プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。

かんたんスタートガイド -Windows編設置しましょう

接続しましょう

プリントヘッドを取り付けましょう

梱包品を確認する

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。

箱の中には次のものが入っています。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。

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

フロントカバーを開け、オレンジ色のテープ

（CD-Rトレイに装着されています）

インクタンクを取り付けましょう
イエローのインクタンク（BCI-6Y）
を取り出し、オレンジ色のテープ
A を矢印の方向に引いて、すべて
はがしてから、包装 B をはがす

をはがす

フロントカバーを開けると、
プリントヘッドホルダが
中央に移動します。

B
C

図のようにインクタンクを持ち、
保護キャップ C を、矢印の方向
にひねって取り外す

ご使用のケーブルは？
どちらかのケーブルで接続しましょう。

□ CD-Rトレイガイド

USBケーブル

□ CD-Rトレイ

□ プリントヘッド

□ インクタンク（4個）

□ 電源コード

□ プリンタソフトウェア CD-ROM

●

レバー B 以外のプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原因になります。
この面を強く押さないで
ください。インクが飛び
出すことがあります

プリンタケーブル

（Windows XP / Windows Me /
Windows 2000 / Windows 98 推奨）

レバー

B

を上げる

［USBケーブルでつなぐ場合］

B

❶ ケーブルの正方形に近い形のコネクタのほうをプリンタの

□ 使用説明書（かんたんスタートガイド×3／基本操作ガイド）

❷ もう一方のコネクタを、コンピュータのUSBポートに差し込む

□ PictBridgeでかんたん写真印刷！

禁止

USBポートが2つ以上ある場合は、どちらに差し込んでもかま
いません。

□ CD-Rトレイガイドを取り付けよう

❶

□ サービス＆サポートのご案内

●

保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクが付着しており、
衣服や周囲を汚すことがあります。

●

一度はず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。

注意

USBケーブル接続部に差し込む

□ フォトプリントを楽しもう

A

A

禁止

□ 保証書

A

ケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ

□ 8cmCD-Rアダプタ

□ プリンタ本体

始める前に：必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。
ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

インクタンクを右端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで
上から押す

プリントヘッドをパッケージから取り出す

コンピュータとプリンタをつなぐケーブルは同梱されておりません。
下記のいずれかのケーブルをご購入ください。
Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 をご使用の
場合は、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。
● USBケーブル
（ Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 のみ ）
キヤノン製またはコンピュータメーカー純正で 5m以内のものをお勧めします。
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 XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 がプレ
インストールされているコンピュータ
・Windows 98 から Windows XP、Windows Me または Windows
2000 にアップグレードしたコンピュータ（ Windows 95 からアップグ
レードしている場合は除く）

❷

オレンジ色の保護キャップ

C

を取り外す

［プリンタケーブルでつなぐ場合］

❶ プリンタケーブルをプリ

同じ手順（ 、 、 ）で、他のインクタンクを取り付ける

ンタに接続する

❷ もう一方をコンピュータ

● プリンタケーブル（パラレルケーブル）
双方向通信に対応したケーブルをご使用ください。キヤノン製またはコンピュー
タメーカー純正で 2m以内のものをお勧めします。

に接続する

❶

C

プリンタを平らな場所におく
用紙は手前に出てくるの
で、プリンタの前には物
を置かないでください。

❷

フロントカバーを閉じる

丈夫で平らな場所に置く

禁止

B

●

この部分には手を触れないでください。

レバー B を下げる
A

コンピュータの電源は
オフのままです。

●

指示があるまでコンピュータの電源をオンにしないでください。

●

万一コンピュータをオンにしていて右のよ
うな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オフにし
てください。

注意

●

電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。
動作中に電源プラグを抜くと、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。

PRINTED IN THAILAND

普通紙は約150枚までセットできます。積載マーク
を超えないようにセットしてください。

用紙ガイドを用紙の側面に
軽く当てる
用紙ガイドを正しい位置
に合わせないと、正しく
印刷されないことがあり
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ります。

●

禁止

クリックする

'CANON INC. 2003

●

色の点灯に変わるまで他の操作を行わないでください。

用紙ガイドをつまんでA4サイズのやや左端に移動し、A4サ
イズの普通紙をセットする

プリンタの電源
ボタン A を押す
電源ランプが緑色で点滅し
ます。緑色の点灯に変わる
までお待ちください。

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わり（約1分）、緑

用紙をセットしましょう

電源プラグをコンセントに差し込む

用紙サポート A と排紙トレイ B
を完全に引き出す

QA7-2764-V01

一度はず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。

電源コードをプリンタ背面の電源
接続部に差し込む

A

禁止

これらの部分には手を触れないでください。

●

プリントヘッドをプリントヘッドホルダに差し込む

テープと保護材
を取る
テープの位置は実際と
異なる場合があります。

●

禁止

インクの並びを間違えないよう、
ご注意ください。
Black(BCI-3eBK)
Cyan(BCI-6C)
Magenta(BCI-6M)
Yellow(BCI-6Y)

禁止

一度取り付けたプリントヘッドは取り外す必要はありません。レバーは上げない
でください。

用紙ガイド
右端に用紙を合わせる

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。
本紙では、Microsoft¤ Windows¤ XP、Microsoft¤ Windows¤ Millennium Edition、Microsoft¤ Windows¤ 2000、Microsoft¤ Windows¤ 98、Microsoft¤
Windows NT¤ 4.0、Microsoft¤ Windows¤ 95 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2000、Windows 98、Windows NT 4.0、Windows
95 と略して記載しています。

裏面へ続きます

USB

パラレル

かんたんスタートガイド

プリンタドライバとマニュアルを
インストールしましょう

つづき

本紙は、Windows XP の画面で説明しています。Windows Me、Windows 2000、Windows 98、Windows NT4.0、Windows 95の場合も同様の手順です。

右の画面が表示されたら、
プリンタの電源を入れる

チェックマークの入ったものが
インストールされます。必要な
ければチェックを外して[インス

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。
●

禁止
●

●

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。
Windows XPにインストールする場合、コンピュータの管理者として
ログオンする必要があります。
Windows 2000 / Windows NT 4.0 にインストールする場合、
Administrators のグループとしてログオンする必要があります。
次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。Windows
やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。
・コンピュータの電源を入れて、Windows が起動する途中
・プリンタドライバのインストール中
・印刷中

右図の画面が表示された
ら、[インストール]をク
リックする

［ユーティリティ］タブを
クリックし、ヘッド位置
調整アイコン（

）を

クリックする

トール]をクリックしてください。

接続され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。

インストールしない場合は、[終了]をクリックしてください。
以降、画面の指示にしたがって操作を進めてください。

次の手順 へ進めなくなった場合
［ヘルプ］ボタンをクリックして、対処方法をご確認ください。

右図の画面が表示された
ら、[OK]をクリックする

右の画面が表示されたら、
［ OK］をクリックする

プリンタにA4サイズの
普通紙が2枚セットされ
ていることを確認し、
［OK］をクリックする
右の画面が表示されたら、
［OK］をクリックする

次のような画面が自動的に表示されたら、
［キャンセル］をクリックして、
手順 から操作をやり直してください。
［ USBケーブルをご使用の場合 ］
下記画面をキャンセル後に、プリンタの電源を切り、コンピュータ側の
USBコネクタをいったん抜いてから差し直してください。

パターンが印刷されます。
PIXUS 560iでは、プリンタドライバと『プリンタ活用ガイド』(HTML
マニュアル)が、同時にインストールされます。
● 『プリンタ活用ガイド』(HTMLマニュアル)をご覧になるには、デスクト
ップにある『プリンタ活用ガイド』のショートカットアイコンをダブル
クリックするか、[スタート]をクリックし、[すべてのプログラム]（また
は[プログラム]）→[Canon PIXUS 560i] →[プリンタ活用ガイド]を選
択してください。
● 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。
●

右図の画面が表示された
ら、[終了]をクリックする

印刷されなかった場合
『基本操作ガイド』の「印刷されない／印刷がかすれる／違う色になる／
白いすじが入る」
（
p.72）をご覧ください。

印刷が終わったら［はい］
をクリックする

プリンタの電源を切る

コンピュータの電源を入れてWindowsを起動する
『プリンタソフトウェア CD-ROM』をセットする
プログラムが自動的に起動します。起動しない場合は、
［スタート］
から
［マイコンピュータ］
を選択し、

をダブルクリックします。

［使用許諾契約書］の内容
を読んで、
［ はい ］をクリ
ックする

アプリケーションをインストール
しましょう
『プリンタソフトウェアCD-ROM』には、次のアプリケーションが用意
されています。必要に応じてインストールしてください。

プリントヘッドの調整を
しましょう

らくちんCDダイレクトプリント for Canon
テンプレートや画像ファイルを選んで文字を追加するだけで、かんたんに
CD-Rラベルが作成できます。印刷すればCD-Rがお気に入りの一枚に大変
身！8cmのCD-Rにも対応しています。

きれいに印刷をするためには、プリントヘッドの位置調整をする必要があります。次
の手順でプリントヘッドの位置を調整しておきましょう。

＊

Easy-PhotoPrint＊
デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印
刷ができます。写真をすぐに印刷したい方にお勧めです。トリミングや画
像の回転などの編集が簡単にでき、Exif Printに対応しています。

インストールされている
ドライバがないことを確
認し、［インストール］
をクリックする
プリンタドライバのインストー
ルが始まります。

クリックで番号を変更することもできます

Easy-PrintToolBox
プリンタドライバをセットアップするときに、アプリケーションと同時に
インストールされます。Easy-PhotoPrintなどインストールしたアプリ
ケーションをウィンドウに表示し、選択するだけで簡単に起動できます。

Easy-WebPrint
Webページ全体を用紙の幅に収めて印刷します。Internet Explorerに追
加されるツールバーで、簡単に使うことができます。

再起動を要求する画面が表示されたら
『プリンタソフトウェアCD-ROM』を取り出し、［OK］をクリックします。
Windowsが起動したら再び『プリンタソフトウェアCD-ROM』をセット
して、手順 から操作してください。

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
目立たないパターンの番号をひとつ選び、その番号を入力する

ZoomBrowser EX＊/PhotoRecord
デジタルカメラで撮った写真を簡単にコンピュータに取り込むことができ
ます。また、キヤノン専用紙への印刷も手軽にできます。

[スタート]メニューをクリ
ックし、[コントロールパ
ネル]→[プリンタとその
他のハードウェア]→[プ
リンタとFAX]の順に選
択する

Movie-PhotoPrint
デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影した動画のうち、指定され
た範囲を45コマの静止画に変換して印刷します。束ねてパラパラめくる
とパラパラマンガができあがります。
＊

最も縦すじの
目立たないパターン

同様にして、Ｂ列〜K列の中から、縦すじの目立たない
パターンをひとつずつ選択し、その番号を入力する
H列のどのパターンも均一にならない場合は、白い縦すじが
最も目立たないパターンを選んでください。

Windows Me/Windows 2000/Windows 98/Windows NT4.0/Windows 95の
場合は[スタート]メニューをクリックし、[設定]→[プリンタ]の順に選択する
白い縦すじが
目立つパターン

PhotoStitch
デジタルカメラで撮った写真をもとに、手軽にパノラマ合成写真ができます。
3D-PhotoPrint
オプションの3Dフォトフレームを使用すると、デジタルカメラで撮った写
真をもとに、手軽に立体的な写真ができます。

縦すじの目立つ
パターン

Canon PIXUS 560iの
アイコンをクリックし、
［ファイル］
メニューか
ら
［印刷設定］
を選択する

白い縦すじが最も
目立たないパターン

最後に［OK］をクリックする
［キャンセル］をクリッ
クする

プリンタを使ってみて印刷面にすじが入った場合
『基本操作ガイド』の「印刷されない／印刷がかすれる／違う色になる／
白いすじが入る」
（
p.72）をご覧ください。

対象OSはWindows XP/Windows Me/Windows 2000/Windows 98です。

Windows Me、Windows 98、Windows 95 の場合は［プロパティ］を選択する
Windows NT4.0 の場合は［ドキュメントの既定値］を選択する

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。

