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属する保証書に明記されています。本

書の記載事項を追加保証として解釈し

てはなりません。HP は本書の内容に

関する技術上または編集上の誤記また

は脱落について責任を負わないものと

します。

Hewlett-Packard Company は、本製品

の設置やパフォーマンス、あるいは本

ドキュメントおよび本ドキュメントに

記載されているプログラムの使用に関

係する、あるいは起因する付帯的なあ

るいは結果的な損害について責任を負

わないものとします。

ご注意：規制情報は本ガイドの「技術

情報」という章に記載されています。

多くの地域において、次のもののコピ

ーを作成することは法律で禁じられて
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– 身分証明バッジ、カード、

身分証明章

● 政府発行の証紙：

郵便切手

食糧切符

● 政府機関宛ての小切手や手形

● 紙幣、トラベラーズ チェック、

為替

● 定期預金証書
● 著作権で保護されている成果物

安全に関する情報

警告 発火や感電を防止する

ために、本製品を雨やその他

の水分にさらさないよう注意

してください。

本製品を使用する際は常に基本的な安

全上の予防措置を講じるようにしてく

ださい。発火や感電によるけがのリス

クの引き下げにつながります。

警告 感電の危険性がありま

す

1. セットアップ ガイドに記述され

ている指示すべてをお読みの

上、内容を理解するようにして

ください。

2. 本体を電源に接続する際は、接

地されているコンセントのみを

使用してください。コンセント

が接地されているかどうか不明

の場合は、資格のある電気技術

者にお尋ねください。

3. 製品に表示されているすべての

警告と手順に従ってください。

4. 本体のクリーニングを行う際は

コンセントから外してから行っ

てください。

5. 水の近くに本製品を設置した

り、あるいは濡れた手で本製品

を使用したりしないでくださ

い。

6. 本製品は安定した表面にしっか

りと設置してください。

7. だれかが電源コードを踏みつけ

たりつまずいたりすることのな

い、また電源コードが損傷する

ことのない、安全な場所に本製

品を設置してください。

8. 本製品が正常に動作しない場合

については、オンライン ヘルプ

のトラブルシューティングの項

を参照してください。

9. お客様ご自身で分解修理しない

でください。修理については資

格のあるサービス担当者にお問

い合わせください。

10. 風通しのよいところでご使用く

ださい。
11. HP 提供の電源アダプタ以外は

使用しないでください。

警告 この装置は、主電源の

供給が停止したときには動作

しません。
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1 HP All-in-One の概要

HP All-in-One は、HP All-in-One のコントロール パネルまたはコンピュータ

にインストールした [HP ソリューション センター] ソフトウェアでコントロ

ールできます。このガイドでは、HP All-in-One のコントロール パネルを使

用してコピーする方法、メモリ カードまたはストレージ デバイスから写真を

印刷する方法について説明します。 このほかに、ソフトウェア アプリケーシ

ョンから印刷する方法、HP All-in-One のメンテナンスとトラブルシューティ

ングなどについても説明します。[HP ソリューション センター] ソフトウェ

アには、コピー、スキャン、写真などの機能をはじめ、トラブルシューティ
ングのヒントとヘルプ情報などが収録されています。[HP ソリューション セ
ンター] の詳細については、オンスクリーン [HP ソリューション センター ヘ
ルプ] と 「HP ソリューション センター ソフトウェアの使

用」.HP Photosmart 2570 All-in-One series を参照してください。

注記 OS 9 v9.1.5 など、OS X v10.1.5 以前のバージョンの Mac OS を
ご使用の場合は、[HP ディレクタ] アイコンから [HP Image Zone] ソ
フトウェアの機能にアクセスします。OS X では、Dock にある [HP デ
ィレクタ] のアイコンを選択します。OS 9 では、デスクトップにある

[HP ディレクタ] へのショートカットをダブルクリックします。

OS X v10.2 以降を使用している場合、[HP Image Zone] ソフトウェア

には [HP Image Zone] ウィンドウからアクセスします。

この章では、HP All-in-One のハードウェア機能、コントロール パネルの機

能、[HP Image Zone] ソフトウェアへのアクセス方法を説明します。

HP All-in-One の概要
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番号 説明

1 カバー

2 ガラス板： スキャンまたはコピーす

る原稿をこのガラス板の上に置きま
す。

3 メモリ カード スロットと前面 USB
ポート:メモリ カード、カメラ、スト

レージ デバイスの写真を直接印刷し

ます。

4 横方向用紙ガイド

5 用紙補助トレイ

6 用紙トレイ

7 コントロール パネル：HP All-in-One
の各機能の操作に使用します。コント
ロール パネル上のボタンの詳細につ

いては、「コントロール パネルの概

要」 を参照してください。

8 カラー グラフィック ディスプレイ：

メニュー、写真、およびメッセージを
表示します。

9 後部アクセス ドア： 詰まった用紙を

取り出すときなど、デバイス内部にア
クセスできます。

10 後部 USB ポート：コンピュータに接

続します。

11 Ethernet ポート：有線ネットワーク

に接続します。

12 電源コネクタ

コントロール パネルの概要

このセクションでは、HP All-in-One のコントロール パネルにあるさまざま

なボタン、ランプ、矢印の機能について説明します。

第 1 章
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コントロール パネルの機能

番号 名称および説明

1 [カラー グラフィック ディスプレイ]：メニュー、写真、およびメッセージ

を表示します。カラー グラフィック ディスプレイは、見やすい位置にく

るように角度を調整できます。

2 [上矢印]：上のメニュー オプションに移動したり、ズーム モードで表示領

域を上に動かしたり、ビジュアル キーボードで移動するときに使用しま

す。

3 [注意ランプ]：問題が発生したことを示します。詳細はカラー グラフィッ

ク ディスプレイをご覧ください。

ユーザー ガイド 7
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番号 名称および説明

4 [右矢印]：数値を上げたり、ズーム モードで表示領域を右に動かしたり、

ビジュアル キーボードで移動したり、カラー グラフィック ディスプレイ

に表示した写真を先に進ませたりします。

5 [下矢印]：下のメニュー オプションに移動したり、ズーム モードで表示領

域を下に動かしたり、ビジュアル キーボードで移動するときに使用しま

す。

6 [キャンセル]：操作の停止、メニューの終了、設定の終了を行います。

7 [回転]：カラー グラフィック ディスプレイに表示している写真の向きを

90 度回転します。続けて押すと、90 度ずつ回転します。

注記 回転はアルバム モードで印刷する場合にのみ有効です。

8 [ズーム]：ズームインを押すと、カラー グラフィック ディスプレイに表示

されている画像が拡大されます。ズームアウトを押すと、カラー グラフ

ィック ディスプレイに表示される写真の範囲が広がります。このボタン

は、印刷時にトリミング ボックスを調整する場合にも使用できます。

9 [フォト プリント]：メモリ カードやストレージ デバイスから写真を印刷

するときやコンピュータに写真を保存するときはこのボタンを使用してく
ださい。

10 [スキャン スタート]：スキャン ジョブを開始し、[スキャンの送信先] ボタ

ンで選択したスキャン先に画像を送信します。

11 [コピー スタート - カラー]：カラー コピーを開始します。

12 [コピー スタート - モノクロ]：モノクロ コピーを開始します。

13 [コピーメニュー]：コピー枚数、用紙サイズなどコピー オプションを選択

します。

14 [スキャンの送信先]：スキャンの送信先を選択します。

15 [フォト メニュー]：好みの状態で表示または印刷できるように、写真を調

整します。利用できる機能には、カラー効果、写真の明度、フレーム、赤
目の補正などの機能があります。

16 [フォト シート]：メモリ カード スロットにメモリ カードが挿入されてい

ると、フォト シートを印刷します。フォトシートには、メモリカード内

のすべての写真のサムネイル ビューが表示されます。フォトシート上で

印刷したい写真を選択し、そのフォトシートをスキャンすることで写真を
印刷できます。

第 1 章
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番号 名称および説明

17 [HP Instant Share]：ネットワーク接続した HP All-in-One で画像を直接

送受信します。HP All-in-One を USB 接続すると、コンピュータの

HP Instant Share ソフトウェアを使用して画像を送信できます。

18 [セットアップ]：レポートの印刷やメンテナンス、ヘルプのメニュー シス

テムを呼び出します。

19 [左矢印]：数値を下げたり、ズームモードで表示領域を左に動かしたり、

ビジュアル キーボードで移動したり、カラー グラフィック ディスプレイ

に表示した写真を前に戻したり、メニューを終了したりします。

20 [On]：HP All-in-One の電源をオン/オフにします。HP All-in-One の電源を

オフにしていても、本体には必要 小限の電力が供給されています。電源
との接続を完全に切断するには、本体のプリンタをオフにし、電源コード
を抜きます。

21 [OK]：カラー グラフィック ディスプレイに表示、選択されているメニュ

ー、設定、値を確定します。

カラー グラフィック ディスプレイのアイコン

カラー グラフィック ディスプレイでは、画面の下部に次のアイコンを表示

し、ネットワーク ステータスなどの HP All-in-One に関する重要な情報を知

らせます。ネットワークの詳細については、「ネットワークへの接続」を参
照してください。

アイコン 用途

アイコンの色はプリント カートリッジの色、アイコンの塗り

つぶした領域はプリント カートリッジのインク残量に対応し

ています。

不明なインク カートリッジがセットされていることを示しま

す。インク カートリッジに他社製のインクが入っている場合

にこのアイコンが表示されます。

カラー グラフィック ディスプレイに別のアイコン セットが

表示されていることを示します。

有線ネットワーク接続の状態を示します。

アイコンが青の場合は、有線接続していることを示します。
アイコンがグレーの場合は、有線接続していないことを示し
ます。

(続き)
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アイコン 用途

HP Instant Share メッセージが受信されたことを示します。

HP Instant Share アイコンの色が青ではなくグレーの場合、

[自動チェック] 機能がオフになっています。

HP Instant Share が表示されない場合は、新着メールがない

か、HP Instant Share がセットアップされていません。

Bluetooth アダプタがインストールされ、接続が存在すること

を示します (別売の Bluetooth アダプタが必要です)。

Bluetooth の設定方法については、「接続情報」を参照してく

ださい。

カラー グラフィック ディスプレイのスリープ モード

カラー グラフィック ディスプレイを操作しない状態が 2 分間続くと、ディ

スプレイの寿命を延ばすためにディスプレイが暗くなります。 操作しない状

態が 60 分間続くと、カラー グラフィック ディスプレイはスリープ モードに

なり、画面の表示が完全に消えます。コントロール パネルのボタン操作、カ

バーの持ち上げ、メモリ カードの挿入、接続されているコンピュータからの

HP All-in-One の操作、前面のUSBポートへのストレージ デバイスやカメラ

の接続などを行うと、画面が再び表示されます。

メニューの概要
次の図は、HP All-in-One のカラー グラフィック ディスプレイに表示される

メニューの一覧です。

フォト メニュー

コントロール パネルの [フォトメニュー] ボタンを押すと、次の [フォト メニ

ュー] オプションを使用できます。

1. 簡単プリントウィザー

ド

2. 印刷オプション

3. 特殊機能

4. 編集

5. コンピュータへ転送

6. HP Instant Share

7. スライド ショー

8. 壁紙に設定する

第 1 章
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フォト シート メニュー

コントロール パネルの [フォト シート] ボタンを押すと、次の [フォト シー

ト メニュー] オプションを使用できます。 フォト シートを使用すると、メモ

リ カードやストレージ デバイスの写真をインデックス シート形式で表示し

たり、それらの写真を簡単に選択して印刷することもできます。

1. フォト シートの印刷

2. フォト シートのスキャ

ン

コピー メニュー

コントロール パネルの [コピー メニュー] ボタンを押すと、次の [コピー メニ

ュー] オプションを使用できます。

1. コピー枚数

2. コピー プレビュー

3. 縮小/拡大

4. トリミング

5. 用紙サイズ

6. 用紙の種類

7. コピー品質

8. 薄く/濃く

9. 強調

0. 新しいデフォルトの設

定

[スキャンの送信先] メニュー

HP All-in-One を USB ケーブルでコンピュータに接続し、コントロール パネ

ルの [スキャンの送信先] ボタンを押すと、次の [スキャンの送信先] メニュー

オプションが表示されます。このメニューで使用できるオプションは、コン
ピュータにインストールされているソフトウェア アプリケーションによって

異なります。

HP All-in-One がネットワークで 1 台または複数のコンピュータに接続されて

いる場合、[スキャンの送信先メニュー] で、いくつかのオプションを設定す

る前に、使用するコンピュータを選択できます。

USB 接続

1. HP Image Zone

ユーザー ガイド 11

概
要



2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share

5. メモリ デバイス

ネットワーク接続

1. コンピュータの選択

2. HP Instant Share

3. メモリ デバイス

HP Instant Share メニュー

HP All-in-One がネットワークに接続されている場合のみ、このメニューは適

用されます。HP All-in-One が USB ケーブルでコンピュータに接続されてい

る場合、HP Instant Share にはコンピュータからアクセスできます。

1. 送信

2. 受信

3. HP Instant Share オプ

ション

4. 新しい送信先の追加

セットアップ メニュー

コントロール パネルの [セットアップ] ボタンを押すと、次の [セットアップ

メニュー] オプションを使用できます。

[セットアップ メニュー] の 「ヘルプ メニュー」 セレクションでは、重要な

トピックに関するヘルプ項目をすばやく見つけることができます。たいてい
の情報は、接続されている Windows PC または Macintosh コンピュータの画

面に表示されます。

1. ヘルプ メニュー

2. レポートの印刷

3. ツール

4. 基本設定

5. ネットワーク

6. HP Instant Share オプ

ション
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7. Bluetooth

ヘルプ メニュー

[セットアップ メニュー] の 「ヘルプ メニュー」 オプションを選択すると、

次の [ヘルプ メニュー] オプションを使用できます。

1. 使用方法

2. エラー メッセージ

3. プリント カートリッジ

4. 原稿と用紙のセット

5. よくあるトラブルシュ

ーティング

6. ネットワーク トラブル

シューティング

7. メモリ カードを使用

8. スキャン機能を使用

9. サポートにアクセス

0. アイコン用語集

[HP ソリューション センター] ソフトウェアの使用

[HP ソリューション センター] ソフトウェアを使用すれば、コントロール パ
ネルからは利用できない数多くの機能にアクセスすることができます。

[HP ソリューション センター] ソフトウェアは、HP All-in-One をセットアッ

プするときにコンピュータにインストールされます。詳細については、本体
に付属の『セットアップ ガイド』を参照してください。

注記 インストール時に [Express インストール] を選択した場合は、

[フルインストール] した場合と異なり [HP Image Zone Express] がイ

ンストールされます。[HP Image Zone Express] のインストールは、

コンピュータのメモリ リソースに制限がある場合にお勧めします。

[HP Image Zone Express] には、写真編集機能として [HP Image
Zone] のフル インストール版に含まれる標準機能ではなく、基本機能

が搭載されています。Windows 98/ME をご使用の場合は [HP Image
Zone Express] のみをインストールできます。

[HP Image Zone Express] ソフトウェアの場合、HP Instant Share を
使用してネットワーク接続した HP All-in-One を登録することはできま

せん。 コンピュータの [HP Image Zone Express] から HP Instant
Share にアクセスすることはできますが、コントロール パネルから

(続き)
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HP Instant Share 機能を使用するには、[HP Image Zone] のフルバー

ジョンをインストールする必要があります。

HP Photosmart 2570 All-in-One series に同梱の本ガイドとオンスクリ

ーン ヘルプに記載されている [HP Image Zone] ソフトウェア関連の

項目では、特に断りのない限り、[HP Image Zone] の両バージョンに

ついて説明しています。

[HP Image Zone] ソフトウェアを使用すると、HP All-in-One の機能の拡張

をすばやく簡単に行うことができます。本書全体を通して、このようなボッ
クスを見ると、トピック別のヒントやプロジェクトに役立つ情報が得られま
す。

[HP Image Zone] ソフトウェアへのアクセス方法は、オペレーティング シス

テム (OS) により異なります。たとえば、Windows コンピュータの場合、

[HP Image Zone] ソフトウェアには [HP ソリューション センター] ウィンド

ウからアクセスします。Mac で、OS X V10.2 以降を実行している場合、

[HP Image Zone] ソフトウェアには [HP Image Zone] ウィンドウからアク

セスします。 いずれにしても、エントリ ポイントが [HP Image Zone] ソフ

トウェアおよびサービスの起動となります。

Windows コンピュータで [HP Image Zone] ソフトウェアを起動するには

1. 次のいずれかを実行してください。

– Windows のデスクトップで、[HP ソリューション センター] アイコ

ンをダブルクリックします。
– Windows タスクバーの右端のシステム トレイにある [HP デジタル

イメージング モニタ] アイコンをダブルクリックします。
– タスクバーで、[スタート] をクリックした後、[プログラム] または

[すべてのプログラム] をポイントし、次に、[HP] を選択して、

[HP ソリューション センター] をクリックします。

2. 複数の HP プリンタがインストールされている場合、HP All-in-One タブ

を選択してください。

注記 Windows コンピュータの場合、[HP ソリューション センター]
で使用できる機能はインストールしたプリンタによって異なります。
[HP ソリューション センター] は、選択したプリンタに関連するアイ

コンを表示するようにカスタマイズされています。 選択したプリンタ

に特定の機能が搭載されていない場合は、その機能のアイコンが
[HP ソリューション センター] に表示されないこともあります。

ヒント コンピュータ上の [HP ソリューション センター] にアイコン

が 1 つも表示されない場合は、ソフトウェアのインストール中にエラ

ーが発生していることもあります。 そのような状況を修正するには、

Windows のコントロール パネルを使用して、[HP Image Zone] ソフ

トウェアを完全にアンインストールし、その後、再度インストールし
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ます。 詳細は、HP All-in-One に付属の『セットアップ ガイド』を参

照してください。

Mac (OS 9) で [HP Image Zone] ソフトウェアを起動するには

➔ 次のいずれかを実行してください。

– デスクトップの [HP ディレクタ] エイリアスをダブルクリックしま

す。
– [Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software]

フォルダ内の、[HP ディレクタ] エイリアスをダブルクリックしま

す。

[HP ディレクタ] には、選択したデバイスに関連するタスク ボタンだ

けが表示されます。

Mac (OS 10.1 以降)で [HP Image Zone] ソフトウェアを起動するには

➔ Dock で [HP Image Zone] アイコンをクリックして、[デバイス] タブを

クリックし、デバイスを選択します。

[HP Image Zone] ウィンドウが表示されます。

注記 Mac の場合、[HP Image Zone] ソフトウェアで使用できる

機能は選択したデバイスによって異なります。

ヒント [HP Image Zone] ソフトウェアが起動したらすぐに、

Dock の [HP Image Zone] アイコンを選択し、その上にマウスを

置いた状態にすると、Dock メニューのショートカットにアクセス

することができます。
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2 各種マニュアルについて

印刷物およびオンスクリーン ヘルプなど、さまざまなリソースから、HP All-
in-One の設定と使用方法に関する情報が得られます。

情報の種類

セットアップ ガイド

『セットアップ ガイド』では、HP All-in-One のセットアッ

プやソフトウェアのインストール方法について説明します。
『セットアップ ガイド』に記載された手順を順序どおりに行

ってください。

注記 HP All-in-One のすべての機能をフルに活用するに

は、本『ユーザー ガイド』で説明する追加セットアップお

よび詳細設定を行う必要があります。 詳細については、

「HP All-in-One のセットアップの完了」および「ネットワ

ークへの接続」を参照してください。

セットアップ中に問題が生じた場合、『セットアップ ガイ

ド』の 後のセクションにあるトラブルシューティング、ま
たは本『ユーザー ガイド』の「トラブルシューティング」

を参照してください。

ユーザー ガイド

『ユーザー ガイド』では、トラブルシューティングのヒント

や手順を追った説明など、HP All-in-One を使用する方法が説

明されています。 また、『セットアップ ガイド』の説明を

補足するためのセットアップ手順も追加されています。

HP Image Zone Tour (Windows)

HP Image Zone Tour は、HP All-in-One などのソフトウェア

の概要を見られる楽しく対話的な方法です。 [HP Image
Zone] ソフトウェアを使って、写真を編集、整理、印刷する

方法がわかります。

[HP Image Zone ヘルプ]
[HP Image Zone ヘルプ] は、[HP Image Zone] ソフトウェ

アでしかご利用になれない機能をはじめ、本『ユーザー ガイ

ド』には記載されていない HP All-in-One の機能について詳

しく説明します。
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Windows
● 手順を 1 ステップずつ トピックでは、HP デバイスに関

連する [HP Image Zone] ソフトウェアの使用方法が説明

されています。
● 何ができるかな？ のトピックでは、[HP Image Zone] ソ

フトウェアと HP デバイスでできる実用的でクリエイテ

ィブなことについての情報が得られます。
● この点の詳細や HP ソフトウェアの更新については、ト

ラブルシューティングとサポート のトピックを参照して

ください。

Mac
● 使用方法 のトピックでは、[HP Image Zone] ソフトウェ

アと HP デバイスでできる実用的でクリエイティブなこ

とについての情報が得られます。
● はじめに のトピックでは画像のインポート、変更、共有

に関する情報が得られます。
● ヘルプの使用 トピックではオンスクリーン ヘルプに収録

された情報の収集方法について詳しく説明します。

詳細については、「オンスクリーン ヘルプを使う」を参照し

てください。

本体のオンスクリーン ヘルプ

オンスクリーン ヘルプは使用しているデバイスから直接利用

でき、選択したトピックについての追加情報が得られます。

コントロール パネルからオンスクリーン ヘルプにアクセスするに

は

1. [ヘルプ] ボタン (コントロール パネルのクエッション マ
ーク [?])を押します。

2. 矢印ボタンで目的のヘルプ トピックを選択し、[OK] を
押します。 コンピュータ画面にそのヘルプ トピックが表

示されます。

Readme
Readme ファイルには、その他の出版物に記載されていない

新情報が収録されています。

Readme ファイルへのアクセス方法については、「Readme
ファイルの表示」 を参照してください。

www.hp.com/support インターネットにアクセス可能な場合は、HP Web サイトか

らヘルプやサポートを入手することができます この Web サ
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イトには、技術サポート、ドライバ、消耗品、および注文に
関する情報が用意されています。

オンスクリーン ヘルプを使う

本『ユーザー ガイド』は、HP All-in-One の使用を始めるときに利用する機

能の一部について説明します。 HP All-in-One が対応するすべての機能につ

いては、HP All-in-One ソフトウェアに付属のオンスクリーン [HP Image
Zone ヘルプ] をよくお読みください。

注記 このオンスクリーン ヘルプのトラブルシューティング関連のト

ピックでは、HP All-in-One の使用中に発生する問題の対処方法につい

ても説明します。

オンスクリーン ヘルプの表示および使用方法は、Windows または Mac のど

ちらでヘルプをご覧になるかによって、多少異なります。 両方のヘルプの使

用方法については、以下のセクションで説明します。

Windows コンピュータでヘルプを使用する

このセクションでは Windows コンピュータでオンスクリーン ヘルプを使用

する方法について説明します。 ヘルプの移動、検索、キーワードなどの機能

を使用して、目的の情報を見つける方法が記載されています。

Windows コンピュータで [HP Image Zone ヘルプ] にアクセスするには

1. [HP ソリューション センター] で、HP All-in-One のタブをクリックしま

す。

[HP ソリューション センター] にアクセスする方法については、「HP ソ
リューション センター ソフトウェアの使用」を参照してください。

2. [プリンタ サポート] 領域で、[オンスクリーン ガイド] または [トラブル

シューティング] をクリックします。

– [オンスクリーン ガイド] をクリックすると、ポップアップ メニュー

が表示されます。 ここで、ヘルプ全体のウェルカム ページを開く

か、HP All-in-One 用のヘルプを表示するかどうかを選択できます。
– [トラブルシューティング] をクリックすると、[トラブルシューティ

ングとサポート] ページが開きます。

下の図で、ヘルプでのトピックの調べ方について説明します。

(続き)
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1 目次、キーワード、検索タブ

2 表示領域

3 ヘルプ ツールバー

目次、キーワード、検索タブ

[HP Image Zone ヘルプ] 内のトピックを表示するには、[目次]、[キーワー

ド]、[検索] タブを使用します。

● [目次]
[目次] タブは、本の目次と同じように、ヘルプ内のトピックをツリー形

式で一覧表示します。 写真の印刷方法など、ある特定の機能に関する情

報をまとめて見たいときに便利です。

– HP All-in-One のコントロール パネルから行える作業と機能について

は、一覧の一番下にある [2570 series ヘルプ] を開いてください。

– HP All-in-One のトラブルシューティングについては、[トラブルシュ

ーティングとサポート] ブックを開き、次に [2570 series トラブルシ

ューティング] ブックを開いてください。
– [目次] タブにあるその他のブックでは、[HP Image Zone] ソフトウ

ェアを使用し HP All-in-One で各種作業を行う方法について説明しま

す。

サブトピックを持つセクションは、ブック
アイコンで判別できます。 ブック内のサブ

トピック一覧を表示するには、ブック アイ

コンの横の + 記号をクリックします (サブ

トピックが既に開かれている場合は + 記号

が - に変わっています)。 トピック内の情報

を表示するには、[目次] タブでブック名ま

たはトピック名をクリックします。 選択し
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たトピックが右側の表示領域に表示されま
す。

● [キーワード]
[キーワード] タブは、[HP Image Zone ヘルプ] のトピックに関連するキ

ーワードをアルファベット順に一覧表示します。

別の項目を表示するには、一覧の右側にあ
るスクロール バーを使用するか、一覧の上

にあるテキスト ボックスにキーワードを入

力します。 文字を入力するたびに、キーワ

ード画面は入力した文字から始まる項目に
自動的に移動します。

調べたい情報に関連するキーワードが見つかったら、そのキーワードを
ダブルクリックします。

– キーワードに関連するトピックが 1 つしかない場合は、そのトピッ

クが右側の表示領域に表示されます。
– 該当するトピックが複数ある場合は、[該当するトピック] ダイアロ

グ ボックスが表示されます。 ダイアログ ボックス内の任意のトピッ

クをダブルクリックすると、そのトピックが表示領域に表示されま
す。

● [検索]
[検索] タブでは、ヘルプ全体から特定の語句 (「フチ無し印刷」など)を
検索することができます。

ヒント 入力する語句がよく使われる語句 (「フチ無し印刷」の

「印刷」など) の場合は、検索対象の語句を 2 重引用符 (") で囲い

ます。 これにより、必要な情報により近い検索結果を絞り込むこ

とができます。 この検索では、「フチ無し」または「印刷」のど

ちらかの単語を含むトピックを返すのではなく、「フチ無し印
刷」という語句を含むトピックを返します。

検索条件を入力し、[検索開始] をクリック

すると、入力した単語または語句を含むヘ
ルプ トピックがすべて表示されます。 検索

結果は、3 つの列で構成されるテーブルに

表示されます。 それぞれの列には、[タイト

ル]、そのトピックが記載されたヘルプ内の

[場所]、検索条件との関連性に応じて割り当

てられた [ランク] という見出しがついてい

ます。

ユーザー ガイド 21

各
種
マ

ニ
ュ
ア
ル
に

つ
い
て



検索結果はデフォルトで [ランク] を基準にして並べ替えられ、検索条件

と一致するものを も多く含むトピックが一番上に表示されます。 ま
た、列の見出しをクリックして、検索結果をトピックの [タイトル] また

は [場所] で並べ替えることもできます。 トピックの内容を表示するに

は、検索結果一覧で該当する列をダブルクリックします。 選択したトピ

ックが右側の表示領域に表示されます。

表示領域

ヘルプ画面右側の表示領域には、左のタブのいずれかで選択したヘルプ トピ

ックが表示されます。 ヘルプ トピックには、説明文、ステップ別手順、可能

な場合はイラストなどが含まれます。

● トピックには、さらに詳しい説明が得られる、ヘルプ内の別のトピック
へのリンクが含まれていることもあります。 また、リンクから新規トピ

ックが表示領域内に自動的に開いたりします。 該当するトピックが複数

ある場合もありますが、 このようなときは、[該当するトピック] ダイア

ログ ボックスが表示されます。 ダイアログ ボックス内の任意のトピッ

クをダブルクリックすると、そのトピックが表示領域に表示されます。
● トピックによっては、そのページには表示されていない詳細情報や追加

情報があることがあります。 ページの右上に [すべて表示] または [すべ

て非表示] があるかどうかを確認してください。 ある場合は、そのペー

ジには、表示されていない追加情報があることを意味します。 非表示の

情報は矢印と紺色の文字列で表されます。 非表示の情報を見るには、紺

色の文字列をクリックします。
● 一部のトピックには、特定の機能の使用方法を示す動画が含まれます。

動画がある場合、「使用方法」の横にビデオ カメラ アイコンが表示され

ます。 「使用方法」リンクをクリックすると、新しいウィンドウで動画

が再生されます。

ヘルプ ツールバー

以下に示すヘルプ ツールバーには、ヘルプ内のトピック間を移動するボタン

が含まれます。 前後のトピックに移動したり、[ホーム] ボタンをクリックし

て、[HP Image Zone ヘルプの目次] ページに戻ったりできます。
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1 表示/非表示

2 戻る

3 進む

4 ホーム

5 印刷

6 オプション

[ヘルプ] ツールバーには、コンピュータの画面でのオンスクリーン ヘルプの

表示方法を変更するためのボタンがあります。 例えば、右側の表示領域にヘ

ルプ トピックをもっと大きく表示したい場合は、[タブの非表示] ボタンをク

リックして、[目次]、[キーワード] および [検索] タブを非表示にすることが

できます。

[印刷] ボタンを押すと、コンピュータの画面に表示されているページを印刷

できます。 左側に [目次] タブが見えるときに [印刷] をクリックすると、[ト
ピックの印刷] ダイアログ ボックスが表示されます。 表示領域に表示されて

いるトピックだけを印刷するか、表示中のトピックとそれに関連するすべて
のサブトピックを印刷するかを選択できます。 この機能は、ヘルプ画面の右

側に [キーワード] または [検索] タブが見える場合はご利用になれません。

Mac でのヘルプの使用

このセクションでは Mac でオンスクリーン ヘルプを表示する方法について

説明します。 ヘルプ内を移動、検索して必要な情報を取得する方法が記載さ

れています。

Mac で [HP Image Zone ヘルプ] にアクセスするには

➔ [HP Image Zone] で [ヘルプ] メニューを開き、[HP Image Zone ヘル

プ] を選択します。

[HP Image Zone] ソフトウェアを使用するための詳細については、

「HP ソリューション センター ソフトウェアの使用」を参照してくださ

い。

[HP Image Zone ヘルプ] が表示されます。 下の図で、ヘルプでのトピッ

クの調べ方について説明します。
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1 ナビゲーション枠

2 表示領域

3 ヘルプ ツールバー

ナビゲーション枠

[HP Image Zone ヘルプ] はヘルプ ビューアで開きます。 このヘルプは 3 つ
の枠に分かれています。 左と中央の枠では、ヘルプ内のトピックを移動する

ことができます (右側の枠は、次のセクションで説明するように、検索結果

を表示する領域です)。
● 左枠にはヘルプ内のすべてのセクションが一覧表示されます。

– HP All-in-One のコントロール パネルから使用できる操作と機能につ

いては、[2570 series ヘルプ] をクリックしてください。

– HP All-in-One で発生する問題のトラブルシューティングについて

は、[2570 series トラブルシューティング] を参照してください。
– その他のセクションは、[HP Image Zone] ソフトウェアを使用し

HP All-in-One で各種作業を行う方法について説明します。

● 中央の枠は、本の目次と同じように、左枠で選択したトピックをツリー
形式で一覧表示します。 写真の印刷方法など、ある特定の機能に関する

情報をまとめて見たいときに便利です。

表示領域

右枠の表示領域には、中央の枠で選択したヘルプ トピックが表示されます。

ヘルプ トピックには、説明文、ステップ別手順、可能な場合はイラストなど

が含まれます。

● [HP Image Zone ヘルプ] のトピックの多くで、HP All-in-One のコント

ロール パネルをはじめ Mac 上 の [HP Image Zone] ソフトウェアから利

用できる機能の使用方法について説明しています。 特定のトピックの内

容をすべて表示するには、表示領域の右側にあるスクロール バーを動か
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します。 スクロールしないと重要な情報が画面に見えない場合がありま

す。
● トピックには、さらに詳しい説明が得られる、ヘルプ内の別のトピック

へのリンクまたは参照が含まれていることもあります。

– ヘルプの同じセクションに関連トピックが表示されている場合、表
示領域にそのトピックが自動的に開きます。

– 関連トピックがヘルプの別のセクションにもある場合、現在のトピ
ックには、左のナビゲーション枠で選択するセクションへの参照が
表示されます。 関連するトピックは中央のナビゲーション枠を操作

して見つけるか、次のセクションの説明に従って検索することがで
きます。

● 一部のトピックには、特定の機能の使用方法を示す動画が含まれます。
動画がある場合、「使用方法」の横にビデオ カメラ アイコンが表示され

ます。 ビデオ カメラ アイコンをクリックすると、新しいウィンドウで

動画が再生されます。

ヘルプ ツールバー

以下に示すヘルプ ツールバーには、ヘルプ内のトピック間を移動するボタン

が含まれます。 このボタンを使って、すでに閲覧したトピックスまで戻るこ

とができます。

注記 Mac OS 9 をご使用の場合、ヘルプ ツールバーの外観は異なり

ます。

1 戻る

2 ヘルプ センター

3 検索領域

ヘルプ ツールバーには、ヘルプ全体から特定の語句 (「フチ無し印刷」など)
を検索できるテキスト ボックスがあります。

検索条件を入力し、キーボードの RETURN を押すと、入力した単語または語

句を含むヘルプ トピックが すべて表示されます。 検索結果は、3つの列で構

成されるテーブルに表示されます。 それぞれの列には、[トピック]、検索条

件との関連性に応じて割り当てられた [関連]、そのトピックが記載されたヘ

ルプ内の [場所]、というタイトルがついています。

検索結果はデフォルトで [関連] を基準にして並べ替えられ、検索条件と も

一致するトピックが一番上に表示されます。 また、列の見出しをクリックし

て、[トピック] または [場所] を基準にして並べ替えることもできます。 トピ
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ックの内容を表示するには、検索結果一覧で該当する列をダブルクリックし
ます。 選択したトピックが表示されます。
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3 HP All-in-One のセットアップの
完了
『セットアップ ガイド』に記載された手順が完了したら、次にこの章を参照

して HP All-in-One のセットアップを完了させてください。 この章では使用

する言語、国/地域の設定をはじめ、HP All-in-One のさまざまな接続方法に

ついても説明します。

本『ユーザー ガイド』のセットアップ手順に加えて、ネットワークに接続し

た HP All-in-One に HP Instant Share をセットアップすることにより、お友

達や親戚の方々と簡単に画像を共有することができます。 [HP Image Zone]
ソフトウェアをインストールしたら、ネットワークに接続した HP All-in-
One の コントロール パネルにある [HP Instant Share] ボタンを押して、接

続先のコンピュータ上でセットアップ ウィザードを開始します。

HP Instant Share のセットアップの詳細については、オンスクリーン

[HP Image Zone ヘルプ] の [2570 series ヘルプ] を参照してください。

● デバイスの言語と国/地域を変更します。詳細については、「言語と国/地
域の設定」を参照してください。

● HP All-in-One に装備された USB、有線ネットワーク接続、Bluetooth、
プリンタ共有機能などの接続オプションについてよく調べてください。
詳細については、「接続情報」を参照してください。

言語と国/地域の設定

言語と国/地域の設定内容により、カラー グラフィック ディスプレイのメッ

セージに使用する言語が決まります。 通常、言語と国/地域は HP All-in-One
を初めてセットアップする際に設定します。 ただし、それらの設定は以下の

手順によりいつでも変更できます。

1. [セットアップ] を押します。

2. [基本設定] が強調表示されるまで  を押して、[OK] を 2 回続けて押しま

す。

言語が一覧で表示されます。  か  を押して、言語の一覧をスクロー

ルします。
3. 使用する言語が強調表示されたら、[OK] を押します。

4. 指示に従って、[はい] の場合は [OK] を押します。または、[いいえ] が強

調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押します。

選択した言語に適した国/地域が表示されます。  か  を押してリスト

をスクロールします。
5. 目的の国または地域が強調表示されたら、[OK] を押します。
6. 指示に従って、[はい] の場合は [OK] を押します。または、[いいえ] が強

調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押します。
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接続情報
HP All-in-One には、USB ポートが付いているので、USB ケーブルを使用し

て直接コンピュータに接続できます。 HP All-in-One は有線ネットワークに

も接続できます。デバイス前面の USB ポートに HP bt300 または HP bt400
series Bluetooth® ワイヤレス プリンタ アダプタを取り付けると、PDA やカ

メラ付き携帯電話などの Bluetooth® デバイスから HP All-in-One に印刷する

ことができます。

サポートされる接続の種類

説明 接続するコンピュ
ータの台数 ( 高性

能を得るための推
奨台数)

サポートされるソ
フトウェア機能

セットアップ方法

USB 接続 USB ケーブルで

HP All-in-One 背面

の USB ポートに接

続したコンピュー
タ。

すべての機能をサ
ポートします。

詳しい手順につい
ては、『セットア
ップ ガイド』に従

ってください。

Ethernet (有線) 接
続

ハブまたはルータ
ーで、5 台まで

HP All-in-One にコ

ンピュータを接
続。

すべての機能をサ
ポートします。

詳細については、
『セットアップ ガ
イド』および本
『ユーザー ガイ

ド』の「ネットワ
ークへの接続」を
参照してくださ
い。

HP bt300 または
HP bt400 series
Bluetooth® ワイヤ

レス プリンタ アダ

プタ (HP
Bluetooth® アダプ

タ)

1 台の Bluetooth®

デバイスまたはコ
ンピュータ。

PDA やカメラ付き

携帯電話などの
Bluetooth® デバイ

ス、または
Bluetooth®対応コン

ピュータからの印
刷。

PDA やカメラ付き

携帯電話などのデ
バイスから印刷す
る方法について
は、[HP Image
Zone ヘルプ] を参

照してください。

Bluetooth® 対応コ

ンピュータから印
刷する方法につい
ては、
「Bluetooth® によ

る接続」を参照し
てください。
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説明 接続するコンピュ
ータの台数 ( 高性

能を得るための推
奨台数)

サポートされるソ
フトウェア機能

セットアップ方法

プリンタの共有 コンピュータ 5 台
まで。

ホスト コンピュー

タは常に電源をオ
ンにしておく必要
があります。オフ
の場合、他のコン
ピュータは HP All-
in-One に対して印

刷を実行できませ
ん。

ホスト コンピュー

タに装備されてい
る機能はすべてサ
ポートされます。
別のコンピュータ
からサポートされ
ているのは印刷だ
けです。

セットアップ方法
については、「プ
リンタ共有の使用
(Windows)」または

「プリンタ共有の
使用 (Mac)」を参照

してください。

USB ケーブルを使用して接続

デバイスに付属の『セットアップ ガイド』では、USB ケーブルを使用して

背面の USB ポートにコンピュータを接続する方法について詳しく説明して

います。

Ethernet による接続

HP All-in-One は 10 Mbps および 100 Mbps Ethernet ネットワーク接続をサ

ポートします。HP All-in-One を Ethernet (有線) ネットワークに接続する方

法の詳細については、本『ユーザー ガイド』の「ネットワークへの接続」ま

たはデバイスに付属の『セットアップ ガイド』(印刷物) を参照してくださ

い。

Bluetooth® による接続

Bluetooth® 接続を使用すると、ケーブルを接続しなくても Bluetooth® 対応コ

ンピュータから画像をすばやく簡単に印刷することが可能になります。 ただ

し、Bluetooth® 接続の場合、コンピュータからスキャンや HP Instant Share
などの機能は実行できません。

印刷前に、HP Bluetooth® アダプタを HP All-in-One に接続しておいてくださ

い。 詳細については、HP All-in-One に付属のオンスクリーン [HP Image
Zone ヘルプ] を参照してください。 オンスクリーン [HP Image Zone ヘル

プ] の使用方法については、「オンスクリーン ヘルプを使う」を参照してく

ださい。

Windows ユーザー

(続き)
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HP All-in-One に接続するには、Windows XP を実行し、Microsoft
Bluetooth® プロトコル スタックまたは Widcomm Bluetooth® プロトコル スタ

ックのどちらかをインストールしておく必要があります。 コンピュータに

Microsoft スタックと Widcomm スタックの両方をインストールすることは可

能ですが、HP All-in-One への接続に使用できるのはどちらか 1 つのみです。

● お使いのコンピュータに Microsoft stack Service Pack 2がインストール

されていれば、Microsoft Bluetooth® プロトコル スタックもインストール

済みです。 外部 Bluetooth® アダプタは Microsoft スタックにより自動的

にインストールされます。 お使いの Bluetooth® アダプタが Microsoft ス
タックに対応しているのにアダプタが自動的にインストールされない場
合は、Microsoft スタックが元々コンピュータに入っていないことが考え

られます。 Bluetooth® アダプタの Microsoft スタックへの対応状況につ

いては、アダプタ付属のマニュアルをご確認ください。
● Widcomm スタック： Bluetooth® 内蔵の HP コンピュータをご使用の場

合、または HP Bluetooth® アダプタをすでにインストールしている場合

は、Widcomm スタックもインストール済みです。 HP コンピュータに

HP Bluetooth® アダプタを差し込んで使用している場合、アダプタは

Widcomm スタックにより自動的にインストールされます。

Microsoft スタックを使用してインストールおよび印刷を行うには (Windows)
1. コンピュータに HP All-in-One ソフトウェアがインストールされているこ

とを確認します。

注記 本ソフトウェアをインストールする目的は、Bluetooth® 接続

のためのプリント ドライバを使用できるようにしておくためで

す。このソフトウェアがすでにインストールされている場合は、
再インストールの必要はありません。HP All-in-One に USB と
Bluetooth® の両方で接続する場合は、USB 接続を先にインストー

ルしてください。詳細については、『セットアップ ガイド』(印刷

物) を参照してください。USB 接続にする場合は、[接続タイプ] 画
面で [このコンピュータに直接接続] を選択します。更に、[デバイ

スを今すぐ接続] 画面で、[デバイスをお使いのコンピュータに接

続できない...] の横のチェックボックスを選択します。

2. HP Bluetooth® アダプタを HP All-in-One 前面の USB ポートに接続しま

す。
3. 外部 Bluetooth® アダプタを使用する場合は、コンピュータが起動してお

り、Bluetooth® アダプタをコンピュータの USB ポートに接続しているこ

とを確認します。 Service Pack 2 搭載 Windows XP がインストールされ

ている場合は、Bluetooth® ドライバも自動的にインストールされていま

す。 Bluetooth® プロファイルの選択画面が表示されたら、[HCRP] を選

択します。

コンピュータが Bluetooth® を内蔵している場合は、コンピュータが起動

していることを確認します。
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4. Windows のタスク バーで [スタート]、[プリンタと FAX] の順にクリック

します。
5. [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックします。

6. [次へ] をクリックし、次に [Bluetooth プリンタ] を選択します。

7. 画面に表示される指示に従って、インストールを行います。
8. 目的のプリンタで印刷を行います。

Widcomm スタックを使用してインストールおよび印刷を行うには (Windows)
1. コンピュータに HP All-in-One ソフトウェアがインストールされているこ

とを確認します。

注記 本ソフトウェアをインストールする目的は、Bluetooth® 接続

のためのプリント ドライバを使用できるようにしておくためで

す。このソフトウェアがすでにインストールされている場合は、
再インストールの必要はありません。HP All-in-One に USB と
Bluetooth® の両方で接続する場合は、USB 接続を先にインストー

ルしてください。詳細については、『セットアップ ガイド』(印刷

物) を参照してください。USB 接続にする場合は、[接続タイプ] 画
面で [このコンピュータに直接接続] を選択します。更に、[デバイ

スを今すぐ接続] 画面で、[デバイスをお使いのコンピュータに接

続できない...] の横のチェックボックスを選択します。

2. HP Bluetooth® アダプタを HP All-in-One 前面の USB ポートに接続しま

す。
3. デスクトップまたはタスクバーの [My Bluetooth Places] アイコンをク

リックします。
4. [範囲内のデバイスの検索] をクリックします。

5. 使用可能なプリンタが検出されたら、HP All-in-One の名前をダブルクリ

ックしてインストールを完了します。
6. 目的のプリンタで印刷を行います。

Mac ユーザー

HP All-in-One を Bluetooth® 内蔵の Mac に接続するか、HP Bluetooth® アダ

プタなどの外部 Bluetooth® アダプタを取り付けることができます。

Bluetooth® を使用してインストールおよび印刷を行うには (Mac)
1. コンピュータに HP All-in-One ソフトウェアがインストールされているこ

とを確認します。
2. HP Bluetooth® アダプタを HP All-in-One 前面の USB ポートに接続しま

す。
3. コントロール パネルの [On] ボタンを押して HP All-in-One の電源を切

り、もう一度ボタンを押して電源を入れます。
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4. コンピュータに ® アダプタを接続し、アダプタの電源を入れます。 コン

ピュータに Bluetooth® が内蔵されている場合は、コンピュータの電源だ

けを入れてください。
5. [アプリケーション：ユーティリティ] フォルダから [プリンタ設定ユーテ

ィリティ] を開きます。

注記 このユーティリティは 10.3 以降の OS では [プリンタ設定ユ

ーティリティ]、 10.2.x では [プリント センター] と呼ばれます。

6. ポップアップ メニューから、[Bluetooth] を選択し、次に [追加] をクリ

ックします。

HP All-in-One の検索が開始します。

7. プリンタ一覧で、HP All-in-Oneを選択し、[追加] をクリックします。

プリンタ一覧に HP All-in-One が追加されます。

8. 目的のプリンタで印刷を行います。

プリンタ共有の使用 (Windows)
お使いのコンピュータがネットワークに接続され、同じネットワーク上の別
のコンピュータに HP All-in-One が USB ケーブルで接続されている場合、

Windows のプリンタ共有機能を使用してその HP All-in-One を自分のプリン

タとして使用できます。 HP All-in-One に直接接続されているコンピュータ

がプリンタのホストとして機能し、すべての機能を実行します。 ネットワー

ク上のその他のコンピュータはクライアントと呼ばれ、印刷機能にのみアク
セスでき、 その他の機能はすべてホスト コンピュータで実行します。

Windows のプリンタ共有機能の詳細については、コンピュータに付属のユー

ザー ガイドまたは Windows オンスクリーン ヘルプを参照してください。

プリンタ共有の使用 (Mac)
コンピュータがネットワークに接続され、同じネットワーク上の別のコンピ
ュータに HP All-in-One が USB ケーブルで接続されている場合、プリンタ共

有機能を使用してそのデバイスを共有できます。 ネットワーク上のその他の

コンピュータはクライアントと呼ばれ、印刷機能にのみアクセスでき、 その

他の機能はすべてホスト コンピュータで実行されます。

プリンタの共有機能を有効にするには

1. クライアントとホスト コンピュータで、以下を実行します。

a. Dock で [システム環境設定] を選択します。

[システム環境設定] ウィンドウが表示されます。

b. [共有] を選択します。
c. [サービス] タブで、[プリンタ共有] をクリックします。

2. ホスト コンピュータで、以下を実行します。

a. Dock で [システム環境設定] を選択します。
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[システム環境設定] ウィンドウが表示されます。

b. [印刷とファクス] を選択します。
c. [プリンタを他のコンピュータと共有] の横のボックスをクリックしま

す。

Web スキャンの使用

Web スキャン は埋め込み Web サーバーの機能の一部で、Web ブラウザを使

用して HP All-in-One の写真や文書をスキャンし、コンピュータに出力する

ことができます。 コンピュータにデバイス ソフトウェアをインストールしな

くても、この機能は利用できます。

Webscan の詳細については、内蔵 Web サーバーのオンライン ヘルプを参照

してください。 埋め込み Web サーバーの詳細については、「ネットワーク

への接続」を参照してください。
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4 ネットワークへの接続

この章では HP All-in-One のネットワークへの接続方法、ネットワーク設定

の表示および管理方法、ネットワーク接続に関する問題のトラブルシューテ
ィングについて説明します。

実行する項目 参照先

有線 (Ethernet) ネットワークに接続

する

「有線ネットワークの設定」

ネットワーク環境で使用するために
HP All-in-One ソフトウェアをインス

トールする

「ネットワーク接続用のソフトウェ
アをインストールする」

ネットワークの複数のコンピュータ
への接続を追加する

「ネットワーク上の複数のコンピュ
ータに接続する」

USB 接続からネットワーク接続へ

HP All-in-One を切り替える

注記 ここで説明する手順は、USB
接続で設置した HP All-in-One を後

から有線 (Ethernet) ネットワーク接

続に変更する場合に参照します。

「HP All-in-One を USB 接続からネ

ットワーク接続に切り替える」

ネットワーク設定を表示または変更
する

「ネットワーク設定の変更」

トラブルシューティング情報を取得
する

「ネットワークのトラブルシューテ
ィング」

ネットワーク用語の定義については、HP All-in-One に付属のオンスクリー

ン [HP Image Zone ヘルプ] のネットワーク用語集を参照してください。オ

ンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] の使用方法については、「オンスク

リーン ヘルプを使う」を参照してください。

有線ネットワークの設定

このセクションの説明にしたがって、Ethernet ケーブルを使用し、HP All-in-
One をEthernet ルーター、スイッチまたはワイヤレス ルーターに接続しま

す。 この方法は有線または Ethernet ネットワークとして知られています。
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HP All-in-One を有線ネットワークに接続するには、以下が必要になります。

● 初に、次のセクション 「有線ネットワークに必要なもの」 で説明す

る、必要なものをすべて用意します。
● 次に、この Ethernet ケーブルを使用し、HP All-in-One をEthernet ルータ

ー、スイッチまたはワイヤレス ルーターに接続します。 「HP All-in-
One をネットワークに接続する」を参照してください。

● 後に、「ネットワーク接続用のソフトウェアをインストールする」 の
説明に従って、本ソフトウェアをインストールします。

有線ネットワークに必要なもの

❑ Ethernet ポートを装備した Ethernet ルーター、スイッチまたはワイヤレ

ス ルーターを含む稼働中の Ethernet ネットワーク
❑ CAT-5 Ethernet ケーブル

標準の Ethernet ケーブルは普通の電話ケーブルと似ていますが、互換性

はありません。 この2種類のケーブルでは線の本数が異なり、また異な

るコネクタが付いています。 Ethernet ケーブル コネクタ (すなわち

RJ-45 コネクタ) は幅が広く厚みがあり、末端の接触部分は常に8箇所あ

ります。 電話ケーブルのコネクタは接触部分が2箇所から6箇所の間で

す。
❑ Ethernet またはワイヤレス ルーターに接続したデスクトップまたはノー

トブック コンピュータ。
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注記 HP All-in-One は 10 Mbps および 100 Mbps Eithernet ネット

ワークへ接続可能です。 ネットワーク インターフェース カード

(NIC) の購入をお考え場合、または既にご購入済みの場合、この両

方の速度で動作することを確認してください。

❑ ケーブルまたは DSL などのブロードバンド インターネット アクセスを

推奨します。デバイスから直接 HP Instant Share にアクセスする場合に

は、ブロードバンドによるインターネット アクセスが必要です。

HP Instant Share の詳細については、「友達や家族と画像を共有する」

を参照してください。

HP All-in-One をネットワークに接続する

Ethernet ポートは、HP All-in-One の背面に装備されています。

1. HP All-in-One の後部からイエローのプラグを抜きます。

2. HP All-in-One の後部にある Ethernet ポートに Ethernet ケーブルを接続

します。

3. Ethernet ケーブルのもう一方の端を Ethernet ルーター、スイッチまたは

ワイヤレス ルーターの空いているポートに接続します。
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4. HP All-in-One のネットワークへの接続が完了したら、コンピュータへソ

フトウェアをインストールします。「ネットワーク接続用のソフトウェ
アをインストールする」を参照してください。

ネットワーク接続用のソフトウェアをインストールする

このセクションでは、HP All-in-One ソフトウェアをネット-ワークに接続さ

れた Windows または Mac へインストールする方法について説明します。 本
ソフトウェアをインストールする前に、「有線ネットワークの設定」 の説明

に従って HP All-in-One を接続しておいてください。

注記 1 コンピュータが一連のネットワーク ドライブに接続するよう

設定する場合、ソフトウェアをインストールする前に、コンピュータ
が現在それらのドライブに接続されていることを確認してください。
そうしないと、インストール ソフトウェアがネットワーク ドライブに

割り当てられた予約済みドライブ名を使用する可能性があり、そのネ
ットワーク ドライブ名へのアクセスが不可能になります。

注記 2 インストールに要する時間は、お使いの OS、空いているディ

スク スペース、プロセッサの速度などによって異なりますが、20 分か

ら 45 分かかります。

お手持ちのコンピュータの OS が Windows または Mac かに応じて、下記の

手順を参照してください。

Windows 用のHP All-in-One ソフトウェアをインストールするには

注記  この後の説明は、Windows コンピュータだけに適用されます。

1. コンピュータで実行中のアプリケーションおよびファイヤーウォールま
たはウィルス検出ソフトウェアをすべて終了します。

2. HP All-in-One に付属する Windows 用の CD をお使いのコンピュータの

CD-ROM ドライブに挿入します。

3. ファイヤーウォールに関するダイアログ ボックスが表示されたら、次の

ように対応してください。

– [インストール停止の問題] に関する画面が表示されたら、実行中のフ

ァイヤーウォールまたはアンチスパイウェア プログラムにより HP
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ソフトウェアのインストールが妨害されている可能性があります。
インストール中は、一時的にファイヤーウォールまたはアンチスパ
イウェア プログラムを無効にしてください。 手順については、ファ

イヤーウォール付属のマニュアルを参照してください。 インストー

ルが完了したら、ファイヤーウォールまたはアンチスパイウェア プ
ログラムをまた有効にしてください。

– [ファイヤーウォールに関する注意] は、Microsoft のインターネット

接続用ファイヤーウォールが有効であることを意味します。 [次へ]
をクリックして、セットアップ プログラムで必要なポートをオープ

ンし、インストールを続行できるようにします。 HP 提供のプログラ

ムに対して [Windows のセキュリティ警告] が表示された場合、この

プログラムのブロックを解除してください。

4. [接続タイプ] 画面で [ネットワーク経由で接続する] を選択し、[次へ] を
クリックします｡

セットアップ プログラムがネットワーク上の HP All-in-One を探してい

る間、[検索中] 画面が表示されます｡

5. [プリンタが見つかりました] 画面で、そのプリンタについての詳細が正

しいことを確認してください。

ネットワーク上で複数のプリンタが検出されると、[複数のプリンタが見

つかりました] 画面が表示されます｡ 接続するデバイスを選択してくださ

い。

お使いの HP All-in-One に対してのデバイスの設定を参照するには

a. お使いのデバイスのコントロール パネルを開きます。
b. [ネットワーク メニュー] で [ネットワーク設定を表示] を選択した

後、[概要を表示 (有線 LANの場合)] を選択します。

注記 ソフトウェアが HP All-in-One を検出できない場合、「ネッ

トワークのトラブルシューティング」を参照してください。

6. デバイスの説明が正しい場合、[はい、このプリンタをインストールしま

す] を選択します。

7. コンピュータの再起動をメッセージに合わせて行い、インストール処理
を終了します｡

ソフトウェアのインストールが完了したら、HP All-in-One の準備は完了

です。
8. ファイヤーウォールやウィルス検出ソフトウェアを無効にしていた場合

は、もう一度有効にしてください。
9. ネットワークへの接続を確認するには、お使いのコンピュータから

HP All-in-One へテスト ページの印刷を行います。 詳細については、

HP All-in-One に付属の 『ユーザー ガイド』 (印刷物) を参照してくださ

い。

ユーザー ガイド 39

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

設
定



Mac 用の HP All-in-One ソフトウェアをインストールするには

注記 この後の説明は、Mac だけに適用されます。

1. 実行中の全てのアプリケーションを終了します。
2. HP All-in-One に付属の Mac 用の CD を、お使いのコンピュータ の CD-

ROM ドライブに挿入します。

3. HP All-in-One の [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。

4. (Mac OS X) [認証] 画面で、コンピュータやネットワークへのアクセスに

使用される、管理者用パスワードを入力してください。

このインストーラ ソフトウェアは HP All-in-One デバイスを検索して一

覧を表示します。
5. (Mac OS X) [デバイスの選択] 画面で、HP All-in-One を選択します。

6. 画面上の指示に従って、[設定アシスタント] を含む全てのインストール

作業を完了してください。

ソフトウェアのインストールが完了したら、HP All-in-One の準備は完了

です。
7. ネットワークへの接続を確認するには、お使いのコンピュータから

HP All-in-One へテスト ページの印刷を行います。 詳細については、お

買い求めのデバイスに付属の『ユーザー ガイド 』(印刷物) を参照してく

ださい。

ネットワーク上の複数のコンピュータに接続する
HP All-in-One と同じネットワーク上に別のコンピュータがある場合、各コン

ピュータに HP ソフトウェアをインストールしたら、このコンピュータでも

HP All-in-One を使用することができます。 詳細については、「ネットワー

ク接続用のソフトウェアをインストールする」を参照してください。HP All-
in-One のネットワーク接続を行っておけば、次回コンピュータを追加する

際、再び設定を行う必要がなくなります。

HP All-in-One を USB 接続からネットワーク接続に切り替え
る

USB 接続された HP All-in-One は、後から変更して Ethernet ネットワークに

接続することができます。ワイヤレス ネットワークの設定方法をすでに理解

している場合は、次の一般的な手順を用いてアップグレードしてください。
HP All-in-One をネットワークに接続する方法の詳細については、「有線ネッ

トワークの設定」 を参照してください｡

USB 接続を有線 (Ethernet) 接続に変更するには

1. HP All-in-One の背面から USB 接続ケーブルを取り外します。
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2. HP All-in-One 背面の Ethernet ポートとルーター、スイッチ、またはワイ

ヤレス ルーターの Ethernet ポートを Ethernet ケーブルで接続します。

3. インストール CD を実行し、[デバイスの追加] を選択し、次に [ネットワ

ークを介して接続] を選択します。 詳細については、「ネットワーク接

続用のソフトウェアをインストールする」を参照してください。
4. (Windows のみ) インストールが完了したら、[コントロール パネル] の

[プリンタと FAX] を開き、USB を使用してインストールしたプリンタを

削除します。

ネットワーク設定の変更

次のセクションで説明する手順に従って、HP All-in-One のコントロール パ
ネルでHP All-in-One のネットワーク設定を管理することができます。 ま
た、埋め込み Web サーバーを使用すればより詳細なネットワーク設定を行

うことができます。この Web サーバーは既存のネットワーク接続を使用し

て Web ブラウザからアクセスできるネットワーク構成およびステータス ツ
ールです。 詳細については、「埋め込み Web サーバーの使用」を参照して

ください。

コントロール パネルから基本的なネットワーク設定を変更する

HP All-in-One のコントロール パネルではさまざまなネットワーク管理タス

クを行うことができます。 このタスクには、ネットワーク設定の表示、ネッ

トワークのデフォルト設定の復元、ネットワーク設定の変更などが含まれま
す。

ネットワーク設定の表示と印刷

ネットワーク設定の一覧を HP All-in-One のコントロール パネルに表示した

り、より詳細な構成ページを印刷することができます。 [ネットワーク構成]
ページには、IP アドレス、リンク速度、DNS、mDNS など、重要なネットワ

ーク設定の一覧が表示されます。 ネットワーク設定については、「ネットワ

ーク構成ページの定義」を参照してください。

1. [セットアップ] ボタンを押します。

2. [ネットワーク] が強調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押しま

す。

[ネットワーク メニュー] が表示されます。

3. 次のいずれかの操作を実行します。

– 有線ネットワークの設定を表示するには、[OK] を押します。 [概要を

表示 (有線LANの場合)] が強調表示されるまで  を押して、次に

[OK] を押します。
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[ネットワーク設定を表示] が選択され、有線 (Ethernet) ネットワーク

設定の一覧が表示されます。
– ネットワーク構成ページを印刷するには、[OK] を押し、もう一度

[OK] を押します。

[ネットワーク設定を表示] が選択され、ネットワーク構成ページが印

刷されます。

ネットワークをデフォルトに戻す

ネットワーク設定を HP All-in-One 購入時の設定に戻すことができます。

1. [セットアップ] ボタンを押します。

2. [ネットワーク] が強調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押しま

す。

[ネットワーク メニュー] が表示されます。

3. [ネットワーク デフォルトに戻す] が強調表示されるまで  を押し、次

に [OK] を押して確定します。

コントロール パネルからネットワークの詳細設定を変更する

ネットワークを詳細に設定することができます。 ただし、ネットワーク管理

に詳しくない場合は、これらの設定を変更しないでください。 詳細設定に

は、[リンク速度]、[IP 設定]、および [メモリ カード セキュリティ] がありま

す。

リンク速度の設定

ネットワーク上でのデータ転送速度を変更することができます。 デフォルト

の設定は [自動] です。

1. [セットアップ] ボタンを押します。

2. [ネットワーク] が強調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押しま

す。

[ネットワーク メニュー] が表示されます。

3. [詳細設定] が強調表示されるまで  を押して、 [OK] を 2 回続けて押し

ます。

[詳細設定] メニューが表示され、次に [リンク速度] 画面が表示されま

す。
4.  を押してお使いのネットワーク機器が対応するリンク速度を強調表示

し、次に [OK] を押します。

– [1. 自動]
– [2. 10 Mb/sec 全二重通信]
– [3. 10 Mb/sec 半二重通信]
– [4. 100 Mb/sec 全二重通信]
– [5. 100 Mb/sec 半二重通信]
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IP 設定の変更

デフォルトの IP 設定は [自動] で、IP 設定を自動的に行いますが、 ネットワ

ーク管理に詳しい場合は、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲ
ートウェイを手動で変更できます。 HP All-in-One の IP アドレスとサブネッ

ト マスクを確認するには、HP All-in-One からネットワーク構成ページを印

刷します。 ネットワーク構成ページの印刷方法の詳細については、「ネット

ワーク設定の表示と印刷」を参照してください。 IP アドレスやサブネット

マスクなど、構成ページのアイテムの説明については、「ネットワーク構成
ページの定義」を参照してください。

注記 IP 設定を手動で入力する場合、稼働中のネットワークにあらか

じめ接続しておいてください。接続しておかない場合、メニューを閉
じると設定情報が表示されなくなります。

注意 IP アドレスを手動で割り当てる場合は注意が必要です。 インス

トール時に無効な IP アドレスを割り当てると、各ネットワーク コン

ポーネントから HP All-in-One に接続できなくなります。

1. [セットアップ] ボタンを押します。

2. [ネットワーク] が強調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押しま

す。

[ネットワーク メニュー] が表示されます。

3. [詳細設定] が強調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押します。

[詳細設定] メニューが表示されます。

4. [IP 設定] が強調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押します。

[IP 設定] メニューが表示されます。

5. [手動] が強調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押します。

[IP の手動設定]メニューが表示されます。

6. 変更したい項目を選びます。

– [1. IP アドレス]
– [2. サブネットマスク]
– [3. デフォルト ゲートウェイ]
ビジュアル キーボードが表示されます。

7. 変更を入力し、設定を完了したら [OK] を押します。

埋め込み Web サーバーの使用

お使いのコンピュータをネットワーク上の HP All-in-One に接続している場

合、HP All-in-One に内蔵の埋め込みサーバーを使用できます。 埋め込み

Web サーバーは Web ベースのユーザ インタフェースを採用しており、ネッ

トワーク セキュリティの詳細設定など、HP All-in-One のコントロールパネ

ルにはないオプションがいくつかあります。 また、埋め込み Web サーバー

ではネットワークのステータス監視およびプリンタ サプライ品の注文なども

行うことができます。
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埋め込み Web サーバーで使用可能な機能の使用方法については、埋め込み

Web サーバーのオンスクリーン ヘルプを参照してください。 埋め込み Web
サーバーのヘルプにアクセスするには、埋め込み Web サーバーを開き、[ホ
ーム] タブ上の [他のリンク] にある [ヘルプ] リンクをクリックします。

注記 埋め込み Web サーバーは、ネットワーク設定を変更しようとし

ても HP All-in-One コントロール パネルにアクセスできない場合、ま

たはコントロール パネルにはない高度なオプション設定を変更すると

きにのみご使用ください。

埋め込み Web サーバーへのアクセス

埋め込み Web サーバｰには、ネットワーク上の HP All-in-One に接続したコ

ンピュータからのみアクセスできます。

1. [セットアップ] ボタンを押します。

2. [ネットワーク] が強調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押しま

す。

[ネットワーク メニュー] が表示されます。

3. [OK] を 2 回続けて押します。

[ネットワーク設定を表示] メニューが選択され、続いて HP All-in-One の
構成ページが印刷されます。 次のステップで、IP アドレスを使用しま

す。
4. コンピュータの Web ブラウザの [アドレス] ボックスに、ネットワーク

構成ページに記載されている HP All-in-One の IP アドレスを入力しま

す。 例： http://192.168.1.101 。
HP All-in-One 情報を示す、埋め込み Web サーバーの [ホーム] ページが

表示されます｡

注記 ブラウザでプロキシ サーバーを使用している場合は、埋め

込み Web サーバーにアクセスする前に無効にしておいてくださ

い。

5. 埋め込み Web サーバーで使用されている言語を変更する必要がある場

合、以下の手順に従います。

a. [設定] タブをクリックします。

b. [設定] ナビゲーション メニューの [言語の選択] をクリックします。

c. [言語の選択] 一覧で、適切な言語をクリックします。
d. [適用] をクリックします。

6. [ホーム] タブをクリックすると、プリンタとネットワークに関する情報

を確認できます。また、[ネットワーク] タブをクリックすると、ネット

ワーク情報の詳細を確認したり、ネットワーク情報を変更したりできま
す。

7. 必要に応じて構成内容を変更します。
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詳細については、「埋め込み Web サーバーのセットアップ ウィザード

の使用」を参照してください。
8. 埋め込み Web サーバーを終了します。

埋め込み Web サーバーのセットアップ ウィザードの使用

埋め込み Web サーバーのネットワーク セットアップ ウィザードには、ネッ

トワーク接続パラメータを設定するための直感的インタフェースが用意され
ています。 埋め込み Web サーバーの表示方法については、「埋め込み Web
サーバーへのアクセス」を参照してください。

1. [ネットワーク] タブをクリックします。

2. [接続] ナビゲーション メニューの [有線 (802.3)] をクリックします。
3. [ウィザードの開始] をクリックしてウィザードの指示に従います。

ネットワーク構成ページの定義

構成ページには HP All-in-One のネットワーク設定が表示されます。 一般情

報、802.3 有線 (Ethernet)、および Bluetooth® などの設定があります。

ネットワーク構成ページの印刷方法については、「ネットワーク設定の表示
と印刷」を参照してください。 ここで説明する用語の詳細については、

HP All-in-One に付属のオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] のネットワ

ーク用語集を参照してください。 オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ]
の使用方法については、「オンスクリーン ヘルプを使う」を参照してくださ

い。

全般ネットワーク設定

次の表に、ネットワーク構成ページに表示される全般ネットワーク設定につ
いて説明します。

パラメータ 説明

ネットワーク
状態

HP All-in-One の状態には以下のようなものがあります。

● 準備完了： HP All-in-One はデータ送受信の待機中で

す。
● オフライン： HP All-in-One は現在ネットワークに接続

されていません。

アクティブな
接続の種類

HP All-in-One のネットワーク モードを以下に示します。

● 有線： HP All-in-One を Ethernet ケーブルで IEEE
802.3 ネットワークに接続します。

● なし： ネットワーク接続がありません。

URL 埋め込み Web サーバーの IP アドレス。

ユーザー ガイド 45

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

設
定



パラメータ 説明

注記 埋め込み Web サーバーを開くには、この URL が必

要です。

ファームウェ
ア リビジョン

内部ネットワーク接続コンポーネントおよび本体ファーム
ウェアのバージョン コード。

注記 HP サポートに問い合わせると、問題にもよります

が、このファームウェア バージョン コードを問われるこ

とがあります。

ホスト名 インストール ソフトウェアがデバイスに割り振っている

TCP/IP 名。 デフォルトでは、文字 HP の後に MAC (媒体

アクセス制御) アドレスの 後の 6 桁が続きます。

管理パスワー
ド

埋め込み Web サーバーで使用する管理者のパスワード状

態。以下のような状態があります。

● 設定： パスワードが指定されています。 埋め込み

Web サーバーのパラメータを変更するには、パスワー

ドの入力が必要です。
● 設定なし： パスワードが設定されていません。 埋め込

み Web サーバーのパラメータを変更するには、パスワ

ードの入力は必要ありません。

mDNS Rendezvous は、中央の DNS サーバーを使用しないような

ローカル ネットワークおよびアドホック ネットワークで使

用されます。 Rendezvous でネーム サービスを行うには、

DNS の代わりに mDNS を使用します。

mDNS を使用すると、LAN に接続されているすべての

HP All-in-One をご使用のコンピュータから認識できます。

また、Ethernet 対応のデバイスであれば、ネットワーク上

のどのコンピュータでも取り扱うことができます。

有線 (802.3) ネットワーク設定

次の表に、ネットワーク構成ページに表示される 802.3 有線設定について説

明します。

パラメータ 説明

ハードウェア
アドレス
(MAC)

HP All-in-One ごとに付けられている MAC (媒体アクセス制

御) アドレス。 これは、ルーター、スイッチ、その他のデ

バイスなどのネットワーク ハードウェアに割り振られた
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パラメータ 説明

12 桁の固有の識別番号です。 同一の MAC アドレスを持つ

ハードウェアは存在しません。

注記 取り付け時にケーブル モデムや DSL モデムに接続

したネットワーク カードや LAN アダプタの MAC アドレ

スを登録するように求めるインターネット サービス プロ

バイダ (ISP) もあります。

IP アドレス ネットワーク上のデバイスを識別する固有のアドレスで
す。 IP アドレスは、DHCP または AutoIP から動的に割り

当てられます。 静的 IP アドレスを設定することもできま

すが、推奨しません。

注意 IP アドレスを手動で割り当てる場合は注意が必要で

す。 無効な IP アドレスをインストール時に割り当てる

と、各ネットワーク コンポーネントから HP All-in-One を
参照できなくなります。

サブネット マ
スク

サブネットはインストール ソフトウェアが割り当てる IP
アドレスで、これを使うと大きなネットワークの中の一部
分としてネットワークを利用できるようになります。 サブ

ネットは、サブネット マスクで指定されます。 このマスク

によって、HP All-in-One の IP アドレスを構成するビット

のうちネットワークとサブネットを示す部分が決まりま
す。また、本体自体を示すビットも決まります。

注記 サブネットを利用するすべての HP All-in-One とコ

ンピュータに、同じサブネットを割り当てることをお奨め
します。

デフォルト ゲ
ートウェイ

他のネットワークの入り口となる、ネットワーク上のノー
ド。 このインスタンスのノードには、コンピュータやその

他機器を使用できます。

注記 デフォルト ゲートウェイのアドレスはインストール

ソフトウェアが割り当てます。

構成ソース IP アドレスを HP All-in-One に割り当てるためのプロトコ

ル。以下のものがあります。

● AutoIP： インストール ソフトウェアによって自動的に

構成パラメータが決められます。
● DHCP： 構成パラメータは、そのネットワーク上の動

的ホスト構成プロトコル (DHCP) サーバーから提供さ

れます。 小さなネットワークでは、ルーターがこれに

当たります。

(続き)
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パラメータ 説明

● 手動： 静的 IP アドレスなどの構成パラメータが手動で

設定されます。
● 指定なし： HP All-in-One の初期化に使用するモード。

DNS サーバ

ー

ネットワークのドメイン名サービス (DNS) の IP アドレ

ス。 Web の使用や電子メールの送信には、ドメイン名が使

用されています。 たとえば、URL http://www.hp.com に
は、ドメイン名の hp.com が含まれています｡インターネッ

ト上の DNS は、このドメイン名を IP アドレスに変換しま

す｡ この IP アドレスを使用して、デバイス間で相互に参照

が行われます。

● IP アドレス： ドメイン名サーバーの IP アドレス。
● 指定なし： IP アドレスが指定されていないか、本体が

初期化中です。

注記 DNS の IP アドレスがネットワーク構成ページに表

示されるか確認してください。 表示されていない場合は、

インターネット サービス プロバイダ (ISP) から DNS の
IP アドレスを入手してください。

リンク構成 ネットワークのデータ転送速度。 10TX-Full、10TX-Half、
100TX-Full、および100TX-Halfがあります。 なし に設定

すると、ネットワーク機能は無効になります。

転送されたパ
ケットの合計

HP All-in-One が起動してから正常に送信したパケットの

数。 このカウンタは、HP All-in-One の電源をオフにすると

クリアされます。 パケット交換方式ネットワークでメッセ

ージを送信すると、メッセージはパケット単位に分けられ
ます。 各パケットにはデータだけでなく宛先アドレスが格

納されます。

受信したパケ
ットの合計

HP All-in-One が起動してから正常に受信したパケットの

数。 このカウンタは、HP All-in-One の電源をオフにすると

クリアされます。

Bluetooth 設定

次の表に、ネットワーク構成ページに表示される Bluetooth 設定について説

明します。

パラメータ 説明

デバイス アド

レス

Bluetooth デバイスのハードウェア アドレス。
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パラメータ 説明

デバイス名 プリンタに割り当てられたデバイス名。プリンタを
Bluetooth デバイスとして識別できます。

パスキー Bluetooth 経由で印刷するためにユーザ入力が必要な値。

表示 通信範囲内にある Bluetooth デバイスに対する HP All-in-
One の表示/非表示を切り替えます。

● すべての表示： 範囲内のどの Bluetooth デバイスから

でも、HP All-in-One を使って印刷できます。
● 非表示： HP All-in-One のデバイス アドレスを記憶し

ている Bluetooth デバイスだけが印刷できます。

セキュリティ Bluetooth で接続した HP All-in-One に設定されるセキュリ

ティ レベル

● 低： HP All-in-One はパスキーを要求しません。 範囲

内のどの Bluetooth デバイスからも印刷できます。
● 高： HP All-in-One は、Bluetooth デバイスが印刷ジョ

ブを送信するのを許可する前に、Bluetooth デバイスの

パスキーを要求します。

ネットワークのトラブルシューティング

このセクションでは、ネットワークを接続したときや CD を挿入し、ソフト

ウェアのインストールを開始したときに発生する、ネットワーク設定関連の
問題とその対処方法について説明します。

「システム要件エラー：TCP/IP がありません」というメッセージが表示さ

れた

ローカル エリア ネットワーク (LAN) カード (NIC) が正しく取り付けられて

いません。

解決策： LAN カードが正しく装着され、TCP/IP 用に設定されていること

を確認します。 LAN カードに付属しているマニュアルを参照してくださ

い。

インストール中に [プリンタが検出されませんでした] という画面が表示さ

れる

ファイヤーウォール、アンチウィルス、アンチスパイウェア プログラムに

より HP All-in-One がコンピュータにアクセスできません。

解決策： ファイヤーウォール、アンチウィルス、アンチスパイウェア プロ

グラムを一時的に無効にし、HP All-in-One ソフトウェアをいったんアンイ

(続き)

ユーザー ガイド 49

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

設
定



インストール中に [プリンタが検出されませんでした] という画面が表示さ

れる

ンストールしてから、再インストールします。 ファイヤーウォール、アン

チウィルス、アンチスパイウェア プログラムはインストール完了後に有効

に設定してください。 ファイヤーウォールのポップアップ メッセージが表

示されたら、そのメッセージを承認または許可してください。

詳細は、ファイヤーウォール ソフトウェアに付属のマニュアルを参照して

ください。

仮想プライベート ネットワーク (VPN) により HP All-in-One がコンピュー

タにアクセスできません。

解決策： VPN を一時的に無効にしてから、インストールを続けてくださ

い。

注記 HP All-in-One の機能は、VPN セッションの間制限されます。

Ethernet ケーブルがルーター、スイッチ、ハブに接続されていないか、ケ

ーブルに障害があります。

解決策： ケーブルを正しく差し込むか、 必要に応じて、別のケーブルを使

用します。

HP All-in-One は DHCP ではなく AutoIP アドレスを割り当てられていま

す。

解決策： HP All-in-One がネットワークに正しく接続されていないことを示

します。

次の点を確認してください。

● すべてのケーブルが正しくしっかりと接続されていることを確認しま
す。

● ケーブルが正しく接続されている場合、アクセス ポイント、ルータ

ー、ゲートウェイがアドレスを送信していない可能性があります。 こ
の場合は、デバイスをリセットする必要があります。

● HP All-in-One が正しいネットワーク上にインストールされていること

を確認します。

HP All-in-One が間違ったサブネットまたはゲートウェイに設定されていま

す。

解決策：ネットワーク構成ページを印刷し、ルーターと HP All-in-One が同

一のサブネットとゲートウェイ上にあることを確認します。 詳細について

は、「ネットワーク設定の表示と印刷」を参照してください。

HP All-in-One の電源が入っていません。

解決策： HP All-in-One の電源をオンにします。
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5 原稿および用紙のセット

ここでは、ガラス板に原稿をセットしてコピーまたはスキャンする手順、ジ
ョブに 適な用紙を選択する手順、用紙トレイに用紙をセットする手順、お
よび紙詰まりを防ぐ方法について説明します。

原稿のセット

次の説明に従って、ガラス板に原稿をセットすると、 大で A4 サイズまた

はレター用紙までの原稿をコピーまたはスキャンすることができます。ま
た、フォト シートをガラス板にセットして写真を印刷する場合も、同様にセ

ットしてください。

注記 ガラス板やカバーの裏に汚れが付着していると、多くの特殊機
能が正常に機能しなくなる可能性があります。詳細については、
「HP All-in-One のクリーニング」 を参照してください。

ガラス板に原稿をセットするには

1. カバーを上げて、原稿の印刷面を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて
セットします。

フォト シートの場合は、フォト シートの上端をガラス板の右端に合わせ

てセットします。

ヒント 原稿のセット方法については、ガラス板の下端および右端
に記載されているガイドを参照してください。

2. カバーを閉じます。

ヒント HP All-in-One からカバーを取り外すと、原稿が大きくて

もコピーしたりスキャンしたりできます。カバーを取り外すに
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は、カバーを上げて開き、カバーの側面を持って引き上げます。
HP All-in-One は、カバーを取り外した状態でも正常に機能しま

す。カバーを元に戻すには、ちょうつがいを元の溝にはめこみま
す。

印刷およびコピー用紙の選択
HP All-in-One ではさまざまな種類とサイズの用紙を使用することができま

す。印刷またはコピーを美しく仕上げるために、次の推奨事項をお読みくだ
さい。用紙の種類またはサイズを変更する場合、必ず設定を変更してくださ
い。

推奨されている用紙

高の印刷品質を得るには、印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計
された HP 専用紙を推奨します。たとえば、写真を印刷するには、用紙トレ

イに光沢またはつや消しフォト用紙をセットします。 カタログやプレゼンテ

ーションを印刷するには、その用途で専用に設計された種類の用紙を使用し
ます。

HP 用紙の詳細については、オンスクリーンの [HP Image Zone ヘルプ] をご

覧になるか、次の HP Web サイトを参照してください。

www.hp.com/support/inkjet_media

このサイトは現在、英語サイトとなっております。

HP Photosmart 2570 All-in-One series のサポートについては、次のサイトを

参照してください。

www.hp.com/support

HP 用紙のご購入については、次のサイトを参照してください。

www.hp.com/jp/hho
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使ってはいけない用紙

薄すぎる用紙、表面がつるつるの用紙、伸縮性のある用紙などを使用する
と、紙詰まりが起こりやすくなります。厚すぎる用紙を使用すると正しく給
紙されないため、紙詰まりの原因になります。表面がでこぼこした用紙やイ
ンクをはじく用紙を使用すると、印刷された画像がこすれたりにじんだり、
あるいはかすれたりすることがあります。

次のような用紙は印刷に使用しないでください。

● 切り抜きやミシン目のある用紙 (HP インクジェット デバイスで使用でき

るように設計されている場合を除く)。
● リネンなど、肌触りの粗い紙。 均等に印刷されないこともあり、用紙の

上にインクがにじむこともあります。
● HP All-in-One で使用するように設計されていない、極端になめらかな用

紙や光沢のある用紙、あるいは極端なコーティングがされている用紙。
HP All-in-One に紙詰まりが起きたり、インクが定着しないことがありま

す。
● 複写用紙 (2 枚重ねあるいは 3 枚重ねの複写用紙など)。 しわになったり

詰まったりする可能性があります。また、インクもこすれやすくなりま
す。

● 留め具付きの封筒や窓付き封筒。 ローラに引っかかって紙詰まりの原因

となる場合があります。

国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

次のような用紙はコピーに使用しないでください。

● 付属の『ユーザー ガイド』(印刷物) の技術仕様の章に記載されたサイズ

以外のすべての用紙。
● 切り抜きやミシン目のある用紙 (HP インクジェット デバイスで使用でき

るように設計されている場合を除く)。
● 封筒。
● 複写用紙やラベル用紙。

用紙のセット

コピーや印刷ができるように、HP All-in-One にさまざまな種類およびサイズ

の用紙をセットする手順を説明します。

ヒント 破れたり、しわが寄ったり、波打ったり、折れたりしないよ
うに、用紙はすべてチャック付きの袋に入れ、平らな状態で保管して
ください。用紙を正しく保管していないと、温度や湿度の急激な変化
によって用紙が波打ち、HP All-in-One でうまく利用できないことがあ

ります。
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フルサイズ用紙のセット

HP All-in-One の用紙トレイには、A4 サイズ、レターサイズ、リーガル サイ

ズなど、さまざまな種類の用紙をセットできます。

フルサイズ用紙をセットするには

1. 用紙トレイ ドアを開けます。

2. 用紙補助トレイが止まるまで手前に引き出します。 用紙補助トレイの端

にあるペーパーキャッチを持ち上げ、補助トレイを完全に開きます。

注意 リーガル用紙に印刷する場合は、用紙補助トレイを完全に開
いても引っかかる可能性があります。リーガル サイズの用紙を使

用する際に紙詰まりを防ぐには、以下に示すようにして、用紙補
助トレイをひっくり返して開かないでください。

3. 横方向用紙ガイドの上部にあるタブをつまんで、一番外側の位置までス
ライドさせます。

4. 平らな面で用紙の端を揃え、次の点を確認します。

– 用紙に破れ、ほこり、しわ、端の折れや波打ちがないこと
– セットするすべての用紙が同じサイズ、同じ種類であること

5. 用紙の短辺を奥にし、印刷面を下にして用紙トレイに挿入します。用紙
を奥にセットします。
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ヒント レター ヘッドを使用する場合は、ページの上側から先に

入れ、印刷面を下にしてください。フルサイズ用紙およびレター
ヘッドのセット方法については、用紙トレイの底面にある図を参
照してください。

6. 横方向用紙ガイドの上部にあるタブをつまんで、横方向用紙ガイドが用
紙の端に当たって止まるまでスライドさせます。

用紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。用紙の束がきち
んと用紙トレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの上端より高くなって
いないことを確認してください。

10 x 15 cm (4 x 6 インチ) フォト用紙のセット

10 x 15 cm のフォト用紙を HP All-in-One の用紙トレイにセットできます。

高の印刷結果を得るには、推奨タイプの 10 x 15 cm フォト用紙を使用して

ください。詳細については、「推奨されている用紙」を参照してください。

用紙トレイには小さなサイズの用紙もセットできます。 詳細については、

「ポストカード、はがき、HP パノラマ フォト用紙」を参照してください。

さらに、よりきれいに印刷するには、コピーまたは印刷する前に用紙の種類
と用紙サイズを設定してください。用紙設定の変更方法については、
[HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

ヒント 破れたり、しわが寄ったり、波打ったり、折れたりしないよ
うに、用紙はすべてチャック付きの袋に入れ、平らな状態で保管して
ください。用紙を正しく保管していないと、温度や湿度の急激な変化
によって用紙が波打ち、HP All-in-One でうまく利用できないことがあ

ります。

10 x 15 cm (4 x 6 インチ) のフォト用紙をセットするには

1. 用紙トレイから用紙をすべて取り出します。
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2. フォト用紙の短辺を奥にし、印刷面を下にして用紙トレイの右端に挿入
します。 フォト用紙を奥まで差し込んでください。

お使いのフォト用紙にミシン目付きのタブがある場合は、そのタブが自
分のほうに向くようにフォト用紙をセットしてください。

3. 横方向用紙ガイドの上部にあるタブをつまんで、横方向用紙ガイドがフ
ォト用紙の端に当たって止まるまでスライドさせます。

用紙トレイにフォト用紙を入れすぎないようにしてください。用紙の束
がきちんと用紙トレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの上端より高く
なっていないことを確認してください。

ポストカード、はがき、HP パノラマ フォト用紙

HP All-in-One の用紙トレイには、ポストカード、はがき、パノラマ フォト

用紙をセットすることができます。

高の印刷結果を得るには、印刷またはコピーの前に用紙の種類とサイズを
設定してください。 詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘル

プ] を参照してください。

ポストカード、はがき、パノラマ フォト用紙をセットするには

1. 用紙トレイから用紙をすべて取り出します。
2. ポストカードまたはハガキの束を短いほうの辺を奥にし、印刷面を下に

して用紙トレイの右端に挿入します。カードの束を奥まで差し込んでく
ださい。

3. 横方向用紙ガイドの上部にあるタブをつまんで、横方向用紙ガイドがカ
ードの端に当たって止まるまでスライドさせます。

用紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。カードの束がき
ちんと用紙トレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの上端より高くなっ
ていないことを確認してください。
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封筒のセット

HP All-in-One の用紙トレイには、封筒をセットすることができます。光沢紙

を使った封筒、エンボス加工された封筒、留め具付きの封筒、窓付き封筒は
使わないでください。

注記 文字を封筒に印刷するために書式設定する方法については、お
使いのワープロ ソフトのヘルプ ファイルを参照してください。より美

しく仕上げるために、封筒の差出人住所にはラベルの使用をおすすめ
します。

封筒をセットするには

1. 用紙トレイから用紙をすべて取り出します。
2. 用紙トレイの右端に封筒を入れ、封筒のふたを上に向け、ふた側を左側

または奥側にしてセットします。封筒の束を奥にセットします。

ヒント 封筒のセット方法については、用紙トレイの底面にある図
を参照してください。

3. 横方向用紙ガイドの上部にあるタブをつまんで、横方向用紙ガイドが封
筒の端に当たって止まるまでスライドさせます。

用紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。封筒の束がきち
んと用紙トレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの上端より高くなって
いないことを確認してください。

その他の用紙のセット

特定の種類の用紙をセットするときのガイドラインを次の表に示します。 
高の印刷結果を得るには、用紙サイズまたは用紙の種類を変更するたびに用
紙設定を調整してください。用紙設定の変更方法については、[HP Image
Zone ヘルプ] を参照してください。

注記 用紙の種類およびサイズの中には、HP All-in-One の一部の機能

が対応していないものがあります。ソフトウェア アプリケーションの

[印刷] ダイアログ ボックスから、印刷を実行する場合にのみ使用でき

る用紙の種類やサイズもあります。こうした用紙の種類およびサイズ
は、コピーやメモリ カードまたはデジタル カメラからの写真印刷には

使用できません。ソフトウェア アプリケーションからの印刷のみに対

応する用紙は、次の表に注記があります。
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用紙 ヒント

HP用紙 プレミアム用紙：用紙の非印刷面に表示されているグレーの矢
印を見つけ、その矢印が表示されている側を上にして用紙を用
紙トレイに挿入します。

紙詰まりの防止
紙詰まりを防止するために、次のことに注意してください。

● 未使用の用紙はチャック付きの袋に平らに入れ、用紙が波打ったり、し
わが寄ったりしないように保管してください。

● 用紙トレイから印刷された用紙を頻繁に取り除くようにしてください。
● 用紙を用紙トレイに平らに置き、端が折れたり破れたりしないようにセ

ットしてください。
● 用紙トレイには、異なる種類やサイズの用紙を一緒にセットしないでく

ださい。用紙トレイ内の用紙の束は、すべて同じサイズ、同じ種類で統
一する必要があります。

● 用紙がぴったり収まるように、用紙トレイの横方向用紙ガイドを調整し
てください。用紙ガイドで用紙トレイの用紙を折らないようにしてくだ
さい。

● 用紙を用紙トレイの奥に入れすぎないでください。
● ご使用の HP All-in-One で推奨している用紙の種類をお使いください。詳

細については、「印刷およびコピー用紙の選択」 を参照してください。

紙詰まりを解消する方法については、「用紙のトラブルシューティング」を
参照してください。
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6 写真およびビデオ機能の使用

HP All-in-One はメモリ カードやストレージ デバイスにアクセスし、これら

に保存されている写真を印刷、保存、管理、共有することができます。
HP All-in-One にメモリカードを差し込んだり、前面の USB ポートにストレ

ージ デバイス (USB キーチェーン ドライブなど) やデジタル カメラを接続す

ることで、HP All-in-One はこれらに記録されているデータを読み取りま

す。 PictBridge モード対応デジタル カメラをプリンタ前面の USB ポートに

接続して、カメラから直接写真を印刷することもできます。

この章では、HP All-in-One でメモリ カード、ストレージ デバイス、または

デジタル カメラを使用するための情報が得られます。 HP All-in-One で写真

やビデオを表示、選択、編集、保存、印刷、共有する方法について、この章
をよくお読みください。

メモリ カードの挿入

デジタル カメラで撮った写真をメモリ カードに保存している場合、そのメモ

リ カードを HP All-in-One に挿入し、写真を印刷したり保存したりすること

ができます。

注意 アクセス中はメモリ カードを絶対に取り出さないでください。

カードを取り出すとカード上のファイルが損傷することがあります。
メモリ カード スロットの横のステータス ランプが点滅していないと

きだけ、カードを安全に取り外すことができます。 メモリ カードは 1
度に 1 枚だけ挿入してください。 万一差し込んでしまうと、メモリ カ
ードのファイルが損傷することがあります。

フォト シートはメモリ カードやストレージ デバイスに保存されている写真

をサムネイル で表示できます。フォトシートは印刷できますが、長さは数ペ

ージになることもあります。 HP All-in-One をコンピュータに接続していな

くても、メモリ カードやストレージ デバイスの写真を印刷することができま

す。 詳細については、「フォト シートを使用した写真の印刷」を参照してく

ださい。

HP All-in-One では、次のメモリ カードを読み取ることができます。

CompactFlash (I、II)、Memory Sticks、MultiMediaCard (MMC)、Secure
Digital および xD-Picture Card。

注記 文書をスキャンし、スキャンした画像を接続しているメモリ カ
ードやストレージ デバイスに送信できます。詳細については、「メモ

リ カードまたはストレージ デバイスに原稿をスキャンする」を参照し

てください。
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HP All-in-One には、各メモリ カードを挿入できるように 4 つのスロットが

用意されています。 次の図に、各スロットと対応するメモリ カードを示しま

す。

1 xD-Picture Card
2 Memory Stick、Magic Gate Memory Stick、Memory Stick Duo (専用アダプタが

必要です)、Memory Stick Pro
3 CompactFlash (I、II)
4 Secure Digital、MultiMediaCard (MMC)、 Secure MultiMedia Card

ヒント デフォルトでは、Windows XP は、8 MB 以下 64 MB 以上の

メモリ カードを FAT32 形式でフォーマットします。一方、デジタル

カメラや他のデバイスでは FAT (FAT16 または FAT12) 形式を使用す

るため、FAT32 形式のカードは使用できません。カメラでメモリ カー

ドをフォーマットするか、Windows XP コンピュータで FAT 形式を選

択してメモリ カードをフォーマットしてください。

メモリ カードを挿入するには

1. メモリ カードのラベルが上、接点が HP All-in-One 側を向くようにメモ

リ カードを回転させます。
2. メモリ カードを対応するメモリ カード スロットに挿入します。

デジタル カメラの接続

HP All-in-One は PictBridge モードをサポートしています。このモードでは、

PictBridge 対応のデジタル カメラを前面の USB ポートに接続すると、カメ

ラのメモリ カードに記録されている写真を印刷することができます。 お使い

のカメラの PictBridge の対応状況については、カメラに付属のマニュアルを

ご覧ください。

前面の USB ポートはメモリ カード スロットの横にあります。
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お使いのカメラが PictBridge モードに設定されていなかったり、PictBridge
をサポートしなくても、カメラをストレージ デバイス モードで使用すれば、

カメラに記録されている写真にアクセスできます。 詳細については、「スト

レージ デバイスの接続」を参照してください。

1. カメラに付属する USB ケーブルを使用して、HP All-in-One 前面の USB
ポートにカメラを接続します。

2. カメラの電源をオンにして、PictBridge モードになっていることを確認

します。

注記 USB モードを PictBridge モードに変更する方法を確認する

には、カメラのマニュアルを参照してください。 PictBridge モー

ドの説明には、カメラによって異なる用語が用いられています。
例えば、一部のカメラには デジタル カメラ の設定と ディスク ド
ライブ 設定があります。 このような場合、デジタル カメラ の設

定が PictBridge モードの設定になります。

PictBridge モードのカメラを HP All-in-One に正しく接続したら、写真を印刷

することができます。 HP All-in-One にセットされている用紙のサイズが、

カメラの設定と一致していることを確認します。カメラの用紙サイズ設定が
デフォルトに設定されている場合、PictBridge 対応カメラからの印刷用に選

択されている、デフォルトの用紙トレイにセットされている用紙が使用され
ます。 PictBridge を使用してカメラから直接印刷する方法の詳細について

は、カメラに付属するユーザー ガイドを参照してください。

ストレージ デバイスの接続

ストレージ モードに設定したキーチェーン ドライブ、ポータブル ハード ド
ライブ、デジタル カメラなどのストレージ デバイスは HP All-in-One 前面の

USB ポートに接続できます。前面の USB ポートはメモリ カード スロットの

横にあります。
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注記 ストレージ モードに設定されたデジタル カメラを前面の USB
ポートに接続できます。 HP All-in-One はこのモードのカメラを普通の

ストレージ デバイスとして認識します。 このセクションでは、ストレ

ージ モードのデジタル カメラをストレージ デバイスと呼びます。 お
使いのカメラが PictBridge に対応している場合は、「デジタル カメラ

の接続」を参照してください。

USB モードをストレージ モードに変更する方法を確認するには、カメ

ラのマニュアルを参照してください。 ストレージ モードを表すには、

カメラによってさまざまな用語が用いられています。 例えば、一部の

カメラには デジタル カメラ 設定と ディスク ドライブ 設定がありま

す。 このような場合、ディスク ドライブ 設定がストレージ モード設

定になります。 カメラのストレージ モードが機能しない場合、カメラ

のファームウェアをアップグレードする必要があります。詳細につい
ては、カメラ付属のマニュアルを参照してください｡

ストレージ デバイスを接続したら、ストレージ デバイスに保存されたファイ

ルを使って以下のことが行えます。

● コンピュータにファイルを転送する
● 写真を表示する
● コントロール パネルを使用して写真とビデオを編集する

● HP All-in-One で写真を印刷する
● お友達や家族に写真やビデオを送る

注意 アクセス中はストレージ デバイスの接続を絶対に切断しないで

ください。 切断してしまうとストレージ デバイスのファイルが損傷す

るおそれがあります。メモリ カード スロットの横のステータス ラン

プが点滅していないときだけ、ストレージ デバイスを安全に取り外す

ことができます。

写真の表示
HP All-in-One のカラー グラフィック ディスプレイに写真を表示することが

できます。 また、HP All-in-One に付属する [HP Image Zone] ソフトウェア

を使用しても写真を表示することができます。
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HP All-in-One を使用して写真を表示する

HP All-in-One のカラー グラフィック ディスプレイに写真を 1 枚ずつまたは

スライドショーで表示することができます。

写真の表示

HP All-in-One のコントロール パネルを使用して写真を表示できます。

写真を表示するには

1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または

ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。
2. カラー グラフィック ディスプレイに見たい写真が表示されるまで  ま

たは  を押します。

ヒント  または  を押したままにすると、すべての写真をすば

やく確認することができます。

スライドショーの表示

[フォト メニュー] の [スライド ショー] オプションを使用すると、メモリ カ
ードやストレージ デバイスのすべての写真がスライドショーで表示されま

す。

スライドショーを表示するには

1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または

ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。

2. [フォト] を押して、[フォトメニュー] を表示します。

3. [スライドショー] が強調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押し

てスライドショーを開始します。
4. スライドショーを終了するには [キャンセル] を押します。
5. [フォト] をもう一度を押して、写真の画面に戻ります。

コンピュータを使用して写真を表示する

HP All-in-One に付属する [HP Image Zone] ソフトウェアを使用して写真を

表示および編集できます。

詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してくだ

さい。

写真とビデオの選択
HP All-in-One のコントロール パネルを使用して、写真とビデオを選択でき

ます。
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写真とビデオの選択

写真とビデオを 1 つずつ選択して、編集、印刷したり、コンピュータに保存

したりすることができます。

写真とビデオを 1 つずつ選択するには

1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または

ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。

2.  または  を押して、選択したい写真またはビデオ ファイルまで移動し

ます。

ヒント  または  を押したままにすると、すべての写真とビデ

オをすばやく確認することができます。

注記 ビデオの 初のフレームがカラー グラフィック ディスプレ

イに表示され、フレーム下部にビデオ アイコンが表示されます。

3. [OK] を押して、カラー グラフィック ディスプレイに現在表示されてい

る写真またはビデオを選択します。

選択した写真またはビデオの横には、チェック マークがつきます。

4. 上の手順を繰り返して、必要な写真またはビデオをすべて選択します。

個々のビデオ フレームの選択

印刷するビデオ フレームを 1 つずつ選択することができます。

1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または

ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。

2.  または  を押して、選択したいビデオ ファイルまで移動します。

注記 ビデオの 初のフレームがカラー グラフィック ディスプレ

イに表示され、フレーム下部にビデオ アイコンが表示されます。

3.  または  を押して、選択したいフレームまで移動します。

4. [OK] を押して、カラー グラフィック ディスプレイに現在表示されてい

るフレームを選択します。

選択したフレームの下には、チェック マークがつきます。

5. 上の手順を繰り返し、ビデオ フレームを１０個まで選択します。
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写真とビデオの選択解除

メモリ カードやストレージ デバイスの写真とビデオを 1 つずつ選択解除し

たり、一度に選択解除することができます。

➔ 次のいずれかを実行してください。

– カラー グラフィック ディスプレイに現在表示されている写真または

ビデオの選択を解除するには、[OK] を押します。
– すべての写真とビデオを選択解除して、アイドル画面に戻るには、

[キャンセル] を押します。

個々のビデオ フレームの選択解除

➔ [OK] を押して、カラー グラフィック ディスプレイに現在表示されてい

るビデオ フレームの選択を解除します。

写真の編集
HP All-in-One には、カラー グラフィック ディスプレイに表示中の画像に適

用できる、基本的な編集機能が搭載されています。 この編集機能には、明度

調整、特殊カラー効果、トリミング、回転などがあります。

コントロール パネルを使用した写真の編集方法については、オンスクリーン

[HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

注記 印刷前に選択したビデオ フレームを補正することができます。

詳細については、「写真の印刷オプションの設定」を参照してくださ
い。

[HP Image Zone] ソフトウェアを使用して、画像の表示や編集を行うことも

できます。 画像を印刷したり、家族や友人に画像付きの電子メールを送った

り、Web サイトに画像をアップロードしたり、画像を娯楽やクリエイティブ

な印刷用途に使うこともできます。 [HP Image Zone] ソフトウェアを使うと

可能性がさらに広がります。 HP All-in-One の機能を十分に活用するには、

ソフトウェアをいろいろと使ってみてください。 [HP Image Zone] ソフトウ

ェアを使用した写真の編集方法については、オンスクリーン [HP Image
Zone ヘルプ] を参照してください。

コントロール パネルを使用して写真を編集する

これらの編集機能は、現在表示中の写真で使用できます。編集内容は印刷と
表示にのみ適用され、画像自体には保存されません。

1. メモリカードを挿入し [フォト メニュー] を押します。

[フォトメニュー] が表示されます。

2. [編集] が強調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押します。

[編集] メニューが表示されます。

3. 使用したい [編集] オプションが強調表示されるまで、  を押します。
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編集オプション 用途

[1. 写真の明度] 表示中の画像を明るく、または暗くします。  を
押すと、画像が明るくなります。  を押すと、画

像が暗くなります。

[2. カラー効果] 画像に適用可能な特殊カラー効果のメニューを表
示します。[効果なし] を選択すると、画像は未加

工のままになります。[セピア] を選択すると、

1900 年代の写真に特有の茶色のトーンが適用さ

れます。[アンティーク] は [セピア] に似ています

が、画像に時代めいた雰囲気が出るように、淡い
色合いが追加されます。[モノクロ] を選択する

と、[コピー スタート - モノクロ] を押したときと

同じ印刷結果になります。

[3. フレーム] 現在の画像にフレームおよびフレーム カラーを

適用します。

[4. 赤目の補正] 写真の赤目を補正します。[オン] を選択すると、

赤目が補正されます。[オフ] を選択すると、赤目

は補正されません。デフォルトの設定は [オフ] で
す。

[5. 左右反転] イメージを 180°水平に回転します。

写真のトリミング

コントロール パネルの [ズーム] ボタンを使用して、印刷する写真をトリミン

グすることができます。

写真をトリミングするには

1. カラー グラフィック ディスプレイに写真を表示します。

2. [ズーム] ボタンを押して、写真をズームインまたはズームアウトしま

す。

3. 矢印ボタンを使用すると、写真をパンして、大体の印刷範囲を確認でき
ます。
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4. 次のいずれかの手順にしたがってください。

– 写真を選択して、印刷用のズーム設定を維持しながら、ズーム モー

ドを終了するには、[OK] を押します。
– ズーム機能を終了して写真を元の状態に戻すには、[キャンセル] を押

します。

写真の回転

コントロール パネルの [回転] ボタンを使用して、写真を時計回りに 90 度回

転させることができます。

写真を回転するには

1. カラー グラフィック ディスプレイに写真を表示します。

2. [回転] を押して、写真を回転します。1 回押すたびに写真は時計回りに

90 度ずつ回転します。

3. [コピー スタート - カラー] または [コピー スタート - モノクロ] を押し

て、写真を印刷します。
4. 写真が元の状態に戻るまで、[回転] ボタンを押します。

コンピュータを使用して写真を編集する

[HP Image Zone] ソフトウェアを使用すると、画像の表示や編集ができま

す。他にも、画像の印刷、家族や友人への電子メールの送信、Web サイトへ

の画像のアップロードができます。また画像を遊びやクリエイティブな印刷
プロジェクトに使うこともできます。[HP Image Zone] ソフトウェアを使う

と可能性がさらに広がります。HP All-in-One の機能を十分に活用するには、

ソフトウェアをいろいろと使ってみてください。

詳細は、ソフトウェアに付属のオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を
参照してください。

コントロール パネルから写真とビデオを印刷する

コントロール パネルを使用して、メモリ カードやストレージ デバイスから

写真を印刷できます。 PictBridge 対応のカメラからは写真を直接印刷するこ

ともできます。 詳細については、「デジタル カメラの接続」を参照してくだ

さい。

メモリ カードの挿入方法については、「メモリ カードの挿入」を参照してく

ださい。 ストレージ デバイスの接続方法については、「ストレージ デバイ

スの接続」を参照してください。
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このセクションでは、一般的な印刷タスクに関する情報について説明しま
す。 オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] には、次のように特殊な写真

印刷に関する情報が記載されています。

● カメラで指定した写真 (DPOF) の印刷

● ビデオ アクション（動画）写真の印刷

● パノラマ写真の印刷
● パスポート写真の印刷

これらの機能の詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ]
を参照してください。

注記 写真とビデオを印刷する場合、 適な印刷を行うために、写真
の印刷オプションが自動的に選択されます。 これらのオプションは、

[印刷オプション] メニューで変更できます。印刷後に、選択したオプ

ションはデフォルト設定に戻ります。 詳細については、「写真の印刷

オプションの設定」を参照してください。

[HP Image Zone] ソフトウェアを使用すると、単なる写真の印刷以上のこと

ができます。このソフトウェアを使用するとポスター、バナー、ステッカー
などのクリエイティブな用途に写真を使用することができます。詳細につい
ては、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

簡単プリントウィザードの使用

[簡単プリントウィザード] を使用すれば、 もよく使われる写真印刷オプシ

ョンからお好きな設定を選択することができます。 [簡単プリントウィザー

ド] を使用して写真印刷オプションを選択すると、写真は自動的に印刷されま

す。

簡単プリントウィザードを使用するには

1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または

ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。

2. カラー グラフィック ディスプレイに印刷したい写真またはビデオが表示

されるまで  を押し、次に [OK] を押します。

3. [フォト メニュー] を押します。

4. [OK] を押して [簡単プリントウィザード] を選択します。

[レイアウト] メニューが表示されます。

5. 必要な [レイアウト] オプションが強調表示されるまで  を押して、次

に [OK] を押します。

[印刷できます] というメッセージが表示されます。

6. 用紙トレイに印刷面を下にして用紙がセットされていることを確認した
ら、[OK] を押して、選択しておいたオプションを使用して写真を印刷し

ます。
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選択した写真とビデオの印刷

フォト シートを使用しないで、コントロール パネルから直接写真やビデオ

フレームを印刷することができます。

注記 ビデオ ファイルを選択した場合、印刷したいビデオ フレームを

個別に選択しないとビデオの 初のフレームだけが印刷されます。 詳
細については、「写真とビデオの選択」を参照してください。

1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または

ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。

2.  または  を押すと、次の写真を表示するか前の写真に戻ります。写真

は 1 枚ずつ表示されます。  または  を押し続けると、さらに早く写

真を表示できます。
3. カラー グラフィック ディスプレイに印刷したい写真が表示されたら、

[OK] を押します。 選択した写真の横には、チェック マークがつきま

す。
4. [フォト メニュー] を押して、必要に応じて写真の印刷オプションを変更

します。
5. [フォト プリント] を押して、選択した写真を印刷します。
6. [フォト メニュー] をもう一度を押して、写真の画面に戻ります。

トリミングした写真の印刷

コントロール パネルのズーム機能を使用して印刷する写真をトリミングでき

ます。 カラー グラフィック ディスプレイの画像で、写真の印刷時のイメー

ジを確認できます。

注記 トリミングした内容は元の写真には保存されません。 写真は印

刷後に元のサイズに戻ります。

トリミングした写真を印刷するには

1. カラー グラフィック ディスプレイに写真を表示します。

詳細については、「写真の表示」を参照してください。
2. 写真を別のサイズで表示するには [ズーム] ボタンを押して、写真をズー

ムインまたはズームアウトします。

3. 矢印ボタンを使用して表示中の画像を動かし、大体の印刷範囲を確認し
ます。

4. 写真を選択して、印刷用のズーム設定を維持しながら、ズーム モードを

終了するには、[OK] を押します。

選択した写真の横には、チェック マークがつきます。

5. [フォト プリント] を押して、選択した写真を印刷します。
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フォト シートを使用した写真の印刷

フォト シートを使うと、コンピュータを使わずに直接メモリ カードやストレ

ージ デバイスから写真を選択して印刷を行うことができて便利です。 フォト

シートにはメモリ カードに保存されている写真のサムネイル ビューが表示さ

れ、長さは数ページになることもあります。 各サムネイルにはファイル名、

インデックス番号、日付が表示されています。 フォト シートは、写真の簡単

なカタログ作成にも利用できます。

注記 PictBridge モードではカメラに保存されたフォト シートを印刷

できません。 印刷するには、カメラをストレージ モードに設定してお

く必要があります。 詳細については、「ストレージ デバイスの接続」

を参照してください。

フォトシートからの写真の印刷は、3 つのステップで実行されます。 フォト

シートの印刷、フォト シートの記入、フォト シートのスキャンです。

フォト シートの印刷

フォト シートから写真を印刷するための 初のステップは、HP All-in-One
からのフォト シートの印刷です。

1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または

ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。

2. [フォト シート] を押し、次に [OK] を押します。

これで [フォト シート メニュー] が表示され、[フォト シートの印刷] が選

択されます。

注記 メモリ カード内の写真枚数によって、フォト シートの印刷

にかかる時間は異なります。

3. 20 枚以上の写真がカードに入っている場合、[写真の選択] メニューが表

示されます。必要なコマンドが強調表示されるまで、  を押します。

– [1. すべて]
– [2. 後の 20 枚]
– [3. カスタム範囲]

注記 カスタム範囲内で、印刷したい写真の番号を選択します。
この番号は、デジタル カメラで写真に付けられた番号とは異なり

ます。 写真の番号は、カラー グラフィック ディスプレイに表示さ

れている写真の一番下にあります。

ビデオを選択した場合、ビデオの 初のフレームだけがフォト シートに

印刷されます。
4. [カスタム範囲] を選択した場合は、 初の写真の番号が表示されるまで

 または  を押して、次に [OK] を押します。
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注記 戻る記号の  を押すことで写真の番号を消去できます。

5. 後の写真の番号が表示されるまで  または  を押して、次に [OK] を
押します。

6. フォト シートに記入します。 詳細については、「フォト シートの記

入」を参照してください。

フォト シートの記入

フォト シートを印刷したら、印刷する写真を選択します。

1. フォト シートのサムネイル画像の下にある円を黒いペンか鉛筆で塗りつ

ぶして、印刷する写真を選択します。

注記 フォト シートでビデオを選択した場合、ビデオの 初のフ

レームだけが印刷されます。

2. フォト シートの ステップ 2 から 円を塗りつぶして、レイアウト スタイ

ルを 1 つだけ選択します。

注記 フォト シートでできる印刷設定よりも、詳細な設定が必要

な場合は、コントロール パネルから写真を直接印刷してくださ

い。 詳細については、「コントロール パネルから写真とビデオを

印刷する」を参照してください。

3. フォト シートをスキャンします。 詳細については、「フォト シートの

スキャン」を参照してください。

フォト シートのスキャン

フォト シートから写真を印刷する 後のステップは、スキャナのガラス板に

セットした記入済みフォト シートのスキャンです。
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ヒント HP All-in-One のガラス板に汚れがないことを確認してくださ

い。 汚れがあると、フォト シートを正しくスキャンできないことがあ

ります。詳細については、「ガラス板のクリーニング」を参照してく
ださい。

1. フォトシートの印刷面を下にして、ガラス板の右下隅に合わせてセット
します。 フォトシートの短辺と長辺が、ガラス板の右端と前端に揃って

いることを確認します。 カバーを閉じます。

2. 用紙トレイにフォト用紙をセットします。 フォト シートのスキャン中

は、そのフォト シートの印刷に使用したメモリ カードまたはストレー

ジ デバイスが HP All-in-One に挿入されているか、接続されていること

を確認してください。
3. [フォト シート] を押します。

[フォト シート メニュー] が表示されます。

4. [フォトシートのスキャン] が強調表示されるまで  を押して、次に

[OK] を押します。

HP All-in-One でフォトシートがスキャンされて、選択した写真が印刷さ

れます。

カメラで指定した写真 (DPOF) を印刷する

Digital Print Order Format (DPOF) は、このフォーマットをサポートしている

デジタル カメラで作成される標準のファイルです。カメラが指定する写真と

は、デジタル カメラで印刷のマークをつけた写真のことです。カメラ側で写

真を選択すると、カメラが、DPOF ファイルを作成します。DPOF ファイル

とは、どの写真に印刷のタグがついているかがわかるファイルです。HP All-
in-One では、DPOF ファイルをメモリ カードから読み取ることができるの

で、印刷対象の写真を選択しなおす必要がなくなります。
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注記 すべてのデジタル カメラで、写真に印刷のタグを付けられると

は限りません。お使いのデジタル カメラで DPOF がサポートされてい

るかどうかは、デジタル カメラのマニュアルを参照してください。

HP All-in-One では DPOF ファイル フォーマットの 1.1 をサポートし

ています。

カメラ指定の写真を印刷する場合、HP All-in-One の印刷設定は適用されませ

ん。DPOF ファイルによる写真レイアウトと部数の設定が HP All-in-One よ
り優先されます。

DPOF ファイルは、デジタル カメラでメモリ カードに保存されます。 この

ファイルには次の情報が設定されています。

● 印刷対象の写真
● 各写真の印刷部数
● 写真に適用される回転
● 写真に適用されるトリミング
● インデックス印刷 (選択写真のサムネイル)

カメラ指定の写真を印刷するには

1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または

ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。DPOF タグが

付いた写真がメモリ カードにあると、[DPOF 写真を印刷しますか?] とい

うメッセージがカラー グラフィック ディスプレイに表示されます。
2. 次のいずれかを実行してください。

– DPOF のタグが付いた写真をすべて印刷するには、[OK] を押しま

す。
– [いいえ] が強調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押します。

これで、DPOF 印刷が回避されます。

個々のビデオ フレームの印刷

[フォトプリント] ボタンを使用して、ビデオ フレームを 10 個まで印刷する

ことができます。

個々のビデオ フレームを印刷するには

1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または

ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。

2. カラー グラフィック ディスプレイに印刷したいビデオが表示されるま

で  または  を押し、次に [OK] を押します。

ビデオの 初のフレームが表示されます。
3. フレームを 1 つずつ確認していくには、  または  を押します。

4. 選択したいフレームが表示されたら [OK] を押します。
5. [フォト プリント] を押して、選択したフレームを印刷します。
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ヒント [ビデオの強調] 機能を使用すると、印刷前にビデオ フレーム

を自動的に補正することができます。詳細については、「写真の印刷
オプションの設定」を参照してください。

ビデオアクション（動画）写真の印刷

[ビデオ アクション プリント] オプションを使用すると、メモリ カードやス

トレージ デバイスのビデオ ファイルから、一連の写真を続けて印刷すること

ができます。このオプションでは、ビデオに表示される順に、ビデオの 9 フ
レームをまとめて 1 枚の用紙に印刷します。これらのビデオ フレームは

HP All-in-One によって自動的に選択されます。

ビデオ アクション (動画) 写真を印刷するには

1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または

ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。

2. カラー グラフィック ディスプレイに印刷したいビデオが表示されるま

で  または  を押し、次に [OK] を押します。

3. [フォト メニュー] を押します。

4. [特殊機能] が強調表示されるまで  を押します。

5. [OK] を 2 回続けて押します。

[特殊機能] メニューが表示され、[ビデオ アクション プリント] が選択さ

れます。
6. [フォト メニュー] をもう一度を押して、写真の画面に戻ります。

パノラマ写真の印刷

HP All-in-One のコントロール パネルからパノラマ写真を印刷できます。

パノラマ写真を印刷するには

1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または

ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。

2. カラー グラフィック ディスプレイに印刷したいパノラマ写真が表示され

るまで  または  を押し、次に [OK] を押します。

3. [フォト メニュー] を押します。

[フォトメニュー] が表示されます。

4. [特殊機能] が強調表示されるまで  を押します。

5. [OK] を 2 回続けて押します。

[特殊機能] メニューが表示され、[パノラマ印刷] が選択されます。

[用紙のセット] というメッセージが表示されます。

6. 10 x 30 cm のパノラマ フォト用紙を印刷面を下にして用紙トレイにセッ

トし、[OK] を押します。

第 6 章

74 HP Photosmart 2570 All-in-One series

写
真

と
ビ

デ
オ



パノラマ フォト用紙をセットする方法については、「ポストカード、は

がき、HP パノラマ フォト用紙」を参照してください。

7. [フォト メニュー] をもう一度を押して、写真の画面に戻ります。

パスポート写真の印刷

HP All-in-One のコントロール パネルからパスポート写真を印刷できます。

パスポート写真を印刷するには

1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または

ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。

2. [フォト メニュー] を押します。

3. [特殊機能] が強調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押します。

4. [パスポート写真] が強調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押し

ます。

[パスポート サイズ] メニューが表示されます。

5. 印刷したいパスポート写真のサイズが強調表示されるまで  を押して、

次に [OK] を押します。
6. [フォト メニュー] をもう一度を押して、写真の画面に戻ります。

写真の印刷オプションの設定
[印刷オプション] メニューからは、枚数や用紙の種類などの写真の印刷方法

について、さまざまな設定ができます。デフォルトの単位とサイズは、国/地
域によって異なります。

1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または

ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。

2. [フォト メニュー] を押します。

[フォト メニュー] が表示されます。

3. [印刷オプション] が強調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押し

ます。
4. 変更したい設定が強調表示されるまで、  を押します。

設定 説明

[1. コピー枚数] 印刷枚数を設定します。

[2. レイアウト/画像

サイズ]
レイアウト/画像サイズ メニューを開きます。こ

のメニューでは、ページごとに印刷したい画像の
番号を選択したり、印刷したい写真のサイズを選
択したりできます。

– 印刷用の標準の写真サイズを選択する場合
は、このメニューの [1 ページの画像数を選

択] を選択します。印刷前に写真を回転させ
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設定 説明

ておいた場合、このオプションを選択すると
回転設定は破棄されます。

– フォト アルバム ページを印刷したい場合

は、このメニューから [画像サイズの選択] を
選択します。印刷前に写真を回転させておい
た場合、このオプションを選択すると回転設
定は保持されます。

[3.用紙サイズ] 現在の印刷ジョブで使用する用紙サイズを選択し
ます。[自動] 設定では、デフォルトで大判 (A4 ま
たはレター) の用紙サイズと小さい 10 x 15 cm の
用紙サイズに設定されますが、国または地域に応
じて異なります。[用紙サイズ] と [用紙の種類] と
もに [自動] に設定すると、HP All-in-One は現在

の印刷ジョブに 適な印刷オプションを選択しま
す。[用紙サイズ] をその他の設定に変更すると、

自動設定よりも優先されます。

[4. 用紙の種類] 現在の印刷ジョブで使用する用紙の種類を選択し
ます。[自動] 設定では、HP All-in-One で、自動

的に用紙の種類を検出して設定します。[用紙サ

イズ] と [用紙の種類] の両方を [自動] に設定する

と、HP All-in-One は現在の印刷ジョブに 適な

印刷オプションを選択します。[用紙の種類] をそ

の他の設定に変更すると、自動設定よりも優先さ
れます。

[5. スマートフォー

カス]
写真の自動デジタル シャープニングを有効また

は無効にします。[スマートフォーカス] は、印刷

される写真にのみ適用されます。この設定を有効
にしても、カラー グラフィック ディスプレイに

表示される写真またはメモリ カードの実際の画

像は変更されません。デフォルトでは [スマート

フォーカス] は有効です。

[6. 適応ライティン

グ]
暗い写真を明るくします。[適応ライティング]
は、印刷される写真にのみ適用されます。カラー
グラフィック ディスプレイの写真やメモリ カー

ド上の実際の画像ファイルが変更されることはあ
りません。[適応ライティング] はデフォルトでオ

フに設定されています。

[7. 日付スタンプ] 日付と時刻、または日付のみを各画像の一番下に
印刷します。日付と時刻には、画像がキャプチャ
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設定 説明

または変更されたときに EXIF タグに記録された

情報が使用されます。日付と時刻はカラー グラ

フィック ディスプレイに表示されません。印刷

するときにだけ写真に印字されます。[日付スタ

ンプ] はデフォルトでオフに設定されています。

[8. ビデオの強調] 印刷前にビデオ フレームを補正します。これら

の補正は HP All-in-One によって自動的に行われ

ます。カラー グラフィック ディスプレイに表示

されるビデオ フレームや実際のビデオ ファイル

が変更されることはありません。このオプション
を使用すると、選択したビデオ フレームを印刷

するのに要する時間が変わります。[ビデオの強

調] はデフォルトでオフに設定されています。

[9. 新しいデフォル

トの設定]
現在の [印刷オプション] 設定を新しいデフォルト

として保存します。

5. 設定を変更してから [OK] を押します。
6. [フォト メニュー] をもう一度を押して、写真の画面に戻ります。

コンピュータに写真を保存する

デジタル カメラで写真を撮った後、すぐに印刷することも、コンピュータに

保存することもできます。 写真をコンピュータに保存するには、メモリ カー

ドをカメラから取り出して、HP All-in-One の適切なメモリ カード スロット

に挿入します。 また、カメラをストレージ モードに設定してデバイス前面

の USB ポートに接続し、写真をコンピュータに保存することもできます。

ストレージ モードに設定したデジタル カメラを接続する方法については、

「ストレージ デバイスの接続」を参照してください。メモリ カードの挿入方

法については、「メモリ カードの挿入」を参照してください。

注記 HP All-in-One で一度に使用できるメモリ カードは 1 つだけで

す。 メモリ カードとストレージ デバイスまたは PictBridge 対応カメ

ラを同時に使用することはできません。

1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または

ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。

ファイルにアクセス中は、メモリ カード スロットの横のステータス ラ
ンプが点滅します。

メモリ カードが正しく挿入されていない場合、 メモリ カード スロット

の横のステータス ランプがオレンジ色に点滅し、カラー グラフィック

ユーザー ガイド 77

写
真

と
ビ

デ
オ



ディスプレイに [カードが逆向きに装着されています。] または [カードが

完全に挿入されていません。] のエラー メッセージが表示されます。

注意 アクセス中はメモリ カードを絶対に取り出さないでくださ

い。 カードを取り出すとカード上のファイルが損傷することがあ

ります。メモリ カード スロットの横のステータス ランプが点滅し

ていないときだけ、カードを安全に取り外すことができます。

2. 次のいずれかの手順にしたがってください。

– HP All-in-One が USB ケーブルでコンピュータに直接接続されてい

る場合、転送を示すダイアログがコンピュータに表示されます。 コ
ンピュータの画面に表示される指示にしたがって、コンピュータに
写真を保存します。

転送ソフトウェアのダイアログ ボックスの詳細については、ソフト

ウェアに付属のオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照して

ください。
– HP All-in-One をネットワークに接続している場合、[フォト メニュ

ー] を押し、[コンピュータに転送] が強調表示されるまで  を押し

て、次に [OK] を押します。次に、表示された一覧からお使いのコン

ピュータを選択します。 転送オプションを選択するには、コンピュ

ータの画面に戻り、画面に表示される指示にしたがってください。

画面の指示どおりに操作すると、写真はメモリカードまたはストレージ
デバイスからお使いのコンピュータに保存されます。

– Windows の場合：デフォルトでは、ファイルはその写真を撮った月

と年のフォルダに保存されます。Windows XP および Windows
2000 の場合、C:\Documents and Settings\ユーザー名\My
Documents\My Pictures フォルダに作成されます。

– Mac の場合： デフォルトでは、ファイルはコンピュータの Hard
Drive:Users:ユーザー名:Pictures:HP Photos フォルダに保存されま

す。

3. メモリ カードの読み取りが終わると、フォト ランプは点滅から点灯した

状態になります。 初の写真がカラー グラフィック ディスプレイに表

示されます。

写真を見るには、  または  を押して、1 枚ずつ順に (逆に) 表示させま

す。  または  を押し続けると、前の写真または次の写真をさらに早く

表示できます。

友達や家族と写真を共有する
HP Instant Share のオンライン サービスを使えば、ご家族やお友達と写真を

簡単に共有することができます。HP Instant Share では、電子メールで写真

を送ったり、オンライン フォト アルバムまたはフォト プリント サービスに

写真をアップロードしたり、ネットワークに接続した別の HP All-in-One に
写真を送ってそこから印刷することも可能です。
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注記 ここで説明するサービスの内容は、国/地域によって異なりま

す。 一部のサービスは、国/地域によってはご利用になれない場合があ

ります。

HP All-in-One のコントロール パネルで利用できる HP Instant Share の機能

を十分に活用するには、HP All-in-One で HP Instant Share をセットアップす

る必要があります。HP All-in-One で HP Instant Share をセットアップする方

法については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してくださ

い。

その他の HP Instant Share 機能の詳細については、オンスクリーン

[HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

写真を共有するには

1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または

ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。

2. カラー グラフィック ディスプレイに送信したい写真が表示されるまで

 または  を押し、次に [OK] を押します。
3. [HP Instant Share] を押します。

– HP All-in-One を USB ケーブルで Windows コンピュータに直接接続

している場合、コンピュータで [HP Image Zone] ソフトウェアが起

動します。[HP Instant Share] タブが開きます。選択トレイに各写真

のサムネイルが表示されます。
– HP All-in-One を USB ケーブルで Mac に直接接続している場合、コ

ンピュータで [HP Instant Share] クライアント アプリケーション ソ
フトウェアが起動します。[HP Instant Share] ウィンドウに各写真の

サムネイルが表示されます。
– HP All-in-One をネットワークに接続している場合は、[共有メニュ

ー] がカラー グラフィック ディスプレイに表示されます。
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7 友達や家族と画像を共有する

HP Instant Share オンライン サービスを使えば、ご家族やお友達と画像を簡

単に共有することができます。HP Instant Share ではご家族やお友達に画像

を送ったり、HP All-in-One をネットワークに接続して HP Instant Share に登

録していれば、他の人から届いた画像を表示したり、印刷したりすることも
できます。

ネットワークに接続した HP All-in-One のコントロール パネルで利用できる

HP Instant Share の機能を十分に活用するには、HP All-in-One で
HP Instant Share をセットアップする必要があります。 [HP Image Zone] ソ
フトウェアをインストールしたら、ネットワークに接続した HP All-in-One
の コントロール パネルにある [HP Instant Share] ボタンを押して、接続先

のコンピュータ上でセットアップ ウィザードを開始します。 HP All-in-One
で HP Instant Share をセットアップする方法および本章で説明する機能の使

用方法については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してく

ださい。 [HP Image Zone ヘルプ] の詳細については、「オンスクリーン ヘ
ルプを使う」を参照してください。

画像を他の人に送信する
HP Instant Share の無料オンライン サービスを使えば、ご家族やお友達と画

像を簡単に共有することができます。HP Instant Share では画像のサムネイ

ルをご家族やお友達に電子メールで送ることができます。 メールを受け取っ

た相手は、好きなときに HP Instant Share サーバーにアクセスして、フルサ

イズの画像を閲覧できます。サーバーで閲覧できるため、メールに添付され
た大きなサイズの画像をダウンロードしなくて済みます。

ヒント HP Instant Share を使用してファクス機のように文書を送信す

ることができます。 ガラス板に置いた文書をスキャンし、スキャンし

たデータを HP Instant Share で相手のメール アドレスに送ってくださ

い。

お友達やご家族がネットワークに接続した HP デバイスをお持ちで、

HP Instant Share を登録している場合は、その人たちの HP デバイスに画像

を直接送り、そこから印刷することもできます。 さらに、画像をオンライン

フォト アルバムにアップロードしたり、フォト プリント サービスを利用し

て、高画質プリントを注文することも可能です。

注記 ここで説明するサービスの内容は、国/地域によって異なりま

す。 一部のサービスは、国/地域によってはご利用になれない場合があ

ります。
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画像を送信するには

➔ HP All-in-One のコントロール パネルの [HP Instant Share] ボタンを押し

て HP Instant Share を起動します。画面上の指示に従って操作してくだ

さい。

他の人から画像を受信する
HP All-in-One をネットワークに接続して HP Instant Share に登録していれ

ば、他の HP Instant Share ユーザーからお使いの HP All-in-One に直接画像

を送信することができます。 画像受信用に設定しておいた権限に応じて、画

像は印刷前に確認するためにサーバーに保存されるか、受信時に自動的に印
刷されます。

他の人から画像を受信して印刷するほかに、お好きな画像のコレクションを
別の送り先に送信したり、それらを HP All-in-One に挿入したメモリ カード

やストレージ デバイスに保存することもできます。

これらの機能を使用するには

➔ HP All-in-One のコントロール パネルの [HP Instant Share] ボタンを押し

て HP Instant Share を起動します。画面上の指示に従って操作してくだ

さい。

注記 HP All-in-One が USB ケーブルで直接コンピュータに接続され

ている場合、ユーザーは画像をこの HP All-in-One に直接送信できませ

ん。 この場合、このセクションで説明する内容は該当しませんが、 た
だし、HP Instant Share を使用して画像をメール メッセージとして送

信することができます。

印刷前に画像を確認する

HP Instant Share をセットアップしたときに選択した設定と権限に応じて、

受信する画像をサーバーに保存しておいて、印刷前に確認することができま
す。 [自動チェック] をオンにしておけば、誰かが画像を送ってきていないか

どうか HP All-in-One は HP Instant Share サーバーを自動的にチェックしま

す。 HP Instant Share サーバーに画像が新しくアップロードされている場合

は、カラー グラフィック ディスプレイ下部の HP Instant Share アイコンが

青く点灯します。

HP Instant Share アイコンの詳細については、「カラー グラフィック ディス

プレイのアイコン」を参照してください。
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写真を確認しないで印刷する

HP Instant Share をセットアップしたときに選択した設定と権限に応じて、

HP All-in-One には受信した画像コレクションの画像を自動的に印刷すること

ができます。 この機能を有効にするには、次の手順を実行します。

● HP Instant Share で [自動チェック] をオンにします。
● 一人または複数の HP Instant Share ユーザーに、お使いの HP All-in-

One に画像を直接送って自動印刷できる権限を与えます。

これらの 2 つの条件に当てはまる場合に、HP All-in-One は承認したユーザー

から受信した画像を自動的に印刷します。

遠隔地から HP All-in-One に印刷する

HP Instant Share アカウントを利用して、ネットワークに接続して

HP Instant Share に登録してある HP デバイスに Windows コンピュータから

印刷することができます。 たとえば、HP リモート プリンタ ドライバを使用

することで、喫茶店でノートパソコンを操作しながら、ネットワークに接続
した自宅の HP All-in-One に印刷できるようになります。 また、プリンタを

持たないお友達や親戚の方々でも、HP リモート プリンタ ドライバを自分の

コンピュータにダウンロードして、許可を得れば、そこからこの HP All-in-
One に印刷することもできます。

HP リモート プリンタ ドライバは、HP All-in-One 用ソフトウェアをインス

トールした Windows コンピュータにインストールされます。 ノートブック

など、別の Windows コンピュータに HP リモート プリンタ ドライバをイン

ストールする場合は、HP All-in-One に付属の [HP Image Zone] ソフトウェ

アをインストールしてください。

➔ HP リモート プリンタ ドライバをインストールしたら、ソフトウェア ア
プリケーションの [ファイル] メニュー の [印刷] を選択し、使用プリンタ

として [HP リモート プリンタ] を選択することで、離れた場所から

HP All-in-One に印刷することができます。

HP Instant Share の構成

ここで説明するオプションを使用して、HP Instant Share の動作をカスタマ

イズすることができます。 これらの設定の詳細については、オンスクリーン

[HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

1. コントロール パネルの [セットアップ] を押します。
2.  を押して [HP Instant Share] を強調表示し、次に [OK] を押します。

[HP Instant Share のオプション] メニューが表示されます。 このメニュ

ーには HP Instant Share の動作を設定する次のようなオプションがあり

ます。
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[アカウントを管

理]
コンピュータの [HP Instant Share] ソフトウェア

が起動するので、ログインし、共有用送り先の追
加、特定の個人から画像を受信する際のプリファ
レンスの設定など、詳細設定を行います。

[デバイス名を表

示]
HP Instant Share にデバイスを登録した際に

HP All-in-One に割り当てられた名前を表示しま

す。 他の HP Instant Share ユーザーから直接画像

を HP All-in-One に送信してもらう場合は、この名

前を相手に知らせる必要があります。

[受信オプション] 画像を受信するときのモードを [プライベート] ま
たは [オープン] のどちらかに設定します。

– [プライベート] モードでは、HP All-in-One は
承認したユーザーの画像だけを受信します。

– [オープン] モードでは、HP All-in-One のデバ

イス名を知っている HP Instant Share ユーザ

ーなら誰でも HP All-in-One に画像を送信でき

ます。

[デフォルト印刷

サイズ]
受信する画像をどのサイズで印刷するかを指定で
きます (画像サイズがプリセットされていない場

合)。

画像 を 10 x 15 cm などの指定サイズで印刷した

り、メイン トレイにセットした用紙のサイズに合

わせて印刷するように設定できます。

[自動チェック] 受信画像がないかどうか HP Instant Share サーバ

を自動的にチェックするように HP All-in-One を設

定します。

ヒント 休暇などで留守にし、プリンタが用紙切
れの場合に用紙を追加できないようなときは、こ
の設定をオフにしておいてください。 [自動チェッ

ク] を [オフ] に設定しても、[HP Instant Share] ボ
タンを押して [受信] を選択することで受信画像を

いつでもチェックできます。

[コレクションを

削除]
[受信] メニューから受信した画像コレクションを削

除できます。 画像コレクションは、期限が切れる

まで HP Instant Share で引き続き利用することが

できます。

[HP Instant
Share をリセッ

ト]

デバイス名やその他のアカウント情報など、
HP All-in-One に保存した HP Instant Share 設定を
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クリアします。 これにより、HP All-in-One を売っ

たり譲ったりする場合にプライバシー情報を保護
できます。HP Instant Share は画像の送受信時の登

録プリンタとして、今後 HP All-in-One を認識しな

くなります。

ヒント このオプションを間違って設定してしま
った場合、以前と同じ HP Passport アカウントで

HP All-in-One をもう一度登録しなおしてくださ

い。 デバイスは以前と同じ名前で登録されます。

共有用送り先と各設定も同様に再適用されます。
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8 コピー機能の使用

HP All-in-One を使用すると、高品質のカラー コピーおよびモノクロ コピー

をさまざまな種類の用紙で作成できます。 この章では、コピーの作成、コピ

ーのプレビュー、トリミングする領域の選択、その他のコピー設定の変更方
法などを説明します。

ヒント 通常のコピーを早く仕上げるには、用紙サイズを [レター] ま
たは [A4] に設定し、用紙の種類を [普通紙]、コピー品質を [はやい] に
設定してください。

本『ユーザー ガイド』は、HP All-in-One でコピーを行う際に利用できるコ

ピー機能の一部について説明します。 HP All-in-One が対応するコピー機能

の詳細については、HP All-in-One ソフトウェアに付属のオンスクリーン

[HP Image Zone ヘルプ] をご覧ください。 例えば、オンスクリーン

[HP Image Zone ヘルプ] では複数ページの文書のコピー、コピーした文書の

明るさの調整などについて説明しています。 [HP Image Zone ヘルプ] の詳

細については、「オンスクリーン ヘルプを使う」を参照してください。

コピーの作成
コントロール パネルから高画質のコピーを作成できます。

コントロール パネルからコピーを作成するには

1. 用紙トレイに用紙をセットします。
2. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。
3. 以下のいずれかの操作を実行します。

– モノクロ コピーを行うには、[コピー スタート - モノクロ] を押しま

す。
– カラー コピーを行うには、[コピー スタート - カラー] を押します。

注記 カラー原稿の場合は、[コピー スタート - モノクロ] を押すと

モノクロ コピーになり、[コピー スタート - カラー] を押すとフル

カラー コピーになります。

コピー設定の変更
HP All-in-One のコピー設定をカスタマイズすれば、ほぼすべてのコピーに対

応することができます。

コピー設定を変更しても、その変更は現在のコピー操作にのみ反映されま
す。 今後すべてのコピー操作にその設定を適用するようにするには、その変

更をデフォルトとして設定する必要があります。
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現在のジョブのコピー設定のみを変更するには

1. [コピー メニュー] を押します。

2. 変更したい設定に対応する番号のボタンを押します。 以下のオプション

のいずれかを選択します。

– [1. コピー枚数]
– [2. コピー プレビュー]
– [3. 縮小/拡大]
– [4. トリミング]
– [5. 用紙サイズ]
– [6. 用紙の種類]
– [7. コピー品質]
– [8. 薄く/濃く]
– [9. 強調]
– [0. 新しいデフォルトの設定]

3.  を押して適切な設定を選択し、次に [OK] を押します。
4. 必要な設定をすべて変更したら、[コピー スタート - カラー] または [コピ

ー スタート - モノクロ] を押して、コピーを行います。

現在の設定を今後も使用できるようにデフォルトとして保存するには

1. 必要に応じて、[コピー メニュー] の設定に変更を加えます。

2.  を押して、[コピー メニュー] から [新しいデフォルトの設定] を選択し

ます。
3. [OK] を押して、デフォルト設定の変更を確定します。

コピーの拡大、縮小、1 ページに複数コピーの作成、コピー画質の補正な

ど、特別なコピー機能の実行方法については、オンスクリーン [HP Image
Zone ヘルプ] をご覧ください。

コピー ジョブのプレビューの表示

[コピー プレビュー] を使用すると、カラー グラフィック ディスプレイにコ

ピー結果がプレビュー表示されます。

プレビューは [コピー メニュー] から [コピー プレビュー] を選択するか、以

下のコピー設定のいずれかを変更すると表示されます。

● [縮小/拡大]
● [用紙サイズ]
● [用紙の種類]
● [トリミング]

上記の設定のいずれかを変更すると、カラー グラフィック ディスプレイにコ

ピーのプレビューが自動的に表示されます。 [コピー プレビュー] を選択する

必要はありません。 ただし、プレビュー表示されたテキストやグラフィック

が実際のものとは異なる場合があります。 正確でクリアなプレビューを望む
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場合、または設定を変更しないでコピー結果をプレビューしたい場合は、こ
こでの説明に従って、[コピー メニュー] から [コピー プレビュー] を選択して

ください。

注記 正確なプレビュー結果を得るには、コピーの設定を手動で行う
必要があります。 自動設定ではセットされている用紙のサイズと種類

は認識されず、デフォルト設定が使用されるからです。

コントロール パネルからコピーをプレビューするには

1. [コピー メニュー] を押して [コピー メニュー] を表示します。

2. [コピー プレビュー] が強調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押

します。
3. 次のいずれかの操作を実行します。

– [OK] を押してプレビューを確定し、[コピー メニュー] に戻ります。
–  を押して、原稿をもう一度スキャンします。

写真のフチ無しコピーの作成
大判および小さなサイズのフォト用紙の両方にフチ無しコピーを行うことが
できます。 高画質で写真をコピーするときは、用紙トレイにフォト用紙をセ

ットします。次に、コピー設定を適切な用紙の種類および写真の強調に変更
します。

1. 用紙トレイにフォト用紙をセットします。
2. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて写真をセットします。

写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。
3. [コピー メニュー] を押して [コピー メニュー] を表示します。

4.  を押して [縮小/拡大] を強調表示し、次に [OK] を押します。

5.  を押して [ページ全体に印刷] を強調表示し、次に [OK] を押します。
6. [コピー スタート - モノクロ] または [コピー スタート - カラー] を押しま

す。

HP All-in-One では写真をフチ無しでコピーします。

ヒント 出力がフチ無しにならない場合は、メニューで用紙サイズ
をフチ無しの適切なサイズに設定し、用紙の種類を [フォト用紙]
に設定してから、もう一度やり直します。

コピー設定の変更の詳細については、「コピー設定の変更」を参
照してください。

原稿のトリミング
原稿をコピーする前に、[コピー メニュー] の [トリミング] 設定を使用して、

コピーする領域を選択することができます。 [トリミング] 設定を選択すると

スキャンが始まり、カラー グラフィック ディスプレイに原稿のプレビューが

表示されます。
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トリミングを行うと画像の寸法が変わり、ファイル サイズは小さくなりま

す。

ヒント [縮小/拡大] 設定を変更することで、トリミングした画像のサ

イズを調整できます。 [ページ全体に印刷] を使用すると、トリミング

された画像のフチ無しコピーが作成されます。 [ページに合わせる] を
使用すると、フチありのコピーが作成されます。 トリミングした画像

を拡大すると、画像の解像度によっては印刷の品質が低下する可能性
があります。

コントロール パネルで画像をトリミングするには

1. [コピー] を押して [コピー メニュー] を表示します。

2. [トリミング] が強調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押しま

す。
3. 矢印キーを使用して、トリミング領域の左上隅の位置を設定します。
4. [OK] を押します。

5. 矢印ボタンを使用して、トリミング領域の右下隅の位置を設定します。
6. [OK] を押します。

カラー グラフィック ディスプレイにトリミングされた画像が表示されま

す。

コピーの中止
➔ コピーを中止するには、コントロール パネルの [キャンセル] を押しま

す。
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9 コンピュータからの印刷

HP All-in-One は印刷が可能な任意のソフトウェアから使用できます。

Windows コンピュータから印刷するか Mac から印刷するかによって、手順

は多少異なります。 この章では、お使いのオペレーティング システムの説明

に従ってください。

このセクションで説明した印刷機能に加えて、メモリ カード、デジタル カメ

ラ、その他のストレージ デバイスから直接画像を印刷することもできます。

カメラ付き携帯電話、携帯端末 (PDA) など、サポートする Bluetooth デバイ

スから印刷することもできます。また [HP Image Zone] の印刷プロジェクト

でスキャンした画像の使用などが可能です。

● メモリ カードまたはデジタル カメラからの印刷の詳細については、「写

真およびビデオ機能の使用」を参照してください。
● 特殊な印刷ジョブや [HP Image Zone] ソフトウェアでの画像印刷の詳細

については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してくださ

い。
● リモート デバイスに印刷する方法の詳細については、オンスクリーン

[HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

本『ユーザー ガイド』は、HP All-in-One でソフトウェア アプリケーション

から印刷を行う際に利用できる印刷機能の一部について説明します。 HP All-
in-One が対応する印刷機能の詳細については、HP All-in-One ソフトウェア

に付属のオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] をご覧ください。 例え

ば、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] ではポスターの印刷、1枚のシ

ートに複数ページを印刷する方法などについて説明しています。 [HP Image
Zone ヘルプ] の詳細については、「オンスクリーン ヘルプを使う」を参照

してください。

ソフトウェア アプリケーションからの印刷

印刷設定のほとんどは、印刷元のソフトウェア アプリケーションまたは HP
の ColorSmart テクノロジによって自動的に処理されます。印刷の品質を変

更したり、特定の種類の用紙に印刷したり、特殊機能を使用する場合にの
み、手動で設定を変更する必要があります。

ソフトウェア アプリケーションから印刷するには (Windows)
1. 用紙が用紙トレイにセットされていることを確認します。
2. お使いのソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [印

刷] をクリックします。

3. HP All-in-One をプリンタとして選択します。

4. 設定を変更する必要がある場合は、[プロパティ] ダイアログ ボックスを

開くボタンをクリックします。
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ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プ
リンタ設定]、[プリンタ]、 [プリファレンス] などの名前になっていま

す。
5. [用紙/品質]、[レイアウト]、[効果]、[基本設定]、[カラー] タブなどで、

印刷ジョブのための適切なオプションを選択します。

ヒント [印刷機能のショートカット] タブで定義済みの印刷タスク

のいずれか 1 つを選択すると、現在の印刷ジョブに適したオプシ

ョンを簡単に選択できます。[実行する機能] 一覧で、印刷タスク

の種類をクリックします。その種類の印刷タスクのデフォルト設
定が設定されて、[印刷機能のショートカット] タブに表示されま

す。必要に応じて、ここで設定を調整するか、または [印刷] ダイ

アログ ボックスのその他のタブで変更することができます。

6. [OK] をクリックして、[プロパティ] ダイアログ ボックスを閉じます。
7. 印刷を開始するには、[印刷] か [OK] をクリックします。

ソフトウェア アプリケーションから印刷するには (Mac)
1. 用紙が用紙トレイにセットされていることを確認します。
2. 印刷を開始する前に、[セレクタ] (OS 9)、[プリント センター] (OS X v

10.2 以前)、または [プリンタ設定ユーティリティ] (OS X v 10.3 以降) で
HP All-in-One を選択します。

3. ご使用のソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [ペ
ージ設定] をクリックします。

[ページ設定] ダイアログ ボックスが表示され、用紙のサイズ、方向、倍

率を指定することができます。
4. ページ属性を指定します。

– 用紙のサイズを選択します。
– 方向を選択します。
– 倍率を入力します。

注記 OS 9 では [ページ設定] ダイアログ ボックスに、画像の左右

反転オプションと、両面印刷用の用紙余白調整オプションがあり
ます。

5. [OK] をクリックします。

6. ご使用のソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [印
刷] をクリックします。

[印刷] ダイアログ ボックスが表示されます。OS 9 を使用している場合

は、[全般] パネルが開きます。OS X を使用している場合は、[印刷部数

と印刷ページ] パネルが開きます。

7. 印刷するプロジェクトに適するように、ポップアップ メニューでそれぞ

れのオプションの印刷設定を変更します。
8. 印刷を開始するには、[印刷] をクリックします。
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印刷設定の変更
HP All-in-One の印刷設定をカスタマイズすれば、ほぼすべての印刷に対応す

ることができます。コンピュータで変更した印刷設定は、ソフトウェアの印
刷ジョブにのみ適用されます。

HP All-in-One から写真の印刷設定を変更する方法については、「写真の印刷

オプションの設定」を参照してください。

Windows ユーザーの場合

印刷設定を変更する前に、現在の印刷ジョブの設定のみを変更するのか、そ
の設定をこれ以後のすべての印刷ジョブのデフォルトに設定するのか決める
必要があります。印刷設定の表示方法は、変更をこれ以後のすべての印刷ジ
ョブに適用するのか、現在の印刷ジョブにだけ適用するのかによって異なり
ます。

今後すべての印刷ジョブに適用される設定を変更するには

1. [HP ソリューション センター] で、[設定] をクリックし、[印刷設定] をポ

イントして、次に [印刷設定] をクリックします。
2. 印刷設定を変更し、[OK] をクリックします。

現在のジョブに対して印刷設定を変更するには

1. お使いのソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [印
刷] をクリックします。

2. HP All-in-One がプリンタに選択されていることを確認します。

3. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。

ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プ
リンタ設定]、[プリンタ]、 [プリファレンス] などの名前になっていま

す。
4. 印刷設定を変更し、[OK] をクリックします。
5. ジョブを印刷するには、[印刷] ダイアログ ボックスで [印刷] または

[OK] をクリックします。

Mac ユーザー

印刷ジョブの設定を変更するには、[ページ設定] と [印刷] ダイアログ ボック

スを使用します。使用するダイアログ ボックスは、設定の変更によります。

用紙のサイズ、方向、倍率 (%) を変更するには

1. 印刷を開始する前に、[セレクタ] (OS 9)、[プリント センター] (OS X v
10.2 以前)、または [プリンタ設定ユーティリティ] (OS X v 10.3 以降) で
HP All-in-One を選択します。

2. ご使用のソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [ペ
ージ設定] をクリックします。
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3. 用紙のサイズ、方向、倍率 (%) の設定を変更し、[OK] をクリックしま

す。

その他のすべての印刷設定を変更するには

1. 印刷を開始する前に、[セレクタ] (OS 9)、[プリント センター] (OS X v
10.2 以前)、または [プリンタ設定ユーティリティ] (OS X v 10.3 以降) で
HP All-in-One を選択します。

2. ご使用のソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [印
刷] をクリックします。

3. 印刷設定を変更し、[印刷] をクリックしてジョブを印刷します。

印刷ジョブの中止

印刷ジョブを中止する場合、HP All-in-One とコンピュータの両方から操作で

きますが、HP All-in-One から中止することをおすすめします。

注記 (Windows ユーザー) Windows 用ソフトウェア アプリケーション

のほとんどは Windows の印刷スプーラーを使用しますが、ソフトウェ

ア アプリケーションによってはこのスプーラーを使用しないものがあ

ります。Windows の印刷スプーラーを使用しないソフトウェアには、

Microsoft Office 97 の PowerPoint などがあります。

次のいずれかの操作手順で印刷ジョブをキャンセルできない場合は、
お使いのソフトウェアのオンライン ヘルプで、バックグラウンドの印

刷をキャンセルする方法を参照してください。

HP All-in-One から印刷ジョブを中止するには

➔ コントロール パネルで、[キャンセル] を押します。カラー グラフィック

ディスプレイに表示される [印刷がキャンセルされました] というメッセ

ージを確認します。このメッセージが表示されない場合は、[キャンセ

ル] ボタンをもう一度押します。

コンピュータから印刷ジョブを中止するには (Windows 9x または 2000 ユーザー)
1. Windows のタスク バーで [スタート] ボタンをクリックし、[設定]、[プ

リンタ] の順に選択します。

2. HP All-in-One アイコンをダブルクリックします。

ヒント または、Windows タスクバー上のプリンタ アイコンをダ

ブルクリックすることもできます。

3. キャンセルする印刷ジョブを選択します。
4. [ドキュメント] メニューで [印刷のキャンセル] または [キャンセル] を選

択するか、キーボードの DELETE キーを押します。

印刷のキャンセルにはしばらく時間がかかることがあります。
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コンピュータから印刷ジョブを中止するには (Windows XP ユーザー)
1. Windows のタスク バーで [スタート]、[コントロール パネル] の順にクリ

ックします。
2. [プリンタと FAX] コントロール パネルを開きます。

3. HP All-in-One アイコンをダブルクリックします。

ヒント または、Windows タスクバー上のプリンタ アイコンをダ

ブルクリックすることもできます。

4. キャンセルする印刷ジョブを選択します。
5. [ドキュメント] メニューで [印刷のキャンセル] または [キャンセル] を選

択するか、キーボードの DELETE キーを押します。

印刷のキャンセルにはしばらく時間がかかることがあります。

コンピュータから印刷ジョブを中止するには (OS X ユーザー)
1. [アプリケーション：ユーティリティ] フォルダから [プリント センター]

(OS 10.2 以前) または [プリンタ設定ユーティリティ] (OS 10.3 以降) を
開きます。

2. [プリンタ] メニューから、[ジョブの表示] をクリックします。

3. キャンセルする印刷ジョブを選択します。
4. [削除] をクリックします。

印刷のキャンセルにはしばらく時間がかかることがあります。

コンピュータから印刷ジョブを中止するには (OS 9 ユーザー)
1. デスクトップの HP All-in-One アイコンをダブルクリックします。

2. キャンセルする印刷ジョブを選択します。
3. ごみ箱アイコン ボタンをクリックします。

印刷のキャンセルにはしばらく時間がかかることがあります。
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10 スキャン機能の使用

この章では、コンピュータでアプリケーション、HP Instant Share の送り

先、メモリ カード、ストレージ デバイスにスキャンする方法について説明し

ます。

スキャンとは、コンピュータで使用できるよう、テキストや写真を電子的な
形式に変換する過程のことです。 HP All-in-One のガラス面に傷をつけない

ように注意しながら、写真、雑誌記事、書類など、さまざまなものをスキャ
ンできます。 メモリ カードやストレージ デバイスにスキャンすれば、スキ

ャンした画像を携帯しやすくなります。

注記 Mac の場合、[HP Scan] または [HP Scan Pro] のデフォルトの

スキャン設定を変更できます。 詳細については、オンスクリーン

[HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

画像のスキャン
コンピュータからのスキャン方法や、スキャン画像の調整、サイズ変更、回
転、トリミング、鮮明度調整については、ソフトウェアに付属のオンスクリ
ーン [HP Image Zone ヘルプ]を参照してください。

スキャン機能を使用するには、HP All-in-One とコンピュータを接続して電源

をオンにします。 また、スキャンを実行するに先だってコンピュータに

HP All-in-One ソフトウェアをインストールし、実行しておく必要もありま

す。Windows コンピュータで HP All-in-One ソフトウェアが動作しているこ

とを確認するには、画面右下の時刻の横にあるシステム トレイに HP All-in-
One のアイコンが表示されていることを確認します。 Mac の場合、HP All-
in-One ソフトウェアは常に動作しています。

注記 Windows システム トレイにある HP デジタル イメージング モ
ニタ アイコンを閉じると、HP All-in-One からスキャン機能の一部が失

われ、[接続していません。] エラー メッセージが表示されます。 この

エラー メッセージが表示された場合、コンピュータを再起動するか、

または [HP Image Zone] ソフトウェアを起動することで、機能を回復

させてください。

原稿をコンピュータにスキャンする

ガラス板にセットした原稿を、コントロール パネルの操作で直接スキャンす

ることができます。

注記 ここに示されているメニューは、お使いのコンピュータのオペ
レーティング システムと、[HP Image Zone] でスキャン画像の送信先

に設定されたアプリケーションによって、内容が異なることがありま
す。
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OS X v 10.2.3 またはそれ以降をお使いの場合、 [HP Scan] のかわり

に [HP Scan Pro] をお使いいただけます。詳細については、

[HP Image Zone ヘルプ] の [HP Scan Pro] を参照してください。

1. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。
2. [スキャン スタート] を、まだ点灯していなければ押してください。

– HP All-in-One を USB ケーブルで直接コンピュータに接続している

場合は、[スキャンの送信先] メニューがカラー グラフィック ディス

プレイに表示されます。 ステップ 4 に進んでください。
– HP All-in-One をネットワークに接続している場合は、[スキャン メニ

ュー] がカラー グラフィック ディスプレイに表示されます。 次の手

順に進んでください。

3. HP All-in-One をネットワーク上の1つまたは複数のコンピュータに接続

している場合は、以下を実行します。

a. [コンピュータの選択] が強調表示されるまで  を押して、次に [OK]
を押します。

[コンピュータの選択] メニューが表示され、HP All-in-One に接続さ

れているコンピュータが一覧表示されます。

注記 [コンピュータの選択] には、ネットワーク接続されてい

るコンピュータの他に、USB 接続されているコンピュータも

一覧に表示されることがあります。

b. デフォルトのコンピュータを選んで [OK] を押すか、矢印ボタンで別

のコンピュータを強調表示し、[OK] を押します。

[スキャンの送信先] が表示され、スキャン画像の送信先 (アプリケー

ション名を含む) リストが表示されます。

4. スキャンを受信するデフォルトのアプリケーションを選んで [OK] を押す

か、矢印ボタンで別のアプリケーションを強調表示し、[OK] を押しま

す。

ヒント モノクロでスキャンするには、[OK] の代わりに [コピー ス
タート - モノクロ] を押します。

スキャンのプレビュー画像が、コンピュータの [HP Scan] (Windows) ま
たは [HP Scan Pro] (Mac) ウィンドウに表示され、ここで画像を編集す

ることができます。
5. プレビュー画像の編集を行います。 編集が終了したら、[開始] をクリッ

クします。

プレビュー画像の編集については、ソフトウェアに付属のオンスクリー
ン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

スキャン画像が HP All-in-One から選択したアプリケーションに送信され

ます。たとえば、[HP Image Zone] を送信先に選択している場合は、

HP Image Zone が自動的に開いて、画像を表示します。
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メモリ カードまたはストレージ デバイスに原稿をスキャンする

挿入してあるメモリ カードや前面 USB ポートに接続したストレージ デバイ

スにスキャンした画像を JPEG 画像として送信することができます。 また、

写真印刷オプションを使用して、スキャンした画像からフチ無しプリントを
作成したり、アルバム ページを作成したりできます。

注記 HP All-in-One をネットワークに接続している場合、スキャンし

た画像をメモリ カードまたはストレージ デバイスがネットワーク共有

に設定されている場合のみ送信できます。 詳細については、オンスク

リーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

1. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。
2. [スキャンの送信先] を押します。

– HP All-in-One をネットワークに接続している場合は、さまざまなオ

プションや送り先一覧を含む [スキャン メニュー] が表示されます。

デフォルトのスキャン先には、前回このメニューを使用したときに
選択したスキャン先が指定されます。

– HP All-in-One をコンピュータに直接接続している場合、[スキャンの

送信先] メニューが表示されます。

3.  を押して [メモリ デバイス] を選択し、[OK] を押します。

HP All-in-One によって画像がスキャンされ、そのファイルがメモリ カー

ドまたはストレージ デバイスに JPEG 形式で保存されます。

スキャンの中止

➔ スキャンを中止するには、コントロール パネルの [キャンセル] を押しま

す。

友人や家族とスキャン画像を共有

スキャンした画像を電子メールに添付して送ったり、HP Instant Share を使

用して送ることで、お友達やご家族と共有することができます。

電子メールに添付して送信する

スキャン画像をコンピュータに保存し、その後電子メールに添付して送信す
ることができます。

スキャンした画像を保存する方法については、「原稿をコンピュータにスキ
ャンする」を参照してください。

スキャンした画像をメールに添付して送信する方法については、オンスクリ
ーンの [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。
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HP Instant Share で送信する

HP Instant Share オンライン サービスを使えば、ご家族やお友達とスキャン

した画像を簡単に共有することができます。HP Instant Share では、電子メ

ールで画像を送ったり、オンライン フォト アルバムまたはフォト プリント

サービスに画像をアップロードしたり、ネットワークに接続した別の HP All-
in-One に画像を送ってそこから印刷することも可能です。

注記 ここで説明するサービスの内容は、国/地域によって異なりま

す。 一部のサービスは、国/地域によってはご利用になれない場合があ

ります。

ネットワークに接続した HP All-in-One のコントロール パネルから利用でき

る HP Instant Share の機能を十分に活用するには、HP All-in-One で
HP Instant Share をセットアップする必要があります。 HP Instant Share の
セットアップおよび使用方法については、オンスクリーン [HP Image Zone
ヘルプ] を参照してください。

HP Instant Share によるスキャン画像の共有方法については、オンスクリー

ン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

スキャンした画像の印刷

スキャンした画像を [HP Image Zone] ソフトウェアを使用して印刷できま

す。 詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照して

ください。

スキャンした画像の編集 (Windows のみ)
[HP Image Zone] ソフトウェアを使用してスキャンした画像を編集できま

す。 OCR (光学式文字認識) ソフトウェアを使用して、スキャンした文書を

編集することもできます。

スキャンした写真またはグラフィックの編集

[HP Image Zone] ソフトウェアを使用して、スキャンした写真またはグラフ

ィックを編集できます。 このソフトウェアでは、明度、コントラスト、彩度

などさまざまな調整を行うことができます。 [HP Image Zone] ソフトウェア

を使用して、スキャンした画像を回転することもできます。

詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してくだ

さい。

スキャンした文書の編集 (Windows のみ)
テキストのスキャン (光学式文字認識または OCR) を活用すると、雑誌記事

や本などの印刷物の中身を編集可能なテキストとして、ワード プロセッサや

その他のさまざまなプログラムに取り込むことができます。 高の読み取り
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結果を得るには、OCR の使用方法を知ることが大切です。 OCR ソフトウェ

アを初めてお使いになるときは、スキャンしたテキスト文書の文字が完璧に
認識されない場合があります。 OCR ソフトウェアの操作は 1 つの技能なの

で、習得するには時間と練習が必要です。 文書、特にテキストとグラフィッ

クの両方を含む文書のスキャンについては、OCR ソフトウェアに付属するヘ

ルプを参照してください。

ユーザー ガイド 101

ス
キ

ャ
ン



第 10 章

102 HP Photosmart 2570 All-in-One series

ス
キ

ャ
ン



11 サプライ品の注文

HP 推奨の印刷用紙、プリント カートリッジ、アクセサリなどの HP 製品

は、HP Web サイトでオンライン注文できます。

用紙や OHP フィルムなどのメディアの注文

HP プレミアム用紙、HP プレミアム プラスフォト用紙、HP プレミアム イン

クジェット OHP フィルム などの用紙を注文するときは、www.hp.com/jp/
hho にアクセスしてください。メッセージが表示されたら、お住まいの国/地
域を選択し、製品を選択して、ページ上のショッピング リンクの 1 つをクリ

ックします。

プリント カートリッジの注文

プリント カートリッジの注文番号は国/地域によって異なります。このガイド

に出ている注文番号が、ご使用の HP All-in-One に現在取り付けられている

プリント カートリッジの番号と一致しない場合は、現在取り付けられている

ものと同じ番号の新しいプリント カートリッジを注文してください。ご使用

の HP All-in-One では、次のプリント カートリッジがサポートされていま

す。

プリント カートリッジ HP注文番号

HP 黒プリント カートリッジ
#130

HP カラー プリント カートリッジ #135
#134

HP カラーフォト プリント カートリ

ッジ

#138

HP グレー フォト プリント カートリ

ッジ

#100

ご使用のプリンタがサポートするすべてのプリント カートリッジの注文番号

は、次の手順で確認できます。

● Windows ユーザーの場合：[HP ソリューション センター] で、[設定] を
クリックし、[印刷設定] を選択して、次に [プリンタ ツールボックス] を
クリックします。[推定インクレベル] タブをクリックし、次に [プリン

ト カートリッジについて] をクリックします。

● Mac ユーザーの場合 (OS 10.1 以降)：[HP Image Zone] で、[デバイス]
タブをクリックします。[デバイスの選択] で、HP All-in-One のアイコン
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をクリックします。[デバイス オプション] 領域で、[設定] をクリック

し、[プリンタの保守] をクリックします。入力を要求されたら、使用し

ている HP All-in-One を選択し、[ユーティリティ] をクリックします。ポ

ップアップ メニューから、[サプライ品] を選択します。
● Mac ユーザーの場合 (OS 9)：[HP ディレクタ] で [設定] をクリックし、

[プリンタの保守] をクリックします。 [プリンタの選択] ウィンドウが表

示されます。 HP All-in-One の接続方法に応じて適切なタブを選択し、お

使いのプリンタを選択して、[ユーティリティ] をクリックします。ポッ

プアップ メニューから、[サプライ品] を選択します。

また、 寄りの HP 販売代理店にお尋ねいただくか、www.hp.com/support に
アクセスして、お住まいの国/地域の正しいプリント カートリッジ注文番号を

確認できます。

HP All-in-One 用のプリント カートリッジを注文するには、www.hp.com/jp/
hho にアクセスしてください。メッセージが表示されたら、お住まいの国/地
域を選択し、製品を選択して、ページ上のショッピング リンクの 1 つをクリ

ックします。

アクセサリの注文
Bluetooth プリンタ アダプタなど、HP All-in-One 用のアクセサリを注文する

には、www.hp.com/jp/hho にアクセスしてください。メッセージが表示され

たら、お住まいの国/地域を選択し、製品を選択して、ページ上のショッピン

グ リンクの 1 つをクリックします。

国/地域により、HP All-in-One は、次のアクセサリをサポートしています。

アクセサリと HP モデル

番号

説明

HP bt300 または HP
bt400 シリーズ

Bluetooth® ワイヤレス プ
リンタ アダプタ

Bluetooth デバイスから、ご使用の HP All-in-One へ印刷

できます。このアクセサリを HP All-in-One の前面の

USB ポートに接続すると、デジタル カメラ付き携帯電

話、PDA (パーソナル デジタル アシスタント)、
Bluetooth 対応 Windows または Macintosh コンピュータ

など、サポートする Bluetooth デバイスから印刷できま

す。
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その他のサプライ品の注文
HP All-in-One 用ソフトウェア、ユーザー ガイド (印刷物)、セットアップ ポ
スター、またはユーザーが交換できるその他の部品を注文するときは、次の
該当する電話番号にお問い合わせください。

● 米国またはカナダ国内の場合は、1-800-474-6836 (1-800-HP invent)。
● ヨーロッパの場合は、+49 180 5 290220 (ドイツ) または +44 870 606

9081 (イギリス) 。

その他の国または地域から HP All-in-One ソフトウェアを注文するには、お

住まいの国または地域のサポート サービスまでお問い合わせください。以下

に記載されている電話番号は、このガイドの発行日の時点での番号です。
新の注文用電話番号の一覧については、www.hp.com/support にアクセスし

てください。情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お
問い合わせ] をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せく

ださい。

国/地域 注文用電話番号

アジア太平洋地域
(日本を除く)

65 272 5300

オーストラリア 1300 721 147

ヨーロッパ +49 180 5 290220 (ドイツ)

+44 870 606 9081 (イギリス)

ニュージーランド 0800 441 147

南アフリカ +27 (0)11 8061030

米国およびカナダ 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)
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12 HP All-in-One のメンテナンス

HP All-in-One では、メンテナンスはほとんど必要ありません。ガラス板と保

護プレートに付いたほこりを掃除し、きれいな状態でコピーとスキャンがで
きるようにしてください。適宜プリント カートリッジを交換、調整、または

クリーニングする必要があります。ここでは、HP All-in-One を 高の状態に

保つための方法について説明します。必要に応じて簡単なメンテナンス手順
を実行してください。

HP All-in-One のクリーニング

きれいにコピーやスキャンをするには、ガラス板と保護プレートをクリーニ
ングしてください。また、HP All-in-One の外側のほこりも拭き取ってくださ

い。

ガラス板のクリーニング

指紋、汚れ、髪の毛、およびほこりでガラス板が汚れていると、パフォーマ
ンスが低下したり、[ページに合わせる] などの機能の精度に影響する可能性

があります。

1. HP All-in-One の電源をオフにし、電源ケーブルを抜き、カバーを上げま

す。
2. 非摩耗性のガラス クリーナで、少し湿らせた柔らかい布かスポンジでガ

ラス板を拭きます。

注意 研磨剤、アセトン、ベンゼン、四塩化炭素などでガラス板を
拭かないでください。ガラス板を傷める可能性があります。ま
た、液体を直接ガラス板にかけないでください。ガラス板の下に
液体が入り込んで本体を傷める可能性があります。

3. しみにならないよう、セーム革かセルロース スポンジでガラス板を拭き

ます。

保護プレートのクリーニング

HP All-in-One のカバーの裏側にある白い保護プレートの表面に、ほこりがた

まることがあります。

1. HP All-in-One の電源をオフにし、電源ケーブルを抜き、カバーを上げま

す。
2. 刺激性の少ない石鹸とぬるま湯で、少し湿らせた柔らかい布かスポンジ

で原稿押さえを拭きます。
3. 原稿押さえを軽く拭いて汚れを落とします。力を入れてこすらないでく

ださい。
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4. セーム革あるいは柔らかい布で保護プレートを拭いて乾かしてくださ
い。

注意 保護プレートを傷つける可能性があるので、紙でできたクロ
スは使用しないでください。

5. さらにクリーニングが必要な場合には、イソプロピル (消毒用) アルコー

ルを使用して上記の手順を繰り返してから、湿らせた布で保護プレート
に残ったアルコールを完全に拭き取ってください。

注意 ガラス板または HP All-in-One の塗装部品にアルコールをこ

ぼさないように注意してください。デバイスに損傷を与える場合
があります。

外側のクリーニング

柔らかい布か、または少し湿らせたスポンジで、外側のほこり、しみ、汚れ
などを拭き取ります。HP All-in-One の内側のクリーニングは必要はありませ

ん。HP All-in-One のコントロール パネルや内側に液体がかからないように

してください。

注意 HP All-in-One の塗装部品を傷めますので、コントロール パネ

ル、カバー、本体のその他の塗装部品に対してアルコールやアルコー
ルベースの洗浄液を使用しないでください。

推定インク残量の確認

簡単にインク レベルを確認して、プリント カートリッジの交換時期を知るこ

とができます。インク レベルは、プリント カートリッジの推定インク残量を

示しています。

ヒント セルフテスト レポートを印刷して、プリント カートリッジを

交換する必要があるかどうかを確認することもできます。詳細につい
ては、「セルフテスト レポートの印刷」を参照してください。

本体のコントロール パネルからインク レベルを確認するには

➔ カラー グラフィック ディスプレイの下部に表示されている、取り付け済

みの 2 種類のプリント カートリッジのインク残量のレベルを示す 2 つの

アイコンを確認します。

– 緑のアイコンは、カラー プリント カートリッジの推定インク残量を

示しています。
– 黒のアイコンは、黒プリント カートリッジの推定インク残量を示し

ています。
– オレンジのアイコンは、フォト プリント カートリッジの推定インク

残量を示しています。

他社製のインクが入ったプリント カートリッジを使用している場合、カ

ートリッジのアイコンにインクの減り具合ではなく疑問符が表示されま
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す。HP All-in-One は、他社製のインクが入ったプリント カートリッジの

インク残量を検出できません。

HP では、純正 HP プリント カートリッジの使用を推奨しています。純

正 HP プリント カートリッジは、HP プリンタで 高の性能が得られる

ように設計され、何度もテストされています。

注記 HP では、HP 製以外のインクの品質や信頼性については保

証できません。HP 製以外のインクの使用が原因で発生したプリン

タの不具合や損傷に対するプリンタのサービスや修理は、保証対
象外となります。

ほとんど空を示すアイコンが表示されたら、そのアイコンのプリント カ
ートリッジのインクが残りわずかになっているので、交換が必要になり
ます。印刷品質が低下し始めたら、プリント カートリッジを交換してく

ださい。

カラー グラフィック ディスプレイのインク レベル アイコンの詳細につ

いては、「カラー グラフィック ディスプレイのアイコン」を参照してく

ださい。

プリント カートリッジの推定インク残量は、コンピュータからも確認できま

す。コンピュータと HP All-in-One を USB 接続している場合、[プリンタ ツ
ールボックス] でインク レベルを確認する方法については、オンスクリーン

[HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

セルフテスト レポートの印刷

印刷時に問題が発生した場合は、プリント カートリッジを交換する前に、セ

ルフテスト レポートを印刷してください。このレポートには、プリンタ カー

トリッジなど、本体の役立つ情報があります。

1. 用紙トレイに、A4 の白い普通紙をセットします。

2. [セットアップ] を押して [セットアップ メニュー] を表示します。

3. [レポートの印刷] が選択されるまで  を押し、[OK] を押します。

4. [セルフテスト レポート] が選択されるまで  を押し、次に [OK] を押し

ます。

HP All-in-One でセルフテスト レポートが印刷されます。このレポートか

ら印刷時の問題の原因が分かることがあります。
5. テスト パターンが均一でグリッドがきちんと印刷されていることを確認

します。

パターン上の複数の筋がずれて印刷される場合、ノズルに問題がある可
能性があります。プリント カートリッジをクリーニングする必要があり

ます。詳細については、「プリント カートリッジのクリーニング」 を参

照してください。
6. カラー ラインがページ幅いっぱいに印刷されていることを確認します。
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黒い線が見えない、かすれている、または筋または線が入っている場
合、右側のスロットに入っているモノクロまたはフォト プリント カート

リッジに問題がある可能性があります。

3 本の線が見えない、かすれている、または筋または線が入っている場

合、左側のスロットに入っているカラー プリント カートリッジに問題が

ある可能性があります。
7. カラー ブロックが均一で、次の色が表示されていることを確認します。

シアン、マゼンタ、黄色、紫、緑、赤のカラー ブロックが表示されま

す。

カラー ブロックが消えている場合、またはブロックの色がくすんでいた

り、ブロック下のラベルと一致しない場合には、カラー プリント カート

リッジのインクが切れている可能性があります。プリント カートリッジ

を交換してください。プリント カートリッジの交換方法ついては、「プ

リント カートリッジの交換」 を参照してください。

8. カラー ブロックとカラー ラインに筋や白線が入っていないかどうかを確

認します。

筋が入る場合は、ノズルの目詰まりまたは接触部の汚れが原因と考えら
れます。プリント カートリッジをクリーニングする必要があります。プ

リント カートリッジのクリーニング方法については、「プリント カート

リッジのクリーニング」 を参照してください。クリーニングには、アル

コールの使用は避けてください。

注記 正常なプリント カートリッジと故障しているプリント カートリ

ッジのテスト パターン、カラー ライン、カラーブロックの例について

は、ソフトウェア付属のオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を
参照してください。

プリント カートリッジのメンテナンス

HP All-in-One での印刷を常に美しく仕上げるには、簡単なメンテナンス作業

を行う必要があります。ここでは、プリント カートリッジの取り扱い方法と

交換、調整、およびクリーニングの手順について説明します。

プリント カートリッジの取り扱い

プリント カートリッジを交換したり、クリーニングしたりする前に、プリン

ト カートリッジの部品の名前や取り扱い方を知っておく必要があります。
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1 銅色の接触部

2 ピンクのつまみの付いたプラスチック テープ (本体に取り付ける前に取り外して

ください)
3 テープの下にあるインク ノズル

ラベルを上にして、プリント カートリッジの黒いプラスチックの部分の横を

持ちます。銅色の接触部やインク ノズルには触れないでください。

注意 プリント カートリッジを落とさないように注意してください。

破損して使用できなくなることがあります。

プリント カートリッジの交換

プリント カートリッジのインク レベルが低下すると、カラー グラフィック

ディスプレイにメッセージが表示されます。

注記 インク レベルは、[HP Image Zone] ソフトウェアに付属の

[HP ソリューション センター]を使用して、コンピュータで確認するこ

ともできます。詳細については、「推定インク残量の確認」を参照し
てください。

インク レベルの低下を警告するメッセージが、カラー グラフィック ディス

プレイに表示されたら、プリント カートリッジを交換してください。文字が

かすれたり、プリント カートリッジが原因で印刷の品質に問題が生じた場合

も、プリント カートリッジを交換してください。

ヒント 黒プリント カートリッジをフォト プリント カートリッジと交

換して、高品質のカラー写真を印刷する場合は、次の手順を使用でき
ます。

ユーザー ガイド 111

H
P A

ll-in-O
ne の

メ
ン

テ
ナ

ン
ス



お使いの HP All-in-One をサポートしているすべてのプリント カートリッジ

の注文番号を調べるには、「プリント カートリッジの注文」を参照してくだ

さい。HP All-in-One 用のプリント カートリッジを注文するには、

www.hp.com/jp/hho にアクセスしてください。メッセージが表示されたら、

お住まいの国/地域を選択し、製品を選択して、ページ上のショッピング リン

クの 1 つをクリックします。

プリント カートリッジを交換するには

1. HP All-in-One の電源がオンになっていることを確認します。

注意 HP All-in-One の電源がオフのときにプリント カートリッジ

のアクセス ドアを上げた場合、HP All-in-One ではカートリッジの

交換ができません。プリント カートリッジを取り除く際、きちん

と右側にドッキングされない場合は、HP All-in-Oneに損傷を与え

るおそれがあります。

2. プリント キャリッジのアクセス ドアを本体正面の中央から上げて、所定

の位置で止まるまで開きます。

プリント キャリッジが HP All-in-One の右端に移動します。

1 プリント キャリッジのアクセス ドア

2 プリント キャリッジ

3. プリント キャリッジが停止して静かになってから、プリント カートリッ

ジを静かに押して外します。

カラー プリント カートリッジを交換する場合は、左側のスロットからプ

リント カートリッジを外します。

黒またはフォト プリント カートリッジを交換する場合は、右側のスロッ

トからプリント カートリッジを外します。
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1 カラー プリント カートリッジのプリント カートリッジ スロット

2 黒およびフォト プリント カートリッジのプリント カートリッジ スロット

4. プリント カートリッジを手前に引き、スロットから外します。

5. 黒プリント カートリッジを取り外してフォト プリント カートリッジを

取り付ける場合には、取り外した黒プリント カートリッジをプリント カ
ートリッジ ケースに入れて保存してください。詳細については、「プリ

ント カートリッジ ケースの使用」 を参照してください。

インク不足またはインク切れで取り外したプリント カートリッジはリサ

イクルしてください。HP のインクジェット サプライ品リサイクル プロ

グラムは多くの国/地域で利用可能であり、これを使用すると使用済みの

プリント カートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳しく

は、次の Web サイトを参照してください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
6. 新しいプリント カートリッジを包装からあけた後、黒いプラスチックの

部分以外に触れないように注意して、ピンクのつまみからプラスチック
テープをゆっくりはがします。

1 銅色の接触部

2 ピンクのつまみの付いたプラスチック テープ (本体に取り付ける前に取り外

してください)
3 テープの下にあるインク ノズル
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注意 銅色の接触部やインク ノズルにはさわらないでください。

この部分に手を触れると、目詰まり、インクの吹き付け不良、お
よび電気的な接触不良が発生することがあります。

7. 新しいプリント カートリッジを、空きスロットにスライドさせながら取

り付けます。きちんとはまるまでプリント カートリッジを押し込んでく

ださい。

取り付けるプリント カートリッジのラベルに白い三角形が付いている場

合は、プリント カートリッジを左側のスロットにスライドさせながら取

り付けます。スロットのラベルは、白で塗りつぶされた三角形が付いて
いる緑色です。

取り付けるプリント カートリッジのラベルに白い四角形または五角形が

付いている場合は、プリント カートリッジを右側のスロットにスライド

させながら取り付けます。スロットのラベルは、白で塗りつぶされた四
角形および五角形が付いている黒または赤です。

8. プリント キャリッジのアクセス ドアを閉じます。
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フォト プリント カートリッジの使用

フォト プリント カートリッジを購入すると、HP All-in-One で印刷またはコ

ピーされるカラー写真をきれいに仕上げることができます。黒プリント カー

トリッジを取り外し、代わりにフォト プリント カートリッジを取り付けてく

ださい。カラー プリント カートリッジとフォト プリント カートリッジの両

方をセットすると、6 色インク システムになり、写真の品質がさらに向上し

ます。

通常の文書を印刷するときは、黒プリント カートリッジと取り替えてくださ

い。使用していないプリント カートリッジは、プリント カートリッジ ケー

スに入れて安全に保管してください。

● フォト プリント カートリッジの購入方法については、「プリント カー

トリッジの注文」 を参照してください。

● プリント カートリッジの交換方法ついては、「プリント カートリッジの

交換」 を参照してください。
● プリント カートリッジ ケースの使用方法については、「プリント カー

トリッジ ケースの使用」 を参照してください。

プリント カートリッジ ケースの使用

国または地域によっては、フォト プリント カートリッジを購入するとプリン

ト カートリッジ ケースも付属してきます。付属していない国または地域で

は、プリント カートリッジ ケースは、HP All-in-One に付属しています。

プリント カートリッジ ケースは、使用していないプリント カートリッジを

安全に保管できて、乾燥を防止できるように設計されています。後でもう一
度使用するつもりで、HP All-in-One からプリント カートリッジを取り外し

た場合、そのプリント カートリッジは必ずプリント カートリッジ ケースに

入れて保管してください。たとえば、フォトおよびカラー プリント カートリ

ッジを使用して高品質の写真を印刷するために、黒プリント カートリッジを

いったん取り外す場合、黒プリント カートリッジはプリント カートリッジ

ケースに入れて保管してください。

プリント カートリッジをプリント カートリッジ ケースに入れるには

➔ プリント カートリッジを少し角度を付けてスライドさせながら、プリン

ト カートリッジ ケースに差し込み、パチンと音がするまで押し込みま

す。
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プリント カートリッジをプリント カートリッジ ケースから取り外すには

➔ プリント カートリッジ ケースの上部を後方に押し下げ、プリント カー

トリッジの固定を解除します。その後、プリント カートリッジ ケースか

らプリント カートリッジをスライドさせて取り出します。

プリント カートリッジの調整

HP All-in-One では、プリント カートリッジを取り付けたり取り換えたりす

るたびに、カートリッジの調整を求めるメッセージが表示されます。コント
ロール パネルまたはコンピュータの [HP Image Zone] ソフトウェアを使用

して、いつでもプリント カートリッジを調整できます。プリント カートリッ

ジを調整することで、印刷が美しく仕上がります。

セルフテスト レポートでカラー ブロックのいずれかに筋や白線が表示された

ときに、この機能を使用してください。

プリンタを調整しても印刷品質の問題がある場合、「プリント カートリッジ

のクリーニング」 に説明する手順に従ってプリント ヘッドのクリーニングを

行います。調整とクリーニングによっても印刷品質の問題が解決しない場合
は、HP カスタマ サポートに連絡してください。

コントロール パネルでプリンタを調整するには

1. 用紙トレイに、A4 またはレターの白い普通紙をセットします。

注記 プリント カートリッジを調整するときに、色付きの用紙が

給紙トレイにセットされていると、調整に失敗します。その場合
は、給紙トレイに未使用の白い普通紙をセットしてから、調整を
やり直してください。
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2. [セットアップ] ボタンを押します。

3. [ツール] が強調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押します。
4. [カートリッジの調整] が選択されるまで  を押し、[OK] を押します。

HP All-in-One がテスト ページの印刷、プリント ヘッドの調整、プリン

タの位置調整を行います。この用紙は再利用するか捨てるかしてくださ
い。

HP All-in-One に付属の [HP Image Zone] ソフトウェアを使ってプリンタを

調整する方法については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照

してください。

プリント カートリッジのクリーニング

セルフテスト レポートでカラー ラインのいずれかに筋や白線が表示されたと

きに、この機能を使用してください。不必要にプリント カートリッジのクリ

ーニングをしないでください。インクの無駄になり、プリント カートリッジ

の寿命を縮めます。

本体のコントロール パネルからプリント カートリッジをクリーニングするには

1. 用紙トレイに、A4 またはレターの白い普通紙をセットします。

2. [セットアップ] ボタンを押します。

3. [ツール] が強調表示されるまで  を押して、次に [OK] を押します。
4. [カートリッジクリーニング] が選択されるまで  を押し、[OK] を押しま

す。

HP All-in-One で 1 枚の用紙が印刷されます。この用紙は再利用するか捨

ててください。

プリント カートリッジをクリーニングしても、コピーや印刷がきれいに

仕上がらない場合は、プリント カートリッジを交換する前に、問題のプ

リント カートリッジの接触部をクリーニングしてください。プリント カ
ートリッジの接点をクリーニングする方法については、「プリント カー

トリッジの接触部のクリーニング」を参照してください。プリント カー

トリッジの交換方法については、「プリント カートリッジの交換」を参

照してください。

HP All-in-One に付属の [HP ソリューション センター] ソフトウェアを使用

して、プリント カートリッジをクリーニングする方法については、ソフトウ

ェアに付属のオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してくださ

い。

プリント カートリッジの接触部のクリーニング

プリント カートリッジの接触部のクリーニングは、プリント カートリッジの

クリーニングと調整をしても、カラー グラフィック ディスプレイに、プリン

ト カートリッジの確認のメッセージが繰り返し表示される場合にのみ実行し

てください。
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プリント カートリッジの接触部をクリーニングする前に、プリント カートリ

ッジを取り外し、プリント カートリッジの接触部に何も付着していないこと

を確認してから取り付け直してください。プリント カートリッジの確認のメ

ッセージがその後も表示される場合、プリント カートリッジの接触部をクリ

ーニングしてください。

次のものを用意してください。

● 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、繊維がちぎれたり残ったりしな
い柔らかい布

ヒント コーヒー用のフィルタは糸くずが出ないため、プリント
カートリッジのクリーニングに適しています。

● 蒸留水、濾過水、瓶詰水のいずれか (水道水にはプリント カートリッジ

を傷める汚染物質が含まれているおそれがあります)

注意 プリント カートリッジの接触部分をクリーニングする際、プラ

テン クリーナやアルコール剤は使用しない でください。それらは、プ

リント カートリッジや HP All-in-One を傷めるおそれがあります。

プリント カートリッジの接触部をクリーニングするには

1. HP All-in-One の電源を入れ、プリント キャリッジのアクセス ドアを開

きます。

プリント キャリッジが HP All-in-One の右端に移動します。

2. プリント キャリッジが停止して静かになってから、HP All-in-One の後部

から電源コードを抜きます。
3. プリント カートリッジを静かに下げて固定を解除してから、カートリッ

ジを手前に引いてカートリッジ スロットから取り外します。

注記 両方のプリント カートリッジを同時に取り外さないでくだ

さい。プリント カートリッジを取り外してクリーニングする作業

は、一度に 1 つずつしてくださいプリント カートリッジを HP All-
in-One から取り外した状態で 30 分以上放置しないでください。

4. プリント カートリッジの接触部に、インクや汚れが付着していないか調

べます。
5. きれいなスポンジ棒または糸くずの出ない布を蒸留水に浸し、余分な水

分を絞ります。
6. プリント カートリッジの横を持ちます。

7. 銅色の接触部のみをクリーニングします。インク ノズル部分をクリーニ

ングする方法については、「インク ノズル周辺部分のクリーニング」 を
参照してください。
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1 銅色の接触部

2 インク ノズル (クリーニングしないでください)

8. プリント カートリッジが乾くまで、10 分ほど待ちます。

9. プリント カートリッジを、スロットにスライドさせながら取り付けま

す。きちんとはまるまでプリント カートリッジを押し込んでください。

10. 必要であれば、もう一方のプリンタ カートリッジについても同じ作業を

します。
11. プリント キャリッジのアクセス ドアをゆっくり閉め、HP All-in-One の

後部に電源コードを差し込みます。

インク ノズル周辺部分のクリーニング

ほこりっぽい環境で HP All-in-One を使用していると、ほこり、髪の毛、カ

ーペットや衣服の繊維などの小さな汚れが本体の中にたまることがありま
す。ほこりがプリント カートリッジに付くと、印刷したページにインクの筋

やにじみが出ることがあります。インクの筋は、ここで説明した手順でイン
ク ノズルをクリーニングすると出なくなることがあります。

注記 コントロール パネルまたは[HP ソリューション センター]を使用

してプリント カートリッジのクリーニングを行った後も、引き続き印

刷されたページにインク縞やインクの汚れがつく場合は、インク ノズ

ル周辺をクリーニングしてください。詳細については、「プリント カ
ートリッジのクリーニング」を参照してください。

次のものを用意してください。

● 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、繊維がちぎれたり残ったりしな
い柔らかい布

ヒント コーヒー用のフィルタは糸くずが出ないため、プリント
カートリッジのクリーニングに適しています。

● 蒸留水、ろ過水、瓶詰水のいずれか (水道水にはプリント カートリッジ

を傷める汚染物質が含まれているおそれがあります)
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注意 銅色の接触部やインク ノズルにはさわらないでください。この

部分に手を触れると、目詰まり、インクの吹き付け不良、および電気
的な接触不良が発生することがあります。

インク ノズルの周辺部分をクリーニングするには

1. HP All-in-One の電源を入れ、プリント キャリッジのアクセス ドアを開

きます。

プリント キャリッジが HP All-in-One の右端に移動します。

2. プリント キャリッジが停止して静かになってから、HP All-in-One の後部

から電源コードを抜きます。
3. プリント カートリッジを静かに下げて固定を解除してから、カートリッ

ジを手前に引いてカートリッジ スロットから取り外します。

注記 両方のプリント カートリッジを同時に取り外さないでくだ

さい。プリント カートリッジを取り外してクリーニングする作業

は、一度に 1 つずつしてくださいプリント カートリッジを HP All-
in-One から取り外した状態で 30 分以上放置しないでください。

4. インク ノズルを上に向けて、プリント カートリッジを紙の上に置きま

す。
5. きれいないスポンジ棒を蒸留水で軽く湿らせます。
6. 下の図のように、インク ノズル周辺の面と端部を綿棒でクリーニングし

ます。

1 ノズル プレート (クリーニングしないでください)
2 インク ノズル部分の表面と角

注意 ノズル プレートはクリーニングしないでください。

7. インク ノズル部分が乾くまで、10 分ほど待ちます。

8. プリント カートリッジを、スロットにスライドさせながら取り付けま

す。きちんとはまるまでプリント カートリッジを押し込んでください。

9. 必要であれば、もう一方のプリンタ カートリッジについても同じ作業を

します。
10. プリント キャリッジのアクセス ドアをゆっくり閉め、HP All-in-One の

後部に電源コードを差し込みます。
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13 トラブルシューティング

この章では、HP All-in-One のトラブルシューティング情報について説明しま

す。インストールおよび設定に関する問題や動作時のトピックについて詳し
く説明します。トラブルシューティングの詳細については、ソフトウェアに
付属のオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。詳細

については、「オンスクリーン ヘルプを使う」を参照してください。

HP All-in-One を USB ケーブルで接続してから、HP All-in-One ソフトウェア

をコンピュータにインストールすると、いろいろな問題の原因になります。
ソフトウェア インストール画面で指示される前に HP All-in-One をコンピュ

ータに接続した場合、次の手順に従ってください。

セットアップ時によく起こる問題を解決するには

1. コンピュータから USB ケーブルを取り外します｡

2. ソフトウェアをアンインストールします (インストール済みの場合)。
3. コンピュータを再起動します。
4. HP All-in-One の電源をオフにし、1 分間待ってから再起動します。
5. HP All-in-One ソフトウェアを再インストールします。

注意 ソフトウェアのインストール画面で指示されるまで、USB ケー

ブルをコンピュータに接続しないでください。

ソフトウェアのアンインストールと再インストールの方法については、「ソ
フトウェアのアンインストールと再インストール」を参照してください。

この章で扱うトピックについては、下記の一覧を参照してください。

本書のトラブルシューティング項目

● セットアップに関するトラブルシューティング：ハードウェアのセット
アップとソフトウェアのインストール関連のトラブルシューティングに
ついて説明します。

● 動作時のトラブルシューティング：HP All-in-One の機能を使用した通常

の作業中に発生する可能性がある問題について説明します。
● デバイスの更新：HP カスタマ サポートからのアドバイスやカラー グラ

フィック ディスプレイに表示されるメッセージに応じて、HP サポート

Web サイトにアクセスして、ご使用のデバイスを更新する方法を取得で

きます。ここでは、ご使用のデバイスを更新する方法について説明しま
す。

● ネットワークのトラブルシューティング：「ネットワークのトラブルシ
ューティング」を参照してください。 ここでは、有線ネットワークにお

けるソフトウェアのインストール関連のトラブルシューティングについ
て説明します。
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その他の情報ソース

● セットアップ ガイド：『セットアップ ガイド』では、HP All-in-One を
セットアップする方法を説明します。

● ユーザー ガイド：ユーザー ガイドは本書です。本書では、HP All-in-
One の基本機能、HP All-in-One の使用方法、またセットアップや動作時

のトラブルシューティング情報について説明します。
● [HP Image Zone ヘルプ]：オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ]

は、コンピュータと HP All-in-One を使用する方法を説明しており、ユー

ザー ガイドでカバーされていない、追加のトラブルシューティング情報

もあります。詳細については、「オンスクリーン ヘルプを使う」を参照

してください。
● Readme ファイル：Readme ファイルは、システム要件およびインスト

ール時に発生する問題について説明しています。詳細については、
「Readme ファイルの表示」を参照してください。

オンスクリーン ヘルプや HP Web サイトで問題を解決できない場合は、お住

まいの国または地域の HP サポート サービス電話番号までお問い合わせくだ

さい。詳細については、「HP 保証およびサポート」を参照してください。

Readme ファイルの表示

システム要件およびインストール時に発生する問題については、Readme フ
ァイルを参照してください。

● Windows で Readme ファイルを開くには、タスク バーで [スタート] ボ
タンをクリックした後、[プログラム] または [すべてのプログラム]、
[HP]、[HP Photosmart 2570 All-in-One series] の順に選択して、

[Readme] をクリックします。
● Mac OS 9 または OS X の場合は、HP All-in-One ソフトウェア CD-ROM

の 上位のフォルダにあるアイコンをダブルクリックすると、Readme
ファイルにアクセスできます。

セットアップのトラブルシューティング

このセクションでは、HP All-in-One のハードウェア、ソフトウェア、およ

び [HP Instant Share] の機能に関連する一般的な問題のいくつかに関して、

インストールおよび設定時のトラブルシューティングのヒントについて説明
します。

ハードウェアのセットアップ時のトラブルシューティング

このセクションでは、ハードウェアとソフトウェアのインストールに関連し
てよく起こる問題のいくつかに対し、インストールおよび設定時のトラブル
シューティング方法を説明します。
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HP All-in-One の電源がオンにならない

解決方法 各電源コードがしっかりと接続されていることを確認した
後、HP All-in-One の電源がオンになるまで数秒待ちます。はじめて

HP All-in-One の電源をオンにする場合には、電源がオンになるまでに 1
分かかることがあります。また、HP All-in-One がテーブルタップに接続

されている場合は、テーブルタップの電源がオンになっていることも確
認してください。

1 電源コネクタ 1
2 電源コネクタ 2
3 電源コンセント

USB ケーブルを接続したが、コンピュータで HP All-in-One を使用するときに問題が

発生する

解決方法 初めに、HP All-in-One 付属のソフトウェアをインストールし

てから、USB ケーブルを接続します。インストールしている間、画面上

で指示されるまで、USB ケーブルは差し込まないでください。USB を指

示される前に接続するとエラーが発生します。 ソフトウェアのインスト

ール前にUSBケーブルを接続した場合は、「トラブルシューティング」

の「セットアップ時によく起こる問題を解決するには」を参照してくだ
さい。

ソフトウェアのインストールが完了したら、USB ケーブルを使用してコ

ンピュータを HP All-in-One に接続するのは、簡単です。USB ケーブル

の一方の端をコンピュータの後部に接続し、他方の端を HP All-in-One の
後部に接続します。コンピュータの後部にある任意の USB ポートに接続

できます。

注記 HP All-in-One の背面にある正しいポートに USB ケーブルを

接続していることを確認します。
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カラー グラフィック ディスプレイに、コントロール パネル カバーを取り付けるよう

にメッセージが表示される

解決方法 コントロール パネル カバーが取り付けられていないか、その

取り付け方が正しくない可能性があります。HP All-in-One 上の一連のボ

タンの上にカバーを合わせ、カチっと音がするまで押し込みます。

カラー グラフィック ディスプレイに表示される言語が正しくない

解決方法 言語の設定は [セットアップ メニュー] からいつでも変更でき

ます。詳しくは、「セットアップ メニュー」を参照してください。

コントロール グラフィック ディスプレイのメニューに表示される単位が正しくない

解決方法 HP All-in-One で間違った国/地域を選択した可能性がありま

す。選択する国/地域で、カラー グラフィック ディスプレイに表示され

る用紙サイズが決まります。

第 13 章

124 HP Photosmart 2570 All-in-One series

ト
ラ
ブ
ル

シ
ュ
ー
テ

ィ
ン
グ



国/地域を変更するには、もう一度デフォルトの言語を設定する必要があ

ります。言語の設定は [セットアップ メニュー] からいつでも変更できま

す。詳細については、「セットアップ メニュー」を参照してください。

プリント カートリッジの位置を調整するよう示すメッセージがコントロール パネル

ディスプレイに表示される

解決方法 高い印刷品質を維持するために、プリンタのメンテナンスが
必要です。詳細については、「プリント カートリッジの調整」を参照し

てください。

プリント カートリッジの位置調整に失敗したというメッセージがカラー グラフィッ

ク ディスプレイに表示される

原因 用紙トレイに、カラー用紙、文字が書かれた用紙、リサイクル用
紙など、不適当な種類の用紙がセットされています。

解決方法 A4 の白い普通紙を用紙トレイにセットして、カートリッジの

調整をもう一度行ってください。

引き続き調整に失敗する場合は、センサーかプリント カートリッジが故

障している可能性があります。HP サポートにお問い合わせください。

www.hp.com/support にアクセスしてください。情報の入力を要求された

場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ] をクリックして情報

を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因 保護テープがプリント カートリッジをふさいでいます。

解決方法 各プリント カートリッジを確認してください。テープがイン

ク ノズルをふさいでいる場合、ピンクのつまみを持ってテープを慎重に

取り除いてください。銅色の接触部やインク ノズルには触れないでくだ

さい。
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1 銅色の接触部

2 ピンクのつまみの付いたプラスチック テープ (本体に取り付ける前に取り外

してください)
3 テープの下にあるインク ノズル

もう一度プリント カートリッジを挿入し、カートリッジが所定の位置に

しっかりと挿入され、ロックされていることを確認してください。

原因 プリント カートリッジの接点がプリント キャリッジの接点に接触

していません。

解決方法 プリント カートリッジを取り出して、もう一度挿入してくだ

さい。プリント カートリッジが所定の位置にしっかりと挿入され、ロッ

クされていることを確認してください。詳細については、「プリント カ
ートリッジの交換」を参照してください。

原因 プリント カートリッジまたはセンサーに問題があります。

解決方法 HP サポートにお問い合わせください。www.hp.com/support
にアクセスしてください。情報の入力を要求された場合は、国または地
域を選択して、[お問い合わせ] をクリックして情報を参照しテクニカル

サポートにお問合せください。

第 13 章

126 HP Photosmart 2570 All-in-One series

ト
ラ
ブ
ル

シ
ュ
ー
テ

ィ
ン
グ

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=prodhomes&h_lang=ja&h_cc=all&h_product=hpphotosma441263&h_page=hpcom


HP All-in-One が印刷しない

解決方法 HP All-in-One とコンピュータが USB 接続されており、互い

に通信できない場合は、次のことを行ってください。

● HP All-in-Oneのカラー グラフィック ディスプレイを確認してくださ

い。カラー グラフィック ディスプレイに何も表示されておらず、

[On] ボタンが点灯していない場合は、HP All-in-One の電源が入って

いません。HP All-in-One の電源コードが電源コンセントにきちんと

差し込まれていることを確認してください。[On] ボタンを押して、

HP All-in-One の電源をオンにします。

● USB ケーブルを確認します。古いケーブルの場合、使用できないこ

とがあります。別の製品に接続して、USB ケーブルが使用できるか

どうか確認してください。問題が発生した場合、USB ケーブルを交

換する必要がある場合もあります。また、USB ケーブルの長さが 3
メートル 以下であることを確認してください。

● コンピュータで USB が使用可能であることを確認します。Windows
95 や Windows NT など、一部のオペレーティング システムは USB
接続をサポートしていません。詳細については、お使いのオペレー
ティング システムに付属するマニュアルを参照してください。

● HP All-in-One からコンピュータまでの接続状態を確認します。USB
ケーブルが HP All-in-One の後部にある USB ポートに正しく接続さ

れていることを確認してください。また USB ケーブルのもう一方の

端がコンピュータの USB ポートに正しく接続されていることを確認

してください。USB ケーブルを正しく接続した後、HP All-in-One の
電源を入れ直してください。

● USB ハブを介して HP All-in-One に接続している場合、ハブの電源

が入っていることを確認してください。ハブの電源が入っている場
合、コンピュータに直接接続してみます。

● HP All-in-One での USB ポートの速度設定が、コンピュータの USB
ポート速度と互換性があることを確認してください。

● 別のアプリケーションから印刷するか、別のファイルを印刷して、
原因がファイルかどうかを確認してください。

● 他のプリンタやスキャナを確認します。コンピュータから古い製品
の接続を外す必要がある場合があります。

● HP All-in-One がネットワーク接続されている場合、HP All-in-One 付
属のオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

[HP Image Zone ヘルプ] の詳細については、「オンスクリーン ヘル

プを使う」を参照してください。
● USB ケーブルをコンピュータの別の USB ポートに接続してみてくだ

さい。接続を確認したら、コンピュータを再起動してください。
HP All-in-One の電源を入れ直してください。

● 必要ならば、[HP Image Zone] ソフトウェアをアンインストールし

てから、もう一度インストールします。詳細については、「ソフト
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ウェアのアンインストールと再インストール」を参照してくださ
い。

メモリ カード、PictBridge カメラ、ストレージ デバイスなどのネットワ

ークまたは通信関連の問題については、オンスクリーン [HP Image
Zone ヘルプ] で HP Photosmart 2570 All-in-One series のトラブルシュー

ティング情報を参照してください。[HP Image Zone ヘルプ] の詳細につ

いては、「オンスクリーン ヘルプを使う」を参照してください。

HP All-in-One のセットアップとコンピュータへの接続方法については、

HP All-in-One に付属のセットアップ ガイドを参照してください。

紙詰まりやカートリッジのブロックに関するメッセージがカラー グラフィック ディ

スプレイに出力される

解決方法 紙詰まりやカートリッジのブロックに関するエラー メッセー

ジがカラー グラフィック ディスプレイに出力される場合は、HP All-in-
One の内部に梱包用材料が詰まっている可能性があります。プリント カ
ートリッジ交換用カバーを開き、カートリッジをブロックしている梱包
用材料 (テープや厚紙) や異物を取り除きます。

ソフトウェアのインストール時のトラブルシューティング

ソフトウェアのインストール時に問題が検出された場合は、以下のトピック
を参照して問題を解決してください。ハードウェアのセットアップ時に問題
が検出された場合は、「ハードウェアのセットアップ時のトラブルシューテ
ィング」を参照してください。

HP All-in-One ソフトウェアの通常のインストール時は、以下の処理が実行さ

れます。

1. HP All-in-One ソフトウェアの CD-ROM が自動的に実行される。

2. ソフトウェアがインストールされる。
3. 一連のファイルがハード ドライブにコピーされる。

4. HP All-in-One をコンピュータに接続するように要求される。

5. 緑色の OK とチェックマークがインストール ウィザード画面に表示され

る。
6. コンピュータを再起動するよう要求される。
7. 登録プロセスが実行される。

これらのいずれかの処理が実行されない場合は、インストールに問題がある
可能性があります。Windows コンピュータへのインストールを確認するに

は、以下の事を確認します。
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Windows コンピュータへのインストールを確認するには、以下の事を確認し

ます。

● [HP ソリューション センター] を起動します。[HP ソリューション セン

ター] に必須アイコン ([画像のスキャン] および [ドキュメント スキャ

ン]) が表示されている場合、ソフトウェアは正しくインストールされて

います。アイコンがすぐに表示されない場合は、お使いのコンピュータ
に HP All-in-One が接続されるまで数分待たなければならないこともあり

ます。または、「HP ソリューション センター のボタンのいくつかが表

示されない (Windows)」 を参照してください。

[HP ソリューション センター] の起動方法の詳細は、ソフトウェアに付

属のオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

● [プリンタ] ダイアログ ボックスを開き、HP All-in-One がリスト表示され

ることを確認します。
● Windows タスクバーの右端のシステム トレイに HP All-in-One のアイコ

ンがあるか確認します。表示されていれば、HP All-in-One が待機中であ

ることを示しています。

コンピュータの CD-ROM ドライブに CD-ROM を挿入したが、何も実行されない

解決方法 インストールが自動的に実行されない場合、手動で実行する
ことができます。

Windows コンピュータからインストールを開始するには

1. Windows の [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を
クリックします。

2. [ファイル名を指定して実行] ダイアログ ボックスで、[d:
\setup.exe] と入力 (CD-ROM ドライブにドライブ文字 d が割り当て

られていない場合は、該当するドライブ文字を入力してください)
し、[OK] をクリックします。

Mac からインストールを開始するには

1. デスクトップの CD アイコンをダブルクリックし、CD の中身を確認

します。
2. [HP All-in-One Installer] アイコンをダブルクリックします。

小システム チェック画面が表示される (Windows)

解決方法 お使いのシステムが、ソフトウェアのインストールに必要な
小の要件を満たしていません。[詳細] をクリックして、具体的な問題

を確認し、ソフトウェアのインストールを試みる前に問題を解決しま
す。

ユーザー ガイド 129

ト
ラ
ブ

ル
シ
ュ
ー
テ

ィ
ン
グ



代わりに [HP Image Zone Express] をインストールしてみてください。

[HP Image Zone Express] は [HP Image Zone] よりも機能は少ないもの

の、ハードディスクのスペースとメモリの使用量が少なくて済みます。

[HP Image Zone Express] ソフトウェアのインストール方法の詳細につ

いては、HP All-in-One に付属の『セットアップ ガイド』を参照してくだ

さい。

赤の X が USB 接続プロンプトに表示される

解決方法 通常は、プラグ アンド プレイが成功したことを示す緑のチェ

ック記号が表示されます。赤の X は、プラグ アンド プレイ が失敗した

ことを示します。

次の手順に従ってください。

1. コントロール パネル カバーがしっかりと取り付けられていることを

確認した後、HP All-in-One の電源ケーブルをいったん抜き、もう一

度差し込みます。
2. USB ケーブルおよび電源ケーブルが接続されていることを確認しま

す。

3. [再試行] をクリックして、プラグ　アンド プレイ セットアップをも

う一度試みます。これでも正常に機能しない場合、次の手順に進み
ます。

4. USB ケーブルが正しくセットアップされていることを以下のように

して確認します。

– USB ケーブルを、いったん抜き、再度差し込みます。

– USB ケーブルを、キーボードや給電されないハブに接続しては

いけません。
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– USB ケーブルは、3 m 以下の長さとしてください。
– お使いのコンピュータに USB デバイスが複数個接続されている

場合は、インストール中、ほかのデバイスの接続を解除した方が
よい場合もあります。

5. インストール処理を継続し、指示されたらコンピュータを再起動し
ます。

6. 必須のアイコンが表示されない場合は、本ソフトウェアをいったん
削除した後、再インストールしてください。詳細については、「ソ
フトウェアのアンインストールと再インストール」を参照してくだ
さい。

7. Windows コンピュータをご使用の場合は、[HP ソリューション セン

ター] を起動して、必須アイコン [画像のスキャン] および [ドキュメ

ント スキャン]) が表示されていることを確認します。必須アイコン

が表示されない場合は、本ソフトウェアを削除した後、再インスト
ールしてください。詳細については、「ソフトウェアのアンインス
トールと再インストール」を参照してください。

不明なエラーが発生したことを示すメッセージが出力される

解決方法 インストールを引き続き実行してみてください。解決しない
場合、中止してインストールをやり直し、画面の指示に従います。エラ
ーが発生した場合は、該当ソフトウェアをアンインストールした後、再
インストールする必要があります。HP All-in-One のプログラム ファイル

をコンピュータから単に削除するだけでは不十分です。[HP Image
Zone] ソフトウェアをインストールしたときに追加されたアンインスト

ール ユーティリティを使って、該当するファイルを正しく削除してくだ

さい。

詳細については、「ソフトウェアのアンインストールと再インストー
ル」を参照してください。

[HP ソリューション センター] のボタンのいくつかが表示されない (Windows)

必須アイコン ([画像のスキャン] および [ドキュメント スキャン]) が表示

されない場合は、インストールが完了していない可能性があります。

解決方法 インストールが未完の場合は、該当ソフトウェアをアンイン
ストールした後、再インストールする必要があります。HP All-in-One の
プログラム ファイルをハード ドライブから単に削除するだけでは不十分

です。HP All-in-One プログラム グループに入っているアンインストー

ル ユーティリティを使用して、該当するファイルを正しく削除してくだ

さい。詳細については、「ソフトウェアのアンインストールと再インス
トール」を参照してください。
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登録画面が表示されない

解決方法

➔ Windows の場合、Windows のタスクバーから [スタート] をクリック

し、[プログラム] または [すべてのプログラム] (XP)、[HP]、
[HP Photosmart 2570 All-in-One series] の順でポイントして、[今
すぐサインアップする] をクリックすると、登録画面を表示すること

ができます。

システム トレイに [デジタル イメージング モニタ] が表示されない

解決方法 システム トレイ (通常はデスクトップの右下隅にあります) に
[デジタル イメージング モニタ] が表示されない場合は、[HP ソリューシ

ョン センター] を起動して、必須アイコンがそこに表示されるかどうか

を確認します。

[HP ソリューション センター] に必須アイコンが表示されない場合の詳

細については、「HP ソリューション センター のボタンのいくつかが表

示されない (Windows)」 を参照してください。

通常、システム トレイはデスクトップの右下隅に表示されます。

ソフトウェアのアンインストールと再インストール

インストールが不完全な場合、またはソフトウェア インストール画面で指示

される前に USB ケーブルをコンピュータに接続した場合は、ソフトウェア

をアンインストールしてから再インストールする必要があります。HP All-in-
One のプログラム ファイルをコンピュータから単に削除するだけでは不十分

です。[HP Image Zone] ソフトウェアをインストールしたときに追加された

アンインストール ユーティリティを使って、該当するファイルを正しく削除

してください。

再インストールには、20 ～ 40 分かかります。ソフトウェアのアンインスト

ール方法は、Windows コンピュータの場合は 3 種類、Mac の場合は 1 種類

あります。

Windows コンピュータからアンインストールするには (方法 1)
1. お使いのコンピュータから HP All-in-One の接続を解除します。ソフトウ

ェアの再インストールが完了するまで、HP All-in-One をコンピュータに

接続しないでください。
2. [On] ボタンを押して、HP All-in-Oneの電源をオフにします。

3. Windows タスクバーで、[スタート]、[プログラムの開始] または [すべて

のプログラム] (XP)、[Hewlett-Packard]、[HP Photosmart 2570 All-in-
One series]、[アンインストール] の順にクリックします。
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4. 画面上の指示に従って操作します。
5. 共有ファイルを削除するかどうか尋ねられたら、[いいえ] をクリックし

ます。

共有ファイルを削除すると、これらのファイルを使用する他のプログラ
ムが動作しなくなってしまう可能性があります。

6. コンピュータを再起動します。

注記 コンピュータを再起動する前に HP All-in-One の接続を解除

することが重要です。ソフトウェアのアンインストールが完了す
るまで、HP All-in-One をコンピュータに接続しないでください。

7. ソフトウェアを再インストールするには、HP All-in-One の CD-ROM を
コンピュータの CD-ROM ドライブに挿入し、画面の指示および HP All-
in-One 付属の『セットアップ ガイド』の指示に従ってください。

8. ソフトウェアのインストールが完了したら、HP All-in-One をコンピュー

タに接続します。
9. [On] ボタンを押して、HP All-in-One の電源をオンにします。

HP All-in-One を接続し、電源を入れると、すべてのプラグ アンド プレ

イ イベントが完了するまでに数分待たなければならないこともありま

す。
10. 画面上の指示に従って操作します。

ソフトウェアのインストールが完了したら、Windows システム トレイに

[HP デジタル イメージング モニタ] アイコンが表示されます。

ソフトウェアが正しくインストールされているかどうかを確認するには、デ
スクトップで [HP ソリューション センター] アイコンをダブルクリックして

ください。[HP ソリューション センター] に必須アイコン ([画像のスキャン]
および [ドキュメント スキャン]) が表示されている場合、ソフトウェアは正

しくインストールされています。

Windows コンピュータからアンインストールするには (方法 2)

注記 この方法は、Windows の [スタート] メニューで [アンインスト

ール] が利用できない場合に使用します。

1. Windows のタスクバーから、[スタート]、[設定]、 [コントロール パネ

ル] の順にクリックします。

2. [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。

3. [HP PSC & Officejet 5.3] を選択し、次に [変更と削除] をクリックしま

す。

画面上の指示に従って操作します。
4. お使いのコンピュータから HP All-in-One の接続を解除します。

5. コンピュータを再起動します。
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注記 コンピュータを再起動する前に HP All-in-One の接続を解除

することが重要です。ソフトウェアのアンインストールが完了す
るまで、HP All-in-One をコンピュータに接続しないでください。

6. コンピュータの CD-ROM ドライブに HP All-in-One の CD-ROM を挿入

し、セットアップ プログラムを起動します。
7. 画面の指示および HP All-in-One に付属の『セットアップ ガイド』の指

示に従ってください。

Windows コンピュータからアンインストールするには (方法 3)

注記 この方法は、Windows の [スタート] メニューで [アンインスト

ール] が利用できない場合に使用します。

1. コンピュータの CD-ROM ドライブに HP All-in-One の CD-ROM を挿入

し、セットアップ プログラムを起動します。

2. [アンインストール] を選択して、画面上の指示に従って操作します。

3. お使いのコンピュータから HP All-in-One の接続を解除します。

4. コンピュータを再起動します。

注記 コンピュータを再起動する前に HP All-in-One の接続を解除

することが重要です。ソフトウェアのアンインストールが完了す
るまで、HP All-in-One をコンピュータに接続しないでください。

5. HP All-in-One のセットアップ プログラムをもう一度起動します。

6. [再インストール] を開始します。
7. 画面の指示と HP All-in-One に付属の『セットアップ ガイド』に記載さ

れている指示に従います。

Mac からアンインストールするには

1. Mac から HP All-in-One の接続を解除します。

2. [Applications:][Hewlett-Packard] フォルダを開きます。

3. [HP アンインストーラ] をダブルクリックします。

画面上の指示に従って操作します。
4. ソフトウェアのアンインストールが終了したら、HP All-in-One を切断

し、コンピュータを再起動します。

注記 コンピュータを再起動する前に HP All-in-One とコンピュー

タとの接続を解除することが重要です。ソフトウェアの再インス
トールが完了するまでは、HP All-in-One をコンピュータに接続し

ないでください。

5. ソフトウェアを再インストールするには、コンピュータの CD-ROM ドラ

イブに HP All-in-One の CD-ROM を挿入します。

6. デスクトップで、CD-ROM を開き、[HP All-in-One インストーラ] をダ

ブルクリックします。
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7. 画面の指示と HP All-in-One に付属の『セットアップ ガイド』に記載さ

れている指示に従います。

動作に関するトラブルシューティング
[HP Image Zone ヘルプ] の [2570 series トラブルシューティング] には、

HP All-in-One に関連するいくつかの一般的な問題に対するトラブルシューテ

ィングのヒントが記載されています。

Windows コンピュータでトラブルシューティング情報にアクセスするには、

[HP Image Zone] に移動し、[ヘルプ] をクリックした後、[トラブルシューテ

ィングとサポート] を選択します。トラブルシューティング情報は、一部の

エラー メッセージに表示される [ヘルプ] ボタンを使っても表示できます。

Mac でトラブルシューティング情報にアクセスするには、Dock で
[HP Image Zone] アイコンをクリックし、メニュー バーから [ヘルプ] を選

択し、[ヘルプ] メニューから [HP Image Zone ヘルプ] を選択してから、ヘ

ルプ ビューアで [2570 series トラブルシューティング] を選択します。

インターネットにアクセス可能な場合は、HP Web サイト (www.hp.com/
support) からヘルプ情報を入手することができます。この Web サイトには、

よく寄せられる質問に対する回答も掲載されています。

用紙のトラブルシューティング

紙詰まりを防止するために、ご使用の HP All-in-One で推奨している用紙の

種類をお使いください。推奨されている用紙の一覧については、オンスクリ
ーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照するか、www.hp.com/support にアクセ

スしてください。

波打ったり、しわが寄ったりしている用紙や端が折れたり破れたりしている
用紙は、用紙トレイにセットしないでください。詳細については、「紙詰ま
りの防止」を参照してください。

HP All-in-One に紙が詰まった

解決方法 プリンタの中で紙が詰まった場合、次の指示に従い、紙詰ま
りを取り除いてください。

1. 後部アクセス ドアにあるタブを押し込んで、このカバーを取り外し

ます。

注意 HP All-in-One の上部または前面から詰まった紙を取り

除こうとすると、本体内の印刷用装置を傷つけるおそれがあり
ます。可能な限り、後部アクセス ドアを開けて、詰まった紙

を背面から取り除いてください。

ユーザー ガイド 135

ト
ラ
ブ

ル
シ
ュ
ー
テ

ィ
ン
グ

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=prodhomes&h_lang=ja&h_cc=all&h_product=hpphotosma441263&h_page=hpcom
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=prodhomes&h_lang=ja&h_cc=all&h_product=hpphotosma441263&h_page=hpcom
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=prodhomes&h_lang=ja&h_cc=all&h_product=hpphotosma441263&h_page=hpcom


2. 詰まっている用紙をローラーからゆっくり引き出します。

注意 ローラーから引き出している途中に用紙が破れてしまっ
た場合、ローラーとホイールを点検して、本体の中に紙切れが
残っていないか確認してください。HP All-in-One に紙切れが

残っていると、紙詰まりが起こりやすくなります。

3. 後部アクセスドアを取り付けます。パチンと音がするまでカバーを
ゆっくり押し込みます。

4. 現在のジョブを続行するには、[OK] を押します。

注記 用紙がまだ詰まっている場合は、[HP Image Zone] ソフトウ

ェアに付属のオンスクリーン 『トラブルシューティング ヘルプ』

を参照してください。

プリント カートリッジのトラブルシューティング

印刷に問題がある場合は、プリント カートリッジの 1 つに問題がある可能性

があります。次の指示に従います。

1. プリント カートリッジを取り外し、プラスチック テープがはがされてい

ることを確認してください。テープがインク ノズルをふさいでいる場

合、ピンクのつまみを持ってテープを慎重にはがしてください。銅色の
接触部やインク ノズルには触れないでください。

2. プリント カートリッジを取り付け直します。

3. その他のプリント カートリッジに対しても手順 1 と 2 を繰り返します。

4. プリント カートリッジを装着し直しても問題が解決しない場合は、セル

フテスト レポートを印刷して、プリント カートリッジに問題がないか確

認します。

このレポートには、ステータス情報などのプリント カートリッジに役立

つ情報が印刷されます。
5. セルフテスト レポートで問題が確認された場合、プリント カートリッジ

のクリーニングを行ってください。
6. 問題が解決しない場合は、プリント カートリッジの銅色の接触部をクリ

ーニングしてください。
7. 以上の操作を行っても印刷の問題が解決されない場合は、どのプリント

カートリッジに問題があるか確認し、カートリッジを交換します。
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セルフテスト レポートの印刷とプリント カートリッジのクリーニング方法に

ついては、「HP All-in-One のメンテナンス」を参照してください。

デバイスの更新

新の高度なテクノロジーを搭載した HP All-in-One が円滑に機能し続ける

ためには、HP サポート Web サイトから 新のデバイスの更新を入手し、

[デバイスの更新ウィザード] を使用してインストールしてください。また、

次の内容に該当する場合は、HP All-in-One にデバイスの更新をインストール

する必要があります。

● HP カスタマ サポートに連絡したところ、サポート技術者から HP Web
サイトからデバイスの更新をダウンロードするように指示された

● HP All-in-One のカラー グラフィック ディスプレイで、デバイスを更新

するように指示された

デバイスの更新 (Windows)
Windows コンピュータで、次の方法でデバイスの更新を検索します。

[ソフトウェアの更新] ユーティリティを使用し、HP サポート Web サイトを

指定の周期で自動的に検索してデバイスの更新を探します。

注記 Windows ユーザーであれば、[ソフトウェア アップデート] ユー

ティリティ (コンピュータにインストールされている [HP Image
Zone] ソフトウェアの一部) を設定して、あらかじめ決めた間隔で自動

的に HP サポート Web サイトを検索できます。インストールのとき

に [ソフトウェア アップデート] ユーティリティの 新バージョンがな

ければ、コンピュータにダイアログ ボックスが表示され、更新するよ

うに指示します。更新に同意します。[ソフトウェア アップデート] ユ
ーティリティの詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘ
ルプ] を参照してください。

デバイスの更新 (Mac)
Mac で、次の手順に従って HP All-in-One に更新を適用します。

1. Web ブラウザを使用して、ご使用の HP All-in-One 用の更新を

www.hp.com/support からダウンロードします。

2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。

インストーラがコンピュータ上に開きます。
3. 画面の指示に従って、更新を HP All-in-One にインストールします。
4. HP All-in-One を再起動して、インストール作業を完了します。
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14 HP 保証およびサポート

弊社では、ご使用の HP All-in-One のサポートをインターネットおよび電話で提供し

ております。

この章では、保証に関する情報ならびにインターネットからのサポートの入手、シリ
アル番号とサービス ID の確認、HP カスタマ サポートへの問い合わせ、HP All-in-
One の発送準備について説明します。

製品に付属する印刷マニュアルまたはオンライン マニュアルで必要な答えが見つから

ない場合は、以下のページに記載されている HP サポート サービスに問い合わせるこ

とができます。一部のサポート サービスは米国とカナダでしか利用できませんが、そ

の他のサポート サービスは世界中の多くの国/地域で利用できます。お住まいの国/地
域のサポート サービスの電話番号が記載されていない場合は、 寄の HP 正規代理店

までお問い合わせください。

保証
HP リペア サービスを利用するには、まず HP サービス オフィスに連絡するか、HP
カスタマ サポート センターに連絡して、基本的なトラブルシューティングを行って

いただく必要があります。カスタマ サポートに連絡する前に実行する手順について

は、「HP カスタマ サポートに連絡する前に」を参照してください。

注記 この情報は、日本のカスタマには当てはまりません。日本でのサービス
内容については、「HP Quick Exchange Service」 を参照してください。

保証のアップグレード

お住まいの国/地域によって、HP は標準の製品保証を延長または拡張する保証アップ

グレード オプション (有償) を提供します。たとえば、優先的な電話サポート、返送

サービス、または翌営業日の交換などが追加されることがあります。通常、製品購入
日がサービスの適用開始日となりますが、製品の購入日から一定の期間内にサービス
を購入する必要があります。

詳細については、以下を参照してください。

● 米国では、1-866-234-1377 にダイヤルして HP アドバイザーにお問合せくださ

い。

● 米国以外の場合は、 寄の HP カスタマ サポートまでお問い合わせください。詳

細ならびに各国のカスタマ サポートの電話番号リストは、「他国のサポートへの

問い合わせ」を参照してください。
● HP Web サイト www.hp.com/support を参照してください。情報の入力を要求さ

れた場合は、お住まいの国または地域を選択してから保証情報を確認してくださ
い。
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保証に関する情報

HP カスタマ サポートに連絡する前に
HP All-in-One には、他社のソフトウェア プログラムが付属している場合がありま

す。このようなプログラムで問題が発生した場合は、そのメーカーの担当技術者に問
い合わせると 適な技術サポートが受けられます。

HP カスタマ サポートに問い合わせる必要がある場合は、連絡する前に以下の作業を

行ってください。
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注記 この情報は、日本のカスタマには当てはまりません。日本でのサービス
オプションについては、「HP Quick Exchange Service」 を参照してくださ

い。

1. 以下の事項を確認します。

a. HP All-in-One が接続され、電源がオンになっていること。

b. 指定のプリント カートリッジが正しく取り付けられていること。
c. 推奨される用紙が給紙トレイに正しくセットされていること。

2. 以下の手順に従って HP All-in-One をリセットします。

a. [On] ボタンを押して HP All-in-One の電源をオフにします。

b. 電源コードを HP All-in-One の後部から取り外します。

c. 電源コードを HP All-in-One にもう一度差し込みます。
d. [On] ボタンを押して HP All-in-One の電源を入れます。

3. 詳細は、www.hp.com/support を参照してください。

この Web サイトには、技術サポート、ドライバ、サプライ品、および注文に関

する情報が用意されています。

4. 上記の作業を行っても問題が解決されず、HP カスタマ サポート担当に問い合わ

せる必要がある場合は、以下の作業を行います。

a. 本体のコントロール パネルに明記されている HP All-in-One のモデル名をメ

モします。

b. セルフテスト レポートを印刷します。セルフテスト レポートの印刷方法に

ついては、「セルフテスト レポートの印刷」を参照してください。

c. サンプル出力として利用できるカラー コピーを作成します。

d. 発生した問題を詳しく説明できるように準備します。
e. シリアル番号とサービス ID をメモします。シリアル番号とサービス ID を確

認する方法については、「シリアル番号とサービス ID の確認」 を参照して

ください。

5. HP カスタマ サポートに連絡します。連絡するときは、HP All-in-One の近くで行

ってください。

シリアル番号とサービス ID の確認
HP All-in-One の [Information Menu (情報メニュー)] を使用すると、重要な情報を確

認できます。

注記 HP All-in-One の電源がオンになっていない場合は、後部 USB ポートの

上に付いている一番上のラベルでシリアル番号を確認できます。シリアル番号
は、ラベルの左上隅にある 10 桁のコードです。

1. [OK] と [コピー メニュー] を同時に押します。

[Information Menu (情報メニュー)] が表示されます。

2. [Model Number (モデル番号)] が表示されるまで  を押して、次に [OK] を押し

ます。

モデル番号の下にサービス ID が表示されます。表示されたサービス ID を省略せ

ずにメモしてください。

3. [キャンセル] を押します。

4. [Serial Number (シリアル番号)] が表示されるまで  を押します。
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5. [OK] を押します。

シリアル番号が表示されます。表示されたシリアル番号を省略せずにメモしてく
ださい。

6. [キャンセル] ボタンを 2 回押して [Information Menu (情報メニュー)] を終了しま

す。

インターネットからのサポートの利用およびその他の情報の入手
インターネットにアクセスできる場合は、www.hp.com/support を参照できます。情

報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ] をクリック

して情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。この Web サイトには、

技術サポート、ドライバ、消耗品、および注文に関する情報も用意されています。

● オンライン サポートのページにアクセスする。

● 質問を電子メールで HP に送信する。

● オンライン チャットで、HP の技術者に問い合わせる。
● ソフトウェアのアップデートを確認する。

サポートのオプションとご利用いただけるものは、製品、国/地域、および言語によっ

て異なります。

保証期間中の北アメリカ サポートへの問い合わせ
1-800-474-6836 (1-800-HP invent) にご連絡ください。米国の電話サポートは英語と

スペイン語で、一日 24 時間、週に 7 日間使用可能です (サポートの提供日や時間は、

予告なしに変更されることがあります)。保証期間中、本サービスは無料でご利用いた

だけます。保証期間外は、有料になる場合があります。

他国のサポートへの問い合わせ
以下に記載されている電話番号は、このガイドの発行日の時点での番号です。各国向
け HP サポート サービスの 新の電話番号一覧を参照するには、www.hp.com/
support にアクセスし、お住まいの国または地域か、言語を選択してください。

保証期間中、サポート サービスは無料でご利用いただけますが、 電話の場合、標準

の長距離通話料金がかかります。場合によっては、1 回のお問い合わせごとに分単

位、30 秒単位、または定額の料金が適用されることがあります。

ヨーロッパについては、国または地域によって電話でのサポート内容や条件が異なり
ますので、弊社の Web サイト www.hp.com/support でご確認ください。

あるいは、代理店に問い合わせる、またはこのガイドに記載されている電話番号の
HP に連絡することもできます。

当社では、電話サポート サービスを向上させるために絶えず努力しています。定期的

に当社の Web サイトを確認して、サービスの機能や提供方法に関する新しい情報を

入手することをおすすめします。
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www.hp.com/support

Australia
Australia (out-of-warranty)

Central America & 
The Caribbean 

Colombia (Bogota)

Colombia

1300 721 147
1902 910 910 

0-800-709-7751

2 532 5222

Mexico  (Mexico City)  

New Zealand

Puerto Rico

Sverige

Mexico  

1588-3003

0800 441 147

900 40 006 

02-8722-8000

Nigeria 1 3204 999

Argentina  (Buenos Aires) 
Argentina

54-11-4708-1600
0-800-555-5000

www.hp.com/support

1-999-119 
800-711-2884

Costa Rica

800-6160

Deutschland

55-5258-9922
01-800-472-68368

71 89 12 22

Rest of West Africa + 351 213 17 63 80

South Africa (international)

800 897 1444

095 7973520
812 3467997

800 171

1-800-711-2884

800-360-999

55-11-4004-7751

6 272 5300

+33 (0)892 69 60 22

2 50222444

+358 (0)203 66 767

021-3881-4518

070 300 004
070 300 005België 

902 010 059

(905) 206-4663

Paraguay 009 800 54 1 00061-(800)-474-6836

Trinidad & Tobago 1-800-711-2884

61 56 45 43

Österreich + 43 1 86332 1000
0810-0010000 
(in-country)

Belgique 

Brasil  (Sao Paulo)
Brasil 

Canada (Mississauga Area)

Canada

Chile

800-810-3888 : 3002

571-606-9191

01-8000-51-4746-8368

0-800-011-1046

Danmark + 45 70 202 845

El Salvador

España

France

+49 (0)180 5652 180

Luxembourg 

Malaysia 1800 805 405

22 404747

Nederland 0900 2020 165

Norge +46 (0)77 120 4765

Panama

0-800-10111

Philippines (63) 2 867 3551
1800 1441 0094 

0 801 800 235

1-877-232-0589

1-800-711-2884

(21) 315 4442

Singapore

Slovensko

South Africa (RSA)
+ 27 11 2589301
086 0001030

Suomi

+46 (0)77 120 4765

Switzerland 0848 672 672

90 212 444 71 71 

(380 44) 4903520

800 4910

United Kingdom +44 (0)870 010 4320

United States 1-(800)-474-6836

Uruguay 0004-054-177

Venezuela  (Caracas) 58-212-278-8666
Venezuela 0-800-474-68368

+84 88234530

Perú

Polska

República Dominicana

România

������ (�����	)
������ (
	���-��������)

Türkiye

���	��	

Viêt Nam

Luxemburg 900 40 007 

+ 30 210 6073603

261 307 310

  800 9 2649 +66 (2) 353 9000

Ecuador (Andinatel)

Ecuador (Pacifitel) 1-800-225-528
800-711-2884

801 11 22 55 47

Guatemala 1-800-711-2884

2802 4098

1 382 1111

India 1 600 44 7737

Indonesia +62 (21) 350 3408

Ireland 1 890 923 902

(0) 9 830 4848

Italia 848 800 871

Jamaica 1-800-711-2884
0570-000511
03-3335-9800

Česká republika

Magyarország

Portugal 808 201 492
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HP 日本サポートへの問い合わせ

 
TEL : 0570-000-511  

      03-3335-9800  

FAX : 03-3335-8338  

  9:00  17:00 

10:00  17:00 1/1 3  

FAX  

 

http://japan.support.hp.com

HP Quick Exchange Service

HP Quick Exchange Service

0570-000511 
:03-3335 -9800  

:  9:00  5:00  
 10:00  5:00 

1 1  3 

: 
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15 技術情報

この章には HP All-in-One に該当するシステム要件、用紙、印刷、コピー、メモリカ

ード、およびスキャンの仕様、物理的仕様、電気的仕様、環境仕様、規制に関する告
知、および適合宣言に関する情報が記載されています。

システム要件
ソフトウェアのシステム要件は、Readme ファイルに収録されています。Readme フ
ァイルの表示の詳細については、「Readme ファイルの表示」 を参照してください。

用紙の仕様
ここには、用紙トレイの収容枚数、用紙サイズ、印刷余白の仕様に関する情報が記載
されています。

用紙トレイの収容枚数

種類 用紙の重さ 用紙トレイ1 排紙トレイ2

普通紙 16 ～ 24 lb. (60 ～
90 gsm)

100 (20 lb. の用紙) 50 (20 lb. の用紙)

リーガル用紙 20 ～ 24 lb. (75 ～
90 gsm)

100 (20 lb. の用紙) 50 (20 lb. の用紙)

カード 110 lb. はがき大ま

で (200 gsm)
20 10

封筒 20 ～ 24 lb.(75 ～
90 gsm)

10 10

OHP フィルム N/A 30 15 枚以下

ラベル N/A 20 10

4×6インチ (10×15 cm) フ
ォト用紙

145 lb.

(236 gsm)

30 15

8.5×11 インチ

(216×279mm) フォト用

紙

N/A 20 10

1 大収容枚数。

2 排紙トレイの収容枚数は、用紙の種類および使用するインクの量によって異なります。排

紙トレイは、頻繁に空にしてください。
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用紙サイズ

種類 サイズ

用紙 レター：216 x 280 mm

A4：210 x 297 mm

A5:148 x 210 mm

エグゼクティブ:184.2 x 266.7 mm

リーガル :

封筒 US No.10：105 x 241 mm

US No.9：98 x 225 mm

A2：111 x 146 mm

DL：110 x 220 mm

C6：114 x 162 mm

OHP フィルム レター：216 x 279 mm

A4：210 x 297 mm

フォト用紙 102 x 152 mm

カード 76 x 127 mm

インデックス カード：101 x 152 mm

127 x 178 mm

A6：105 x 148.5 mm

はがき：100 x 148 mm

ラベル レター：216 x 279 mm

A4：210 x 297 mm

カスタム 76 x 127 ～ 216 x 356 mm

印刷余白の仕様

タイプ 上 (先端) 下部 (下端)

用紙または OHP フィルム

US (レター サイズ、リーガル サ
イズ、エグゼクティブ サイズ)

1.8 mm 6.7 mm

ISO (A4、A5) および JIS (B5) 1.8 mm 6.7 mm

封筒 3.2 mm 6.7 mm

カード 1.8 mm 6.7 mm
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印刷の仕様
● 600 x 600 dpi 黒 (ノーマル モード、デフォルト)
● 1200 x 1200 dpi カラー (HP PhotoREt III を使用)
● 方法：オンデマンド型サーマル インクジェット

● 言語：HP PCL レベル 3、PCL3 GUI または PCL 10
● 印刷速度は、文書の複雑さによって異なります。
● 動作周期：500 ページ/月 (平均)、5000 ページ/月 ( 大)

モード  普通紙の印刷速度
(ppm)

10 x 15 cm (4 x 6 インチ)
のフチ無し写真での印刷
速度 (秒)

大 dpi モノクロ 大 0.4 約 145.0 秒

 カラー(C) 大 0.4 約 145.0 秒

高画質 モノクロ 大 2.3 約 74.0 秒

 カラー 大 2.3 約 74.0 秒

きれい モノクロ 大 8.5 約 54.0 秒

 カラー 大 5.3 約 54.0 秒

はやい モノクロ 大 30 約 27.0 秒

 カラー 大 24 約 27.0 秒

コピーの仕様
● デジタル画像処理

● 原稿からのコピーは 50 枚まで (モデルによって異なります)
● 50 ～ 400% のデジタル ズーム (モデルによって異なります)
● ページに合わせて印刷、ポスター印刷、割り付け印刷

● 大コピー 30 枚/分 (黒)、コピー 24 枚/分 (カラー、モデルによって異なります)
● コピーの速度は、文書の複雑さによって異なります。

モード  普通紙の印刷速度
(ppm)

スキャンの解像度 (dpi)

大 dpi モノクロ 大 0.1 1200 x 1200

 カラー(C) 大 0.1 1200 x 1200

高画質 モノクロ 大 0.8 600 x 600

 カラー 大 0.8 600 x 600

標準 モノクロ 大 8.5 300 x 300

 カラー 大 5.1 300 x 300
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モード  普通紙の印刷速度
(ppm)

スキャンの解像度 (dpi)

はやい モノクロ 大 30 300 x 300

 カラー 大 24 300 x 300

メモリ カードの仕様
● メモリ カード上のファイル数 ( 大推奨値)： 1,000
● 各ファイルのサイズ ( 大推奨値)：12 メガピクセル ( 大)、8 MB ( 大)
● メモリ カードのサイズ ( 大推奨値)：1 GB (半導体メモリのみ)

注記 メモリ カードの 大推奨値に近づくと、HP All-in-One のパフォーマン

スが期待値より遅くなる場合があります。

サポートされているメモリ カードのタイプ

● CompactFlash
● Memory Stick
● Memory Stick Duo
● Memory Stick Pro
● Secure Digital
● MultiMediaCard (MMC)
● xD-Picture カード

Memory Stick Magic Gate Duo、Memory Stick Duo および Secure Multimedia Card を
使用するにはアダプタが必要です。詳細については、メモリカードに付属する説明を
参照してください。

スキャンの仕様
● イメージ エディタ付属

● 組込みのOCR ソフトウェアによって、スキャンしたテキストを編集可能なテキ

ストに自動的に変換 (Windows のみ)
● スキャンの速度は、文書の複雑さによって異なります。

● Twain 対応インタフェース

● 解像度： 大解像度 2400 x 4800 dpi (光学)、 大補間解像度 19200 dpi (ソフト

ウェア)
● カラー：48 ビット カラー、8 ビット グレースケール (256 階調の灰色)
● ガラス板からの 大スキャン サイズ：21.6 x 29.7 cm

物理的仕様
● 高さ：17.2 cm (カラー グラフィック ディスプレイを倒した位置)
● 幅：44 cm
● 奥行き：28.4 cm
● 重量：5.5 kg
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電気的仕様
● 消費電力： 大 80 W
● 入力電圧：AC 90 ～ 240 V、1 A、47 ～ 63 Hz、アース済み

● 出力電圧：DC 32 Vdc===1630 mA
● アイドル時:7.5 W

環境仕様
● 推奨される動作時の温度範囲：15º ～ 32℃
● 推奨される動作時の湿度範囲：20% ～ 80% RH (結露しないこと)
● 非動作時 (保管時) の温度範囲：–40º ～ 60º C
強い電磁気が発生している場所では、HP All-in-One の印刷結果に多少の歪みが出るお

それがあります。

高磁場が原因で発生する放出ノイズを 小限に抑えるため、Ethernet ケーブルまたは

USB ケーブルは長さが 3 m 以下のものをご使用ください。

その他の仕様
メモリ：8 MB ROM、32 MB DRAM
インターネットにアクセス可能な場合は、騒音に関する情報を HP Web サイト

www.hp.com/support から入手することができます。

環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム
ここでは、環境の保護、オゾン生成、エネルギー消費、化学物質安全性データシー
ト、リサイクル プログラムについて説明します。

環境の保護

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に対して適切な方法で提供することに積極

的に取り組んでいます。この製品は、環境への影響を も少なくする特性を備えるよ
うに設計されています。

詳細については、以下の「HP の環境への取り組み」に関する Web サイトをご覧くだ

さい。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

オゾンの生成

この製品では、検出可能なオゾン ガス (O3) は生成されません。

Energy consumption
Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves
natural resources, and saves money without affecting the high performance of this
product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program
established to encourage the development of energy-efficient office products.
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ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY
STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines
for energy efficiency.
For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:
www.energystar.gov

用紙の使用

この製品は、DIN 19309 に準拠したリサイクル用紙の使用に適しています。

プラスチック

25 グラムを超えるプラスチック部品は、製品が役目を終えたときにリサイクルするた

め、プラスチックを識別しやすくする国際規格に従って記号が付けられています。

化学物質安全性データシート

化学物質安全性データシート™ については次のサイトを参照してください。

www.hp.com/go/msds
インターネットにアクセスできないユーザーは、 寄りの HP カスタマ ケア センタ

ーにお問い合わせください。

リサイクル プログラム

HP では、より多くの製品を返却してもらえるよう、リサイクル プログラムを多くの

国で展開しているほか、世界で 大の電子機器リサイクル センターのいくつかと協力

しています。また、HP では も広く使用されている製品のいくつかを再生し、再度

販売することによって、資源を保護しています。

本 HP 製品には、製品が寿命に達したときに特別な取り扱いが必要なハンダが含まれ

ています(ハンダ内の鉛 (EU 指令 2002/95/EC に従って、2006 年 7 月 1 日より、新た

に製造される製品には、無鉛のハンダと部品が使用されることになります)。

HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム

HP では、環境の保護に積極的に取り組んでいます。HP のインクジェット サプライ

品リサイクル プログラムは多くの国/地域で利用可能であり、これを使用すると使用

済みのプリント カートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳しくは、次

の Web サイトを参照してください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be
disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to
dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point
for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection
and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve
natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human
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health and the environment. For more information about where you can drop off your
waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household
waste disposal service or the shop where you purchased the product.

規制に関する告知
HP All-in-One は、お住まいの国/地域の規制当局が設定している製品要件を満たして

います。

規制モデルの ID 番号

規制上の識別を行うために、本製品には規制モデル番号が指定されています。本製品
の規制モデル番号は、SDGOB-0504 です。この規制番号は、商品名 (HP Photosmart
2570 All-in-One series) とはまったく別のものです。

FCC statement
The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has
specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.
Declaration of Conformity:This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.Operation
is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received, including
interference that might cause undesired operation.Class B limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation.This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy,
and, if not installed and used in accordance with the instructions, might cause harmful
interference to radio communications.However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one
or more of the following measures:
● Reorient the receiving antenna.
● Increase the separation between the equipment and the receiver.
● Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the

receiver is connected.
● Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard
Company, San Diego, (858) 655-4100.
The user might find the following booklet prepared by the Federal Communications
Commission helpful:How to Identify and Resolve Radio-TV Interference
Problems.This booklet is available from the U.S. Government Printing Office,
Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.

Caution Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications
to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company
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might cause harmful interference and void the FCC authorization to operate
this equipment.

Note à l’attention des utilisateurs canadiens/notice to users in Canada
Le présent appareil numérique n‘émet pas de bruit radioélectrique dépassant les
limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le
Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des
Communications du Canada.
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions
from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the
Canadian Department of Communications.

Notice to users in Australia

This equipment complies with Australian EMC requirements.

日本のユーザーに対する告知

VCCI-2

한국 사용자 공지사항

Geräuschemission
LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Declaration of conformity (European Economic Area)
The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and
EN 45014. It identifies the product, manufacturer’s name and address, and applicable
specifications recognized in the European community.
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HP Photosmart 2570 All-in-One series declaration of conformity

 

DECLARATION OF CONFORMI TY 
 according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 

_____________________________________________________________________________ 

Manufac ture r's Nam e: Hewlett-Packard Company
 
Manufac ture r's Ad dres s:  16399 West Bernardo Drive 
  San Diego CA 92127, USA 
 
Regula tory  Model Numb er:  SDGOB-0504 
 
Declar es, th at th e produ ct: 
Product Na me:  HP PSC 2570 All-in-One series  
 
Power Ad apters HP par t#: 0957-2156 
RoHS Com pliant Adapters: 0957-2160 
  
 
Conforms to  the follo wing Product S pecifica tions : 
 
Safety: IEC 60950-1: 2001 
 EN 60950-1: 2001 
 IEC 60950: 1999 3rd edition 
   EN 60950: 1999 3rd edition 
   IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led) 
   UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-01-03 
   UL 60950: 1999 3rd Edition 
   NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 
 
EMC:  CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 
   CISPR 24:1997+A1+A2 / EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 
   IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 
   IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001 
   AS/NZS CISPR 22: 2002 

CNS13438:1998, VCCI-2 
  FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 

GB9254: 1998 
 Supplementar y Informati on:  

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the 
EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a 
typical configuration. For regulatory purpose, this product is assigned a Regulatory Model Number 
(RMN). This number should not be confused with the product name or number. 

San Diego, California USA
March 2005 

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140   
D-71034 Böblingen Germany. (FAX) +49-7031-14-3143
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