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活用ガイド 大切な思い出を印刷しよう ！
■ 写真プリント ・・・P.2

オリジナルアルバムを作ろう ！
■ フォトブック印刷 ・・・P.4

自分だけの手作りシール！
■ ロール紙印刷 ・・・P.6

カードサイズからA5サイズまで ！
■ いろいろ印刷 ・・・P.8

特別な写真は3Dフレームに入れて ！
■ 3Dフォトフレーム印刷 ・・・P.10

文書をきれいにコピーしよう ！
■ カメラコピー ・・・P.11
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な思い出を印刷しよう！写真プリント大切な思い出を印刷しよう！写真プリント大切
写真立てに入れたり、コルクボードに貼ったりして飾ろう！

コルクボードに貼られたシールは「Epson マルチロール
プリント」アプリで作成できます。（→ 6 ページ）

パソコンを使わずに、プリンターだけで簡単にいろいろ
なレイアウトが楽しめます。
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な思い出を印刷しよう！写真プリントな思い出を印刷しよう！写真プリント

Epson iPrint 写真用紙＜光沢＞
400 枚入り（KL400PSKR）

印刷用紙をセット ［Epson iPrint］を起動 ［写真］をタップ

印刷したい写真を
選択

印刷設定を変更する 
ときは右上の 

［  ］をタップ

印刷ボタンを
タップ

できあがり！

A B C

D E F

準備するもの

※アプリのダウンロード方法は 12 ページヘ

おすすめはコレ！

印刷対応機器
プリンターだけで！ コンピューターから！ スマートデバイスから！

G［選択する］をタップ 
し、［次へ］をタップ
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でオリジナルアルバムを作ろう！フォトブック印刷 でオリジナルアルバムを作ろう！フォトブック印刷

Epson 
Creative Print

手づくりフォトブック
＜マット＞

（KA56PB）

手づくりフォトブック
追加用紙＜マット＞
（KA510PBRM）

※アプリのダウンロード方法は 12 ページヘ

準備するもの
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［Epson Creative
Print］を起動

［フォトブック印刷］
を選択

スマートデバイスの画面の
指示に従って用紙をセット

印刷したページを
リングで綴じる

できあがり！

A B

F G印刷設定を確認して
印刷ボタンをタップ

E

レイアウトを選択C 印刷したい写真を選択D

印刷対応機器
プリンターだけで！ コンピューターから！ スマートデバイスから！
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手帳や小物に貼ろう！自分だけの 手作りシール手帳や小物に貼ろう！自分だけの 手作りシール

※アプリのダウンロード方法は 12 ページヘ

Epson 
マルチロールプリント

光沢紙シール
＜ロールタイプ＞
（K60ROLKS）

準備するもの

普通紙シール
＜ロールタイプ＞
（K60ROLNS）
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ロール紙をセット ［Epson マルチロー
ルプリント］を起動

サイズと
レイアウトを選択

デザインを編集 印刷ボタンを
タップ

印刷が終了したら、切り
取り線に沿ってまっすぐ
切り取る

できあがり！

A B E

F G H

［お名前シール］
を選択

Dプリンターの背面にロー
ル紙ホルダーをセット

C

お名前シールをつくる

ロール紙を押し込み、
プリンターの画面の
指示に従って操作

I

印刷対応機器
プリンターだけで！ コンピューターから！ スマートデバイスから！
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カードサイズから A5 サイズ まで！いろんなサイズに印刷！カードサイズから A5 サイズ まで！いろんなサイズに印刷！

Epson 
Creative Print

Epson iPrint

用紙
カード～ A5

インクジェット普通紙
（KA5100NP）

※アプリのダウンロード方法は 12 ページヘ

両面名刺用紙＜半光沢＞
（KNC100RHK）

スマートデバイスから印刷するときに準備するもの

Web サイトや年賀状など、お好みのサイズで印刷できます！

おすすめはコレ！
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印刷用紙をセットA ［Epson iPrint］を起動B ［Web］をタップC 印刷したい Web サイトの
URL を入力

D

印刷ボタンをタップ 印刷設定を変更するときは
右上の［  ］をタップ

印刷ボタンをタップE F G できあがり！

Web サイトを印刷する

印刷対応機器
プリンターだけで！ コンピューターから！ スマートデバイスから！
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な写真は特別 に入れて飾ろう！3D フレームな写真は特別

3D フレーム Print

準備するもの

フォトカード
＜ 3D フレーム＞

（KH2PCF）

に入れて飾ろう！3D フレーム

※アプリのダウンロード方法は 12 ページヘ

操作方法はアプリの「使い方ガイド」
メニューから確認できます。

印刷対応機器
スマートデバイスから！
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などをスマートデバイスで撮影してきれいに文書 コピー！などをスマートデバイスで撮影してきれいに

Epson iPrint

準備するもの

案内表示やノート、ホワイトボードの記録をコピーしたい！
そんなときは Epson iPrint の「カメラコピー」機能を
使ってみましょう！
スマートデバイスで撮影した画像の傾き・ゆがみ・色調を補正して、
きれいに印刷できます。

［Epson iPrint］を起動し、
［カメラコピー］をタップ 
して写真を撮る

傾き・ゆがみ・色調
を補正する

A B 補正した画像を印刷C

※アプリのダウンロード方法は 12 ページヘ

文書 コピー！

インクジェット普通紙
（KA5100NP）

おすすめはコレ！

印刷対応機器
スマートデバイスから！
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アプリをダウンロードしてかんたんプリントをはじめよう！

App Store/Google Play から Epson iPrint を無料で
ダウンロード！
QR コードを読み取るとダウンロードページへアクセスできます！

アプリをダウンロードしてかんたんプリントをはじめよう！

スマートデバイスから印刷するには、プリンターとスマート
デバイスを無線 LAN（Wi-Fi）で接続する必要があります。
接続方法は「スタートガイド」をご確認ください。

Epson iPrint のホーム画面、または App Store/Google Play から以下のアプリがダウンロードできます。

※本書ではスマートフォンやタブレット端末を「スマートデバイス」と記載しています。
   本書で使用している画面は iOS 端末の操作画面です。

Epson iPrint
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