最初に
必ず読んでね！

かんたんスタートガイド

本体設置編

プリントヘッドと
インクタンクは
ここに取り付けてね！

プリンタの電源を入れた状態で 5 分以上操作パネルでボタン操作を行わない場合、
液晶モニターがスリープモードになり、画面が消えます。
OK ボタンを押すとスリープモードは解除され、画面は元に戻ります。

設置前に本製品の梱包箱の記載をご覧いただき、
付属品がすべて揃っていることを確認してください。
プリンタの電源は、まだ入れないでください。
カバーを閉める

置き場所を
決めるときは

平らな場所に置く

カバーを開ける

言語選択画面が表示されたら

保護材を取り外す

プリンタの
電源を入れる
OK ボタンを押します

プリンタの
手前にもの
を置かない

言語選択を間違えた場合は、
『ダイレクトプリントガイド』の
「困ったときには：日本語以外
の言語が表示されている」を
参照してください。

テープをはがす

両側面にあるくぼみに指を
かけて、ゆっくり手前に開く

はじめにすること

カバーを
開ける

電源を入れよう！

プリントヘッド

カバーを 10 分間以上開けたままにすると、プリントヘッドが右側へ移動します。
その場合は、いったんカバーを閉じ、開け直してください。

インクタンク

最初に取り付けるインクタンクは必ず同梱のものをご使用ください。
古いインクタンクを使うと故障の原因となります。

をとりつけよう！

をとりつけよう！

中央に出てくる
ここに取り付けます

トラブルが起きたときには、
『操作ガイド』の
「困ったときには」（P.50）を
参照してね！

並び順を
間違えないでね！

下まで下げる

ラベルの色の順にすべての
インクタンクを取り付ける

保護キャップを
ひねって取り外し
たら捨てる

触らないで！

触らないで！

カバーを閉じる

袋からプリント
ヘッドを取り出す

CD-R トレイガイドを
開ける

基板を
さわらないで！

保護キャップを
取り外したら捨てる
触らないで！

レバーを止まるまで
しっかりと上げる

プリントヘッドが入っている
袋の内側と保護キャップの内
側に、透明または薄い青色の
インクが付着している場合が
ありますが、品質上問題あり
ません。取り扱いの際は、イ
ンクで手などを汚さないよう
にご注意ください。

（重い場合があります）

イエローのインク
タンク（BCI-7eY）
を取り出し、オレ
ンジ色のテープ
を矢印の方向に引 インク出口
いて、すべてはが
してから、包装
をはがす

ここは
押さないで！

ランプの点灯（赤色）
を確認してね

CD-R トレイガイドを
しっかり閉じてね！

を押してカチッというま
でしっかり押し込む
インクランプの点灯（赤色）
を確認する

カバーを閉じた後にエラーランプが点灯している
場合は、インクタンクの取付け位置が間違ってい
る可能性があります。
カバーを開けて、インクタンクの並び順がラベル
の通りに正しくセットされているか確認してくだ
さい。

差し込む
「ヘッド位置調整が必要です

用紙をセットして［OK］を押してください」

が表示されたら、 プリントヘッドを調整しよう！（裏面）へ進んでください。
QT5-0374-V01
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プリントヘッドを調整しよう！

メモリーカードをセットして L 判で印刷してみよう
撮影済みのメモリーカードからお気に入りの写真を選び、L 判で
印刷してみましょう。
L 判 サ イ ズ の 用 紙 に は、 同 梱 の「 ス ー パ ー フ ォ ト ペ ー パ ー
SP-101 L」をお使いください。

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必
要があります。

サイズ
1 下図のように、オートシートフィーダに、A4
の普通紙を１枚セットする
用紙はまっすぐに
入れてね！

● メモリースティック /
メモリースティック PRO
● SD メモリーカード
● マルチメディアカード
（Ver 3.31）

判サイズの用紙を縦にセ
1 オートシートフィーダに、L
ットする

右端に
合わせてね！

ここをつまんで
用紙の端に
合わせてね！

青色と黒色のパターンが印刷されます。

＊

印刷面

専用アダプタが必要なメモリーカード

● メモリースティック Duo/
メモリースティック PRO Duo
● miniSD カード

ヘッド位置調整が正常に完了したときには、[ メニュー ] 画面
が表示されます。
カードスロット
ここをつまんで
用紙の端に
合わせてね！

図のようにメモリーカードのラベル面
を右にして、カードが入るところまで
挿入してください

液晶モニター
操作パネル

カードは少しはみ出た状態になります

CD-R トレイガイドが閉じていることを確認してください。
以下は、操作パネルと液晶モニターを使って操作します。

2 [液晶モニターに以下の表示が出たら、
はい ] を選び OK ボタンを押す

＊正しくセットすると、アクセスランプが点灯します。

ヘッド位置調整が正しく行えなかったときには、液晶モニタ
ーに「自動ヘッド位置調整に失敗しました [OK] を押して操
作をやり直してください《使用説明書を参照》」のメッセージ
が表示されます。

手前に
引き出してね！

このような場合は『ダイレクトプリントガイド』の『困ったと
きには−液晶モニターにエラーメッセージが表示されている』
（P.66）を参照し、再度ヘッド位置調整を行ってください。

ボタンで

カセット給紙
このプリンタでは、上部のオートシートフィーダ以外に、前
面のカセットにも用紙をセットすることができます。
カセットへの用紙のセット方法は、『操作ガイド』の「カセッ
トから給紙する」(P.23) を参照してください。

手前に
開けてね！

液晶モニターに［メニュー］画面が表示されます。
アクセスランプ

2

カードスロットにメモリーカードをセットする
カードの表面をよく確認してセットしてください。表裏を
間違った状態で無理に押し込むと、プリンタやカードが破
損するおそれがあります。

専用アダプタが必要なメモリーカード

● xD-Picture カード

カセット

＊

パターンの印刷が始まります。
印刷が終了するまでに約 4 分かかります。
2L 判サイズ以下
図のようにメモリーカードのラベル
面を右にして、カードが入るところ
まで挿入してください

これでプリンタの準備が完了しました。

携帯電話から
印刷する場合

『ソフトウェアインストール編』（赤外線通信やオプションの Bluetooth
ユニットを使って Bluetooth 通信）
をご覧ください。

4

ボタンで印刷したい写真を選ぶ

別途 xD-Picture カード用コンパクト
フラッシュカードアダプタをお買い
求めください。
推奨アダプタ（2006 年 4 月現在）
●富士写真フイルム株式会社製
型番：DPC-CF
専用のアダプタに取り付けずにセット
すると、メモリーカードを取り出せな
くなる可能性があります。

カードは少しはみ出た状態になります

＊正しくセットすると、アクセスランプが点灯します。

パソコンで
印刷する場合

枚ずつ見て印刷］が選ばれていることを確認して
3［1
OK ボタンを押す

● コンパクトフラッシュ
● マイクロドライブ

ここを手前に引いて
ロックを解除してから
引きのばしてね！

A5 サイズ以上

専用のアダプタに取り付けずに
セットすると、メモリーカードを
取り出せなくなる可能性があり
ます。

メモリーカード
から印刷する場合

5 印刷設定を確認して印刷ボタンを押す

● スマートメディア

デジタルカメラ
から印刷する場合
＊
図のようにメモリーカードの端子面
を右にして、カードが入るところまで
挿入してください

詳しくは『ダイレクトプリントガイド』を
参照してください。

詳しくは『ダイレクトプリントガイド』を
参照してください。

カードは少しはみ出た状態になります

お気に入りの写真が L 判サイズで印刷されます。
詳しい操作方法については、
『ダイレクトプリントガイド』を参照し
てください。

＊正しくセットすると、アクセスランプが点灯します。
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