用紙のセット・交換方法や拡大印刷の方法など日常行う作業や機能をすぐに確
認できるように抜粋してまとめました。いつでもご覧になれるように、本機の
近くに置いてお使いください。
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ご注意
• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し
ます。
• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き
の点がありましたら弊社までご連絡ください。
• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い
かねますのでご了承ください。
• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当
に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によっ
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責
任は負いかねますのでご了承ください。

マークの意味
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必ず守っていただきたい内容を記載し
ています。この内容を無視して誤った
取り扱いをすると、製品の故障や、動
作不良の原因になる可能性があります。

L

補足説明や参考情報を記載しています。

N

関連した内容の参照ページを示してい
ます。

［プリンター設定］

操作パネルやコンピューターの画面に
表示される文字列は [ ] で囲んで示しま
す。

【Z】ボタン

操作パネルのボタン名称を示していま
す。

もくじ
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用紙の交換............................................................... 11

インクカートリッジは純正品をお勧めします
プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のイ
ンクカートリッジを使用することをお勧めします。純正品以
外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質
に悪影響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない
場合があります。純正品以外の品質や信頼性について保証で
きません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故
障については、保証期間内であっても有償修理となります。

用紙のカット........................................................... 11

掲載画面

定形外サイズの用紙に印刷.................................... 14

• 本書の画面は実際の画面と多少異なることがあります。
また、OS の違いや使用環境によっても異なる画面となる
ことがありますので、ご注意ください。
• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り
Windows 7 の画面を使用しています。
• 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限
り Mac OS X v10.7 の画面を使用しています。

拡大 / 横断幕 / 垂れ幕印刷.................................... 12

掲載イラスト
本書では、特に記載がない限り SC-T7050 のイラストを掲
載しています。





ロール紙のセット
準備

ここでは、以下の手順を説明します。
① ロール紙を本機のアダプターホルダーに装着する。
② 給紙する。
③ 印刷可能状態にする。

ロール紙を仮置き台に置く

ボード紙サポートが全て下がっているか確認します。
上がっていると、紙詰まりの原因となります。

N「ボード紙のセット」8 ページ

開ける

［ロール紙］を選択
上げる

給紙開始

押す

下げる

置く
閉める

押す

ロール紙アダプターを装着
排紙バスケットを閉じると、作業がしやすくなります。

N「排紙バスケットの使い方」10 ページ

隙 間 な く、 ぴ っ た り と
付くまで押し込む

押す

選ばれている
ことを確認

ロール紙のセット
ロール紙先端を給紙口に挿入する

用紙種類の設定
■用紙情報のバーコードが印刷されたロール紙を
セットしたとき
［印刷開始］と表示されたら、印刷できます。
■バーコードが印刷されていないロール紙をセッ
トしたとき
以下の画面が表示されます。
セットした用
紙と合ってい
るか確認

倒す

アダプターロックレ
バーを起こします。
（２つとも）

アダプターホルダーに装着

確認

ロール紙の紙管サイズにより、
サイズ切り替えレバーを切り替
えます。

どちらかを選択して
【Z】ボタンを押す

ロール紙先端が本体の
外に出てくるまで回す

K

用紙は印刷直前にセットしてください。本機にセットしたま
ま放置すると、表面にローラーの跡が付くことがあります。

L

本機で使用できる用紙の詳細は、
『ユーザーズガイド』（PDF）
をご覧ください。
『ユーザーズガイド』（PDF）は、付属のソフトウェアディス
クに収録されています。



この後は画面の指示に従ってください。
［印刷開始］と表示されたら、印刷できます。

ガイドに当たる
まで右に寄せる

ロール紙を奥に
移動し、押し込む

確認
準備で、排紙バスケットを閉じたときは、印刷前に開い
てください。



単票紙のセット
準備
ボード紙サポートが全て下がっているか確認します。上がっ
ていると、紙詰まりの原因となります。

ここでは、用紙の厚さが 0.8mm 以下の単票紙のセット手順を
説明します。
0.9mm 以上の厚さの単票紙のセット手順は、8 ページをご覧
ください。

［単票紙］を選択

給紙開始
選択

押す

N「ボード紙のセット」8 ページ

押す

押す

押す

給紙口に差し込む
排紙バスケットを閉じると、作業がしやすくなります。

給紙が終了すると、以下の画面が表示されます。
セットした用
紙と合ってい
るか確認

セット位置に合わせ、給紙口に挿入

N「排紙バスケットの使い方」10 ページ
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用紙種類の設定

• 用紙が波打ったり、反ったりしているときは平らな状態に
修正してから本機にセットするか、あるいは新しい用紙を
お使いください。波打ったり、反ったりしている用紙をセッ
トすると、用紙サイズの検知や給紙、印刷が正しく行えな
いことがあります。

どちらかを
選択して
【Z】ボタ
ンを押す

• 用紙は印刷直前にセットしてください。本機にセットしたま
ま放置すると、表面にローラーの跡が付くことがあります。

L

この後は画面の指示に従ってください。

本機で使用できる用紙の詳細は、
『ユーザーズガイド』（PDF）
をご覧ください。

［印刷開始］と表示されたら、印刷できます。

『ユーザーズガイド』（PDF）は、付属のソフトウェアディス
クに収録されています。

確認
先端が突き当たるまで差し込む

K



準備で、排紙バスケットを閉じたときは、印刷前に開い
てください。

用紙は必ず縦長にセットしてください。横長にセットす
ると印刷品質が低下することがあります。



ボード紙のセット

ここでは、用紙の厚さが 0.9 ～ 2.1mm の単票紙のセット手
順を説明します。
ボード紙印刷できる用紙サイズは以下の通りです。
＊

＊

＊

A2/A1/B2/B1 /B1横 /24 × 30 インチ /30 × 40 インチ
＊ SC-T3050 では、対応していません。

［ボード紙］を選択

準備

給紙口に差し込む

セット位置に合わせる

選択

押す

ボード紙サポートの
突起の手前に用紙先
端を合わせる
押す

ボード紙は、本機の前方と後方に用紙を突き出して印刷し
ます。必要なスペースの目安は、下表の通りです。
用紙サイズ

前方

後方

A2

444mm

135mm

A1

691mm

382mm

B2

578mm

269mm

B1

880mm

571mm

24 × 30 インチ

612mm

303mm

30 × 40 インチ

866mm

557mm

押す

押す

用紙の末端と右
端をガイド線に
合わせる

ボード紙サポートを全て上げる
突起を押し倒し
ながら挿入する

用紙種類の設定
給紙が終了すると、以下の画面が表示されます。
セットした用
紙と合ってい
るか確認

斜め下に押し込む

どちらかを
選択して
【Z】ボタ
ンを押す

開ける

この後は画面の指示に従ってください。
［印刷開始］と表示されたら、印刷できます。
排紙バスケットを閉じると、作業がしやすくなります。

ローラーの下を
通って挿入された
ことを確認する

N「排紙バスケットの使い方」10 ページ
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用紙は印刷直前にセットしてください。本機にセットしたまま
放置すると、表面にローラーの跡が付くことがあります。
本機で使用できる用紙の詳細は、
『ユーザーズガイド』（PDF）
をご覧ください。

確認
印刷終了後、ボード紙以外の用紙で印刷するときは、ボー
ド紙サポートを全て下げます。
つまんで斜め下に
引っ張り、手を放す

上げる
閉める

『ユーザーズガイド』（PDF）は、付属のソフトウェアディス
クに収録されています。





排紙バスケットの.
使い方

排紙バスケットを使うと、排紙された用紙が床とすれて汚
れたり折れたりせずに収容できます。
SC-T3050 では、オプションの専用スタンド（24）に排
紙バスケットが付属しています。

確認

使い方

以下の用紙に CAD/ 線画モードで印刷したときは、
20 枚まで連続収容できます。

排紙する用紙サイズに応じてスタックガイドを切り
替えます。

用紙サイズ

後方

A1（594 × 841mm）

エプソン製専用紙

A0（841 × 1189mm）＊

普通紙ロール＜薄手＞

A1 サイズの用紙を連続収容するとき

用紙の交換
現在セットされている用紙により取り外し方が異なりま
す。操作パネルの画面に表示される作業指示に従ってく
ださい。

交換する用紙を選択
交換する用紙を選択

押す

普通紙ロール＜厚手＞

＊ SC-T3050 では、対応していません。

印刷後にロール紙をカットする方法は 2 通りあります。
自動カット： 1 ページ印刷後に内蔵カッターで自動的に
カットする。
手動カット： カットする位置を設定して内蔵カッターを
手動で操作してカットする。

自動 / 手動切り替え
設定は、操作パネルとプリンタードライバーの両方
で行えます。ただし、プリンタードライバーを介し
て印刷するときは、プリンタードライバーの設定が
有効になります。
■プリンタードライバーでの設定
［拡張設定］画面 –［ロール紙オプション］–［オー
トカット］で行います。

上記以外の場合は、1 枚ずつ取り出してから次の印刷
をしてください。
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用紙のカット

上記以外の用紙を連続収容すると、印刷物の汚れや用紙
の折れ、傷の原因となります。

押す

押す

収納
セットされている用紙の排紙

用紙をセットするときや本機を移動するときは、排紙
バスケットを閉じます。

■操作パネルでの設定
セットアップメニューの［プリンター設定］–［ロー
ル紙設定］–［自動カット］で行います。

手動カットの方法

排紙動作は、セットされている用紙によって、次
のように異なります。
レバーを倒す

上記以外のとき

■ロール紙でロール紙残量管理が ON のとき
バーコード印刷が開始され、印刷が終了すると
自動的にロール紙が巻き戻ります。
■ロール紙でロール紙残量管理が OFF のとき
自動的にロール紙が巻き戻ります。

排紙バスケットを
向こう側に押します。

■単票紙のとき
自動的に給紙口に排紙されますので、取り除き
ます。

押す

プリンターカバーを閉めた状態で内部を
見ながら【d】/【u】ボタンを押して、ロー
ル紙のカットする位置を内部の右側にあ
るマークの←に合わせる。

■ボード紙のとき
途中まで前面に排紙されます。排紙されたボー
ド紙が落ちないように手で支えてから【Z】
ボタンを押して、ボード紙を引き抜きます。

開き方

用紙のセット
排紙バスケットを
軽く手前に引き下
げます。
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画面の指示に従って、用紙をセットします。
各用紙のセット方法の詳細は、以下をご覧ください。
レバーを起こす

N「ロール紙のセット」4 ページ
N「単票紙のセット」6 ページ
N「ボード紙のセット」8 ページ

【Z】ボタンを押す
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拡大 / 横断幕 /.
垂れ幕印刷

ここでは、プリンタードライバーで簡単に拡大印刷する手順を
説明します。
一般的な文書作成ソフトで、原稿を横長や縦長サイズで作成し
て拡大印刷すれば、簡単に横断幕や垂れ幕が作れます。

拡大の種類

ドライバーの設定（Windows)

プリンタードライバーで拡大印刷するには、以下の 3 通りの方法があります。

[ 基本設定 ] 画面

ドライバーの設定（Mac OS X)
[ 基本設定 ] 画面

横断幕や垂れ幕を、一般的な文書作成ソフトで原稿を作成して印刷するには、原稿を作成する前に用紙サイズの設定・保存が必
要です。用紙サイズの設定・保存方法 N「定形外サイズの用紙に印刷」14 ページ

ロール紙の幅に合わせる
本機にセットされているロール紙の幅に合わせて、自動的に拡大して印刷できます。
明確なサイズは決まっていないときに便利な機能です。
[ ロール紙幅を
短辺にする ] を
選択

原稿を横長サイズで
作成する

[ ロール紙幅を
長辺にする ] を
選択

［用紙設定］の内容が、印刷したい用紙種類と給紙
方法になっているか確認します。
目的の設定でないときは、プリンターの用紙を交
換してから［情報を取得］ボタンをクリックします。

サイズを指定する
印刷上がりの幅または長さを指定するか、倍率を指定して拡大印刷できます。
印刷物を掲示するスペースの幅または長さのどちらかが決まっているときに便利な機能です。
原稿を縦長サイズで
作成する

出力サイズに合わせる
目的の出力サイズを選択します。
出力用紙サイズまたは幅と高さの両サイズが決まっているときに便利な機能です。
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[ ロール紙幅を
短辺にする ] を
選択

［サイズ設定］の［原稿サイズ］に、アプリケーショ
ンソフトで設定した用紙サイズを設定します。
［印刷品質］のリストから印刷物の用途や目的を選
択します。
［レイアウト］画面

［拡大 / 縮小］にチェックを付けます。

［ページ設定］、
［ロール紙幅］、
［用紙種類］の内容が、
印刷したい用紙種類と給紙方法になっているか確
認します。
目的の設定でないときは、プリンターの用紙を交
換してから［情報を取得］ボタンをクリックします。
［モード設定］で［印刷目的］を選択し、リストか
ら印刷物の用途や目的を選択します。
［ページレイアウト］画面

［拡大 / 縮小］にチェックを付けます。

［ロール紙の幅に合わせる］を選択し、［ロー
ル紙幅を短辺にする］か［ロール紙幅を長辺
にする］を選択します。

［ロール紙の幅に合わせる］を選択し、［ロー
ル紙幅を短辺にする］か［ロール紙幅を長辺
にする］を選択します。

［サイズを指定する］を選択します。リストボッ
クスから［幅］/［長さ］/［倍率］のいずれ
かを選択し、印刷したいサイズを指定します。

［サイズを指定する］を選択します。［幅］/［長
さ］/［倍率］のいずれかを選択し、印刷した
いサイズを指定します。

［出力サイズに合わせる］を選択し、リストボッ
クスから出力サイズを選択します。

［出力サイズに合わせる］を選択し、リストボッ
クスから出力サイズを選択します。
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定形外サイズの.
用紙に印刷
原稿作成、印刷設定の流れ
横断幕や垂れ幕、あるいは正方形のサイズといった定
形外の用紙サイズに印刷するときは、以下の手順で原
稿作成、印刷設定をします。

ここでは、横断幕や垂れ幕のように横長や縦長で、定形外の用
紙サイズの保存方法を説明します。

ドライバーの設定（Windows)
用紙サイズを保存

プリンタードライバーの［基本設定］画面で［ユー
ザー用紙設定］をクリックします。

ドライバーの設定（Mac OS X)
用紙サイズを保存

［ページ設定］画面を表示し、［方向］で横向きを
選択します。
［用紙サイズ］で［カスタムサイズを管理］を選択
します。

用紙サイズを保存

アプリケーションソフトの［ページ設定］など
で、 で保存した用紙サイズを選択して原稿を
作成

印刷

例：610mm（24 インチ）幅のロール紙幅いっ
ぱいに拡大して横断幕を作るために、原稿をその
1/6 の縮尺の 100 × 500mm で作るとき
•［用紙サイズ名］に［横断幕］と入力します。
•［用紙幅］に［100］、［用紙長さ］に［500］
と入力します。
•［保存］をクリックして、［OK］をクリックす
ると画面が閉じます。
印刷上がりのサイズが決まっているときは、同様
に出力サイズを保存してください。
アプリケーションソフトで原稿を作成
例：①で保存した用紙サイズを使って、Microsoft
Word 2010 で原稿を作成するとき
•［ページ レイアウト］タブで［サイズ］を選択
します。
• メニューから①で保存した［横断幕］を選択し
ます。
•［印刷の向き］で［横］を選択します。
• 原稿を作成します。

例：610mm（24 インチ）幅のロール紙幅いっ
ぱいに拡大して横断幕を作るために、原稿をその
1/6 の縮尺の 100 × 500mm で作るとき
•［+］をクリックし、用紙サイズ名を［横断幕］
と入力します。
•［用紙サイズ］で［幅］に［500］、
［高さ］に［100］
と入力します。
•［プリントされない領域］でプリンター名を選
択します。
•［OK］をクリックすると画面が閉じます。
印刷上がりのサイズが決まっているときは、同様
に出力サイズを保存してください。
アプリケーションソフトで原稿を作成

印刷
［ファイル］タブ –［印刷］–［プリンターのプロ
パティ］の順でクリックし、
［基本設定］画面の［原
稿サイズ］で［横断幕］を選択します。

印刷
「拡大 / 横断幕 / 垂れ幕印刷」をご覧になり拡大印
刷をします。N 12 ページ

以降は、「拡大 / 横断幕 / 垂れ幕印刷」をご覧になり拡
大印刷をします。N 12 ページ
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