セットアップガイド

はじめにお読みください
本製品を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。本書の
～
の手順に従ってプリンタのセットアップを行ってください。
本機のご使用については、同梱の『使い方ガイド』（冊子）の「ご使用の前に」を
必ずお読みください。
• ネットワーククライアントとしてセットアップされる方（プリンタのセットアップが完了している
場合）は裏面の手順

から始めてください。

B

A
B
K

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。

L

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。
操作パネルに、「ポーズボタンを押すとインク充てんを始めます。
充てん中にしていただく作業があります。離れないでください（約
10 分）」と表示され
ます。
［ポーズ］ボタン
（
） を 押 す と、
インク充てんが始ま
ります。

3

K

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。また、インク充てん中は次の
ことを守ってください。
・電源をオフにしない
・電源コードを抜かない
・フロントカバーを開けない
・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
詳細は本体に貼付されている「初期インク充てん
時のご注意」シートをご覧ください。

「お試し印刷用ロール紙」* を奥のくぼみにセット
します。

電源コードをプリンタ背面のクランプに取り付けます。
設置場所に合わせて背面の左または右にコードを配線してください。

プリンタ背面の AC インレットに電源コードを接続します。

②

操作パネルのメッセージに従ってインクレバーを数回上下させます。
インク充てん中は電源ランプが点滅し、操作パネルに「インク充てん
中XX%」と進行状況が表示されます。インク充てんは約10分かか
ります。
電源ランプ

①電
 源ランプの点滅が点灯
に変わったことを確認し
ます。

左側

② イ ンクカートリッジ収納ボックス
のカバー（左右）を閉じます。

右側

インク充てんは左右のインクレバーを数回上げ下げした後、下げた位置
（ロックされた位置）で終了します。

用紙をセットして、印刷ができるかを確認します

取り外したネジと金属板は、輸送時にプリントヘッドを固定す
る「キャリッジロック」です。再輸送時のために必ず一緒に保管
しておいてください。

電源コードを取り付けます。

①

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。
無理に押し込んだりしないでく
ださい。

フロントカバーを閉じます。

①フロントカバーを開ける
テープの貼り付け位置や枚数などは予告なく変更されることが
あります。

B

• 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恐れ
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。

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。

②ネジを回して
抜き取る

③金属板を取り外す

緑色の基板部分
（IC チップ）

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発生が想定される内容を示しています。

保護材を取り外して付属品を取り付けます
プリンタ本体に貼られているテープをすべて外し、
梱包材が残っていないか確認します。

インクカートリッジの▲マークのある面を上にして挿入
し、インクレバーを下げます。

インク供給孔

本書で使用しているマークの意味は以下の通りです。

保護材を取り外します。

インクカートリッジを袋から取り出し、図のように持って振り
ます。水平方向に（５秒ほど）よく振ってください。

■背面左に取り付ける場合

黒

■背面右に取り付ける場合

*「お試し印刷用ロール

紙」はスピンドルに
セットされた状態で
同梱されています。
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②ロ
 ール紙を給紙スロットに
セットします。

① 用 紙セットレバー
を後ろに倒して

ロール紙の先端を用紙セット位置に合わせます。（ロール紙の右
端は用紙セット位置に合わせないでください。）
①用
 紙先端を押さえながら、スピンドルを持ってロール
紙を少し巻き戻し、用紙のたわみを取り除きます。

グレー
③フ
 ロントカバーの下方から
ロール紙を引き出します。
②用
 紙の中央を持ち、用紙全体にたわみ
が生じないようにセットします。

N 使い方ガイド（冊子）「用紙のセットと排紙」
クランプ

用紙セット位置

クランプ

B
L

アース線
AC100V のコンセントに電源コードのプラグを正
しく差し込みます。
・アース線はコンセントに差し込まないでください。
・アース線は、アース線の接続端子がある場合に接
続します。

電源をオンにし、インクカートリッジをセットします。

AC100V の電源以外は使用しないで
ください。
●漏電による事故防止について
本機の電源コードにはアース線（接地
線）が付いています。アース線を接地
すると、万が一製品が漏電した場合に、
電気を逃がし感電事故を防止すること
ができます。コンセントにアースの接
続端子がない場合は、アース端子付き
のコンセントに変更していただくこと
をお勧めします。コンセントの変更は、
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。

①③

PX-7550S/PX-9550S

#1 #2 #3 #4

#5 #6 #7 #8

© セイコーエプソン株式会社 2007
Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX

②

［用紙選択］ボタン（ ）で「ロール紙自動
カット（
）」を選択します。

インクカートリッジとカートリッジスロットを確認します。

インクの色

ステータスシートを印刷します。

①［電源］ボタン

（ ）を押して電
源をオンにします。

②イ
 ンクカートリッジ収納ボックスを押して
カバーを開け、インクレバーを上げます。

スロット番号

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］ボタン（
）を押すか、しばらく待つと、操作パネ
ルに「印刷可能」と表示されます。

型番

PX-7550/PX-7500N/
PX-9550/PX-9500N

*1

インクの色

型番

ライトグレー

*5

1

マットブラック

ICMB40A

ICLM38A

–

2

マットブラック

ICMB40A

ビビッドライト
マゼンタ *3

–

XXX

3

マゼンタ

ICM40A

ライトシアン

ICLC38A

XXX

4

マゼンタ

ICM40A

グレー

ICGY38A

XXX

フォトブラック

ICBK38A

XXX

ライトマゼンタ

5

シアン

ICC40A

6

シアン

ICC40A

7

イエロー

ICY40A

8

イエロー

ICY40A

マットブラック

ICLGY38A XXX
*2

*4

シアン
マゼンタ

*2

ビビッドマゼンタ
イエロー

*3

ICMB40A

XXX

ICC38A

XXX

ICM38A

–

–

XXX

ICY38A

XXX

*1 PX-7550S/PX-9550S で は、 各 色 ２ 本 ず つ
インクをセットしてください。すべてのスロッ
トにインクがセットされていないと、印刷でき
ません。
*2 PX-7500N/PX-9500N のみ
*3 PX-7550/PX-9550 のみ
*4 購 入時は同梱されていません。マットブラック
を使用するときは、マットブラックインクを別
途購入してください。
ブラックインクの種類を変更するには、オプショ
ン（別売）の「ブラックインクコンバージョン
キット」が必要です。
*5 左 のセルは PX-7500N/PX-9500N のインク
の 型 番、 右 の セ ル の「XXX」 は PX-7550/
PX-9550 に装着するインクです。
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用紙セットレバーを手前に戻す際、レバーが勢い
よく手に当たる可能性がありますので、注意して
ください。

①［Menu］ボタン

（ ）を押して、②［用紙送り］ボタン（ ）で
「テスト印刷」を選択し、③［Menu］ボタン（ ）を押します。

ステータスシートが印刷されます。
ステータスシートが印刷され、操作パネルに「印刷可能」と表示されたら、
［電源］ボタン（ ）を押して電源をオフにします。

③

②
①

①［用紙送り］ボタン

（ ）で「ステータスシート」を選択し、
②［Menu］ボタン

（ ）を押してから、③［実行］ボタン（ ）を押します。

ステータスシートが印刷できない場合は、以下を参照して対処してくださ
い。
N 使い方ガイド（冊子）「困ったときは / 原因の確認と対処方法」
印刷結果に文字の欠けや、白いスジが入っている場合は、プリントヘッド
のクリーニングを行ってください。
N 使い方ガイド（冊子）「ヘッドクリーニング」

裏面に続く

Mac OS X の場合はプリンタを追加します

コンピュータと接続します
コンピュータとの接続ケーブルは同梱されていません。お客様の使用環境によってケーブルが異なりますので、環境に応じて別途ご用意ください。

■ USB ケーブルの接続

■ネットワークケーブルの接続

プリンタの電源をオンにします。

画面［アプリケーション］－［ユーティリティ］－
［プリンタ設定ユーティリティ］をダブルクリック
します

USB ケーブル：型番 USBCB2

①ネ
 ットワークケーブル
を差し込み

［電源］ボタン

プリンタソフトウェアをインストールします

コンピュータを起動してソフトウェア「CD-ROM」
をセットします。

K
ディスプレイ

管理者権限をお持ちの方がインストールしてください。

ダブルクリック

ダブルクリック

プリンタソフトウェアをお使いいただくための Windows/Mac OS のシステム条件については同梱の『使い方ガイド』( 冊子 ) をご覧ください。なお、Windows 2000/XP/Vista および Mac
OS X に対する管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってください。
プリンタを共有する環境でのインストールについては、同梱の『取扱説明書 ネットワーク編』（電子マニュアル）をご覧ください。
インストール終了後、「MyEPSON」のショートカットやエイリアスがデスクトップ上に作成され、ここからユーザー登録をすることができます。
プリンタの電源をオフにしてディスプレイが消灯
していることを確認します。

［追加］をクリックします。

②も
 う一方のコネクタを
ネットワークルータま
たはハブに接続します。

②も
 う一方のコネクタを
コンピュータに接続し
ます。
①U
 SB ケ ー ブ ル
を差し込み

3

本製品を選択し、［追加］をクリックします。

ネットワーク接続で、左記の一覧に本製品が表示
されないときは、［ほかのプリンタ］をクリックし
て次の手順に進みます。
①
［EPSON TCP/IP］など接続方法を選択します。
②一覧から本製品を選択します。
③［追加］をクリックします。

① 選択

Mac OS X の場合は、以下の手順に従って
インストーラを起動します。

① 選択
② 選択

② クリック
① ダブルクリック

リストの中に本製品が追加されたことを確認し、
画面を閉じます。

③ クリック

② ダブルクリック

［電源］ボタン

ギャップ調整を行います
3

次の画面が表示されたら、本製品を選択します。

次の画面が表示されたら、コンピュータとの接続形態に合わせてプリンタドライバをインストールします。
プリンタをコンピュータに直接接続するときは［プリンタドライバをローカル（直接）接続でインストール］を、ネッ
トワークケーブル接続のときは［プリンタドライバをネットワーク（LAN）接続でインストール］をクリックし、画
面の指示に従ってインストール作業を進めます。

L

選択
クリック

以 下 の 画 面 が 表 示 さ れ た ら、 発 行 元 が「SEIKO
EPSON」であることを確認して、［ブロックを解除す
る］をクリックしてください。

最後にギャップ調整を行って、セットアップを完了させます。ギャップ調整とは、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が、輸送中の振動
などにより、ズレが発生する場合もあります。より良好な印刷結果を得るために、ギャップ調整を行ってください。ここでは手順
でセットした用紙を使用します。
ギャップ調整にかかる時間は、PX-7550S/PX-7500N/PX-7550 で約 7 分、PX-9550S/PX-9500N/PX-9550 で約 11 分です。
Windows XP/2000/Vista の場合

［ギャップ調整］をクリックします。

①［スタート］―［コントロールパネル］―［プリンタとその他のハードウェア］－［プリンタと

FAX］をクリックします。（Windows Vista の場
合は［
］―［コントロールパネル］―［ハードウェアとサウンド］―［プリンタ］をクリックし、Windows 2000 の場合は［スタート］―［設
定］―［プリンタ］をクリックします。）
② 本機のアイコンを右クリックし［プリンタ］―［プロパティ］をクリックします。
③［印刷設定］をクリックし、

［ユーティリティ］タブをクリックします。

クリック

その他必要なソフトウェアは画面のメニューから
選択し、インストールします。*OS のバージョン
によって名称が異なります。

K
プリンタドライバのインストール直後はプリンタドライ
バのインク情報がフォトブラックに設定されています。
印刷前に必ずプリンタドライバのインク情報を確認して
ください。
N 使い方ガイド（冊子）「インク情報の更新」

Windows の場合は、 に進んでください。
Mac OS X の場合は、 に進んでください。

クリック

クリック

Mac OS X の場合

クリック

［ギャップ調整］をクリックします。

① ハードディスクから［アプリケーション］をクリックします。

クリック

②［EPSON

Printer Utility2］をダブルクリックして、［プリンタリス
ト］から本機を選択します。

クリック
ダブルクリック

以降は画面の表示に従って作業を進めてください。ギャップ調整が終了すると、プリンタのセットアップは完了です。
Windows と Mac OS X の［ユーティリティ /EPSON Printer Utility2］画面にある［MAXART リモートパネル］をクリックすると、より詳細な調整ができます。『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「MAXART リモートパネル」の項をご
覧ください。
プリンタの使用方法については同梱の『使い方ガイド』（冊子）、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。

