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●トラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」（77ページ）を参照してください。�

最初に必ず�
読んでね！� かんたんスタートガイド�

USB 2.0認証�
ケーブル（3m以内）�

USB 2.0 Hi-Speed�
対応コネクタ（上段）�

USB 2.0 Full Speed�
対応コネクタ（下段）�

電源コード�

電源を�
切ってね！�

プリントヘッド�

インクタンク�
フォトマゼンタ (BCI-6PM)�
レッド (BCI-6R)�
ブラック (BCI-6BK)�
フォトシアン (BCI-6PC)�
シアン (BCI-6C)�
マゼンタ (BCI-6M)�
イエロー (BCI-6Y)

プリンタソフトウェアCD-ROM

平らな場所に置く�

プリンタの手前にものを置かない� プリンタの電源を入れる�

しっかりと上げる�

開ける�

しっかりと下げる�

プリントヘッド�

インクタンク�
フォトマゼンタ （BCI-6PM）�
レッド （BCI-6R）�
ブラック （BCI-6BK）�
フォトシアン （BCI-6PC）�
シアン （BCI-6C）�
マゼンタ （BCI-6M）�
イエロー （BCI-6Y）�

触らないで！�

触らないで！�

ここは押さないで！�

カチッというまで�
しっかり押し込んでね！�

取り外したら捨てる�

すべて取り付ける�

差し込む�コンピュータの電源は�
まだ入れないで！�

◆ 使用説明書（かんたんスタートガイド×2／基本操作ガイド）�
◆ CD-Rトレイガイドをとりつけよう／�
　 フォトペーパーカセットをとりつけよう�
◆ フォトプリントを楽しもう�
◆ PictBridgeでかんたん写真印刷！�
◆ 保証書�
◆ サービス＆サポートのご案内�
◆ CD-Rトレイガイド／フォトペーパーカセット保管箱�

フォトペーパーカセット�

8cmCD-R アダプタ�

CD-Rトレイガイド�

※USBケーブルはキヤノン製またはコンピュータメーカー純正のものを別途ご用意ください。�

そろっていますか？� まず、つなごう！� つぎに、とりつけよう！�

プリンタドライバのインストール� つづく�

つなげたかな？�

置き場所を決めるときは�

Windows

PIXUS 990i には2種類のUSBコネクタが装備されてい
ます。�

コンピュータがUSB 2.0 Hi-Speedに対応していない場合、ま
たはコンピュータの環境を確認することができない場合は、下
のコネクタ（USB 2.0 Full Speed）に接続してください。�
�
USB 2.0 Hi-Speedの動作環境�
●OS：Windows XP/Windows 2000�
Windows Me/Windows 98での動作は保証しておりません。�

●USB 2.0ドライバ：マイクロソフト社製USB 2.0 ドライバ�
マイクロソフト社製のドライバはWindows Updateもしくは
Service Pack等により入手可能です。マイクロソフト社製以外の
USB 2.0ドライバでの動作は保証しておりません。�

取り外したら�
捨てる�

閉じる�

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめ
ます。点滅が終わり（約一分）、緑色の
点灯に変わるまで他の操作を行わないで
ください。�

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　
を矢印の方向に引いて、すべてはが
してから、包装　をはがす�
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テープをはがす�
�

電源コード�

プリンタ背面�

中央に出てくる�
ここに取り付けます�

プリンタ本体�

※USBケーブル（別売）�

最初に取り付けるインクタンクは必ず同梱のものをご使用ください。�
古いタンクを使うと故障の原因となります。�

CD-Rトレイ�



プリンタドライバとマニュアルをインストールしよう� プリントヘッドを調整しよう�

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。�

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。�

60秒ほど動作音が続きます。�
次の手順7に進めないときは［ヘルプ］ボタンを押して、対処方法
を確認してください。�

Windows XP以外をお使いの場合は、［スタート］→［設定］
→［プリンタ］の順に選びます。�

Windows Me/Windows 98をお使いの場合は［プロパティ］
を選びます。�

インストールされた『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してください。�

プログラムが自動的に起動します。�
起動しない場合は［マイ コンピュータ］をクリックし、　  
をダブルクリックします。�

再起動を促す画面が表示されたら、［OK］をクリックして
コンピュータを再起動します。�

『フォトプリントを楽しもう』を読んでね！�
どんなときに、どのアプリケーションソフトを使えばよいかわかります。�

電源が切れるまで、�

20秒ほど動作音が続きます。�

1 プリンタの電源を切る�

2 コンピュータの電源を入れて、Windowsを起動する�

6 以下の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れる�

7 以下の画面が表示されたら［OK］をクリックする�

1 A4サイズの用紙を2枚セットする�

8 以下の画面が表示されたら［OK］をクリックする�

9 ［インストール完了］の画面が表示されたら［終了］
をクリックする�

3 『プリンタソフトウェア CD-ROM』をCD-ROM
ドライブに入れる�

4 使用許諾契約書の画面が表示されたら、内容をよ
く読んで［はい］をクリックする�

3 ［Canon PIXUS 990i］をクリックし、［ファイ
ル］メニューから［印刷設定］を選ぶ�

4 ［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�

2 ［スタート］→［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］の順に選ぶ�

7 印刷された用紙を見て、C列のパターンの中から最
も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号を
入力する�

8 E列、F列、I列も同様に、縦すじの目立たないパタ
ーンをひとつずつ選び、番号を入力する�

これでプリンタの準備が完了しました。�
印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。�

5 以下の画面が表示されたら［インストール］を�
クリックする 

● ウィルス検知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は、［コンピュータの管理者］
の権限を持つユーザ名でログオンする必要があります。�

● Windows 2000にインストールする場合は、Administratorsの
グループとしてログオンする必要があります。�

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USBケーブルをいったん抜き、差し直す�
④ 以下の手順1から操作する�

もし次のような画面が自動的に表示されたら･･･�

アプリケーションソフトをインストールするには�
次の画面が自動的に表示されたら、インストールしたいアプリケー
ションソフトにチェックマークがついていることを確認し、［イン
ストール］をクリックする。インストールしない場合は、［終了］
をクリックする。�

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。8cmのCD-Rにも対応しています。�
ZoomBrowser EX/PhotoRecord�
デジタルカメラで撮った写真をフォルダごとに収納でき、アルバムを作る
こともできます。�
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。�
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。ExifPrint対応です。�
3D-PhotoPrint�
写真などのデータを編集し、オプションの3Dフォトフレームに入れると
立体写真ができます。�
Movie-PhotoPrint�
デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、45枚の連続写真に
して印刷します。�
PhotoStitch�
複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。�
Easy-PrintToolBox�
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、選択するだけで間単に起動できます。�

点滅しているときは、�
点滅が終わってから切ってね！�

印刷が終了したら･･･�

もう一枚のパターンが印刷され、自動で�
ヘッドの位置が調整されます。�
�

縦すじの目立たないパターンの例�

縦すじの目立つパターンの例�

確認してね！�

ここをつまんで�
用紙の端に�

合わせてね！�

右端に�
合わせてね！�

手前に�
引き出してね！�

Microsoft、Windows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をそれぞれWindows XP、Windows Me、Windows 2000、Windows 98と略して記載しています。�

クリック�

クリック�

クリック�

クリック�

クリック�

クリック�

クリック�

9 以下の画面が表示されたら［OK］をクリックする�

10 以下のパターンが印刷されたら、ヘッド位置調整が完
了します�

クリック�

入力したら�
クリックしてね！�

以降は画面の指示にしたがってください。�

クリック�

クリック�

クリック�

クリック�

5 以下の画面が表示されたら［OK］をクリックする�

クリック�

6 画面が自動的に表示されて、パターンの印刷が始
まる�

印刷が開始されるまでに約60秒�
かかります。�

�
ヘッド位置調整が正しく行なわれなかった場合は、電源ランプが
オレンジ色に11回点滅します。�
�
このようなときは『基本操作ガイド』の「困ったときには」を参
照し、再度ヘッド位置調整を行ってください。�


