
※ “ｶｰﾄﾘｯｼﾞ ｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ”と表示されますので、次の手順「      　　
プリントヘッドを取り付けよう」に進んでください。
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1

2

誤って電源コードを接続したあと
に、電話回線を接続した場合は、
いったん電源コードを抜いて、もう
一度差し込んでください。

確認しよう

1
テープを取り除く
本機の外側に貼られた
テープをすべて取り除いて
ください。

フィーダカバーの保護シートを取り除く
2

プリントヘッドを用意する5 6 プリントヘッドホルダにプリント
ヘッドを差し込む

固定レバーを下げる
7      

1
電源が入った状態で排紙トレイを開く スキャナユニットを開く

2

3
グレーと黒の内カバーを開ける

4
プリントヘッドホルダの固定レバー
を上げる

1

2

1

2

2

1
2

1

ファクス専用で使用する

ファクスとしてお使いにならない方は、接続する必要はありません。
本機には電話回線の種類を自動的に設定する機能があります。ファクスとしてお使いになる方は、電話回線が接
続されていることを確認してから、電源コードを接続してください。
ここでは電話回線を接続する方法の代表的な例をご紹介します。

ADSL回線に接続して使用するパソコンと接続して使用する

電話や留守番電話と接続して使用する

キヤノンMP790をお買いあげいただき、ありがとうございます。
このかんたんスタートガイドは、キヤノンMP790の設置について説明しています。
パソコンに接続してお使いになる方は、『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインストール編）』
を続けて参照してください。詳しい操作については、『基本操作ガイド』を参照してください。

HT7-0020-000-V.1.0

開く 開く

取り除く

電話回線（アナログ）
電話回線（アナログ）

電話や留守番電話

電話回線（アナログ）

電源コードを接続するときに先に電話回線が接続
されていないと、電話回線の種類が正しく設定さ
れず、ファクスの送信ができなくなる場合があり
ます。

電話や留守番電話

スプリッタ

ADSL回線

ADSLモデム
（スプリッタと一体の
 ものもあります）

排紙トレイオープン
ボタンを押す

開く

「カチッ」とロックするまで
 しっかり持ち上げる

スキャナユニットオープンレバーを
手前に引く

必ず片手でしっかりと持ってください

中央に出てくる

テープをはがす

開ける

プリントヘッドホルダ

ここ以外は触らないで！

しっかりと
上げる

触らないで！

取り外したら捨てる
触らないで！ しっかりと下げる

原稿台カバーは
必ず閉めて！

□MP790

□電源コード □USBケーブル □モジュラージャック
　ケーブル

□かんたんスタートガイド
　（本体設置編）（本書）

□かんたんスタートガイド
　（ソフトウェアインストール編）

□基本操作ガイド

□アンケートハガキ
□保証書
□宛名ラベル

□CD-Rトレイ

□プリントヘッド

□8cmCD-R アダプタ
　(CD-R トレイに
　装着されています )

□インクタンク
　ブラック　BCI-3eBK 

□インクタンク
　ブラック　BCI-7BK
　シアン　　BCI-7C
　マゼンタ　BCI-7M
　イエロー　BCI-7Y

※インクタンクを
別途ご購入にな
る場合は、型番
を間違えないよ
うに注意してく
ださい。

□セットアップCD-ROM
　Windows版
　Macintosh 版
※セットアップCD-ROMには、 
ソフトウェアのほかに、電子
マニュアルのソフトウェア
ガイド、アプリケーション
ガイドも収録されています。
パソコンに接続してお使いに
なる方は、ご覧ください。

かんたんスタートガイド（本体設置編）

Windowsに接続して
お使いになる方へ

USBケーブルは、『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインストール編）』の 22
の「 8 本機とパソコンをUSBケーブルで接続する」まで接続しないでください。

11 設置しよう

22 電話回線を接続しよう

33 電源コードを接続しよう

44 プリントヘッドを取り付けよう

電話回線を接続しよう2

ADSL回線に接続して使用する場合は、手動で電話回線の種類を設定してください。詳しく
は、『基本操作ガイド』の第7章「ファクスの基本的な設定」の中の「電話回線の種類を設
定する」の項目を参照してください。

電話や留守番電話

奥まで押し込む

差し込む
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1
プリントヘッド位置調整パターンを印刷する

ファクスとしてお使いにならない方は、設定する必要はありません。
ファクスを受信するためには、受信モードを設定する必要があります。
本機には4つの受信モードがあります。お使いの用途に合わせて受信モードを選んでください。
詳しくは、『基本操作ガイド』の第9章「ファクスを受信する」をご覧ください。

［ファクス］を押す 2

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。
あらかじめA4サイズの用紙がセットされていることを確認してください。

シ゛ュシンモート゛ 
　＊シ゛ト゛ウ　シ゛ュシン　モート゛ 

パソコンに接続してお使いになる方は、『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインストール編）』を参照してソフトウェアをインストール
してください。Windowsをお使いの方はWindows版を、Macintoshをお使いの方はMacintosh版をご覧ください。

これで取り付け・調整は完了しました。

© CANON INC. 2004

1
オートシートフィーダを開く A4サイズの用紙を2枚以上セットする

2

Microsoft およびWindowsは、マイクロソフト社の登録商標です。   　　　　キヤノンは、キヤノン株式会社の登録商標です。
MacintoshおよびMacは、米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 　　　　PIXUSおよびMPは、キヤノン株式会社の商標です。   　        PRINTED IN CHINA

［ ］、［ ］を使って、受信モードを選ぶ
●〈ジドウ ジュシン モード〉を選んだ場合

ファクスだけを受けたい、ファクス専用の電話回線がある。

ファクスを受信するとき： 呼び出し音が鳴ります。受話器を取って、「ピー」という音が聞こえたら、
本機の［カラースタート］または［モノクロスタート］を押して、ファ
クスを受信します。

電話のとき： 呼び出し音が鳴ります。受話器を取って、相手と会話をします。
リモート受信をするとき：本機が離れた場所にあるときは、受話器を取って、25（リモート受信 ID）

をダイヤルするとファクスを受信します。

ファクスを受信するとき：はじめに本機に接続した留守番電話が応答し、そのあと本機が受信します。
電話のとき： 本機に接続した留守番電話が応答します。

ファクスを受信するとき：本機が自動的に受信します。
電話のとき： 呼び出し音が鳴ります。受話器を取って、相手と会話をします。電話機

によっては呼び出し音が鳴らない場合があります。

1

2
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4
スキャナユニットを閉じる

1
インクタンクを用意する インクタンクを取り付ける2

3
グレーと黒の内カバーを閉じる

カチッ 

カチッ カチッ 

カチッ

3［メニュー］を押す ［OK］を押す

4

ファクスを受信するとき：本機が自動的に受信します。
電話のとき： 電話を受けることはできません。

シ゛ュシンモート゛ 
　＊シ゛ト゛ウ　シ゛ュシン　モート゛ ［OK］を押す

２００４　０９／０１　ＷＥＤ　１５：３０ 
シ゛ト゛ウ　　　　　　　　ヒョウシ゛ュン 

●〈シュドウ ジュシン モード〉を選んだ場合

ファクスよりも電話のほうが多い、ファクスは手動で受信したい。

シ゛ュシンモート゛ 
　　シュト゛ウ　シ゛ュシン　モート゛ ［OK］を押す

２００４　０９／０１　ＷＥＤ　１５：３０ 
シュト゛ウ　　　　　　　　ヒョウシ゛ュン 

●〈FAX/TEL キリカエ〉を選んだ場合

自動的にファクスと電話を切りかえたい。

シ゛ュシンモート゛ 
　　ルスＴＥＬ　セツソ゛ク　モート゛ ［OK］を押す

２００４　０９／０１　ＷＥＤ　１５：３０ 
ルスＴＥＬ　　　　　　　　ヒョウシ゛ュン 

●〈ルス TEL セツゾク モード〉を選んだ場合

電話のときは留守番電話が応答し、ファクスのときは自動的に受信したい。

シ゛ュシンモート゛ 
　　　　ＦＡＸ／ＴＥＬ　キリカエ　　 ［OK］を押す

２００４　０９／０１　ＷＥＤ　１５：３０ 
ＦＡＸ／ＴＥＬ　　　　　　ヒョウシ゛ュン 

取り外したら捨てる

インクが飛び出します。
持たないで！

ここに保護フィルムが残らない
ようにはがす
オレンジ色の部分が残っていると、
うまく印刷できない場合があります。

インクタンクが、
その色に合ったス
ロットに入ってい
ることを確認して
ください。

7BKのインクタン
クが正しく入って
いません。
しっかり押し込ま
れていることを確
認してください。

斜めに差し込む カチッというまでしっかり押し込む

引き上げる 引き上げる

スキャナユニットオープンレバーを
手前に引きながら、ゆっくり閉じる

必ず片手でしっかりと持ってください

引き上げる

開く 用紙ガイドをつまみ、
用紙の幅に合わせる

用紙は印刷する面を上にする

用紙がこのマークを越えないようにしてください。

メッセージが表示される

［OK］を押す

パターンが印刷される
図のようなパターンが印刷されたら、
プリントヘッド位置の調整は完了です。 

パターンの印刷が
開始されるまで、
約 90秒かかりま
す。

この画面が出て
いないときは、
『基本操作ガイド』
の第 12 章「お手
入れ」の中の「自
動でプリントヘッ
ドの位置を調整す
る」の項目を参照
してください。

この画面が表示される

55 インクタンクを取り付けよう

66 用紙をセットしよう

77 操作パネルでプリントヘッド位置を調整しよう

88 受信モードを設定しよう


