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箱の中には次のものが入っています。万一、足りないものや損傷しているものが

ある場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。

プリンタ本体

電源コード

プリントヘッド１個

プリンタドライバ／
リファレンスガイド（CD-ROM）

クリーニングプレート

インクタンク６個

BJ Solution Disk（CD-ROM）

●使用説明書（3冊）
・かんたんスタートガイド（本書）
・基本操作ガイド
・BJ Solution Disk 操作ガイド
●保証書（箱の外に貼り付けられています）
●ご相談窓口のご案内

＊コンピュータとプリンタをつなぐインタフェースケーブル（プリンタケーブル（パラレルケーブ
ル）やUSBケーブル）は同梱されておりません。別途ご購入ください。なお、コンピュータと
プリンタの間でデータが正しくやりとりできるよう、2m以内のケーブルをお使いください。

箱の中身を確認しましょう

イエロー
（BCI-6Y）

マゼンタ
（BCI-6M）

シアン
（BCI-6C）

ブラック
（BCI-6Bk）

フォトマゼンタ
（BCI-6PM Photo）

フォトシアン
（BCI-6PC Photo）
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●まだプリンタとコンピュータを接続しないでください
本書の手順に従って準備を進めてください。違う手順で接続すると、プリンタドライバが正しくイン
ストールされない場合があります。

●次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください
・プリンタドライバのインストール中
・コンピュータの電源を入れて、OS（WindowsやMacOSなど）が起動する途中
・プリンタが印刷中

USBケーブルでは、コンピュータやプリンタの電源が入っているときでも、ケーブルの抜き差しが行えま
す。ただし、上の場合にケーブルの抜き差しを行うと、コンピュータやプリンタが正しく動作しなくなる
場合があります。
このほかにも、USBインタフェースをお使いになるときにご注意いただきたいことがあります。
『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わったら、『基本操作ガイド』の「USBケーブルでプリンタを接続
されている方へ」（p.9）を必ずご覧ください。

●Windowsをご使用の場合
本書に掲載されているプリンタドライバの設定画面は、おもにWindows 98で使用する場合
の画面です。Windows 95/Windows Me/Windows NT4.0/Windows 2000で使用する場
合も、ほとんど同じ設定画面が表示され、操作方法も変わりありません。
ご使用のシステムの画面の指示にしたがって操作してください。

●Macintoshをご使用の場合
Mac OS 8.1（日本語版）以上が、プレインストールされている必要があります。（ただし、
Mac OS 8.1がインストールされているiMacの場合は、アップルコンピュータ株式会社
のホームページで配布されているiMacアップデート1.0を使ってアップグレードされてい
なければなりません。）

Mac OS 9のマルチユーザ環境で［制限付き利用者］または［パネル利用者］としてお使いの場合は、プリ
ンタドライバをインストールすることができません。［所有者］または［通常利用者］がプリンタドライバを
インストールしてください。

本紙では、Microsoft   Windows   95, Microsoft   Windows   98, Microsoft   Windows   Millennium Edition, Microsoft   Windows
NT   4.0, Microsoft   Windows   2000をそれぞれWindows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000と略
して記載しています。Microsoft   , Windows   , WindowsNT   は、米国Microsoft社の米国、その他の国における登録商標です。
iMac , Macintoshは、米国アップルコンピュータ社の商標です。

1 保護材やテープを取る
保護材とオレンジ色のテープをはがしてくだ
さい。テープは数ヵ所に貼ってあります。

本体内部の保護材とテープも
忘れずにはがしてください。

接続する前に

R R R R R R R

RR R

R R R
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プリンタとコンピュータを接続しましょう

Ｕ
Ｓ
Ｂ
ケ
ー
ブ
ル

Ｕ
Ｓ
Ｂ
ケ
ー
ブ
ル

プリンタケーブル（パラレルケーブル）

USBケーブル

印刷が遅い場合は
ECPモード設定を変更すると、印刷のスピードが速くな
る場合があります。詳しくは、『基本操作ガイド』の
「印刷速度を速くしたいときは」（p.65）をご覧ください。

USBケーブルで接続するには
USBで接続するためには、コンピュータメーカー
によりUSBポートの動作が保証され、かつ次のい
ずれかの条件を満たしていることが必要です。
・Windows 98/Windows Me/Windows 2000のい
ずれかが購入時にプレインストールされている
・Windows 98からWindows MeまたはWindows
2000にアップグレードしている（Windows 95か
らアップグレードしている場合は除く）
・USBインタフェースを標準搭載したMacintoshシリーズ

1 コンピュータとプリンタの電源
が切れていることを確認する

2 プリンタを平らな場所に置く

1 コンピュータとプリンタの電源
が切れていることを確認する

2 プリンタを平らな場所に置く

プ
リ
ン
タ
ケ
ー
ブ
ル

プ
リ
ン
タ
ケ
ー
ブ
ル

用紙は手前に出てきます。プリンタの前
には物を置かないでください。

用紙は手前に出てきます。プリンタの前
には物を置かないでください。

プリンタの性能を充分に発揮するために、USBケーブルのご使用をお勧めします。
なお、USBケーブルで接続できるコンピュータには条件があります。

ご使用のケーブルは？ご使用のケーブルは？
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3 プリンタケーブルをプリンタに
接続する

3 正方形に近い形をしたコネクタ
をプリンタに接続する

4 もう一方をコンピュータに接続
する

4 もう一方（平らな形状）のコネ
クタをコンピュータに接続する

2ヶ所のねじで
固定する

上下にあるクリップ
で固定する

奥までしっかり
差し込む

奥までしっかり
差し込む

・USBポートが2つある場合
は、どちらのポートにつな
いでも構いません。

・万一の感電を防止するため
に、コンピュータのアース
を接続することをお勧め
します。

・図は、iMacの場合を示しています。

Macintosh の場合

・万一の感電を防止するために、
コンピュータのアースを接続
することをお勧めします。

奥までしっかり
差し込む



3 電源ボタンを押す
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電源に接続しましょう

・AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。
・電源プラグを抜くときは、ランプが消えているのを確認してから抜いてください。
プリンタの動作中に電源プラグをぬくと、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。

1 コンピュータの電源が切れていることを確認する

禁止�

ランプが点滅し、緑色
に点灯します。

2 電源コードをプリンタ背面の電源コード接続部に差し込み、電源プラ
グをコンセントに差し込む

AC100V　50Hz/60Hz

［新しいハードウェアの
追加］の画面が表示さ
れたら

［キャンセル］をクリックして、コン
ピュータの電源を切ってください。

※ご使用のシステムによっては、表
示される画面が若干異なります。
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プリントヘッドを取り付けましょう

・これらの部分には手を触れな
いでください。

・一度外した保護キャップは再
装着せずに、地域の条例に従
って捨ててください。

1 フロントカバーを開ける 2 保護テープを取り外す

3 青色のレバーを上げる

4 プリントヘッドを袋から取り出す

5 オレンジ色の保護キャップを取り外す

プリントヘッドホルダが
自動的に中央へ移動します

禁止�
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6 プリントヘッドホルダに差し込む

7 青色のレバーを下げる

プリントヘッドは、かるく置くように差し込んでください。
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インクタンクを取り付けましょう

一度外した保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。

1イエローのインクタンクを取り出し、オレンジ色のテープを矢印の方向
に引っ張って、透明フィルムをはがす

2 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外す

この面を強く押さないでください。
インクが飛び出ることがあります。

インク出口には触らないでください。

禁止�



PUSH4「カチッ」と音がするまで　　を押す
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3 インクタンクを右端の溝に入れる
シールとインクタンクの
ラベルを見て、位置を確
認してください。

インクタンクは指定された場所以外に取り付けないでください。正常に印刷されま
せん。

インクタンクの取り付け位置を間違えた場合は、すぐに正しい位置に取り付け直して
ください。このような場合、異なる色のインクが充てんされたため正しく印刷できな
いことがあります。『基本操作ガイド』の「プリントヘッドをクリーニングする」（p.31）
を参照して、クリーニングをしてください。

禁止�

インクタンクを取り付けましょう



5 同様にして、残り５個のインクタンクを取り付ける

6 フロントカバーを閉じる

ラベルの色と文字で位置
を確認してください。

11



インストール前にご確認
ください

ウィルス検出プログラムやシス
テムに常駐するプログラムがあ
る場合は、あらかじめ終了して
おいてください。

12

プリンタドライバをインストールしましょう

1 プリンタの電源を切る

1 コンピュータの電源を入れて、
Mac OSを起動する

M
acintosh

W
indow

s

［OK］をクリックしてください。

以下の画面が表示されたら
インストール前にご確認
ください

ウィルス検出プログラムやシス
テムに常駐するプログラムがあ
る場合は、オフにするかシステ
ムフォルダから外してください。

ご使用の
OSは？

ご使用の
OSは？
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2 コンピュータの電源を入れて、
Windowsを起動する

2『プリンタドライバ／リファレンス
ガイド』のCD-ROMをセットする

3『プリンタドライバ/リファレンス
ガイド』のCD-ROMをセットする

3［プリンタドライバ］をダブルクリッ
クし、開いたフォルダから［インス
トーラ］をダブルクリックする

プログラムが自動起動します。Windows NT 4.0/Windows 2000をご使用の
方は、Administratorsグループのメンバーと
してログオンしてください。

［新しいハードウェアの追加］の画面が表示されたら

1. [キャンセル]をクリック
する

2.プリンタの電源を切る
3.コンピュータ側のコネク
タをいったん抜いて差
し直す

4. 手順3からの操作を行う

プログラムが自動起動しな
い場合は

1. デスクトップにある［マイコンピュー
タ］をダブルクリックする

2. をダブルクリックする

フォルダが自動的に開かない場合は

デスクトップにある をダブルクリックします。
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4［ようこそ］の内容を読んで、
［次へ］をクリックする。

5［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

4［ライセンス］の内容を読んで同
意する場合は［同意］をクリック
する

5［インストール］をクリックする
インストールが始まります。

M
acintosh

W
indow

s

［他のアプリケーションが実行している場
合…］というメッセージが表示されたら
書類を保存したい場合は［キャンセル］をクリック
し、書類を保存してからもう一度インストール
を行ってください。
［続ける］をクリックすると、自動的にアプリケー
ションを終了してインストールを続行します。

プリンタドライバをインストールしましょう
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6［ソフトウェアのインストール］を
クリックする

6 以下の画面が表示されたら［再起
動］をクリックする
コンピュータが再起動します。

7［プリンタドライバ］ボタンが赤く
点灯しているのを確認し、［スター
ト］をクリックする

7 アップルメニューから［セレクタ］
を選択する

青い画面に変わり、プリンタドライバのイ
ンストールが始まります。

再起動を要求する画面が表示されたら
1. CD-ROMを取り出す
2.［OK］をクリックする
3. コンピュータが再起動したら、もう一度
CD-ROMをセットし直す

4. 手順6からの操作を行う

別売のスキャナカートリッジ（IS-52）を
ご使用の場合は

手順7の画面で［IS Scan ソフトウェア］を
クリックし、 が赤くなったことを確認
してください。［スタート］をクリックする
と、プリンタドライバとスキャナカートリ
ッジ用ソフトウェアをインストールします。
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8 以下の画面が表示されたら、プ
リンタの電源を入れる

9インストールの終了画面が表示
されたら［OK］をクリックする

10画面右下の［終了］をクリック
する

8 接続中のプリンタ名のアイコン
をクリックする

9 クリックしてセレクタを閉じる

M
acintosh

W
indow

s

別売のスキャナカートリッジ（IS-52）を
ご使用の場合は
スキャナカートリッジ用ソフトウェアのインスト
ールが必要です。詳しくは、『基本操作ガイド』
の「スキャナカートリッジIS-52を使う」（p.57）
をご覧ください。

ネットワークプリンタとして使用する場合は
『リファレンスガイド』を参照してください。

バックグラウンド印刷を行うには
印刷中に別の作業を並行して行えるような印
刷処理を行うには、バックグラウンド印刷を
設定します。
バックグラウンド印刷を行うには、画面右側
の［バックグラウンドプリント］を　 オンにし
てください。

接続先を手動で設定するには
1.手順8の画面で［手動選択］をクリックする
2.接続先を選択し、［次へ］をクリックする
以降は、手順9をご覧ください。

画面が先に進まない場合は
『基本操作ガイド』の「インストールの途中で先
の画面に進めなくなったときは」（p.66）をご
覧ください。

手順7で の操作を行った場合は
続いてスキャナカートリッジ用ソフトウェ
アのインストールが始まります。

再起動を要求する画面が表示されたら
［はい］をクリックし、コンピュータを再起動して
ください。

接続しているプリンタを自動検知し、接続
先を自動的に設定します。

プリンタドライバをインストールしましょう

CD-ROMを取り出してください。

CD-ROMを取り出してください。
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用紙をセットしましょう

1 用紙サポートと排紙トレイを引き出す

2 A4サイズの普通紙をセットし、用紙ガイドを軽く当
てる

3 紙間選択レバーが上（ ）の位置にあることを
確認する

W
in
do
w
s･
M
ac
in
to
sh
共
通

Windows

Macintosh

用紙ガイド

ご使用の
OSは？

ご使用の
OSは？
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プリントヘッドの位置を調整しましょう

M
acintosh

W
indow

s

1［スタート］ボタンをクリックし、
［設定］→［プリンタ］の順に選択
する

2接続中のプリンタ名をクリック
し、［ファイル］メニューから［プ
ロパティ］を選択する

1［ファイル］メニューから［用紙
設定］を選ぶ

2［ユーティリティ］をクリックする

以下のメッセージが表示され
たら、［OK］をクリックする
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3［ユーティリティ］タブをクリック
し、 をクリックする

3［テストプリント］を選ぶ

4プリンタに用紙がセットされてい
ることを確認し、［OK］をクリック
する

4 をクリックする

印刷ができない場合は

『基本操作ガイド』の「印刷できない」
（p.46）をご覧ください。

印刷が始まります。

印刷が始まります。
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M
acintosh

W
indow

s

6印刷された用紙を見て、A列の
パターンの中で、最も縦すじの
目立たないものをひとつ選び、
その番号を入力する

6印刷された用紙を見て、A列の
パターンの中で、最も縦すじの
目立たないものをひとつ選び、
その番号を入力する

5印刷が終わったら［はい］をク
リックする

5以下のメッセージが表示された
ら、［OK］をクリックする。
印刷が始まります。

印刷ができない場合は
『基本操作ガイド』の「印刷できない」
（p.46）をご覧ください。

プリントヘッドの位置を調整しましょう
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Aには、もっとも均一に印刷されている
パターンの番号を入力してください。

判断に迷ったときは…
(A)：番号の大きいほうを入力

A B

+7

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

均一な印刷例

縦すじの目立つ印刷例

番号
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M
acintosh

W
indow

s

8 F列の中から、縦すじの目立た
ない均一なパターンをひとつ
選び、その番号を入力する

8 F列の中から、縦すじの目立た
ない均一なパターンをひとつ
選び、その番号を入力する

プリントヘッドの位置を調整しましょう

7同様にして、B列～E列の中か
ら、縦すじの目立たないものを
ひとつずつ選び、その番号を
入力する

7同様にして、B列～E列の中か
ら、縦すじの目立たないものを
ひとつずつ選び、その番号を
入力する

判断に迷ったときは…
(B)(C)：番号の大きいほうを入力

(D) ：(A)と同じ番号を入力

(E) ：(B)と同じ番号を入力

判断に迷ったときは…
(F)：番号の小さいほうを入力

判断に迷ったときは…
(B)(C)：番号の大きいほうを入力

(D) ：(A)と同じ番号を入力

(E) ：(B)と同じ番号を入力

判断に迷ったときは…
(F)：番号の小さいほうを入力



11［OK］をクリックする
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9入力が終わったら［OK］をクリック
する
これで、プリントヘッド位置調整は完了です。

10［OK］をクリックする

10［終了］をクリックする
9入力が終わったら［設定］をクリッ
クする
これで、プリントヘッド位置調整は完了です。

これでプリンタの準備は完了しました。
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。



QA7-1340-V01 092000AB50 © CANON INC.2000 PRINTED IN JAPAN

100％再生紙を使用しています。


	箱の中身を確認しましょう
	1プリンタとコンピュータを接続しましょう
	2電源に接続しましょう
	3プリントヘッドを取り付けましょう
	4インクタンクを取り付けましょう
	5プリンタドライバをインストールしましょう
	6用紙をセットしましょう
	7プリントヘッドの位置を調整しましょう

