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プリンタケーブル�

クリップ�

➋コネクタの向
きを合わせ、
しっかりと奥
まで差し込み、
ネジでコネク
タを固定する。�

➊コネクタの向きを合わせ、
しっかりと奥まで差し込
み、クリップでコネクタを
固定する。�

万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。�

➊本体外部の保護材と固定用テープを取る。�

➋フロントカバーを開いて、保護材を取りはずす。�

1.保護材と固定用テープを取る� 2.プリンタの置き場所を決める� 3.プリンタをコンピュータに接続する� 4.電源に接続する�
排紙トレイを取り付ける。�

■用紙をセットするときのために、プリンタを動かせるように余裕�
　のある場所に置いてください。�
■用紙は手前に出てくるので、プリンタの前に物を置かないでく�
　ださい。�

■テープは数か所に貼られています。すべてはがしてください。�

プリンタ内部に手を入れないでください。�
けがの原因になることがあります。�

●AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。�
　火災や感電の原因になることがあります。�
●プリンタの電源が入っているときに、電源プラグをコ�
　ンセントから絶対に抜かないでください。その後印刷�
　できなくなることがあります。�
●エアコンなどとコンセントを共用しないでください。�

➊本体背面に電源コード�
　 をセットする。�

➋電源プラグをコンセントに差し込む。�

➌電源ボタンを押して電源を入れる。�
電源ランプが点滅します。�

電源ボタン�

電源ランプ�

オレンジ色のプラスチック材、インクタンクの保護キャップにはイン
クが付着しています。衣服や周辺を汚さないよう、すみやかに廃棄し
てください。�

QA7-1188-V01                           022000SC16                              ©CANON INC.2000                              PRINTED IN JAPAN

次は接続とプリンタドライバのインストールです。�
裏面をお読みください。�

6. ブラックBJカートリッジ（BC-30）を取り付ける�5. カラーBJカートリッジ（BC-31）を取り付ける�

�
�

➌カラーBJカートリッジ�
　（BC-31）をパッケージ
　 から取り出す。�
�

➍オレンジ色の保護キャップ
（➀）、保護テープ（➁）を
取りはずす。�

➎カラーBJカートリッジ�
　（BC-31）を、右側の�
　 カートリッジホルダに�
　 入れる。�

➏右側の青色のレバーを下げて
固定し（➀）、オレンジ色の
プラスチック材を、固定つま
みを押して取りはずす（➁）。�

➐イエローのインク�
　 タンク（BCI-3Y）�
　 を取り出し、オレ�
　 ンジ色のテープを�
　 持って、点線に沿
って開封し、透明
フィルムをはがす。�

➑図のようにインクタ
ンクの底部をささえ
て持ち、オレンジ色
の保護キャップを、
矢印の方向にひねっ
て取りはずす。�

➒イエローのインクタンク�
　（BCI-3Y）を右側に入れる。�

カチッと音がするまで押す。�

これらの部分�
には触らない�
でください。�

■この面を強く押さないでく
ださい。インクが飛びはね
ることがあります。�

これらを取り�
はずします。�

➊左側の青色のレバーを�
　 上げる。�

➋ブラックBJカート
リッジ（BC-30）を
パッケージから取
り出す。�

➍ブラックBJカートリッ
ジ（BC-30）をカート�

　リッジホルダに入れる。�

➎ 左側の青色のレバーを下げて
固定し（➀）、オレンジ色の
プラスチック材を、固定つま
みを押して取りはずす（➁）。�

➏ブラックのインクタン
ク（BCI-3BK）を取り
出し、オレンジ色のテ
ープを持って点線に沿
って開封し、透明フィ
ルムをはがす。�

➐図のようにインクタン　
　 クの底部をささえて持
　 ち、　オレンジ色の保護
　 キャップを、矢印の方向
　 にひねって取りはずす。�

➑ブラックのインクタンク
（BCI-3BK）を入れる。�

➓フロントカバーを閉じる。�
電源ランプが点滅し、準備動作を
はじめます。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
点滅が終わるまで他の操作を行わ
ないでください。�

➒カチッと音がするま
で押す。�

➌オレンジ色の保護キャ
ップ（➀）、保護テープ
（➁）を取りはずす。�

これらの部分�
には触らない�
でください。�

これらを取り�
はずします。�

固定つまみ�

■この面を強く押さないでくだ
さい。インクが飛びはねるこ
とがあります。�

一度はずした保護キャップと保護テープは再装着しないでください。�

排紙トレイ�

コンセントの�
近くに�

丈夫で平らな場所に、
しっかりと置く�

固定つまみ�

プリンタ（パラレル）ケーブル�

手順➐～➓を繰り返して、
中央にマゼンタ（BCI-3M）、
左側にシアン（BCI-3C）の
インクタンクを取り付ける。�

➊フロントカバーを開ける。��
�
�
�
�

➋右側の青色のレバー�
　  を上げる。�

カートリッジホルダ�

フロント�
カバー�

保護材�

保護材� フロントカバー�
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7.プリンタドライバをインストールする�

8.プリントヘッドの位置を調整する�

これでプリンタの準備作業は終わりです。�
印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を
ご覧ください。�

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタ
ドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータ
のハードディスクにコピーする（インストールす
る）ことが必要です。インストールするには、同
梱されているプリンタドライバ/リファレンスガイ
ド（CD-ROM）を用意してください。�

インストールの前に確認してください。���
・起動中のアプリケーションソフトを終了させてください。�
・バージョンが異なるBJプリンタドライバがインストールされ
ている場合は、いったん削除（アンインストール）してから、
インストールを行ってください。�
・キヤノン製プリンタドライバの削除方法は「Windowsドライ
バガイド」の63ページを参照してください。�
・インストールが終わるまで、CD-ROMをCD-ROMドライブ
から取り出さないでください。�

➊[スタート] をクリックし、[設定]－[プリンタ] を�
選択する。�

�

�

�

�

�

➋BJ F620のアイコンをクリックし、[ファイル]�

 メニューから �

 [プロパティ] を�

選択する。�

➊BJカートリッジの動作が完全に止まってい
ることを確認して、プリンタの電源ボタンを

押し、電源を切る。�

電源ランプが消灯します。

➋コンピュータの電源を入れる。�

➌Windowsが起動して、デスクトップが表示
されたら、プリンタの電源ボタンを押して、

電源を入れる。�

➍プリンタドライバ/リファレンスガイド�
（CD-ROM）をコンピュータのCD-ROMドラ

イブにセットする。�
�

しばらくすると、プログラムが自動的に起動します。�

自動的に起動しない場合は、Windows の画面（デスク

トップ）左上にある [マイ コンピュータ]　　　をダブ

ルクリックし、開いたウィンドウの中にあるCD-ROM

のアイコン　　　をダブルクリックします。�

➎使用許諾契約書の内容を読んで、同意する�
　 場合は[はい]をクリックする。�
�

➍[ユーティリティ] タブをクリックする。�
�

�

�

�

本紙では、Microsoft® Windows® 95、Microsoft® Windows® 98、Microsoft® Windows NT® 4.0をそれぞれWindows 95、Windows 98、Windows NT4.0と略して記載しています。Microsoft® 、Windows® 、Windows NT® は米国Microsoft社の米国、その他の国における登録商標です。�

➌以下のメッセージが表示されたら、[OK] を�

クリックする。�

Windows NT4.0をお使いの方へ�
手順➊～➐の操作は、本紙の説明にしたがってください。�
以降の手順は、表示される画面が若干異なります。画面の指

示にしたがって操作してください。�

�

➐[プリンタドライバ] のボタンが赤く点灯して�
いるのを確認して、 [スタート]をクリックする。�

プリンタドライバのインストーラが起動して、

必要なファイルのコピーを実行します。�

➑以下のメッセージが表示されたら、[OK] を�
クリックする。�

�

�

�

�

�

�

�
お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメ

ッセージが表示されます。�

この場合は、［はい］をクリックしてください。�

コンピュータが再起動します。

➒以下の画面が表示された場合は、[戻る]をクリ
ックする。�

�

�

�

�

�

�

�

�
手順➏の画面に戻った場合は、［終了］をクリックしてく

ださい。�
�

続けて「8.プリントヘッドの位置を調整する」の

操作を行ってください。�

➎プリンタに、A4の普通紙を1枚セットする。
セットされていることを確認したら、　　　を

クリックする。�

�

➏以下のメッセージが表示されたら、[OK]をクリッ�
クする。�

�

�

�

�

�

パターンが印刷され、自動的にプリントヘッドの�

位置が調整されます。�

Windows NT4.0をお使いの方へ�
プリンタドライバのインストールを完了すると、プリントヘ

ッドの位置調整を実行する画面が表示されます。�

　　　をクリックして、以降は画面の指示にしたがって操作

してください。�

➏[ソフトウェアのインストール]をクリックする。�
�

ご使用のコンピュータやプリンタケーブルによっ
ては、以下の画面が表示されます。�
この場合は、［Canon BJ F620 LPT1:］を選ん
で[OK]をクリックします。�

ここが赤く点灯しているのを確認�
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用紙のセットのしかた�

2.印刷する面を上にして、
オートシートフィーダの
右端に合わせて用紙をセ
ットし、用紙ガイドを用
紙の左端に合わせる。　�

1.用紙サポートを引き出す。�

用紙ガイド�

オートシート�
フィーダ�


