［パネル設定］スイッチ（
次へ進みます

F

1

2

3

4

5

6

）を数回押します

ヨウシオクリホセイ

インサツチュウ

＜例＞

）を数回押します

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I

）を押します

必要に応じて、排紙ローラーを設定します。
• 単票紙の場合は、［タンピョウ］を選択します。

印刷されたパターンを見て、もっとも線のズレが少ない番号（1 〜 17）を選択します。

• カールしにくいロール紙の場合は、［ロール］を選択します。

印刷が終了すると以下のように表示されます。

• カールしやすいロール紙の場合は、［ロールシ カール ツヨイ］を選択します。
• ［ジドウ］を選択すると、単票紙の場合は［タンピョウ］、ロール紙の場合は［ロー

ヨウシアツバンゴウ
＊ 6 初期値 6 の場合
↓［用紙送り］スイッチ（

/

）を数回押します

ル］の設定となります。
ハイシローラーセンタク
＊ジドウ 初期値「自動」の場合

ヨウシアツバンゴウ
５ 例：5 を選択した場合
↓［パネル設定］スイッチ（
次へ進みます

）を押します

↓［用紙送り］スイッチ（

/

）を数回押します

ハイシローラーセンタク
ロール 「ロール紙」を選択した場合
↓［パネル設定］スイッチ（
次へ進みます

）を押します
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J

w

単票 紙に印刷する 場合は、絶対に［ロ ール］に設定しな いでくださ い。
［ロー
ル］の設定で単票紙に印刷すると、紙詰まり を起こし、プリントヘッドを破損
するおそれがあります。

p

単票紙で、印刷時に排紙ローラ ーの跡がついてしまう用紙の場合 は、
［ロール
シ カール ツヨイ］に設定してください。

L

必要に応じて印字調整を設定します。
マイクロウィーブモードの調整を行います。
［ヒョウジュン］が最も低い設定値で、
［1］
、
［2］の順に高くなります。
• 印字速度を優先する場合は、設定値を下げます。
• 印刷品質を優先する場合は、設定値を上げます。
M/W インジチョウセイ
＊ヒョウジュン 初期値「標準」の場合
↓［用紙送り］スイッチ（

必要に応じて乾燥時間を設定します。
インクが乾燥するまでプリントヘッドの往復移動を停止する時間
（乾燥時間 0.0 〜 10.0
秒）を設定でき ます。インク濃度や用 紙によっては、インク が乾燥しにくい場合 があ
ります。このような場合は乾燥時間を長めに設定してください。

↓［パネル設定］スイッチ（

カンソウジカン

ヨウシバンゴウ

＊０．０ビョウ 初期値 0 秒の場合
/

）を数回押します

２ 例：2 を選択した場合

ユーザーヨウシセッテイ

↓［用紙送り］スイッチ（

/

M/W インジチョウセイ

１

↓［用紙選択］スイッチ（
次へ進みます

）を数回押します

）を押します

1

）を押します

カンソウジカン
５．０ビョウ 例：5 秒を選択した場合
↓［パネル設定］スイッチ（
次へ進みます

p
K

インクの乾燥中に［用紙設定］スイッチ（
断して指定の動作を行います。

）を押します

操作をすべて終了したら、
［ポ ーズ］スイッチ（

）を押してパネル設定モードから

抜けます。
• 以上でセットした用紙固有の 情報が登録されました。セットした用紙に印刷する場

）を 3 秒以上押すと、乾燥を中

合は、続いて印刷を実行してください。
• ユーザー用紙の設定は 10種類登録できます。ほかの設定を登録するには Aから手順
を繰り返してください。
• 登録した複数のユーザー用紙 の設定を使い分けるには、印刷を実行する前に、パネ

必要に応じて吸着力を設定します。
用紙をプラテ ン上で安定させる ための吸着力を選択 します。ただし、ここで選 択した
吸着力の設定は、ユーザー用紙の設定すべてに適用されます。
• 通常は［ヒョウジュン］のまま使用してください。
• 薄い用紙で、プリンタ内部に貼り付いてしまって印刷できないときのみ［-1］〜［4］のいずれかを選択します。
［ヒョウジュン］が最も吸着力が強く、［-1］、
［-2］、
［-3］
、［-4］の順に吸着力が弱くなります。
キュウチャクリョク
＊ヒョウジュン 初期値「標準」の場合
↓［用紙送り］スイッチ（

/

）を数回押します

キュウチャクリョク
- １ 例：
「-1」を選択した場合
↓［パネル設定］スイッチ（
次へ進みます
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M

）を押します

ル設定モードの［ユーザヨウシセッテイ］メニューに入り C の［ヨウシバンゴウ］
で登録番号（1 〜 10）を選択してから印刷を実行してください。

w

用紙の情報については、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。

印刷する前に
印刷を始める前に知りたい情報や設定手順について説明します。

こんなときは
ここでは、知 っておくと便利な情 報や、最低限お知らせ したいトラブルの対 処方法を
説明しています。

● 印刷する前に ..................................................... 71
● フチなし印刷するには.......................................... 72
● 正しく給紙できない............................................. 75
● 用紙が詰まった .................................................. 75
● 操作パネルにエラーが表示された ........................... 79
● 印刷した結果 ..................................................... 82
● プリンタドライバをバージョンアップしたい............. 84

p

本書で説明する以外 の困ったときの対処方法については、
「ユーザーズガイド」
（PDF）を参照してください。
s 本書 89 ページ「ユーザーズガイド（CD-ROM 収録）のもくじ」

インク残量をチェックしたい
大量印刷前にインク残量を確認したい場合は、2 種類の方法があります。
• コンピュータのモニタで確認する方法
• プリンタの操作パネルで確認する方法
詳しくは以下のページを参照してください。
s 本書 45 ページ「インク残量のチェック」

専用紙の最新情報を知りたい
本機でご利用い ただけるエプソン純 正専用紙については、以 下のページを参照して く
ださい。
s 本書 54 ページ「エプソン純正専用紙」
また、エプソン純正 専用紙に関する最 新の情報は、インターネ ットを使ってエプソ ン
販売のホームページでご覧ください。
http://www.i-love-epson.co.jp

純正紙以外の用紙に適した設定を登録したい
エプソン純正専 用紙以外の用紙を お使いになる場合は、お 使いになる用紙（ユーザ ー
用紙）の特性に合わせて本機を設定する必要があります。このユーザー用紙の設定は、
パネル設定モードの［ユーザヨウシセッテイ］メニューで 10 種類まで登録することが
できます。
• エプソン純正専用紙をお使いの場合は、［ヒョウジュン］に戻してください。
• さまざまなユーザー 用紙をお使いの場合は、用紙の特性を設定した登録 番号（最大
10 種類）を切り替えながら使い分けます。

p

用紙の切り取りやすさ、張りの度合い、インクの定着性、厚みな ど、用紙の特
性をあらかじめ確認してからユーザー用紙の設定を行ってくだ さい。用紙の特
性については、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。

手順の詳細は以下のページを参照してください。
s 本書 68 ページ「エプソン純正以外の用紙へ印刷する前に」
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フチなし印刷対応用紙サイズ＜一般の用紙＞

フチなし印刷するには

サイズ

通常の印刷で は、プリンタの構造上 どうしても用紙の四 辺に余白ができて しまい、用
紙いっぱいに 印刷することがで きません。本機のフチな し印刷機能を使用 すると、用
紙の四辺にフチ（余白）のない印刷が可能になります。
以下の幅の用紙でフチなし印刷できます。
記号の意味は以下になります。
○：フチなし印刷可能です。
△：フチなし印刷を推奨しない用紙です。
×：フチなし印刷できません。

フチなし印刷対応用紙＜エプソン純正専用紙＞
用紙
PX 上質普通紙ロール
PX マット紙＜薄手＞ロール

ロール紙

*

フチなし印刷

420.0mm (16.5 インチ /A2)

○*

420.0mm (16.5 インチ /A2)

△

PX/MC 写真用紙ロール＜厚手光沢＞

406.4mm (16 インチ）

○

PX/MC 写真用紙ロール＜厚手半光沢＞

406.4mm (16 インチ）

○

PX/MC 写真用紙ロール＜厚手絹目＞

254.0mm (10 インチ）

○

406.4mm (16 インチ）

○

PX/MC 写真用紙ロール＜厚手微光沢＞

406.4mm (16 インチ）

○

PX/MC プレミアムマット紙ロール

431.8mm (17 インチ）

△

PX/MC コットン画材用紙ロール

431.8mm (17 インチ）

△

MC マット合成紙 2 ロール

431.8mm (17 インチ）

○

MC フォトスタンダード紙 ロール＜光沢＞

420.0mm (16.5 インチ /A2）

○*

MC フォトスタンダード紙 ロール＜半光沢＞ 420.0mm (16.5 インチ /A2）

○*

PX プルーフ用紙ロール＜微光沢＞

単票紙

用紙幅

329.0mm (13 インチ）

○

431.8mm (17 インチ）

○

両面上質普通紙＜再生紙＞

A4、A3

○

スーパーファイン紙

A4、A3、A3 ノビ

○

フォトマット紙 / 顔料専用

A4、A3、A3 ノビ

○

画材用紙 / 顔料専用

A3 ノビ

○

写真用紙＜光沢＞

A4、A3、A3 ノビ、六切

○

写真用紙 < 絹目調＞

A4、A3、A3 ノビ

○

PX プルーフ用紙＜微光沢＞

A3 ノビ

○

420mm（16.5 インチ）ロール紙フチなし印刷用スペーサを使用してください。
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*

フチなし印刷
単票紙

ロール紙

8.5 × 11 インチ（215.9 × 279.4mm）

○

○

17 × 24 インチ（431.8 × 610.0mm）

○

○

A4（210.0 × 297.0mm）

○

○

A3（297.0 × 420.0mm）

○

○

A3 ノビ（329.0 × 483.0mm）

○

×

A2（420.0 × 594.0mm）

×

○*

B4（257.0 × 364.0mm）

○

×

8 × 10 インチ（203.2 × 254.0mm）

×

○

16 × 20 インチ（406.4 × 508.0mm）

○

○

400.0 × 600.0mm

○

○

300.0 × 400.0mm

○

○

ユーザー定義サイズ

×

○

420mm（16.5 インチ）ロール紙フチなし印刷用スペーサを使用してください。

p

• A2 サイズの単票紙にはフチなし印刷できません。
• 幅が 420.0mm（A2）のロール紙にフチなし印刷する場合は、420.0mm（16.5
インチ）ロール紙フチなし印刷用スペーサをスピンドルに取り付ける必要が
あります。詳しくは、以下のページを参照してください。
s 本書 58 ページ「ロール紙のセット」
• 本機でご利用いただける 210.0mm、304.8mm、355.6mm、400.0mm 幅の
EPSON 純正専用ロール紙はありません。
• ロール紙幅より狭い用紙サイズの画像データを作成した場合、右側はフチな
しとなるように手動でカットしてください。

ロール紙、単 票紙ともに、用紙の種 類によってはフチ なし印刷ができま せん。以下の
ページを 参照して、フチなし印刷 できる用紙をプリンタ にセットしてプリン タドライ
バで［用紙種類］を選択してください。
s 本書 54 ページ「エプソン純正専用紙」
Windows

フチなし印刷を行うには、プリンタドライバで以下の設定をします。
• ［フチなし］の設定をします。
］を選択します。
• ［自動拡大］または［カスタム設定（原寸維持または寸法維持）
• ［給紙方法］/［給紙装置］を選択します。
• ［用紙サイズ］を選択します。
［オートカット］で［左右フチなし］、
［四辺フチなし 1
• ロール紙を使用する場合は、
カット］、
［四辺フチなし 2 カット］のいずれかを選択します。
選択 / 設定します
Windows

選択 / 設定します
Mac OS 8.6 〜 9.x

Mac OS 8.6 〜 9.x

選択します

Mac OS X

＜例＞
Mac OS X

＜例＞

選択 / 設定します
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［自動拡大］と［カスタム設定（原寸維持または寸法維持）］について
自動拡大
印刷データを 用紙サイズよりやや 大きくなるように自 動的に拡大し、用紙から はみ出
させることでフチなし印刷します。

ロール紙使用時の用紙カット動作について
ロール紙を使ってフチなし印刷を行う場合は、プリンタドライバの設定（［フチなし］
/［オートカット］）によって、用紙カット動作が以下のように異なります。
s ユーザーズガイド（PDF）75 ページ「フチなし印刷」
左右フチなし
プリンタ
ドライバ
の設定

用
紙

フチなし：オン
オートカット：左右フチなし

カット（任意）

画
像

画 面を 用 紙よ り 結果、フチなし
大 きめ の サイ ズ 印刷されます。
に 自動 的 に拡 大
して印刷します。

四辺フチなし（ 1 カット） 四辺フチなし（2 カット）
フチなし：オン
オートカット：
四辺フチなし 1 カット

フチなし：オン
オートカット：
四辺フチなし 2 カット

カット

カット

カット

カット

ページ間を 1 回でカット

前ページ終端カット（1回目）

カット（任意）

カスタム設定（原寸維持または寸法維持）
用紙サイズより左右方向が 6mm 大きくなるように印刷データを作成しておき、印刷時
に左右それぞれを 3mm ずつカットすることでフチなし印刷します。

プリンタ
の動作
次ページ上端カット
（2回目）

用
紙

カット（任意）

印刷領域を左右
3mm ずつ広げて印
刷します。

カット

結果、フチなし
印刷されます。

備考

プリンタドライバの設定手順について、詳しくは以下のページを参照してください。
s ユーザーズガイド（PDF）75 ページ「フチなし印刷」

p
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カット

カット

画
像

用紙幅より左右 3mm ずつ
広い画像を作成します。

カット

プ リンタドライバ の初期設定 • 上端は印刷動作を中断して • 上端は印刷動作を中断して
は「左右フチなし」です。
カ ッ ト す るた め、画 像 に
カ ッ ト する た め、画 像 に
よっては多少色むらが発生
よっては多少色むらが発生
する場合があります。
する場合があります。
• カ ット 位 置 がず れ てい る • 上下端に余白が残らないよ
と、連続するページの画像
うに、画像の内側でカット
が僅かに上下端に残る場合
しますので、指定サイズよ
があります。
り約 2mm 程度短くなりま
• 1 カットを選択した場合、1
す。
部のみ印刷する場合には 2 • 2 箇所カットすることに
カ ット と 同 じ動 作 をし ま
よって、80 〜 130mm 程度
す。複数部数を連続して印
の切れ端が発生します。
刷する場合には一枚目の上
端と最終部の下端のみ余白
が残らないように 1ｍｍ 内
側をカットします。

カットの動作を遅い「サイレントモード」でカットすると、静かできれいにカッ
トできます。また、カット時に発生する紙紛を抑えることができます。詳しく
は、以下のページを参照してください。
s ユーザーズガイド（PDF）201 ページ「［プリンタセッテイ］メニュー」

正しく給紙できない

用紙が詰まった

プリンタ に用紙が正しく送ら れない場合は、以下の 対処をしてください。そ のときの
状態により対処方法が異なります。

用紙が送られない
用紙が送られない場合は、以下の設定を変更してください。

吸引力を変更する
• プリンタドライバで「吸引力」を調整します。
［用紙調整］ダイアログ」
s ユーザーズガイド（PDF）131 ページ「
プリンタの操作パネルで「キュウチャクリョク」を調整します。
•
［ユーザヨウシ］メニュー」
s ユーザーズガイド（PDF）207 ページ「

用紙がプリン タ内部に詰まった場 合は、詰まった用紙を 取り除きます。ロール 紙、用
紙トレイにセットした単票紙、給紙スロットから手差しでセットした単票紙、厚紙（前
方からセットした単票紙）で手順が異なります。

ロール紙が詰まった

A

ロール紙カバー を開き、給紙スロットに セットされている用 紙を市販のカッターな ど

B

スピンドルをプリンタから外します。

C

用紙セットレバーを後ろに倒します。

で切り取ります。

用紙厚を変更する
• プリンタドライバで「用紙厚」を調整します。
［用紙調整］ダイアログ」
s ユーザーズガイド（PDF）131 ページ「
プリンタの操作パネルで「ヨウシアツバンゴウ」を調整します。
•
［ユーザヨウシ］メニュー」
s ユーザーズガイド（PDF）207 ページ「

「ヨウシガシャコウシテイマス」というメッセージが出る
用紙が斜めにセットされています。正しくセットし直してください。
s 本書 58 ページ「ロール紙のセット」
s 本書 63 ページ「単票紙の使い方」

印刷できない
以下のメ ッセージが表示さ れた場合は［印刷を中 止する］をクリックし て、プリンタ
ドライバの設定を変更してください。
s ユーザーズガイド（PDF）189 ページ「プリンタ情報（Windows のみ）」
s ユーザーズガイド（PDF）237 ページ「プリンタドライバのインク情報更新（Mac
OS8/9、Mac OS X）」
＜例

Windows の場合＞

こんなときは −
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D

詰まった用紙を給紙スロットまたは前方から取り除きます。

用紙トレイにセットした単票紙が詰まった

A

用紙セットレバーを後ろに倒します。

B

用紙トレイをプリンタから取り外します。

C

詰まった用紙を用紙トレイ取り付け部から取り除きます。

給紙スロットから取り除く

前方から取り除く

E

必要であれば、トップカバーを開けて詰まっている用紙を取り除きます。

76 − こんなときは

D

リアカバ ーのあたりに用紙が 詰まっている場合は、リア カバー両端のノブを 内側に引
いて取り外し、詰まった用紙を取り除きます。

給紙スロットで手差しでセットした単票紙が詰まった

A

用紙セットレバーを後ろに倒します。

B

詰まった用紙を給紙スロットまたは前方から取り除きます。

内側に引いて取り外します

給紙スロットから取り除く

前方から取り除く

C

必要であれば、トップカバーを開けて詰まっている用紙を取り除きます。

こんなときは −

77

C

厚紙（前方からセットした単票紙）が詰まった

A

用紙セットレバーを後ろに倒します。

B

詰まった用紙を前方または後方から取り除きます。

必要であれば、トップカバーを開けて詰まっている用紙を取り除きます。

印刷データの消去
前方から取り除く

後方から取り除く

78 − こんなときは

印刷を中止して用紙 を取り除いても、現在稼 動中のインターフェ ースで受信した印刷
データがプリンタに残っています。その場合は、
［リセット］スイッチ（
）を 3 秒
以上押し、印刷データを消去（リセット）します。
リセット後、印刷可能状態になるまで時間がかかる場合があります。

操作パネルにエラーが表示された

エラーメッセージ

表示 され るメッ セージ には、プ リンタ 本体の 状態 に関す るメ ッセー ジとエ ラー メッ
セージの 2 種類があります。プリンタの状態に関するメッセージとその意味は以下の
ページを参照してください。
s ユーザーズガイド（PDF）197 ページ「操作パネルのメッセージ」
プリンタ にエラー（正常でない 状態）が発生したとき は、操作パネルのラン プ表示と
ディスプ レイのメッセージで お知らせします。以下 のメッセージ内容を 確認し、必要
な処置してください。ランプ表示について詳しくは以下のページを参照してください。
s 本書 9 ページ「スイッチとランプについて」
エラーメッセージ
インクカートリッジナシ

インクカートリッジカクニン

内容

取り付けたイン クカートリッ
ジの型番が、本機 で使用でき
る正 規 の 型 番で は あ りま せ
ん。

インクカートリッジコウカン
インクがなくなりました。
（2行目は各インク残量とメンテ
ナ ン スタ ン クの 空 き 容量 を 表
示）

インクカートリッジコウカン

本機で 使用できる正 規型番のイン クカート
リッジを取り付けてください。
s 本書 48 ページ「インクカートリッジの
種類」
s 本書 49 ページ「インクカートリッジの
交換手順」
新しい インクカート リッジを取り 付けてく
ださい。
s 本書 48 ページ「インクカートリッジの
種類」
s 本書 49 ページ「インクカートリッジの
交換手順」

本機では使用で きないインク
カートリッジが セットされて
います。

本機で 使用できるイ ンクカートリ ッジを正
しくセットしてください。
s 本書 48 ページ「インクカートリッジの
種類」
s 本書 49 ページ「インクカートリッジの
交換手順」

装着 し て い るイ ン ク カー ト
リッジに不良個 所が発見され
ました。または、接 触不良の
可能性があります。

インク レバーを上 げて、インクカー トリッ
ジをし っかりとセッ トし直してレ バーを下
げ てく だ さい。セ ッ トし 直 して も 同じ エ
ラーと なった場合 は、新しいインク カート
リ ッジ に 交換 し てく だ さい（不 良 イン ク
カートリッジは取り付けないでください）。
s 本書 48 ページ「インクカートリッジの
種類」
s 本書 49 ページ「インクカートリッジの
交換手順」

処置方法
インクエン ドランプが点 灯するまで印 刷す
ることは できますが、新し いインクカー ト
リッジの用意をしてください。
s 本書 48 ページ「インクカートリッジの
種類」

インクガタリマセン

イン クが足りないため クリー 新しいイン クカートリッ ジを取り付け てか
らクリーニングを実行してください。
ニングが実行できません。
s 本書 48 ページ「インクカートリッジの
種類」
s 本書 49 ページ「インクカートリッジの
交換手順」

インサツデキマセン

パネ ル設定モード中に 何らか
のエ ラーが発生してい るため
ノ ズ ル チ ェ ッ ク パ タ ー ン、
ギャ ップ調整パターン などを
印刷できません。

オプション I/F カード
エラー

本 機 で は使 用 で きな い イ ン インターフ ェイスカード を取り外して くだ
ター フェイスカードが 取り付 さい。
けられています。
s 本書 14 ページ「ネットワーク I/F カード」

キュウシトレイニ ヨウシヲ
セットシテクダサイ

用紙 トレイに単票紙が セット 用紙 ト レイ に単 票紙 を セッ トし て くだ さ
い。またプリ ンタドライ バの設定が［用 紙
されていません。
トレ イ］に、
［用 紙選 択］スイ ッチ（
）
の設定が （単票紙）になってい ることを
確認してください。

処置方法

インクカートリ ッジがセット 新しい インクカート リッジを正し く取り付
されていない か、外れていま け てく だ さい。エ ラ ーを 起 こし た イン ク
す。
カートリッジは取り付けないでください。
s 本書 49 ページ「インクカートリッジの
交換手順」

内容

インクガスクナクナリマシタ
イン クの残量が残り少 なくな
（2行目は各インク残量とメンテ りました。
ナン ス タ ンク の 空き 容 量 を表
示）

コノヨウシサ イズハフチナシイ A2 サイズの単 票紙がセ ット
ンサツデキマセン
されています。
（「ヨウシヲタダシクセットシテ
クダサイ」と交互に表示）

一旦 パ ネル 設定 モー ド を終 了し て くだ さ
い。その後表 示されたエラ ーを解除して か
ら再度印刷を実行してください。
s ユーザーズガイド（PDF）198 ページ
「パネル設定モード」

A2 サイズの単票紙はフチなし印刷に対応し
ていません。
［ポ ーズ］スイッチ（
）を
3 秒以上押してプリンタをリセットし、セッ
トされている単票紙を排紙します。排紙後、
他のサイ ズの単票紙を セットするか、ロ ー
ル紙をセットしてください。
s 本書 63 ページ「単票紙の使い方」
s 本書 58 ページ「ロール紙のセット」

単票 紙の用紙サイズが 正しく 用紙が波 打ったり、たわん でいると用紙 サ
イズを正 しく認識でき ません。用紙を平 ら
認識されていません。
な状態に修 正してからプ リンタにセッ トし
てください。
s 本書 63 ページ「単票紙の使い方」
ロール紙または A2以外の単票 用紙を正しくセットし直してください。
紙をセットした場合、用紙が正 s 本書 63 ページ「単票紙の使い方」
しくセットされていません。 s 本書 58 ページ「ロール紙のセット」
コノヨウシハ キュウシトレイカ
ラオクレマセン
（「テ ザシ イン サツ シテク ダサ
イ」と交互に表示）

）を 3 秒以上押
プ リンタドライバ で、用紙ト ［リセット］スイッチ（
レ イ か ら印 刷 で きな い 用 紙 して本機 をリセットし てください。リセ ッ
を、用 紙トレイから印 刷する ト後、プリ ンタドライ バの［用紙種 類］を
よ うに設定し、印刷を 実行し 正しく設定してください。
ました。

こんなときは −

79

エラーメッセージ
コマンドエラー

コマンドエラー
（「ドライバ→ユーティリティ→
プ リン タ ジョ ウ ホ ウヲ ヘ ン コ
ウ」と交互に表示）

内容

処置方法

［リセット］スイッチ
（
）
• プ リン タ ドラ イ バ で指 定 印刷を中止して、
し たイ ン クの 種 類 と本 機 を 3 秒以上押して本機をリセットしてくだ
に 装着 し てい る イ ンク の さい。
種類が異なっています。
• 本機が対応していない形式
のデータを受信しました。
• 受 信コ マ ンド に エ ラー が
あります。
使用 す る プリ ン タ ドラ イ バ
と、接続されている プリンタ
が異なっている可能 性があり
ます。

印刷を中止し、
［リセット］スイッチ（
）
を 3 秒以上押して本機をリセットしてくださ
い。接続されているプリンタと、プリンタド
ライバが一致しているか確認してください。

インクチェンジ を行い、イン
クカートリッジの変 更はしま
した が、ド ラ イ バ の カ ー ト
リッジオプションを 変更して
いません。

セットし たインクカー トリッジの組み 合わ
せに合わ せて、プリンタ ドライバのカ ート
リッジオプションを切り替えてください。

サービスコールエラー
0001001D ヘ ッド の左 側に あ るヘ ッド 固定 用 ロッ ク
00010007または0
ｎｎｎｎｎｎｎｎ が表示されたとき
（緑色）を引き出して、使用可能な状態にし
プリントヘッドが固 定されて てくださ い。すでにヘッ ド固定用ロッ クが
いる可能性があります。
解除さ れている場 合は、次の「他の数 値が
表示され たとき」と同じ 対処方法を行 って
ください。
s 本書 13 ページ「プリントヘッドのロッ
ク解除」
100001C0 が表示されたとき
電源ケーブルがコン セントま
たはプリンタ背面の AC イン
レットに、正しく差 し込まれ
ていません。

他の数値が表示されたとき
エラー状態の解除が 不可能な
ト ラ ブ ル が 発 生 し ま し た。
（「nnnnnnnn」はどんなトラ
ブルが発生したかを 示すコー
ドです）
。
サイキドウシテクダサイ

80 − こんなときは

一旦電源 をオフにし、電 源ケーブルを コン
セントまたはプリンタ背面の AC インレッ
トにしっ かり差し込 みます。しばらく たっ
てから電 源をオンに します。エラーが 解除
された ら、そのまま使 用可能です。再 び同
じエラー が発生した ら、エプソンの修 理窓
口 へエ ラー コー ド と共 に連 絡し て くだ さ
い。
s 本書 82 ページ「サービスコールが発生
したら」
一旦電源 をオフにし、し ばらくたって から
オンに します。エラー が解除され たら、そ
のまま使 用可能です。再 び同じエラー が発
生 した ら、エ プソ ン の修 理 窓口 へ エラ ー
コードと共に連絡してください。
s 本書 82 ページ「サービスコールが発生
したら」

エラー復帰途中でプ リンタの 一旦本機 の電源をオ フにし、しばらく たっ
再起 動 が 必要 に な って い ま てから再度電源をオンにしてください。
す。

エラーメッセージ

内容

処置方法

シバラクオマチクダサイ

プリン タ内部で、タイマの リ そのまましばらくお待ちください。
セット やバッファのクリア を
しています。

タンピョウシヲ イチマイ
テザシ シテクダサイ

給紙ス ロットまたは前面に 単 給紙スロット または前面に 手差しで単票 紙
票 紙 がセ ッ ト さ れて い ま せ をセットし てください。また プリンタド ラ
ん。
イバの設定が［単票紙 手差し］に、
［用紙選
択］スイッチ（
）の設定が （単票紙）
になっていることを確認してください。

トップカバーガ
アイテイマス

ト ッ プカ バ ー が 開い て い ま トップカバーを閉じてください。
す。

ノズルヌケガナオリマセン

オート クリーニングを実行 し ［ポ ーズ］スイ ッチ を押 してエ ラー を解 除
ました が、ノズルがまだ目 詰 し、クリーニングをやり直してください。
まりしています。
s 本書 20 ページ「ノズルチェックパター
ン印刷」

ヒダリインクレバーヲサゲル

左のイ ンクレバーが上がっ て 左のインクレバーを下げてください。
います。

プリントヘッドノ＿ロックヲ＿ プリン トヘッドが固定され て ヘッ ドの 左 側に ある ヘッ ド 固定 用ロ ッ ク
（緑色）を引き出して、使用可能な状態にし
カイジョ＿シテクダサイ
いる可能性があります。
てください。
ミギインクレバーヲサゲル

右のイ ンクレバーが上がっ て 右のインクレバーを下げてください。
います。

メンテナンスコール ｎｎｎｎ

交換部 品の交換時期が近づ き
ました（「nnnn」には交換時
期が近 づいた部品のコード を
示します）。

メンテナンスタンクナシ

メンテ ナンスタンクが取り 外 メンテナンス タンクを正し く取り付けて く
ださい。
されています。
s ユーザーズガイド（PDF）242 ページ
「メンテナンスタンク」

メンテナンスタンクケイコク

メンテ ナンスタンクの空き 容 ［ポーズ］スイッチ（
）を押して印刷 を
続行できま すが、すみやかに 新しいメン テ
量が少なくなりました。
ナンスタンクと交換してください。
s ユーザーズガイド（PDF）242 ページ
「メンテナンスタンク」

メンテナンスタンクコウカン

メンテ ナンスタンクの空き 容 新しいメンテ ナンスタンク と交換してく だ
さい。
量がありません。
s ユーザーズガイド（PDF）242 ページ
「メンテナンスタンク」

エプソンの 修理窓口へ連 絡します。部品 を
交換しない 限り解除され ません。対処方 法
は以下のページを参照してください。
s 本書 81 ページ「メンテナンスコールが
発生したら」

エラーメッセージ
ヨウシガカット
サレマセンデシタ

ヨウシガツマリマシタ

ヨウシガシャコウシテイマス

内容

処置方法

［ロール紙自動カット］の設定 • トッ プカ バ ーを 開け て、カ ット され な
かった用紙片を取り除きます。
で、用紙がカット されません
「ヨウシヲ
でした。
タダシクセットシテク ダサイ」と表示さ
れたら、用紙セットレバー を解除して用
紙をセットし直します。
s 本書 75 ページ「用紙が詰まった」
• カッター刃が磨耗して いる場合は、交換
してください。
s ユーザーズガイド（PDF）277 ペー
ジ「用紙 が き れい に 切り 取 れな く
なったら」
用紙が詰まりました。

トップ カバーを開け て詰まった用 紙を取り
除き ます。フロント カバーを閉 め「サイキ
ドウ シテクダサ イ」と表示され たら、一旦
本機の 電源をオフ にし、しばらくた ってか
ら再度電源をオンにしてください。
s 本書 75 ページ「用紙が詰まった」

ロール紙が斜め に給紙されて • 印刷領域に正しく印刷さ れていない可能
います。
性があります。印刷結果を 確認してくだ
さい。
• 次の印刷のために用紙を 正しくセットし
直してください。
s 本書 58 ページ「ロール紙のセット」

ヨウシガシャコウシテイマス
サイセットシテクダサイ

単票紙が斜めに 給紙されてい 単票紙を正しくセットし直してください。
ます。
s 本書 63 ページ「単票紙の使い方」

ヨウシサイズガチガイマス

単票紙に印刷 するときに、プ • 印刷データと同じサイズ の用紙をセット
してください。
リンタにセット した用紙サイ
ズと印刷データ の用紙サイズ
s 本書 63 ページ「単票紙の使い方」
）を押すと印刷
が異なっています。
• ［ポーズ］スイッチ（
を開始します。ただし、用紙 からはみ出
した 印刷 デー タの 部分 は印 刷さ れま せ
ん。

ヨウシナシ

ヨウシレバーヲ
モドシテクダサイ

• 用 紙 がセ ッ トさ れ てい ま • 用紙を正しくセットし直してください。
せん。
それで もエラー が解除 されな い場合は、
［用紙送り］スイッチ（
/
）を押
• 印 刷 の途 中 でロ ー ル紙 が
なくなりました。
してください。
s 本書 58 ページ「ロール紙のセット」
s 本書 63 ページ「単票紙の使い方」
• 印刷の終了した用紙を 取り外し、新しい
用紙をセットします。残っ たデータが印
刷されます。
用紙セットレバ ーが後ろに倒 用紙セ ットレバーを 手前に戻して ください
（固定状態）
。
れています（解除状態）
。

エラーメッセージ
ヨウシヲタダシク
セットシテクダサイ

内容

処置方法

用紙 が正しくセットさ れてい 用紙を正しくセットし直してください。
ません。
s 本書 58 ページ「ロール紙のセット」
s 本書 63 ページ「単票紙の使い方」
単票 紙の用紙サイズが 正しく 用紙が波 打ったり、たわん でいると用紙 サ
イズを正 しく認識でき ません。用紙を平 ら
認識されていません。
な状態に修 正してからプ リンタにセッ トし
てください。
s 本書 63 ページ「単票紙の使い方」
単票 紙が正しく排紙さ れませ 単票紙を取り除いてください。
んでした。

ヨウシヲトリノゾイテクダサイ

厚紙がセットされているためク 厚紙を取り 外してから用 紙セットレバ ーを
。
リーニングが実行できません。 手前に戻してください（固定状態）

ヨウシヲトリノゾイテクダサイ 紙経 路に用紙がセット された 紙経路にある用紙を取り除いてください。
（「
［ポーズスイッチ］ヲオシテク 状 態で、他の用紙に印 刷しよ
ダサイ」と交互に表示）
うとしました。
用紙種類が
［ロール紙自動カッ 単票紙を取り除いてください。
ト］または［ロール紙カッター
O FF］に設定さ れている とき
に、単票紙に印刷しました。
ヨウシヲ モット オクヘ
セットシテクダサイ

給紙 スロットから手差 しで単
票 紙をセットした ときに、挿
入が 浅くて単票紙が認 識され
ていません。

単票紙を 一度取り除い た後、改めて用紙 を
もっと奥に挿入してください。
s 本書 63 ページ「単票紙の使い方」

リアカバーガアイテイマス

リアカバーが外れています。

リアカバーをセットしてください。

レバーヲサゲテクダサイ

左右 のインクレバーが 上がっ 左右のインクレバーを下げてください。
ています。

ロールシヲセットシテクダサイ ロー ル紙が正しくセッ トされ ロール紙を正しくセットしてください。また
プリンタドライバの設定が［ロール紙 ］また
ていません。
は［ロール紙 長尺モード］に、
［用紙選択］
スイッチ（
）の設定が［ロール紙自動カッ
ト］または［ロール紙カッター OFF］になっ
ていることを確認してください。

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。
「メンテナンスコール nnnn」が発生した場合はすぐに本機を購入さ
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。
「nnnn」（数字）を必ず伝
えてください。エプソンの修理窓口については、巻末を参照してください。
メンテナンスコールが発生した状態で使い続けると、サービスコールが発生します。

ヨウシヲセットシテクダサイ
用紙をセットす るために用紙 用紙を セットし、用紙 セットレバー を手前
（2 行目は吸着力を表示） セットレバーを 後ろに倒して に戻してください（固定状態）。
います（解除状態）
。
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サービスコールが発生したら
サービスコールは以下の場合に表示されるエラーメッセージです。
• プリントヘッド固定用ロックが解除されていない
• 電源ケーブルがコンセントまたはプリンタ背面の AC インレットに、正しく差し込ま
れていない
• エラー状態の解除が不可能なトラブルが発生した
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。その場合は、ま
ずヘッド固定 用ロックが解除され ているかどうか確認 してください。ロックが 解除さ
れている場合 は、一旦電源をオフに し、電源ケーブルがコン セントまたはプリ ンタ背
面の AC インレットに、正しく差し込まれているか確認します。電 源プラグをしっか
り差し込んで から再度電源をオン にしてください。サービ スコールのメッセー ジが表
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 ルのメッセ ージが表 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。
「nnnnnnnn」
（数字）は、どんなトラブルが発生したかを示すコードです。連絡の際には、必ずこの
コード番号を 伝えてください。エプ ソンの修理窓口につ いては、巻末を参照し てくだ
さい。

印刷した結果
用紙にしわが発生する

t

用紙に合ったロール紙スピンドルを使用していますか？
用紙によってはオプ ションのハイテンショ ンスピンドルを使用し ないと正常に給紙で
きないものがあります。用紙の取扱説明書をご覧ください。
s 本書 54 ページ「エプソン純正専用紙」

印刷品質が低下した
印刷品質が低下したと感じられたら、以下の説明をお読みください。

印刷結果に白いスジが入る

t

プリントヘッドのノズルが詰まっている可能性があります。
ノズルチェックパタ ーンを印刷して色抜 けやかすれがないか 確認してください。色抜
けやかすれがある場合は、ヘッドクリーニングを行います。
s 本書 20 ページ「ノズルチェックパターン印刷」
また、オートノズルチ ェックとオートクリ ーニングを併用する と、印刷開始前に自動
的にノズルチェック を行い、ノズルが目詰ま りしている場合は自 動的にヘッドクリー
ニングを行います。これを使えば、ヘッドクリーニングをし忘れることがなくなり、常
にノズルを目詰まりしない状態に保つことができます。
s ユーザーズガイド（PDF）201 ページ「［プリンタセッテイ］メニュー」

t

カラーデータをモノクロ印刷していませんか？

t

プリンタドライバの［モード設定］で［推奨設定］を選択している場合、［速い］を選

カラーデータを 印刷する場合に、プ リンタドライバ で［インク］を［黒］に設定して
モノクロ印刷する と、印刷結果に白いス ジが入る場合があ ります。この場合は、アプ
リケーションソフト でカラーデータをグ レースケールデータ に変換し、プリンタドラ
イバで［インク］を［カラー / 白黒画像］に 設定して印刷してください。アプリケー
ションソフトでカラ ーデータをグレース ケールデータに変換 する方法については、お
使いの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。

択していませんか？
用紙種類や印刷データによっては、
［速い］で印刷すると印刷結果に白いスジが入る場
合があります。こ の場合は、プリンタ ドライバの［モー ド設定］で［きれい］を選択
してください。
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t

［プラテンギャップ］を［セマイ］に設定してください。

縦罫線が左右にガタガタになる

［プラテンギャップ］が［ヒョウジュン］
［ヒロメ］
［ヨリヒロメ］に設定されていると、
印 刷結果 に白 いス ジが入 った り、かすれ る場 合が ありま す。この 場合 は［プラテ ン
ギャップ］を［セマイ］に設定してください。
s ユーザーズガイド（PDF）201 ページ「［プリンタセッテイ］メニュー」

t

明らかにおかしい色で印刷される

t

t

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 21 ページ「ギャップ調整」

プリンタ ドライバの［用紙種類］で 設定した用紙と、実際 に印刷で使用した 用紙が異
なっている可能性があります。

文字がぼやける

プリンタドライバの［用紙種類］の設定と、印刷で使用した用紙を確認してください。
異なって いた場合は、［用紙種類］の設定を印 刷に使用した用 紙に変更するか、［用紙
種類］で設定されている用紙を用意してください。

t

プリントヘッドのノズルが詰まっている可能性があります。
ノズルチ ェックパターンを印 刷して色抜けやかすれ がないか確認してく ださい。色抜
けやかすれがある場合は、ヘッドクリーニングを行います。
s 本書 20 ページ「ノズルチェックパターン印刷」

印刷結果が濃すぎる / 薄すぎる

t

プリントヘッドがずれたままで、ギャップ調整されていない可能性があります。

印刷の濃度調整が適正でない可能性があります。
プリンタドライバの［モード設定］で［詳細設定］を選択し、
［設定変更］をクリック
して［手動設定］画面を表示します。
［用紙調整］をクリックして［用紙調整］画面を
表示し、［インク濃度］で濃度を変更できます。
濃度の変更の際は、以下の点に注意してください。
• ［インク濃度］を調整することにより、色のバランスが崩れることがあります。

プリントヘッドがずれたまま、ギャップ調整しないで印刷している可能性があります。
プリントヘッ ドのずれ（ギャップ）により、文 字の輪郭がはっき りしない場合があ り
ます。ギャップ調整をしてください。
s 本書 21 ページ「ギャップ調整」

データが途中で切れて印刷される

t

コンピュータのメモリ不足が原因と思われます。
画像データが大 きくなるほど、高性能 なシステムが要求さ れます。特にメモリ容量 は
重要な要素で すので、増設をお勧めし ます。推奨システムに ついては、以下のペー ジ
を参照してください。
s Windows：本書 26 ページ「システム条件の確認」
s Macintosh：本書 29 ページ「システム条件の確認」

• 濃度 を上げると、インクが乾きにくい、色がにじむなどの問題 が起きる可能性があ
ります。
• 濃度を下げると、粒状感が出るため画質が悪化する可能性があります。

特定のインクが出ない / かすれる

t

プリントヘッドのノズルが詰まっている可能性があります。
ノズルチ ェックパターンを印 刷して色抜けやかすれ がないか確認してく ださい。色抜
けやかすれがある場合は、ヘッドクリーニングを行います。
s 本書 20 ページ「ノズルチェックパターン印刷」
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プリンタドライバをバージョンアップしたい

フチなし印刷すると裏面が汚れる

t

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。

プリンタ内部の用紙経路にインクが付着していると思われます。
ロール紙をセ ットしている場合は、用 紙セットレバーを後 ろに倒して用紙を巻 き戻し
ます。フロントカ バーを開け、プリンタ 内部の用紙経路に付 着したインクを拭 き取っ
てください。

最新ドライバの入手方法
最新のプリンタドライバは、下記の方法で入手してください。
• インターネットの場合は、次のホームページの［ダウンロード］から入手できます。
アドレス

http://www.i-love-epson.co.jp

サービス名

ダウンロードサービス

• 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。

p

ここを拭きます

p

印刷パ ターンや用紙に よっては、用紙経 路上にインクが 付着していなく ても、
用紙裏面の両端に汚れが薄く付着する場合があります。

各種ドライバの最新バージョンについては、エプソン販売（株）のホームペー
ジにてご確認ください。ホームページの詳細については、本書巻末にてご案内
しております。

ダウンロード・インストール手順
ホームページに掲載されているプリンタドライバは圧縮 *1 ファイルとなっていますの
で、
次の手順でファイルをダウンロードし、解凍*2 してからインストールしてください。
*1
*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。
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。

p
A
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インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン
インストール）する必要があります。
s ユーザーズガイド（PDF）161 ページ「プリンタドライバの削除」

ホームページ上のダウンロードサービスから対象の機種を選択します。

B

プリンタ ドライバをハードデ ィスク内の任意のディ レクトリへダウンロ ードし、解凍
してからインストールを実行します。
手順については、ホームページ上の［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

こんなときは −
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ユーザーズガイド（CD-ROM 収録）のご案内
ユーザーズガ イドは、本機の詳 細な情報が記 載されたマニ ュアルで、PDF（Portable
Document Format）形式で「PX-6000 プリンタソフトウェア」と書かれた CD- ROM
に収録されています。

付録

Windows での PDF マニュアルの見方
● ユーザーズガイド（CD-ROM 収録）のご案内 ........... 86
● ユーザーズガイド（CD-ROM 収録）のもくじ ........... 89
● サービス・サポートのご案内 ................................. 91
● プリンタの輸送・移動 .......................................... 92

A

Windows を起動して、
「PX-6000 プリンタソフトウェア」と書かれた CD- ROM をコ
ンピュータにセットします。

B

ウィルス チェック プログラ ムが動作 してい ないこと を確認し、［続ける］ボ タンをク

C

以下の画面が表示されたら［マニュアルを見る］をクリックします。

リックします。

クリックします

D

［ユーザーズガイドを見る］をクリックします。
Acrobat Reader または Adobe Reader が起動して PX-6000 ユーザーズガイドが表示
されます。

クリックします
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p

ご利用のコンピュータに Acrobat Reader または Adobe Reader がインストール
されていない場合は、C の「ソフトウェアのインストール」をクリックし、さ
らに［選択画面］ボタンをクリックします。表示された画面で［Adobe Reader］
のみをチェックしてインストールしてください。

E

［ユーザーズガイドを見る］をクリックします。

クリックします

Mac OS 8/9 での PDF マニュアルの見方

A

「PX-6000 プリンタソフトウェア」と書かれた CD-ROMを Macintoshにセットしま

B

［Mac OS 8/9 用］アイコンをダブルクリックします。

す。

Acrobat Readerまたは Adobe Readerが起動して、
ユーザーズガイドが表示されます。

Mac OS X での PDF マニュアルの見方
ダブルクリックします

A

「PX-6000 プリンタソフトウェア」
と書かれた CD-ROMを Macintosh にセットしま
す。

C

ウィ ルスチェ ックプロ グラムが 動作し ていない ことを確 認し、
［続 ける］ボタン をク

D

以下の画面が表示されたら［マニュアルを見る］をクリックします。

B

［Mac OS X 用］アイコンをダブルクリックします。

リックします。

クリックします

クリックします

p
C

上の画面が表示されないときは、デスクトップ上の［EPSON］
アイコンをダブルクリックします。

ウィル スチェッ クプログ ラムが動 作してい ないこと を確認 し、
［続け る］ボタンを ク
リックします。
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D

［マニュアルを見る］をクリックします。

クリックします

E

［ユーザーズガイドを見る］をクリックします。

クリックします

Acrobat Readerまたは Adobe Readerが起動して、
ユーザーズガイドが表示されます。
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ユーザーズガイド（CD-ROM 収録）
のもくじ
もくじ ................................................................3
本書中のマーク、表記について ..............................9

簡単なネットワーク共有
Windows でのプリンタの共有 ............................12
ネットワーク接続の形態 .............................................12
ピアトゥピア接続時のプリントサーバの設定 ........13
クライアント側の設定 .................................................18
Mac OS 8/9 でのプリンタの共有........................24
プリントサーバ側の設定 .............................................25
クライアント側の設定 .................................................26
Mac OS X でのネットワーク共有
（Mac OS X v10.2 以降）...................................28
プリントサーバ側の設定 .............................................28
クライアント側の設定 .................................................30

目的別印刷方法
Mac OS X をお使いの方へ .................................33
厚紙への印刷方法 ..............................................34
Windows の場合............................................................34
Mac OS 8/9 の場合 .....................................................35
Mac OS X の場合 .........................................................37
写真を自動補正して印刷（オートフォトファイン !5）
（Mac OS X 以外）.............................................39
特殊効果を加えて印刷（オートフォトファイン !5）
（Mac OS X 以外）.............................................41
色を微調整して印刷 ...........................................43
定形サイズ以外の用紙に印刷 ...............................47
Windows の場合............................................................47
Mac OS 8/9 の場合 .....................................................48
Mac OS X の場合（v10.2.3 以降のみ）...................50
ポスター印刷（拡大分割して印刷）
（Mac OS X 以外）.............................................53
Windows の場合............................................................53
Mac OS 8/9 の場合 .....................................................55
貼り合わせガイド印刷時の用紙の貼り合わせ方....56
画面表示と色合いを合わせて印刷 .........................60
Windows の場合............................................................60
Mac OS 8/9 の場合 .....................................................62
Mac OS X の場合 .........................................................64

最高画質（2880dpi モード）で印刷 ....................67
設定のポイント ..............................................................67
Windows の場合 ............................................................67
Mac OS 8/9 の場合 .....................................................68
Mac OS X の場合 .........................................................69
解像度とカラーマッチングについて .........................69
印刷領域を拡大して印刷 .....................................70
Windows の場合 ............................................................70
Mac OS 8/9 の場合 .....................................................72
Mac OS X の場合 .........................................................73
フチなし印刷 ....................................................75
フチなし印刷のために必要な設定 .............................75
Windows の場合 ............................................................77
Mac OS 8/9 の場合 .....................................................79
Mac OS X の場合 .........................................................81
アプリケーションごとのフチなし印刷の
設定・印刷方法 ..............................................................83
拡大 / 縮小印刷................................................ 100
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操作パネルの使い方
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スイッチ........................................................................192
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オプションと消耗品の紹介 ................................240
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メンテナンスタンク ...................................................242
カッター替え刃 ...........................................................242
スピンドル....................................................................243
インターフェイスカード...........................................243
通信販売のご案内 ............................................244
ご注文方法....................................................................244
お届け方法....................................................................244
お支払い方法 ...............................................................244
送料 ................................................................................244
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電源ランプが点灯しない ...................................254
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印刷しない ..................................................... 255
プリンタとコンピュータの接続を確認する ......... 255
プリンタドライバがインストールされているか確認
する ............................................................................... 256
エラーが発生していないか確認する ..................... 259
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USB 接続時のトラブル ....................................266
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印刷品質のトラブル ......................................... 281
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画面表示と色合いが異なる ...................................... 283
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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

本書巻末の一覧表をご覧ください。

電話番号

本書巻末の一覧表をご覧ください。

インターネットサービス
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
ネットによる情報の提供を行っています。
アドレス

http://www.i-love-epson.co.jp

エプソンサービスパック
エプソンサービ スパックは、ハードウ ェア保守パックです。エ プソンサービスパッ ク
対象製品と同時 にご購入の上、登録し ていただきますと、対象 製品購入時から所定 の
期間（3 年、4 年、5 年）、安心の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問
い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。
• スピーディな対応：スポ ット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービス エンジ
ニアを派遣いたします。
• もしものときの安心：万 一トラブルが発生した場合は何回でもサービスエン ジニア
を派遣し対応いたします。
• 手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの
面倒な事務処理は一切不要です。
• 維持費の予算化：エプ ソンサービスパック規約内・期間内であれば、都度修理 費用
がかからず維持費の予算化が可能です。
エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。

保守サービスのご案内

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

本書巻末の一覧表をご覧ください。

所在地

本書巻末の一覧表をご覧ください。

「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、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。
s ユーザーズガイド（PDF）245 ページ「困ったときは」

保証書について

パソコンスクール
エプソン 製品の使い方、活用の仕 方を講習会形式で説明 する初心者向けのス クールで
す。カラリオユーザーには より楽しく 、ビジネスユーザーには 経費削減 を目的
に趣味にも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝いします。
詳細はエプソン販売（株）のホームページにてご確認ください。
アドレス

http://www.i-love-epson.co.jp

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
エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約をお勧めします。保守サー
ビスに関してのご相談、お申込みは、次のいずれかで承ります。
• お買い求めいただいた販売店
• エプソンサービスコ ールセンターまたは修理センター（本書巻末の一覧表を ご覧く
ださい）
受付日時、受付時間については、本書巻末の一覧表をご覧ください。
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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。詳細については、お買い求めの販売店または最寄りのエプソンサービスコー
ルセンターまたは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

*

*

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 に梱包する必要があ ります。輸送する場合は、本 機をお買い上げい
ただいた販売店にご相談ください。

修理代金と支払方法
保証期間内

出張保守 • 製 品が故障した 場合、最優先で技 術者が製品の 無償
設置場所に出向き、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。

スポット出張修理

プリンタの輸送・移動

• お 客様からご連絡 いただいて数日 以内に製品の 無償
設 置場所に技術 者が出向き、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。

保証期間外
年間一定の保
守料金

移動の方法

w
出張料＋技術
料＋部品代
修理 完 了 後、
そのつどお支
払いください

定期交換に伴う出張基本料・技術料・部品代が、保証期間内・外を問わず有償となります。
（年間保守契約の場合は、定期交換部品のみ、有償となります。
）
当機種は、輸送の際に専門業者が必要となりますので持込保守および持込修理はご遠慮願います。

水平の状態で移動させてください。プリンタ本体を傾けたり立てかけたり、上
下を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。

A
B
C

電源をオンにし、用紙セットレバーを手前に戻します。

D
E

スピンドルを取り外します。

左右のインクレバーを上げます。
電源をオフにして、プリ ンタの電源が切れた ことを確認してから 電源ケーブルなどの
ケーブル類をすべて取り外します。

トップカバーを開け、プリントヘッド固定用ロックを押してプリントヘッドを固定し、
トップカバーを閉じます。

移動後の手順
移動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
B
C
D
E
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据置場所に適した場所を確認します。
s 本書 4 ページ「据置に適した場所」
電源ケーブルを取り付けます。
s 本書 15 ページ「電源ケーブルの接続」
プリントヘッド固定用ロックを解除します。
s 本書 13 ページ「プリントヘッドのロック解除」
左右のインクレバーを下げ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 本書 20 ページ「ノズルチェックパターン印刷」
ギャップ調整を行います。
s 本書 21 ページ「ギャップ調整」
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AC インレット ........................................ 8
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エラーメッセージ .................................. 79
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インクカートリッジ ........................ 16, 48
インクカートリッジ収納ボックス ........... 8
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印刷可能領域 ......................................... 57
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用紙サイズ ............................................. 54
用紙種類 ................................................ 53
用紙セットレバー .................................... 8
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ロール紙のカット .................................. 63
ロール紙の交換 ...................................... 61
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MEMO

MEMO

商標およびご注意

瞬時電圧低下について

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、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。
Adobe、PostScript、AdobeAcrobat 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
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。

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。

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

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。

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は固くお断りします。
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、記載漏れなど、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。
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。

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。

トラブルチェック用印刷サンプル
ギャップ調整が必要と思われます。

開梱と据置作業を行われる方へ

以下の印刷サンプルを参照して現在の状態にあてはまるものがあれば、解説を確認して
ください。

インクカートリッジの状態およびプリンタドライバの設
定を確認する必要があると思われます。

プリンタの搬入後、梱包箱から取り出して据え置くまでの作業について説明し
ています。作業を安全に行うために、必ず本書の手順に従ってください。

スタートアップガイド（本書）

解説

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
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。

印刷している用紙を確認する必要があると思われます。

手順
解説

本書21ページ「ギャップ調整」
ユーザーズガイド（PDF）281ページ「印刷品質のトラブル」

クリーニングが必要と思われます。

解説

ユーザーズガイド（PDF）287ページ「印刷がきたない、汚れる、にじむ」

印刷方向を変更する必要があると思われます。

ユーザーズガイドは、製品添付のプリンタソフトウェアCD-ROMにPDF
（Portable Document Format）ファイルとして収録されています。この
ファイルをお読みいただくには、Adobe社のAcrobat ReaderまたはAdobe
Readerが必要です。詳しくは以下のページをお読みください。
本書86ページ「ユーザーズガイド（CD-ROM収録）のご案内」

解説

クイックガイド
用紙のセット方法、ヘッドクリーニングとノズルチェックの方法、エラーメッ
セージが表示されたときの対処方法が記載されています。プリンタにフックを
付けてクイックガイドを掛けておくなどしてプリンタのそばに置き、すぐに読
めるようにしてください。

ユーザーズガイド（PDF）286ページ「印刷にムラがある、薄い、または濃い」

手順
解説

ユーザーズガイド（PDF）286ページ「印刷にムラがある、薄い、または濃い」

本書20ページ「ノズルチェックパターン印刷」
ユーザーズガイド（PDF）281ページ「印刷品質のトラブル」
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1 セットアップ
プリンタ本体の準備 インクカートリッジの取り付け
コンピュータとの接続 ソフトウェアのインストール

スタートアップガイド
プリンタのセットアップと日常使用において必要な基本情報を記載しています。

2 基本的な使い方
Windowsでの印刷 Mac OS 8/9での印刷
Mac OS Xでの印刷 インクカートリッジの交換

さらに詳細な情報はCD-ROMに収録されている「ユーザーズガイド」をご覧ください。

3 用紙の取り扱い
使用可能な用紙 ロール紙の使い方 単票紙の使い方

スタートアップガイド

エプソン純正以外の用紙へ印刷する前に

4 こんなときは
印刷する前に フチなし印刷するには 用紙が詰まった
操作パネルにエラーが表示された 印刷した結果

5 付録
ユーザーズガイド（CD-ROM収録）のご案内・もくじ
サービス・サポート プリンタの輸送・移動
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。

本書は、プリンタの近くに置いてご活用ください。

©セイコーエプソン株式会社 2004
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