
プリンター本体

お試しインクカセット
（Lサイズ）

お試し用紙
（Lサイズ）

Lサイズ用
ペーパーカセット

クリーナー バッテリー
（CP730のみ）

カードサイズ用
ペーパーカセット

コンパクト
パワ－アダプタ－

電源コード

今回は使いませんが、パッケージには、次のようなものも入っています。
念のため確認しておきましょう。

本体にインクや用紙をセットして、
印刷の準備をします。

箱に入っているものを確認しながら、
必要なものを用意します。

写真の入ったメモリーカードをプ
リンターに差し込んで印刷します。
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CFカード、マイクロドライブ、
xD-Picture Card（別途アダプター*が必要です）

メモリースティック PRO デュオ、
メモリースティックデュオ、
メモリースティック PRO、
メモリースティック

インクカセットカバーを開きます。

ふたを閉じます。このとき、ふたはきっちり閉
じないで、少しずらした状態（少し用紙が見え
ている状態）にします。

電源コードをコンパクトパワーアダプター
に差し込み、プラグをコンセントに差し込み
ます。

純正品以外のアクセサリーの不具合（バッテリーパックの液漏れ、破裂など）に起因することがあ
きらかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、
この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。
あらかじめご了承ください。

コンパクトパワーアダプターのコネクターを
プリンターのDC IN端子に差し込みます。

ペーパーカセットカバーを開きます。 ペーパーカセットを奥に当たるまで差し込み
ます。

1 インクカセットを取り付けます。

ペーパーカセットに用紙を入れます。

ペーパーカセットを取り付けます。

お試しインクカセットをカチッと音がするま
で差し込み、カバーを閉じます。

電源を接続します。

1 液晶モニターに次のような画面が表示されるまで、電源スイッチを押
します。
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2 メモリーカードをプリンターのカードスロットに差し込みます。
ラベル面を上にして、奥に当たるまで差し込みます。
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お試しインクカセットで
何枚印刷できますか?

お試し用紙の枚数と同じ5枚です。

インクがなくなると、液晶モニターに右のようなマーク
が表示されますので、新しいインクカセットと交換して
ください。 なお、セルフィーで採用されている「昇華型熱転写方式」
のプリンターは、カラーインク／ペーパーセットの箱に記載されて
いる枚数以上は印刷できません。インクジェット方式のプリンター
とは、全く異なる方式です。

印刷を楽しむための豊富
な機能のご紹介。

セピア？白黒？

EFFECT（エフェクト）ボタン
（CP730のみ）

一部分だけを拡大印刷！

TRIM.（トリミング）ボタン
（CP730のみ）

大きな画像で確認!

DISP.（ディスプレイ）ボタン
このボタンを押すと、表示中の画像が大きく表示され

ます。もう一度押すと戻ります。

長押しで電源を入れる・切る

ON/OFF（オンオフ）スイッチ

どんな方法で印刷する？

MODE（モード）ボタン フチあり？複数面配置？

LAYOUT（レイアウト）ボタン

日付を入れたい!

DATE（デイト）ボタン

ここを見れば一目瞭然

液晶モニター
メモリーカードの画像や現在の設定情報などが表示されます。

印刷開始・印刷中止

PRINT/STOP（プリント/ストップ）ボタン
このボタンを押すと印刷がはじまります。

印刷中にこのボタンを押すと、印刷を中止

します。（途中で印刷を中止しても、用紙１

枚分のインクは消費します）

画像番号

選択中の画像

印刷される用紙枚数

動作モード

印刷イメージ

表示中の画像の印刷枚数

セットされている

インクカセットの種類

●さらに詳しい説明書「プリンターユーザーガイド」●

付属のCD-ROMには、電子マニュアル「プリンターユーザーガイド」が入っていま
す。詳しい操作方法を知りたいとき、困ったときなどにご覧ください。

プリンターユーザーガイドは、付属のCD-ROMのインストール画面で[選んでイン
ストール]（Macintoshの場合は[インストール]の[カスタムインストール]）をクリ
ックし、[プリンターユーザーガイド]を選択するとインストールされます。（[おま
かせインストール]でもインストールされます） 

※�プリンターユーザーガイドをご覧いただくためには、Adobe ReaderまたはAdobe Acrobat 

Readerが必要です。
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SELPHY（セルフィー）のご購入、ありがとうございます。

さっそく、パッケージに入っている付属品を使って印刷し
てみましょう。

操作は簡単、「確認」、「準備」、「印刷」の3ステップです。

いろいろな
機能で

おたのしみ

ここからスタート

動作モードを設定します。

印刷レイアウトを設定します。

フチなし

2面配置

フチあり

4面配置

日付なし

年／月／日

月／日／年

日／月／年

８面配置 インデックス

日付印刷を設定します。

マイカラー
なし

すっきり
カラー

セピア白黒

くっきり
カラー

マイカラーを設定します。

印刷レイアウト 日付印刷

CP730の画面
画像番号

選択中の画像

表示中の画像の

印刷枚数

シングル
表示中の画像を１枚印刷します。

セレクト
指定した画像を指定した枚数分印刷します。

動作モード[セレクト]での印刷方法
1.�　  または　  で印刷する画像を選びます。

2.�     または　  で印刷する枚数を設定します。

3.�1～2の操作を、必要なだけ繰り返します。

4.�設定が終わったら　　　　　を押します。

オール
全画像を１枚ずつ印刷します。

DPOF
カメラ側で指定したDPOF情報にしたがって

印刷します。（DPOFの指定方法については、カ

メラの使用説明書をご覧ください）

トリミング範囲の指定方法
1.�TRIM.ボタンを押した後、DISP.ボタンを押します。

2.�　　　で印刷範囲の大きさを、　　　で方向を設定し

ます。

3.�もう一度DISP.ボタンを押した後、　　　　　　 で印

刷範囲の位置を調整します。

4.�TRIM.ボタンを押すと設定が完了します。

ここで使っているイラストはCP730のものですが、CP720でも操作は同様です。

確認 準備 印刷

CD-ROM : 

Compact Photo Printer 

Solution Disk

コンパクト プリンター

ソリューションディスク

フォト

画像の入っている
メモリーカード

（あらかじめカメ
ラから取り出して
おいてください）

別売品

カメラをつないでも印刷できる!

　 または　 を押して、
印刷する画像を選びます。3

[DATE]を押して、撮影した日付を入れるかどうか選択します。
液晶モニター右下の表示が　　　のときは「日付なし」、　　　のときは「年／月／日」

の形式で日付が印刷されます。
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CP730の画面 CP720の画面

　　　　　　　を押します。
印刷がはじまります。

用紙は４回、出たり入ったりを繰り返します。途中で無理に引っ張り出さないようにしてください。

印刷が終わったことを確認してから、メモリーカードを引き抜いてください。

電源を切るときは、再度、電源スイッチを長めに押してください。
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画像番号も
印刷されます

カードサイズのペーパー
カセットは?

カードサイズのペーパーカセットは、L サイズのペーパーカセットと
少し形が違います。上ぶたと、中ぶたを開けて用紙をセットし、中ぶ
ただけを閉じて、プリンターにセットします。

100-0025 100-0026

100-0027 100-0028

100-0029 100-0030

100-0031 100-0032

 SIZE
L

CARD SIZE

画面が表示される
まで押す

画像の一部分を拡大印刷する（トリミングする）設定を行います。

上ぶた

中ぶた

お使いのキヤノン製デジタルカメラに　　　（イージーダイレクト）ボタンがついてい
れば、カメラをつないで簡単に印刷ができます。　　　ボタンがない場合は、カメラの
使用説明書をご覧ください。 なお、PictBridge（ピクトブリッジ）に対応していれば、
キヤノン製以外のカメラでも印刷できます。 

1.�プリンターからケーブルを引き出してカメラのDIGITAL端子に接続します。
� ケーブルのコネクターが合わないときは、カメラに付属のUSBケーブルをお使いく

ださい。 

2.�液晶モニターに起動画面が表示されるまで電源スイッチを押します。

3.�カメラの液晶モニターで画像を選んで、
�   ボタンを押します。

対応のキヤノン製カメラは、次のURLでご確認ください。 http://canon.jp/selphy/

プリンターにメモリーカードが
差し込まれていないことを確認

DIGITAL端子

30cmまで

マイカラー

* 動作確認アダプター：富士写真フイルム株式会社製型番DPC-CF 

印刷イメージ

印刷される用紙枚数

セットされている

インクカセットの種類

動作モード
印刷レイアウト

日付印刷

CP720の画面

ここを持って

用紙が
見えている側

ツメの下に
用紙を入れます

ペーパーカセットのふたを矢印の方向にず
らしながら開けます。次に、光沢面を上にし
て用紙を入れます。（光沢面には、できるだけ
触れないようにしてください）

SDメモリーカード、
SDHCメモリーカード、
miniSDメモリーカード、
miniSDHCメモリーカード、
マルチメディアカード、
RS-MMC
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