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電源コードを接続する

袋から出してテープ（黄色）を
剥がす

斜めに挿入する

用紙ガイドを右端に
移動させる

印刷する面を手前にして、
印刷用紙をセットする

用紙ガイドを用紙の
側面に合わせる

用紙の設定をする

プリンターカバーを開けて、電源を入れる

キャップを取り外す 内部カバーを開ける

内部カバーを閉めて【 】ボタンを押す
インク充填が始まります。

テープ（黄色）のみを剥がす
（他のフィルムやラベルは剥がさない）

ケーブル（白色）
に触らないここに触らない

［押す］の部分をゆっくり押す
正しく挿入されると「カチッ」と音がします。
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A	付属品を確認する ソフトウェアディスク（CD-ROM）は入っていません。ソフトウェアは＜ http://epson.sn ＞
からダウンロードします。

□□□ロール紙ホルダー /巻取りノブ□
（セットになっています）

□□□セットアップ用インクカートリッジ□
（4色 1体型）

真空パックで品質保持しているため、
セット直前まで開封しないでください。

□□□電源コード □□□ACアダプター

□□□メモリーカードスロット用キャップ（本体に差し込まれています）
□□□メンテナンス用シート（A5サイズインクジェット普通紙）
□□□使い方ガイド（冊子）
□□□活用ガイド（冊子）
□□□保証書

必要に応じて準備する プリンターとパソコンを直接接続してお使いになるには、市販のUSBケーブルが必要です□
（付属品にはマイクロUSBケーブルは含まれていません）。

□□□マイクロUSBケーブル

C	水平で安定した場所に置いて、電源を入れる

•□エラーメッセージが表示されたときは電源を切り、保護材の取り忘れがないか確認して電源を入れ直してください。
•□製品本来の性能を発揮させるために、直射日光が当たる場所や冷暖房器具の近くに置かないでください。

D	付属のセットアップ用インクカートリッジをセットする
K
テープ（黄色）を必ず剥がしてからセットしてください。剥がさないままセットすると、印刷品質が低下したり、正常に印刷できなくなった
りするおそれがあります。なお、その他のフィルムやラベルは絶対に剥がさないでください。インクが漏れるおそれがあります。

K

充填が終了するまで電源を切ったりカバーを開
けたりしないでください。
終了するとホーム画面が表示されます。

•□購入直後のインク初期充填では、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。

•□充填が正常に終了し、きれいに印刷できる状態になったかどうかは、ノズルチェック機能で確認できます。
N□『使い方ガイド』（紙マニュアル）－「メンテナンス」－「ノズルチェックとヘッドクリーニング」

E	印刷用紙をセットする A5サイズの普通紙をセットする手順を例に説明します。

［登録情報を変更する］を選
択して【OK】ボタンを押す。
A5 サイズ、普通紙を選択し
て【OK】ボタンを押す。

プリンターだけ（単体）で使う場合のセットアップ作業はここで終了です。

F	接続の設定をする コンピューターとスマートデバイス（スマートフォンやタブレット端末）、どちらも接続したい
方は、コンピューターから先に設定することをお勧めします。

Windows/Mac	OS	X スマートフォン /タブレット端末

1.	＜ http://epson.sn ＞にアクセスする
2.	製品型番（PF-71）を入力し、検索ボタンをクリックする
3.	［セットアップ］をクリックし、［インストールと接続設定］に従って進める
コンピューターがインターネットに接続されていない場合（Windows）
1. インターネットに接続された別の Windows コンピューターから、＜ http://

epson.sn ＞にアクセスする
2. ［サポート］をクリックし、［ソフトウェアの保存（Windows）］から、セットアッ

プに必要なファイルをダウンロードする
3.  手順 2 で保存したファイルを、USB フラッシュメモリー等にコピーする
4.  接続設定するコンピューターで、コピーしたファイルを実行する

裏面をご覧ください

以下の URL または QR コードにアクセスしても、
同様の説明がご覧になれます。
＜ http://epson.sn ＞

スタートガイド
本製品を安全にお使いいただくために『使い方ガイド』（紙マニュアル）－「使用上のご注意」を作業の前に必ずお読みください。
本書では、製品を使用できる状態にするまでの手順を説明しています。

プリンター本体のセットアップ
セットアップの代行をご希望の方は、「おたすけサービス（有償）」＜ http://www.epson.jp/support/houmon＞をご利用ください。

B	保護材を全て取り外す
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いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

いいえ

アクセスポイントを初期の設定の
まま使用している場合は、アクセ
スポイントに設定情報が書かれた
ラベルなどがあることがあります。
不明な点は設定した方に問い合わ
せるか、アクセスポイントのマニュ
アルをご覧ください。

はい

はい

スマートフォンやタブレット端末から印刷する

❶	アプリ（Epson	iPrint）をインストールする
以下のURLまたはQRコードからアプリ（Epson□iPrint）のダウンロードページに
アクセスして、インストールします。

＜ http://ipr.to ＞
QR コードリーダーを 
使 用 で き る 方 は 右 記
QR コ ー ド で ダ ウ ン
ロードページへ

iOS（iPhone、iPad）
をお使いの方

Android を□
お使いの方

❷	接続方法を選択する
スマートフォンに

（Wi-Fi）マークが表示
されている

ア ク セ ス ポ イ ン ト 
（無線 LAN ルーター）
を持っている

アクセスポイントとプリンター
はつながっている

ス マ ー ト
フ ォ ン の
Wi-Fi 設定
を ON に
する

スマートフォンに
（Wi-Fi）マークが表示
されている

❸	- アクセスポイント（無線 LANルーター）と	
プリンターをつなぐ

［無線 LAN 設定］を選択 ▶ アイコン（アクセスポイ
ント）を選択

▶【OK】ボタン（次へ）を
押す

▶［アクセスポイントを検索］を
選択

AOSS/WPS 対応のアクセスポ
イントをお持ちの場合は、［プッ
シ ュ ボ タ ン で 設 定（AOSS/
WPS）］を選択すると簡単に接
続できます。

アクセスポイントの
ボタンを押す

▶ アクセスポイント
（SSID）を選択

▶ セキュリティーキー（パスワード）を
入力し、［確定］を選択

▶【OK】ボタン 
（設定開始）を押す

入力： 入力したい文字に移動して 
【OK】ボタンを押す

確定： ［確定］に移動して【OK】ボタンを押す

▶「設定が終了しました」と表示されたら【OK】ボタン（終了）を押す ▶❸ - へ進む

❸	- スマートフォンにプリンターを登録する
［Epson iPrint］ 
を起動

▶［プリンター未設定］
を選択 

▶［プリンター］を
選択 

▶ 一覧からプリンター
を選択 

▶ プリンターが設定されて
いることを確認してアプ
リ起動画面に戻る

▶ ❹ へ進む

❸	- スマートフォンとプリンターを直接つなぐ（Wi-Fi	Direct）
［無線 LAN 設定］を選択 ▶ アイコン（Wi-

Fi Direct）を選択
▶【OK】ボタン（次へ）を

押す
▶【OK】ボタン（設定開始）

を押す
▶ SSID とセキュリティ

キーが表示される
▶ スマートフォンを起動し

［設定］－［Wi-Fi］を選択
して Wi-Fi をオンにする

▶ プリンターのパネルに表示されている SSID と
同じネットワークを選択し、セキュリティキー

（パスワード）を入力する 
KEY123・・・・

▶ スマートフォンから接続
できたら、プリンターの

【OK】ボタンを押す

▶▶▶ 接続完了 ▶［Epson iPrint］を起動 

▶［プリンター未設定］を選択 ▶［プリンター］を選択 ▶ 一覧からプリンターを選択 ▶ プリンターが設定されていることを
確認してアプリ起動画面に戻る

▶ ❹ へ進む

❹	印刷する L 判の写真用紙に印刷する方法を例に説明します。
用紙ガイドを右端に移動させる ▶ 印刷する面を手前にして、印刷用紙

をセットする
▶ 用紙ガイドを用紙の側面に

合わせる
▶ セットした用紙のサイズと種類

を設定して【OK】ボタンを押す
▶［Epson iPrint］を起動 ▶［写真］をタップ ▶ 印刷したい写真を選択して

【次へ】をタップ

▶ 右上の［ ］をタップして印刷設定を確認・変更 ▶ プリンターにセットした用紙サイズ・ 
種類に設定を変更して［完了］をタップ

▶［印刷］をタップ ▶ 印刷完了 ▶

こんなときは
アクセスポイントが2つある
□コンピューターが接続されているネットワーク（SSID）
にプリンターを接続してください。また、スマートデバイ
スも同じネットワーク（SSID）に接続する必要があります。

プリンターはアクセスポイントと接続したままスマー
トフォンと直接接続したい
□ プリンターはアクセスポイントにつないだままスマート
フォンと直接接続できます。まずプリンターを家庭内無線
LANに接続してください。直接接続するときは、「❸ -
スマートフォンとプリンターを直接接続する」を参照して
接続設定をしてください。接続設定中は、一時的にアクセ
スポイントとプリンターが切断されます。

接続 /印刷できない
□ モバイルWi-Fi ルーターで接続されている場合は、ルー
ターの「プライバシーセパレーター機能」を無効にしてく
ださい。この機能が有効になっていると、スマートフォン
からプリンターへの印刷ができません。
□プリンターとスマートフォンは同じ無線ネットワークに
接続している必要があります。接続するネットワークの
SSID が完全に一致していること、無線機器間での通信が
許可されていることを確認してください。

2台目のスマートフォンを接続したい
□ ネットワーク設定が完了している ( アクセスポイントとプ
リンターが繋がっている）場合は、「❸ - スマートフォ
ンにプリンターを登録する」の手順を行ってください。

2台目のスマートフォンを直接接続したい
□ プリンターと新規に接続したいスマートフォンで「❸ -
スマートフォンとプリンターを直接接続する」の手順を
行ってください。

アクセスポイント（無線 LANルーター）を新規に導入
した
□ プリンターとスマートフォンはアクセスポイント経由で接
続することをお勧めします。「❸ - アクセスポイント（無
線 LANルーター）とプリンターをつなぐ」の手順を行っ
てください。

Wi-Fi	Direct 接続ができない
□ 自宅と職場など他の場所で違うプリンターとWi-Fi□Direct
接続すると、最後に接続したプリンター名になっていま
す。再度プリンターと接続するには接続をやり直してくだ
さい。

プリンターの画面に「無線接続可能な機器の数が上限
に達しています。」というメッセージが表示された
□ 同時に利用できる4台までの制限を超えています。プリ
ンターを利用していないスマートデバイスのWi-Fi を切
断してください。切断するには、［設定］－［Wi-Fi］で
Wi-Fi をオフにします。

Wi-Fi	Direct 接続の注意と制限
•□Wi-Fi□Direct 接続中はスマートフォンからのインターネッ
ト接続には3G回線などが使用されるため通信費がかかり
ます。

•□モバイル通信機能を持たないタブレット端末などはWi-Fi□
Direct 接続中はインターネット接続できません。

•□Android の場合は、Wi-Fi の接続・切断に関するメッセー
ジが頻繁に表示されることがあります。これはプリンター
との通信時のみWi-Fi を使っているためです。

•□プリンターやスマートフォンの電源を切っても設定が保存
されるので、電源を入れるたびに接続をやり直す必要はあ
りません。

動画やサポート情報を見る
インターネットブラウザを起動し、アドレスバーに下記の URL を
入力する

epson.sn

http://epson.sn

QR コードリーダーを
使用できる方は上記の
QR コードでアクセス
できます

▶ 製品型番を入力して をタップ
（クリック）する

PF-71

▶ サポートを選択する 


