インクジェットプリンター

準備ガイド

1. 箱の中身を確認

～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記載しています。ご使用の前には必ず『製品使用上のご注意』
（裏面）をお読みください。

4. 用紙のセット

不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

詳細は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）－「用紙のセット」をご覧ください。
用紙が端を越えない
ようにセット

印刷する面は下

□ 本体
本体に貼られている保護テープや保護
材をすべて取り外してください。

2. 設置・電源の接続

□ インクカートリッジ（2 個）
本体に装着する直前まで開封しないでください。
品質保持のため、真空パックにしています。

□ ソフトウェアディスク
ソフトウェアと電子マニュアルが
収録されています。

□ 電源コード
パソコンと本製品を接続するには、USB
ケーブルが必要です。USB ケーブルは同
梱されていません。別途ご用意ください。

□ 保証書

A

AC100V 以外の電源は使用しないでください。

L

用紙カセットを引き抜く

カバーを外す

エッジガイドを広げて用紙
サイズのマークに合わせる

カバーを取り付ける

10cm
以上空ける

水平で安定した場所に設置

本体とコンセントに接続

3. インクカートリッジのセット

K

用紙カセットをゆっくりセットする

5. ソフトウェアディスクをセット

点滅

【電源】ボタンを押して、ランプの点滅を確認

製品の内部は、操作部分（グレーで示した部分）以外には手を触れないでください。

両端のエッジガイドを用紙に合わせる

購入直後の用紙カセットは、使用可能な状態（手
前に突き出た状態）です。印刷しないときは本体
にピッタリ収納することができます。
ただし、収納した状態では印刷しないでください。
紙詰まりや給紙不良の原因になります。

• 電源ケーブルの接続を確認してください。
• 電源ボタンは長めに押してください。

背面

10cm
以上空ける

手前のエッジガイドに
合わせて用紙をセットする

排紙トレイを開く

ソフトウェアのインストールと、パソコンの接続設定を行います。

「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して続行してください。
USB ケーブルで接続するときは、
プリンターの電源をオフにします。

画面の指示に従って進める

電源をオフ

基板に触れない

※ Mac OS X は
LAN ケ ー ブ ル で 接 続 す る と き は、
プリンターの電源をオンにしたまま
作業を続けます。

をダブルクリック

「簡単インストール」を選択して、作業を進め
てください。「インストールが完了しました」
と表示されたら、インストール作業は終了です。

ソフトウェアディスクをセット

インストール中にわからないことがおきたときは
カートリッジを 4 ～ 5 回振る

袋から取り出し、黄色いフィルムをはがす
（他のフィルムやラベルをはがさない）

点灯

プリンターカバーを開ける
（プリントヘッドが動いて交換位置で止まる）

フックを奥に向ける

ケーブルの接続方法がわからない

画面の説明がわからない

■ USB ケーブルの接続方法

■ Windows で新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示さ
れた
選択している接続方法により対応が異なります。
• USB 接続
本製品の電源をオフにし、［キャンセル］をクリックして画面を閉じてください。

背面

• ネットワーク接続
何もクリックせずにインストールを続行してください。

下のコネクターに接続
■ LAN ケーブルの接続方法
カートリッジカバーを開ける

2 個セットして押し込む

押す

L

• インストール中やパソコンの再起動後に右
の画面が表示されたら、［ブロックを解除す
る］をクリックしてください。

閉じる

初期充てんが始まらない（ ランプが消灯しない）ときは、
インクカートリッジをセットし直してください。

背面

上のコネクターに接続

電源を切らない

Windows でソフトウェアディスクをセットしても画面が表示されない
［マイコンピュータ］（または［コンピューター］）の中の CD-ROM ドライブをダブル
クリックして、［EPSETUP］アイコンをダブルクリックしてください。

約 4 分半

プリンターカバーを閉じる

点滅

点灯

点灯（初期充てん終了） 消灯

Windows 7・Windows Vista で「自動再生」画面が表示された
［EPSETUP.EXE の実行］をクリックしてください。
続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では作業を続行してください。

接続エラーが表示された
パソコンのデスクトップ上に、
『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）と『ネットワー
クガイド』
（電子マニュアル）のアイコンができているときは、アイコンをダブルクリッ
クして表示し、「トラブル解決」をご確認ください。
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■ セキュリティーに関する画面が表示された

• 市販のセキュリティーソフトが表示した画面では、［ブロックする］や［遮断する］
をクリックしないでください。
市販のセキュリティーソフトの中には、以上の作業をしても通信できないものがあり
ます。そのときは、市販のセキュリティーソフトを一旦終了してから、本製品のソフ
トウェアをインストールしてください。

■ Windows でファイアウォール警告画面が表示された
［Windows ファイアウォールに登録］チェッ
クボックスを選択して［次へ］をクリックし
てください。

マニュアルの使い方

製品使用上のご注意

『ユーザーズガイド』と『ネットワークガイド』は、パソコン画面でご覧いただくマニュアルです。
ソフトウェアと同時にインストールされています。

デスクトップ上の各アイコンを
ダブルクリック

印刷方法や、付属のドライバーやソフトウェアの使い方を掲載しています。

プリンターの操作方法を掲載
しています。

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品のマニュアルをお読み
ください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製
品のマニュアルは、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
本製品のマニュアルでは、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、
危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお
読みください。

A

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。

B

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および財
産の損害の可能性が想定される内容を示しています。
必ず行っていただきたい事項
（指示、行為）を示しています。

困ったときやトラブル発生時
の対処方法はこちらをご覧く
ださい。
マニュアルの種類やアイコン
の意味などを掲載しています。

してはいけない行為（禁止行
為）を示しています。

分解禁止を示しています。

濡れた手で製品に触れること
の禁止を示しています。

製品が水に濡れることの禁止
を示しています。

電源プラグをコンセントから
抜くことを示しています。

特定の場所に触れることの禁
止を示しています。

印刷の流れ
ここでは印刷の概要を説明します。詳しい印刷方法は以下をご覧ください。
N『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）－「印刷」－「印刷の基本」

A
B

A

10cm

B
本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。
無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。
不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・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。
油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでくだ
さい。
感電・火災のおそれがあります。

それでもトラブルが解決しないときは、以下の①～④をご確認の上、お問い合わせください
①本製品の型番

②製造番号

③トラブルの内容

静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気
の発生を防いでください。

④エラー表示（ランプ・パソコン画面）

電源に関するご注意

商標
• Mac OS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
• Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびそ
の他の国における登録商標です。
• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

表記
Windows
• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版
• Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版
• Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版
本書では、上記の OS（オペレーティングシステム）をそれぞれ「Windows XP」「Windows
Vista」「Windows 7」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を使用
しています。

対応 OS
本製品の対応 OS は以下の通りです。なお、最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホーム
ページをご覧ください。
＜ http://www.epson.jp/support/taiou/os/ ＞
Windows XP・Windows Vista・Windows 7・Mac OS X v10.4.11 ～ 10.6.x

付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の
機器に使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。
濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電のおそれがあります。

B

A

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、火災になる
おそれがあります。布などで覆ったり、風通しの
悪い場所に設置しないでください。また、右図の
設置スペースを確保してください。

必要に応じて、プリンタードライバーで印刷設定（用紙種類や印刷品質などの
設定）をして、印刷を実行します。

お問い合わせの多い内容をホームページで紹介していますのでご確認ください

破損した電源コードを使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。
電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。
また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。
• 電源コードを加工しない
• 電源コードに重いものを載せない
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
• 熱器具の近くに配線しない

使用上のご注意

A

本製品のお問い合わせ先

電源コードのたこ足配線はしないでください。
発熱して火災になるおそれがあります。
家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。

長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて
ください。

10cm

C

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。

設置上のご注意

印刷用紙をセットします。
アプリケーションソフトで印刷データを作成して、
「印刷（プリント）」をクリックします。

AC100V 以外の電源は使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。

A

可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しな
いでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しない
でください。
引火による火災のおそれがあります。
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・火災のおそれがあります。
異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて
から、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。
アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用し
ないでください。
感電・火災のおそれがあります。
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。
各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。
発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与える
おそれがあります。
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・火災のおそれがあります。
異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。
すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプ
ソンの修理窓口にご相談ください。

電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを
持って抜いてください。
コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。

マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。

電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清
掃してください。
電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根
元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。

製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。
感電や火傷のおそれがあります。

電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。
感電・火災のおそれがあります。

雷が鳴り出したら、電源コンセントに接続されている機器（製品本体、電源コー
ド）に触れないでください。
感電のおそれがあります。

B
本製品を移動する際は、電源を切り、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。
コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。
各種ケーブルを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。
火災やけがのおそれがあります。
マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。
印刷用紙の端を手でこすらないでください。
用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。
本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。
特に、子供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。
電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部に指を近付けないでください。
指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に
排紙されてから手に取ってください。
本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。
インクが漏れるおそれがあります。
詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙カセットを無理に引き抜かないでくだ
さい。また、不安定な姿勢で作業しないでください。
急に用紙や用紙カセットが引き抜けると、勢いでけがをするおそれがあります。

インクカートリッジに関するご注意

B
インクが皮膚に付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは以下の処置を
してください。
• 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。
• 目に入ったとき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。異常があ
る場合は、速やかに医師にご相談ください。
• 口に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに医師に相談してください。
インクカートリッジは、子供の手の届かない場所に保管してください。
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。
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おそれがあ
ります。
• 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分ま
でインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初
回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることが
あります。
• カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）の
ガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。

