
1 プリンタの梱包を開く 2 電源コードを接続する 3 給紙トレイに普通紙をセットする

1. 排紙トレイを持ち上げます。

2. 給紙トレイ上の縦方向用紙ガイドを引き出します。

3. 横方向用紙ガイドを左にいっぱいまで移動します。

4. フォト トレイ スライダを手前にいっぱいまで引き出します。
これで、フォト トレイのセットが解除されます。

5. 給紙トレイに普通紙の束をセットします。

6. 横方向と縦方向の用紙ガイドを用紙の端にぴったりと合わせ
ます。このとき用紙が曲がらないようにしてください。

7. 排紙トレイを下げます。

1. 排紙トレイ

4. フォト トレイ スライダ

2. 縦方向用紙ガイド5. 給紙トレイ

3. 横方向用紙ガイド

イインンクク ノノズズルルおおよよびび銅銅製製
のの端端子子ににはは、、触触れれなないいでで
くくだだささいい。。

セットアップ ガイド

マニュアル

ソフトウェアとプリンタ
ヘルプを収録したCDプリント カートリッジ
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2. プリント カートリッジ ホルダーのラッチ

1. サイド ドア
3. プラスチック テープ
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6. 調整ページ
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4 言語を選択する

1. 電源ボタンを押し、プリンタの電源をオンにします。

2. メニューボタンを押します。

3. 下矢印キーを使用して [基本設定] を選択し、OK を押し
ます。

4. 下矢印キーを使用して [言語] を選択し、OKを押します。

5. 使用する言語を選択し、OK を押します。
設定を確定します。

6. 続いて [国 / 地域の設定] で使用する [国 / 地域] を選択
し、OK を押します。

日本語が初期値として設定されており、日本語を使用する場合は
この作業は必要ありません。

プリンタ

HP No. 56

HP No. 58

HP No. 57
AC アダプタ

HP No.57 カラー プリント カートリッジを
中央のストールに差し込みます。

HP No.58 フォト プリント カートリッジを
左側のストールに差し込みます。

5. プリント カートリッジ ホルダーのラッチの下
の部分を手前に押し下げます。続いてラッチ
から指を離すとラッチが閉じます。

6. サイド ドアを閉じて、OKボタンを押します。

調整ページが自動的に印刷されます。これに
より、プリント カートリッジが正しく取り付
けられたことを確認できます。

5 プリント カートリッジを取り付ける

1. 人差し指をサイドドア左側のノッチの下に差し
込み、手前に引いてドアを開きます。

2. ラッチの下の部分を手前に引き出します。プリ
ント カートリッジ ホルダーのラッチが跳ね上が
って開きます。

3. 各プリント カートリッジに付いているプラスチ
ック テープをはがします。

4. 銅の端子が先にプリンタに向くように、プリン
ト カートリッジを持ちます。

HP No.56 モノクロ プリント カートリッジを
右側のストールに差し込みます。

銅製の端子

Windows PC:
プリンタとコンピュータを
USBケーブルで接続する前に、
HP Photosmart CDを必ず

セットしてください。

hp photosmart 7550

セットアップ
ガイド



7 プリンタをコンピュータに接続する

Windows PC

1. 手順 1～5 が完了していることを確認します。コンピュ
ータの電源がオフになっている場合は、オンにします。

重要: 接続を求める画面が表示されるまで、プリンタとコ
ンピュータを接続しないでください。プリンタ ソフトウ
ェアをインストールする前に、ウィルス チェック ソフト
ウェアを無効にしてください。

2. コンピュータの CD-ROM ドライブに HP Photosmart
CD を挿入します。次のダイアログボックスが表示され
ます。

3. [hp photosmartプリンタソフトウェアをインストー
ル] をクリックします。画面に表示される指示に従って、
プリンタ ソフトウェアをインストールします。

メモ:ダイアログボックスが表示されない場合は、Windows
のエクスプローラ、またはマイコンピュータで CD-ROM
ドライブにアクセスし、setup.exe ファイルをダブル
クリックしてください。続いて、[HP Photosmart プリ
ンタ] ダイアログボックスが表示されます。 [hp
photosmartプリンタソフトウェアをインストール] を
クリックします。

重要: 接続を求める画面が表示されるまでは、プリンタと
コンピュータを接続しないでください。

4. 手順 7 に進み、プリンタとコンピュータを接続します。

Macintosh

1. 手順 1～5 が完了していることを確認し
ます。コンピュータの電源がオフになっ
ている場合は、オンにします。

重要: プリンタ ソフトウェアをインストールする前に、
ウィルス チェック ソフトウェアを無効にしてください。

2. 手順 7 に進み、プリンタとコンピュータを接続します。

6 hp photosmartプリンタソフトウェアをインストールする

Windows PC

Macintosh

メモ: 詳しいインストール手順やトラブルシューティング情報
については、『HP Photosmart ソフトウェアのセットアップ
と製品サポート』をご覧ください。

8 hp photosmartプリンタソフトウェアをインストールする
Windows PC

1. プリンタとコンピュータを接続したら、画面の指示にしたがって、HP Photosmart
プリンタ ソフトウェアとHP フォトイメージング ソフトウェアのインストールを行
います。

2. インストールが完了すると、コンピュータが再起動し、ウェルカム画面が表示されます。
[...ここをクリックしてください] をクリックすると、テスト ページが印刷されます。

Macintosh

1. プリンタとコンピュータを接続したら、コンピュータの CD-ROM ドライブに HP Photosmart CD を挿入し
ます。HP Photosmart CD のアイコンをダブルクリックします。

2. HP Photosmart のインストールアイコンをダブルクリックします。画面に表示される指示に従って、プリン
タ ソフトウェアをインストールします。

1. USB ケーブルは別途、お買い求め下さい。ケーブルは、長さが 3 メートル以下
のものをご使用ください。

2. USB ケーブルの一端をコンピュータの USB ポートに差し込みます。

3. USB ケーブルのもう一端をプリンタ背面の USB ポートに差し込みます。

メモ: USB ケーブルをプリンタ前面のカメラ ポートに差し込まないでください。
このポートは HP ダイレクトプリンティング対応デジタル カメラ専用です。

重要: プリンタが直接コンピュータに接続されていることを確認してください。
プリンタ ソフトウェアをインストールする際に、プリンタが USB ハブを介して
コンピュータに接続されていると、エラーが発生し、正常にインストールできな
い場合があります。

4. 手順 8 に進み、プリンタ ソフトウェアのインストールを行います。

その他の情報

• HP Photosmart 7550 ベーシック ガイド

• HP Photosmart プリンタ ヘルプ

• Web サイトと電話番号一覧については、
『HP Photosmart ソフトウェアのセットアップと
製品サポート』をご覧ください。

• www.hp.com/jp
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重要: プリンタ ソフトウェアをインストールする前
に、HP Photosmart CDを必ずセットしてくだ
さい。

楽しみな各種機能

HP Photosmart プリンタ ヘルプでは次の項目について説明
します。

• コンピュータを使用せずに、デジタル カメラのメモリ カ
ードから直接写真を印刷する

• メモリ カードの写真をコンピュータに保存する

• 高画質の写真をさまざまなサイズで印刷する

• 切り取りやカラー調整などのクリエイティブな機能

• フォト アルバム ページとフォト インデックス ページを
印刷する


