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 重要！ USB ケーブルは画面の指示があるまで 接続しない でください。

プリンターを梱包ケースから取り出します。すべてのテープ、保護フィルム、梱包材
を取り外します。

セットアップウィザードに従います。

電源コンセントに接続して電源を入れます。

電源コードとアダプターを接続します。  を押して HP Photosmart の電源を入れます。

画面に表示される指示に必ず従ってください。ネット

ワーク対応プリンターの接続やプリントカートリッジ

の取り付け方法など、HP Photosmart の設定および接

続方法をガイドします。

 www.register.hp.com  に登録するとサービスおよび

サポート情報をいち早く入手できます。

CD/DVD ドライブを搭載していないコンピューター

の場合は、 www.hp.com/support  にアクセスしてソ

フトウェアをダウンロードし、インストールしてく

ださい。

箱の中身を確認します。

WiFi Protected Setup (WPS)

  * 一部のモデルには含まれません。

HP Photosmart Wireless e-All-in-One 
B110 series

セットアップを始めましょう...

この HP Photosmart はボタンを押すだけで簡単に無

線の設定ができる WiFi Protected Setup (WPS)  
をサポートしています。

セットアップに関するトラブルシューティング 2
HP Photosmart の操作パネル 3
印刷、コピー、スキャン機能とヒント 4
新機能Web サービス 5
ネットワーク対応プリンターのセットアップ変更 6

HP Photosmart の登録

• セットアップ中に WPS に関する画面が表示さ

れたら、WPS ルーターがある場合はルーターの 
WPS ボタンを押します。接続が正常に行われる

と、プリンターのワイヤレス LED が点灯します。

• または、プリンターの画面に表示されるセットアップ 
ウィザードに従います。本ガイド内の詳細も参照して

ください。

内容...

USB

USB
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セットアップに関するトラブルシューティング

HP Photosmart の
電源が入らない
場合...

1. プリンターの電源を切り、電源コードを抜きます。電源コードをもう一度差し込み、

 ボタンを押してプリンターの電源を入れます。

2.  ボタンを速く押し過ぎないようにご注意ください。ボタンは 1 回だけ押してください。

プリンターの電源が入るまで数分かかることがあります。このため、  ボタンを何度も押

すとプリンターの電源が切れてしまう場合があります。

3. 上記の手順をすべて実行しても問題が解決しない場合は、HP サポートに連絡してサービス

を受けてください。または  www.hp.com/support  にアクセスしてください。

印刷できない場
合...

MacWindows

• 電源コードがプリンターと電源アダプターの両方にしっかり接続されていることを確認し

ます。電源コードが正しく接続されていれば電源 LED が点灯します。

• 電源タップを使用している場合は、電源タップの電源が入っていることを確認します。ま

たは、プリンターを電源コンセントに直接接続します。

• 電源コンセントが正常に機能しているかどうかテストします。正常に機能する電気器具を接続し、

電源が入るかどうか確認します。電源が入らない場合は、電源コンセントに問題があります。

• スイッチ付きの電源コンセントにプリンターを接続している場合は、コンセントの電源が

入っていることを確認します。

 HP Photosmart がデフォルト プリンターとし

て設定されていることを確認します。 方法：

1. Windows タスクバーで スタート 。
2.  コントロール パネル の順にクリックし。

3. 次の項目を開きます。

 電源コードを確認します。 方法：

•  デバイスとプリンター  (Windows 7)
•  プリンタ  (Vista) 
•  プリンタと FAX  (Windows XP)

プリンターアイコンの横にチェックマークの

入った丸マークが付いているかどうか調べま

す。付いていなければ、プリンター アイコン

を右クリックし、メニューから [通常使うプリンタ

に設定] を選択します。

それでも印刷できない場合、または Windows 
ソフトウェアのインストールに失敗した場合：

1. コンピューターの CD-ROM ドライブから 
CD を取り出した後、コンピューターと

プリンターとの接続を解除します。

2. コンピューターを再起動します。

3. 一時的にすべてのソフトウェアファイアー

ウォールを無効にし、すべてのウイルス

駆除ソフトウェアを終了ます。

4. プリンターソフトウェア CD をコン

ピューターの CD-ROM ドライブに挿入

し、画面の指示に従ってプリンターソフ

トウェアをインストールします。USB ケー

ブルは指示があるまで接続しないでくだ

さい。

5. インストールが完了したら、コンピュー

ターと無効にしたまたは終了したセキュ

リティソフトウェアをすべて再起動しま

す。

 ソフトウェアをいったんアンインストール

し、再インストールします。 

アンインストーラーは、この HP Photosmart 
専用の HP ソフトウェアコンポーネントをす

べて削除します。アンインストーラーは他の

プリンターやプログラムと共有するコンポー

ネントは削除しません。

1. プリンターとコンピューターとの接続を

解除します。

2. アプリケーション: Hewlett-Packard フォル

ダーを開きます。

3.  HP アンインストーラ をダブルクリックし

ます。画面上の指示に従います。

1. CD をコンピューターの CD ドライブに

挿入します。

2. デスクトップで CD を開き、 HP インス

トーラ をダブルクリックします。

3. 画面上の指示に従います。

 ソフトウェアをインストールするには： 

 ソフトウェアをインストールするには： 
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HP Photosmart の操作パネル

 戻る  前の画面に戻ります。

 キャンセル  現在の操作の中止、変更前の設定の復

元、現在選択されている写真の選択解除に使用し

ます。

 方向キー  メニューオプションの選択および写真の

選択に使用します。左キーは左または上に移動しま

す。右キーは右または下に移動します。

 セットアップ  [ホーム] 画面の [セットアップ] 
メニューを開きます。その他のメニューでは、表

示されているメニューに関するオプションを選択

します。

 OK  メニュー設定、値、または写真を選択します。

 コピー  [ホーム] 画面で [コピー] メニューを開いて

カラーやコピー枚数を選択します。

 写真  [ホーム] 画面で [写真] メニューを開いて写真

を編集、印刷、保存します。

 スキャン  [ホーム] 画面で [スキャン] メニューを開

いて接続したコンピューターまたはメモリカードに

スキャンします。

 Apps  [ホーム] 画面で [Apps] メニューを開いて、

コンピューターを使用しないで Web 上の情報に

アクセスして印刷します。

 メモリ カード スロット 

 メモリ カード スロット用 LED 

 電源ボタン 

 ワイヤレスが有効になるとワイヤレス LED が
点灯します。 

 ワイヤレス ボタン  [ワイヤレス] と [Web サー

ビス] メニューを開きます。
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機能とヒント

コピー

印刷

スキャン

• カラーコピーとモノクロ コピーを行います。プリンターのディスプレイにある コピー 
メニューを使用して、カラー、原稿サイズ、サイズ変更、品質設定 (「エコノミー」も選

べます)、用紙サイズ、コピー枚数などを選択できます。

• 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿(1 枚もしくは薄い原稿)をセットします。

• 本のように原稿が厚い場合は、プリンターのカバーを取り外します。印刷面を下にして

ガラス面の右下隅に合わせて原稿を置きます。可能ならば、背景が白くなるように原稿上

にプリンターのカバーをかぶせます。

• 写真またはドキュメントをスキャンします。プリンターのディスプレイにある スキャン 
メニューを使用して、 PC にスキャン 、 カードにスキャン 、または 再印刷 を選択します。

続いて、印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。 写真をファ

イルに保存 、 写真を電子メールに添付 または  PDF ドキュメント の中から必要なスキャンの

ショートカットを選択します。

• 接続されたのコンピューターにスキャンする場合は、スキャン ファイルの保存先など、さ

まざまな調整と選択が行えるスキャン用ソフトウェアが開きます。

• スキャンの品質を高めるため、ガラス面と原稿押さえを清潔に保ってください。汚れや跡

が付いているとスキャナはそれをスキャン画像の一部として検出して処理します。

その他の情報

• メモリカードの写真を様々なサイズと用紙に直接印刷します。プリンターのディスプレイ

にある 写真 メニューを使用して写真を閲覧、自動補正、選択します。

• 文書と写真を接続されたコンピューターのソフトウェアアプリケーションから印刷します。

• 新しいカートリッジを装着するときは、必ず先に保護用のプラスチックを外してください。

• HP Photosmart をセットアップして初めて使用するときは、必ずプリンター同梱のインク 
カートリッジを装着してください。これらのカートリッジはプリンターの初めてのご使用

に合わせて特別に調合されています。

• インク残量が十分にあることを確認します。推定インクレベルを確認するには、プリンター

のディスプレイで セットアップ 、 ツール 、 推定インクレベルの表示 の順に選択します。

• フォトカートリッジまたはフォトブラックカートリッジはこのコンピューターには対応し

ていません。

追加の製品情報は HP Photosmart ソフトウェアとともにインストールされるオンスクリーン 
ヘルプおよび Readme ファイルに記載されています。

• オンスクリーンヘルプでは、製品の機能とトラブルシューティングについて説明していま

す。オンスクリーンヘルプには、製品の仕様、法律上の注意事項、環境、規制、サポート

情報、および Web 上の様々な情報へのリンクもあります。

• Readme ファイルには、HP サポート契約情報、オペレーティング システムの要件、およ

び製品についての最新の更新情報が含まれています。

オンスクリーン ヘルプにコンピューターからアクセスするには:
• Windows XP、Vista、Win 7： スタート  >  すべてのプログラム  >  HP  >  Photosmart B110 series  > 

 ヘルプ をクリックします。

• Mac OS X v10.4 Finder： ヘルプ  >  Mac ヘルプ をクリックします。 ライブラリ メニューから 
 HP 製品ヘルプ を選択します。

• Mac OS X v10.5 および 10.6 Finder： ヘルプ  >  Mac ヘルプ をクリックします。 ヘルプ ビューア  
で [ホーム] ボタンをクリックしたまま、 HP 製品ヘルプ を選択します。

各種マニュアルについて
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新機能 Web サービス

HP アプリケ
ーション

ePrinter センター

HP ePrint

仕様

HP ePrint の使用方法
HP ePrint を使用するには、プリンターをインターネットに接続しておく必要があります。

• HP Photosmart 前面パネルの ワイヤレス ボタンを押します。

• プリンターのディスプレイから Web サービス メニューを選択します。このメニューでは、

サービスを有効または無効にしたり、プリンターの電子メールアドレスを表示したり、情

報ページを印刷したりできます。

どこでもプリント
HP の無料 ePrint サービスを使用するといつでもどこからでも電子メールを使って簡単に印刷できま

す。コンピューターまたはモバイル デバイスから電子メールをプリンターの電子メール アドレス

に転送するだけで、電子メール メッセージとプリンターが対応する添付ファイルを印刷できます。

• HP ePrint は本プリンターに付属していませんが、アップデートすることで簡単に追加でき

ます。詳細については、 www.hp.com/go/ePrinterCenter  を参照してください。

• 添付ファイルは、元のフォントやレイアウトオプションによってはファイルを作成した

ソフトウェアによる表示とは異なって印刷される場合があります。

• 本サービスの製品アップデートは無償で提供されます。特定の機能を使用できるようにす

るには、アップデートが必要になる場合があります。

プリンターは保護されています
不正な電子メールを防ぐために、HP はプリンターにランダムな電子メールアドレスを割り当てます。

このアドレスは絶対に公開されることなく、デフォルトではメールの送信元に返信しないように設定

されています。HP ePrint には業界標準のスパム フィルター機能が備わっており、電子メールと添付

ファイルを印刷専用フォーマットに変換してウィルス感染や有害なコンテンツを制限しています。

• HP ePrint サービスは電子メールの内容によるフィルタリングを行いません。このため好ま

しくない素材や著作権を持つ素材の印刷まで防止することはできません。

コンピューターを使用しない Web 印刷

プリンターのディスプレイで  Apps  アイコンを選択して家族全員が使えるページを印刷できます。

• クイックフォームはその場で使用できるアプリケーションです。カレンダー、手帳、グラ

フ用紙、さらにはパズルも印刷できます。

• Web から他のアプリケーションを追加できます。

• 本サービスの製品アップデートは無償で提供されます。特定の機能を使用できるようにす

るには、アップデートが必要になる場合があります。

HP ePrinter センター Web サイトの使用

HP の無料 ePrinter センター Web サイトを使用すると、HP ePrint により高いセキュリティを

設定したり、本プリンターに電子メールを送信できる電子メールアドレスを指定したり、他の 
HP アプリケーションを取得したり、その他の無料サービスにアクセスしたりできます。

• 詳細情報と使用条件については、ePrinter センター Web サイト 
 www.hp.com/go/ePrinterCenter  をご覧ください。

電気的仕様

 注： HP 提供の電源アダプター以外は使用しないでください。

• 電源アダプター：0957-2280
• 入力電圧：100 ～ 240 Vac (+/- 10%)
• 入力周波数：50-60 Hz (+/- 3Hz)
• 電力消費：24W（平均）

インクの使用

• 初期化。プリンターとカートリッジの印刷準備をします。

• プリント ヘッドのサービス。プリントノズルをきれいにインクの流れをスムーズに保ちます。

また、使用済みカートリッジ内にはある程度のインクが残っています。詳細については、

 www.hp.com/go/inkusage  を参照してください。
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ネットワーク対応プリンターのセットアップ

USB から 
Wireless

 USB 接続からワイヤレス ネットワーク接続への変更 
プリンターとコンピューターを最初に USB 接続でセットアップした場合は、次の手順に

従ってワイヤレスネットワーク接続に変更することができます。

1.  スタート 、 HP 、 Photosmart B110 series 、
 USB から Wireless  の順にクリックしま

す。USB ケーブルは指示があるまで接続

しておいてください。

2. ディスプレイの画面の指示に従って操作

します。

Windows

1. HP Photosmart の前面パネルで ワイヤ

レス ボタンを押してプリンターのディ

スプレイに [ワイヤレス] メニューを

表示します。

2.  ワイヤレス設定 を選択して、ディスプ

レイの ワイヤレス セットアップ ウィ

ザード を選択します。

3. ワイヤレス セットアップ ウィザード

の手順に従ってプリンターを接続し

ます。

4. プリンターを追加するには、 システ

ム環境設定 を開き、 プリントとファ

クス を選択し、 +  ボタンをクリックし

ます。リストからプリンターを選択

します。

ソフトウェアのイ
ンストール中にプ
リンターが検出さ
れない場合...

ワイヤレスプリンターのセットアップに関するトラブルシューティング

Mac

プリンターがネットワークに接続されていることを確認します。

 ワイヤレスネットワークテスト を実行してプリンターがネットワーク上に存在することを

確認します。

方法:

1. HP Photosmart の前面パネルで ワイヤレス ボタンを押してプリンターのディスプレイに 
 ワイヤレス メニューを表示します。

2. ディスプレイの  ワイヤレス ネットワーク テストの実行 を選択します。

3.  ワイヤレスネットワーク テスト レポートが自動的に印刷されます。レポートを確認し

ます。

• テスト中に不合格だった項目はレポートの上部に記載されます。

• [診断概要] には実行したすべてのテストとプリンター テストの合否が記載されます。

• ネットワーク名 (SSID)、ハードウェアアドレス (MAC)、IP アドレスを調べるには 
[概要の表示] を表示します。

プリンターがネットワークに接続されていない場合:
1.  ワイヤレス ボタンを押してプリンターのディスプレイに ワイヤレス メニューを表示し

ます。 ワイヤレス セットアップ ウィザード を開きます。

2. 画面に表示される指示に従います。

 ワイヤレス接続のその他の設定方法については、 ワイヤレス簡単接続サイト

 www.hp.com/go/wirelessprinting （英語）をご覧ください。

• 次の画面に移動するには 次へ をクリック

します。

• 表示中の画面で必要な詳細情報を取得

するには、 ヘルプ をクリックします。

USB 接続からワイヤレス接続に変更するには: USB 接続からワイヤレス接続に変更するには:

6
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接続に関する問題の解決

これらの設定が正しいことを確認してください。

• ネットワークに暗号化を使用している場合、キーを入力する必要があります。これらは大

文字小文字を区別します。入力が正しかったことを確認してください。

• ネットワーク名 (SSID) または WEP/WPA キーがインストール中に自動的に検出されず、

またそれらが不明なときには、検索に便利なネットワーク診断ユーティリティをダウン

ロードできます。

• ネットワーク診断ユーティリティは Windows XP SP3、Vista、または Windows 7 OS 搭載

のコンピューター上で実行します。コンピューターはネットワークにワイヤレスで接続

してください。ネットワーク診断ユーティリティをダウンロードするには 
 www.hp.com/go/wirelessprinting （英語）にアクセスしてください。

ルーターに問題がある
本製品とルーターの再起動を試みるため、電源を切ります。次に電源を再度入れます。

間違ったネットワークを選択したか、ネットワーク名 (SSID) を正しく入力しなかった

コンピューターが HP Photosmart と同じネットワークに接続されていることを確認します。

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。VPN に接続されていると

いうことは、別のネットワーク上に存在しているようなものです。ホーム ネットワークを越え

てプリンターにアクセスするには、VPN を接続解除する必要があります。

セキュリティソフトウェアが通信をブロックしている
コンピューターにインストールされているセキュリティソフトウェア (ファイアーウォール、

ウイルス駆除、スパイウェア駆除) がプリンターとコンピューター間の通信をブロックしてい

る可能性があります。HP 診断ユーティリティがインストール中に自動的に実行され、ファイ

アーウォールがブロックしている通信を知らせるメッセージが表示されます。ファイアー

ウォール、ウイルス駆除、またはスパイウェア駆除アプリケーションを一時的に接続解除し、

インストールを正常に完了できるかどうか確認してください。セキュリティアプリケーション

はインストールの完了後に再度有効に設定する必要があります。

UDP ポート 427 (Windows) 経由の通信を許可するようにファイアーウォールを設定します。

コンピューターがネットワークに接続されていない。

WEP キーまたは WPA 暗号化キーを間違って入力した

コンピューターが Virtual Private Network (VPN) に接続されている

ソフトウェアのインストール後
プリンターは正常にインストールされているが、印刷上の問題が起きている場合:
• ルーター、プリンター、コンピューターの電源を切ります。次にルーター、プリンター、

コンピューターの順に電源を入れます。

• 電源を再投入しても問題が解決しない場合は、 ネットワーク診断ユーティリティ 
(Windows)  を実行します。

•  www.hp.com/go/wirelessprinting （英語）にアクセスしてネットワーク診断ユーティリティ

をダウンロードし、実行します。
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