
A～Fすべてを入力したら[設定]をクリックし、［BJ F850プリンタユーティリティ］�
画面の［終了］をクリックして、画面を閉じる�

BJ F850BJ F850
BUBBLE JET PRINTER

スタートガイド�スタートガイド�
ープリンタの準備から印刷できるようにするまでー�

説明書はこの順番で読んでね！�

用意するもの�

✓ BJプリントヘッド�

✓ プリンタケーブル�
　（パラレルケーブルまたはUSBケーブル。�
　　お客様でご用意ください。)　�

✓ インクタンク６個� ✓ 高品位専用紙１枚 ✓ プリンタ�

✓ プリンタドライバ／�
リファレンスガイド�
（CD-ROM）�

（本書）�

箱を開けて次のものがすべて揃っているかお確かめください。�
万一、不足しているものや損傷しているものがある場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。�

箱の中を確認しよう！�箱の中を確認しよう！�

プリンタ�

BJプリントヘッド１個�

インクタンク６個�

スタートガイド�
（本書）�

基本操作ガイド�

■保証書の確認�

保証書は、お買い求めの販売店で、お買い上げ年月日などを記
入することになっています。万一記入もれがあると、保証を受
けられないことがあります。保証書の再発行はできませんので、
大切に保管してください。�

ご相談窓口のご案内�

BJ SQUARE

保証書(箱の外に貼付)

キヤノン純正�
マテリアルガイド�

プリンタドライバ／�
リファレンスガイド�
（CD-ROM１枚）�
�

クリーニングプレート�
（給紙補助プレートとしても使います）�

高品位専用紙　HR-101S�
3枚�
�

もっと詳しく�
知りたいときは�

QA7-0881-VO3J

次のページへ�次のページへ�

プリントヘッドの位置を調整する�プリントヘッドの位置を調整する�

[クリーニング]の右にある　 マーク�
をクリックし、[テストプリント]を選ぶ�

[ファイル]メニューから[用紙設定]を選ぶ� [ユーティリティ]をクリックする�

ヘッド位置調整のアイコンを�
クリックする�

メッセージを確認して[OK]をクリックすると、下のパターンが�
出力されます�
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Macintosh(iMac・G3)

箱から出したらまず読もう！�

BJ F850を設置するための説明書です。BJ F850とコン

ピュータの接続、プリンタドライバ／スキャナドライバのイ

ンストール操作などを、手順に沿って説明しています。�

印刷してみようと思ったら…�

スタートガイドで設置が終わったら読んでください。写真を印刷する操作、別売

のスキャナカートリッジを使う操作、使える用紙の種類、一般的な用紙のプリンタ

へのセット方法、困ったときの解決方法などを説明しています。このガイドを読めば、

BJ F850の基本操作をひととおりマスターできます。�

スタートガイドは、BJ F850を移設するときなどに必要です。
設置した後も大切に保管しておいてください。�

いろいろ知りたいときは…�

BJ F850をもっとつかいこなしたい...、トラブルで困っている...というときに読む説明

書です。画面で見る電子マニュアルになっており、一部の操作は動画で説明しています。

また、BJ F850の高画質写真印刷を体験できる体験フォトプリントも入っています。�

�

Windows NT®4.0をご使用の場合�

Windows NT®4.0にプリンタドライバをインストールする場合はReadmeファイルをお読みください。�
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PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

をクリックして番号入力�

印刷されたヘッド位置調整パターンを見ながら下のように
入力する�
A～Eについてはもっとも均一でなめらかに印刷された番号を入力する�

Fについては縦の白スジが目立たない
パターンの番号を入力する�

番号入力で判断に迷ったと
きは次のようにしてください。�

A.B.C.の場合�
→番号の大きい方を入力�

D.の場合�
→A.と同じ番号を入力�

E.の場合�
→B.と同じ番号を入力�

番号入力で判断に
迷ったときは次の
ようにしてください。�

F.の場合�
→番号の小さい方�
　を入力�
�

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。�
プリントヘッドの位置がずれていると、きれいに印刷することができません。�
次の手順でヘッド位置調整パターンを印刷し、プリントヘッドの位置を調整しておきましょう。�

高品位専用紙が１枚セットされて、紙間選択
レバーが　　の位置にあることを確認する�
�

より白い面が表�

　次は「基本操作ガイド」をお読みください�
�
基本操作ガイドは、印刷をするときに必要な設定や操作などを詳しく説明しています。�

・リファレンスガイドを読むためには、Acrobat Readerのインストールが必要です。�

・リファレンスガイドの読み方は、CD-ROMケース内のブックレットで詳しく説明しています。必ずお読みください。�

参考�

参考� コンピュータとプリンタを接続するプリンタケー
ブルは同梱されておりませんので、別途購入して
ください。�

参考�

正しく調整するために、用紙は必ず高品位専用紙を、使用してください。�参考�

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

むらのある印刷例

むらのある印刷例

均一な印刷例

+7

+6

+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

F

A    B    C    D    E

縦の白スジの目立つ印刷例

縦の白スジの目立つ印刷例

縦の白スジの目立たない印刷例



プリンタの準備�プリンタの準備�
用意するもの�
プリンタ本体� BJプリントヘッド　� インクタンク６個� 高品位専用紙１枚�

保護テープや保護材などを取り除きます�

電源を入れます�

BJプリントヘッドを取り付けます�

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。�

注意�

Photo
Photo

青色のレバーを�
止まるところまで上げる�

フロントカバーを�
開ける�

青色のレバーを�
下げる�

Photo
Photo

カチッと音がするまで�
押し下げる�

2

真横からの断面図�

やや斜めの状態で�
浮いている�

禁止�

プリントヘッド部と電極部に
は触れないでください。�
故障の原因になります。�

一度外した保護キャップは、
再装着しないでください。�

電極部�

プリント�
ヘッド部�

必ず壁などに固定されている�
コンセントに接続する�

イエローインクタンク（BCI-5Y）を取り付けます�

オレンジ色のテープを�
上の方向に引っ張る�

BJプリントヘッドを�
袋から取り出す�

PUSH

引きはがす�

PUSH

3

AC100V　50Hz/60Hz

電源ボタンを�
押す�

かるく�
置くだけ�

プリントヘッドホルダが�
自動的に中央へ移動する�

裏返すと�

イエローインクタンク�
（BCI-5Y）を用意する�

BJプリントヘッドを�
取り付ける�

フロントカバーを閉じて�
排紙トレイと用紙サポートを収納する�

初期動作音が�
数秒続き、緑色の�
ランプが点灯します�

Photo
Photo

保護テープを�
はがす�

このオレンジ色のものが�
保護キャップ�用紙サポート�

フロントカバー�

排紙トレイ�

保護キャップを�
図のように取り外す�

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH



イエローインクタンクと同様にステップ１から６の手順に従って、残り５つのインクタンクを取り付けます�

Photo
Photo

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

Photo
Photo

PUSH

保護キャップは�
再装着しないで�
ください�

PUSH

裏返すと� このオレンジ色のものが�
保護キャップ�

この部分を�
親指で押さえて�

Photo
Photo

この部分を�
カチッと�

音がするまで押す�

シールを見て、イエロータンクを�
入れる場所を確認�

正しくセットされているか�
シールを見てもう一度確認�

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「色味がおかしい」
(P.77)を参照し、プリントヘッド
をきれいにしてください。�

禁止�

参考�

4 5

回転させると�
のりがはがれて�
キャップが取れる�

インク出口には触らないで
ください。�

インクタンクの側面を押さ
ないでください。�
インクが飛び出ることがあ
ります。�

一度外した保護キャップは
再装着しないでください。�

禁止�

Photo
Photo

この部分が�
少し浮いている�

これでプリンタのセットアップは終了しました。�
次はケーブルの接続、プリンタドライバのインストールを行います。�

Windows®をお使いの場合�

Macintoshをお使いの場合　　�

→次のページへ進む�

→P.10へ飛ぶ➶
プリンタ�
ドライバの�
インストール�

コンピュータと�
プリンタを�
接続する�

Photo
Photo

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

フロントカバーを�

閉じると、BJプリントヘッドが�

右側に移動し、インクの�

充てんが始まります。�

付属の高品位専用紙をプリンタに１枚セットします�

プリントヘッドの位置調整をするた
めに高品位専用紙をセットします。�
普通紙を使用すると、正しく調整が
できませんので、必ず高品位専用紙
をセットしてください。�

用紙サポートを�
引き出す�

より白い方が印刷面�

裏面はやや黄みがかっています�

手前に倒して�
排紙トレイを�
引き出す�
�

付属の高品位専用紙�
を１枚用意する�

用紙ガイドを�
軽く当てる�

フロントカバーを�
閉じる�

Photo
Photo

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

PUSH

ラベルの色で位置を確認する�

印刷面を上にして�
プリンタにセットする�

保護キャップ�

紙間選択レバーが　　の�
位置にあることを確認する�

参考�

インク出口�

インクタンク側面�



BJ F850の電源を切る�

パラレル接続�
の場合�

USB接続の�
場合�
�

ケーブルの接続とプリンタドライバ・�
IS Scanソフトのインストール�
ケーブルの接続とプリンタドライバ・�
IS Scanソフトのインストール�
用意するもの�

プリンタドライバ／リファレンスガイド�
（CD-ROM）�

BJ F850とコンピュータを接続する方法には、パラレル接続とUSB接続の２つがあります。�
接続方法によって、プリンタケーブルの種類とドライバのインストール方法が異なります。�
�

76

BJ F850とコンピュータの電源を切る�

［ソフトウェアのインストール］を�
クリックする�

Windowsの起動が終了してデスクトップが現れたら、BJ F850の�
電源を入れる�

パラレルケーブルを接続する�

使用許諾契約書を読んで、［はい］をクリックする�

［USBケーブルでプリンタを接続］の画面が�
表示されます�
次のステップ７でUSBケーブルを接続すると、�
画面が消えます�

［Canon BJ F850］が表示されている�
ことを確認して、［OK］をクリックする�
Windows 95をお使いの場合、下の画面は表示�
されません。�

使用許諾契約書を読んで、［はい］をクリックする�

［ソフトウェアのインストール］をクリックする� ［USB］をクリックする�

Windows

ここでは、必ず［OK］をクリックして
ください。�

コネクタの形状や取り付けかたは、それぞれ
お使いの機種によって異なります。詳しくは
コンピュータの取扱説明書をご覧ください。�

［プリンタドライバ］が選択されていることを確認し、�
［スタート］をクリックする�

�

USBケーブルを接続する�

コンピュータの裏側の接続口� パラレルケーブルを用意する� USBケーブルを用意する（２m以内）�

コンピュータに接続する�
ケーブルの接続口の形状�

コンピュータの裏側の接続口�

コンピュータに接続する�
ケーブルの接続口の形状�

OFF

Windows 98

プリンタへ�
接続します�

❶ もう一方を�
ご使用の�

コンピュータへ�
接続します�

❷

コンピュータの電源を入れ、プリ
ンタドライバ／リファレンスガイ
ドCD-ROMをCD-ROMドライブ
にセットする�

コンピュータの電源を入れる�

ON

BJ F850の電源を入れる�
�

USBドライバが自動的にインストールされます�

ON

プリンタケーブルを接続するときは、BJ 
F850とコンピュータの電源が切れている
ことを確認してください。�

OFF

USBってなに？�
❷

❶

❷

別売のスキャナカートリッジ（IS-52）
をお買い求めの場合は、［IS Scanソ
フトウェア］も選択し、［スタート］をク
リックします。�

❶

次のページの�
ステップ10へ➶

コンピュータと接続する方法は�
どちらですか？�

コンピュータの裏側を見て接続口の形態を見てみましょう�

Windows 98対応コンピ
ュータやiMacなどで採用
された、新しいインタフェー
スで、高速にデータ転送でき、
接続が簡単です。�

Windows 98、Windows 95 Windows 98のみ�

USBケー
ブルは�

まだ接続し
ないで�

下の画面が表示されたら、［プリンタドライバ］が�
選択されていることを確認し、［スタート］をクリ
ックする�

別売のスキャナカートリッジ（IS-52）をお買い
求めの場合は、［IS Scanソフトウェア］も選択し、
［スタート］をクリックします。�

次のページの�
ステップ10へ➶

参考�

インストール前には、起動中のアプリケーショ
ンソフトは終了してください。また、以前BJプ
リンタを使っていた場合、バージョンの異なる
BJプリンタドライバを削除してからインストー
ルしてください。�
本ガイドの画面はWindows 98の画面です。
Windows 95で使用する場合もほとんど同じ
画面が表示され、操作方法も変わりません。�
�

注意�

プリンタへ�
接続する�

❶

もう一方を�
ご使用のコンピュータへ�
接続し、２ヶ所のねじで�

固定する�

❷

上下にあるクリップで�
コネクタを固定する�

オプション�

オプション�

参考�

［新しいハードウェアの追加ウ
イザード］が表示された場合は、
［キャンセル］をクリックして、
USBケーブルを抜いてください。�

参考�

CD-ROMをセットしても左の画面
が表示されない場合は、デスクトッ
プの［マイコンピュータ］アイコンを
ダブルクリックし、CD-ROMアイコ
ンをダブルクリックしてください。�

参考�

CD-ROMをセットしても左の画
面が表示されない場合は、デスク
トップの［マイコンピュータ］アイ
コ ン を ダ ブ ル クリックし 、
CD-ROMアイコンをダブルクリッ
クしてください。�

参考�

参考�

参考�

参考�

Windows®98
Windows®95

プリンタドライバ／リファレンスガイド
CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする�



IS Scanソフトウェアのインストールが始まります� 「すべてのインストールが完了しました」というメッセージが
表示されたら、［OK］をクリックする�

[戻る]をクリックし、[終了]をクリックする�

インストール先を確認して、［次へ］をクリックする� プログラムフォルダを確認して、［次へ］を�
クリックする�

プリンタドライバ／リファレンスガイドCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする�

8 9

「すべてのインストールが完了しました」というメッセージが表示されたら、�
［OK］をクリックする�

インストールが始まります�

［戻る］をクリックする�

Windows 98/95パラレル、USB接続共通�

［Readme］をクリックすると、プリンタドラ
イバに関する情報を見ることができます。�

お使いの環境によっては次の画面が表示されます。
［はい］をクリックしてコンピュータを再起動してく
ださい。�

[終了 ]をクリックする�

これでプリンタドライバのインストールが終了しました。�
正しくインストールされるとデスクトップに［BJラスタプリンタ］フォルダ
が作られます。�

オプション�

IS Scanソフトウェアのインストール�オプション�

別売の「カラーイメージスキャナカートリッジ IS-52」をお使いになる場合は、次の手順でIS Scanソフトウェアをインストールしてください。�

コンピュータの電源を入れる� BJ F850の電源を入れる�

［ソフトウェアのインストール］をクリックする� ［IS Scanソフトウェア］をクリックし、ボタンが�
赤くなっていることを確認してから［スタート］�
をクリックするとインストールが始まります�

［標準インストール］が選択されていることを確認して、
［次へ］をクリックする�

これでソフトウェアのインストールが終わりました。�
続いて、「プリントヘッドの位置を調整する」を見ながら、プリントヘッドの位置を調整してください→次のページへ➶

プリントヘッドの位置を調整する�プリントヘッドの位置を調整する�Windows®98
Windows®95

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。�
プリントヘッドの位置がずれていると、きれいに印刷することができません。�
次の手順でヘッド位置調整パターンを印刷し、プリントヘッドの位置を調整しておきましょう。�

[ユーティリティ]タブをクリックし、�
　　アイコンをクリックする�

[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�

　　を右クリックしてプロパティを選択し、�
メッセージが表示されたら［OK］をクリックする�
�

メッセージを確認して[OK]をクリックすると、下のパターンが出力されます�

メッセージを確認して[はい]を�
クリックする�

印刷されたヘッド位置調整パターンを見ながら下のように
入力する�
(A)～(E)についてはもっとも均一でなめらかに印刷された番号を入力する�

(F)については縦の白スジが目立
たないパターンの番号を入力する�

（A）～（F）すべてを入力したら[OK]をクリックし、［BJ F850プロパティ］画面の�
［OK］をクリックして、画面を閉じる�

をクリックして番号入力�

　次は「基本操作ガイド」をお読みください�
�
基本操作ガイドは、印刷をするときに必要な設定や操作などを詳しく説明しています。�

❶

❷

❶

❷

前ページより�

［IS Scanソフトウェア］も同時にインストー
ルした場合、「IS Scanソフトウェアのインス
トール」のステップ7に進みます➷

オプション�

高品位専用紙が１枚セットされて、�
紙間選択レバーが　　の位置に�
あることを確認する�

❸

TWAIN対応のアプリケーションからのみスキャナをお使いの場
合は［TWAIN ドライバだけをインストール］を選ぶこともできます。�

番号入力で判断に迷ったときは
次のようにしてください。�

(A)(B)(C)の場合�
→番号の大きい方を入力�

(D)の場合�
→(A)黒と同じ番号を入力�

(E)の場合�
→(B)シアンと同じ番号を入力�

正しく調整するために、用紙は必ず高品位専用紙を、使用してください。�

右クリックとはマウスボタンの右
側をクリックすることです。ショー
トカットメニューを表示するとき
の操作です。�

番号入力で判断に
迷ったときは次の
ようにしてください。�

(F)の場合�
→番号の小さい方�
　を入力�

CD-ROMをセットしても左の
画面が表示されない場合は、
デスクトップの［マイコンピュ
ータ］アイコンをダブルクリッ
クし、CD-ROMアイコンをダ
ブルクリックしてください。�

❶
❷

より白い面が表�

参考�

参考�

参考�

参考�

参考�

参考�

参考�

これでIS Scanソフトウェアのインストールが終了しました。�
IS Scanソフトウェアの基本的な使いかたについては、「基本操作ガイド」の「スキャナカートリッジ（別売）を使ってみよう」P.1６を参照してください。�

［Canon BJ F850］が表示されている�
ことを確認して、［OK］をクリックする�
Windows 95をお使いの場合、下の画面は表示されません。�

むらのある印刷例

むらのある印刷例

均一な印刷例

縦の白スジの目立つ印刷例

縦の白スジの目立たない印刷例

縦の白スジの目立つ印刷例
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+3
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+1
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0
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USBケーブルを接続する�BJ F850の電源を切る

10

ケーブルの接続とプリンタドライバ・�
IS Scanソフトのインストール�
ケーブルの接続とプリンタドライバ・�
IS Scanソフトのインストール�
用意するもの�
プリンタドライバ／リファレンスガイド�
（CD-ROM）�

Macintosh(iMac・G3)

USBケーブル�

11

BJ F850を接続できるMacintoshは、iMacおよびPower Macintosh G3のUSB搭載モデルのみです。�

ここではMacintosh１台との接続の場合を説明しています。ネットワーク接続で使用する場合はBJ F850リファレンス
ガイドを参照してください。�

インストールするときは、次の点にご注意ください。�

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、OFFにするかシステムからはずしてください。�
アプリケーションソフトが起動している場合は、終了させてください。�

［プリンタドライバ］フォルダを開く� ［BJインストーラ］をダブルクリックする�

❷

これでIS Scanソフトウェアのインストールが終了しました。�
IS Scanソフトウェアの基本的な使いかたについては、「基本操作ガイド」の「スキャナカートリッジ（別売）を使ってみよう」�
P.16を参照してください。�

OFF

ON

使用許諾契約書を読んで、［同意する］を�
クリックする�

［BJ F850］を選択されていることを�
確認し［選択］をクリックする�

インストール先を選んで［インストール］を�
クリックする�

❶

インストールが終わったら、［再起動］をクリックする�

コンピュータが再起動したら、アップル�
メニューの［セレクタ］を選択する�

「BJ F850」のアイコンをクリックする�
下のように設定し、セレクタを閉じる�

これで印刷できる状態になりました。�

コンピュータが再起動されたら、インストールの�
完了です。�
�

簡易インストールが始まります�

❷

❶

他のアプリケーションソフトを開いたままの
状態でインストールすると下のメッセージが
表示されます。書類を保存したい場合は、［キ
ャンセル］をクリックして、もう一度インスト
ールし直してください。書類を保存しなくて
もよい場合は、［続ける］をクリックします。�

プリンタドライバ／リファレンスガイドCD-ROMを

CD-ROMドライブにセットする�

IS Scanソフトウェアのインストール�オプション�

別売の「カラーイメージスキャナカートリッジ IS-52」をお使いになる場合は、次の手順でIS Scanソフトウェアをインストールしてください。�

コンピュータの電源を入れる� ［スキャナドライバ］フォルダを開く�

インストール先を選んで、［インストール］を�

クリックする�
使用許諾契約書の内容を読んで、�

［同意する］をクリックする�

［インストーラ］アイコンをダブルクリック�

する�

❷

❶

これでソフトウェアのインストールが終わりました。�
続いて、「プリントヘッドの位置を調整する」を見ながら、プリントヘッドの位置を調整してください→次のページへ➶

USBってなに？�

Windows 98対応コンピュー
タやiMacなどで採用された、
新しいインタフェースで、高
速にデータ転送でき、接続が
簡単です。�

❷

プリンタの電源を入れる�

コンピュータの電源を入れ、プリンタドラ
イバ／リファレンスガイドCD-ROMを
CD-ROMドライブにセットする�

もう一方を�
ご使用の�

コンピュータへ�
接続します�プリンタへ�

接続します�

❶

参考�

参考�

スキャナユーティリティソフト「Copy Utility」を使用する場合は、［スキャナユーティリティ］フォルダの中にある「Copy Utility」フォルダをハードディスクに
コピーしてください。Copy Utilityについては、プリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROM内の「IS-52リファレンスガイド」をご覧ください。�

参考�

�
参考� BJプリントモニタを使用する場合は、バッ

クグランドプリントを[ON]に設定する必
要があります。詳しくはプリンタドライバ/
リファレンスガイドCD-ROM内のBJ 
F850リファレンスガイドをご覧ください。�


