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1 HP Photosmart Premium e-All-in-One
C310 series ヘルプ
HP Photosmart の詳細については、以下を参照してください。

• 5 ページの [HP Photosmart を知ろう]
• 7 ページの [使用方法]
• 9 ページの [印刷]
• 17 ページの [コピーとスキャン]
• 21 ページの [カートリッジの使用]
• 29 ページの [接続方式]
• 31 ページの [技術情報]
• 27 ページの [詳細情報の利用]
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2 HP Photosmart を知ろう
• プリンター各部の名称

• プリンターについて知るためのヒント

プリンター各部の名称
• プリンターの正面図

1 カバー

2 原稿押さえ

3 ガラス面

4 カラー グラフィック ディスプレイ (またはディスプレイ)

5 フォト トレイ

6 フォト トレイの横方向用紙ガイド

7 延長排紙トレイ (用紙補助トレイ)

8 メイン トレイの横方向用紙ガイド

9 メイン トレイ (または給紙トレイ)

10 排紙トレイ

11 カートリッジ ドア

12 メモリ カード スロット

13 メモリ カード スロット LED

14 ワイヤレス LED

• プリンターの上面および背面図
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15 カートリッジ アクセス エリア

16 プリントヘッド アセンブリ

17 モデル番号の位置

18 後部 USB ポート

19 電源コネクター (HP 提供の電源アダプター以外は使用しないでください)

20 両面印刷アクセサリ

プリンターについて知るためのヒント
プリンターについて知るには、以下のヒントを使用します。

• コントロール パネル機能について Web から簡単に説明します。  詳細については、ここをクリッ
クしてオンラインに接続します。
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http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/product?product=4023240&lc=ja&cc=jp&dlc=ja&lang=ja&cc=jp
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70021-all-C310&h_lang=ja
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70020-win-C310&h_lang=ja


3 使用方法
ここでは、写真の印刷やスキャン、コピーの作成など、一般的なタスクへのリンクを示します。

• 17 ページの [コンピューターへのスキャン] • 22 ページの [カートリッジの交換]

• 18 ページの [テキストまたは画像付きの文書
のコピー]

• 11 ページの [メディアのセット]

• 14 ページの [両面印刷アクセサリから紙詰ま
りを解消する]
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4 印刷

9 ページの [ドキュメントの印刷]

10 ページの [写真の印刷]

11 ページの [封筒の印刷]

関連トピック

• 11 ページの [メディアのセット]
15 ページの [印刷完了のヒント]

ドキュメントの印刷
ほとんどの印刷設定はソフトウェア アプリケーションによって自動的に設定されます。印刷品質の変
更、特定の種類の用紙やフィルムへの印刷、特殊機能の使用の場合にのみ、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

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 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックしま
す。

3. 使用するプリンタ―が選択されていることを確認します。

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。
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。

注記 写真を印刷するときは、用紙の種類および写真の画質補正で規定のオプションを
選択する必要があります。

5. [詳細設定]、[印刷機能のショートカット]、[機能]、[カラー] タブで、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。[印刷機能の
ショートカット] 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、ここで設定を調整し、そのカスタム設定を新しい印刷ショートカット
として保存することができます。ユーザー定義の印刷機能のショートカットを保存す
るには、ショートカットを選択して [名前をつけて保存] をクリックします。ショート
カットを削除するには、削除したいショートカットを選択し、[削除] をクリックしま
す。
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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] または [OK] をクリックします。

関連トピック

• 11 ページの [メディアのセット]
15 ページの [印刷完了のヒント]

写真の印刷
• 10 ページの [コンピューターに保存された写真を印刷する]

コンピューターに保存された写真を印刷する

フォト用紙に写真を印刷するには

1. フォト用紙がフォト トレイにセットされていることを確認します。

2. フォト用紙の印刷面を下にして用紙トレイに置きます。

3. 横方向用紙ガイドを、用紙の端に当たって止まるまでスライドさせます。

4. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックしま
す。

5. 使用するプリンタ―が選択されていることを確認します。

6. [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。

7. [機能] タブをクリックします。

8. [標準オプション] 領域で [用紙の種類] ドロップダウン リストから [詳細] を選択します。
次に、適切なフォト用紙の種類を選択します。

9. [サイズ変更オプション] 領域で [サイズ] ドロップダウン リストから [詳細] を選択しま
す。次に、適切な用紙サイズを選択します。
用紙のサイズと種類が適合していないと、プリンター ソフトウェアは別の種類またはサ
イズの選択を求めるメッセージを表示します。

10.(オプション) [フチ無し印刷] チェック ボックスがオンでない場合は、オンにします。
フチ無し用紙のサイズと種類が適合していないと、製品ソフトウェアは別の種類またはサ
イズを選択するメッセージを表示します。

11.[標準オプション] の [印刷品質] ドロップダウン リストから、[高画質] などの高度な印刷
品質を選択します。

注記 高の dpi 解像度を実現するには、サポートされている種類のフォト用紙に対し
て [ 大 dpi] 設定を使用できます。 [ 大 dpi] が印刷品質ドロップダウン リストにな
い場合は、[詳細設定] タブから有効にできます。
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12.[HP Real Life テクノロジ] 領域で [写真の修正] ドロップダウン リストをクリックし、以
下のオプションから選択します。

• [オフ]：画像に [HP Real Life Technologies] を適用しません。

• [標準]：低解像度のイメージをエンハンスして、 シャープネスも適度に調整します。

13.[OK] をクリックして、[プロパティ] ダイアログ ボックスに戻ります。

14.[OK] をクリックして、[印刷]、または [印刷] ダイアログ ボックスの [OK] をクリックし
ます。

注記 未使用のフォト用紙を用紙トレイに置いたままにしないでください。用紙が波打って印刷品
質が低下することがあります。美しく仕上げるためには、用紙トレイには印刷した写真をためない
でください。

関連トピック

• 11 ページの [メディアのセット]
15 ページの [印刷完了のヒント]

封筒の印刷
HP Photosmart では、1 枚または複数の封筒や、インクジェット プリンター用のラベル シートに住所
を印刷することができます。

ラベルや封筒に一連の住所を印刷するには

1. まずテストとして普通紙に印刷してください。

2. このテスト用の普通紙をラベル シートまたは封筒の上に重ね、両方を光に透かして見ま
す。それぞれの文字の間隔を確認し、必要に応じて調整します。

3. 用紙トレイにラベルまたは封筒をセットします。

注意 留め具付きの封筒や窓付き封筒は使用しないでください。ローラーに引っかかっ
て紙詰まりの原因となる場合があります。

4. 横方向用紙ガイドを、ラベル、または封筒の束にあたって止まるまで中にスライドさせま
す。

5. 封筒に印刷する場合は、次の操作を行います。

a. 印刷設定を表示し、[機能] タブをクリックします。

b. [サイズ変更オプション] 領域の [サイズ] 一覧から適切なサイズを選択します。

6. [OK] をクリックして、[印刷]、または [印刷] ダイアログ ボックスの [OK] をクリックし
ます。

関連トピック

• 11 ページの [メディアのセット]
15 ページの [印刷完了のヒント]

メディアのセット
1. 次のいずれかを実行してください。

L 判 用紙のセット

a. フォト トレイのカバーを上げます。

� フォト トレイのカバーを上げて、横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。

メディアのセット 11

印
刷



b. 用紙をセットします。

� 短辺側を奥に、印刷面を下にしてフォト用紙の束をフォト トレイに挿入します。

� 用紙の束を奥まで差し込んでください。

注記 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、そのタブが手前
にくるようにフォト用紙をセットしてください。

� 横方向用紙ガイドを、用紙の端に当たって止まるまでスライドさせます。

c. フォト トレイのカバーを下げます。

大きなサイズの用紙のセット

a. フォト トレイを上げます。

� 横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。

� メイン給紙トレイから用紙をすべて取り出します。
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b. 用紙をセットします。

� 短辺側を奥に、印刷面を下にして用紙の束をメイン給紙トレイに挿入します。

� 用紙の束を奥まで差し込んでください。

� 横方向用紙ガイドを、用紙の端に当たって止まるまでスライドさせます。

� フォト トレイを下げます。

封筒のセット

a. フォト トレイを上げます。

� 横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。

� メイン給紙トレイから用紙をすべて取り出します。

b. 封筒をセットします。

� メイン給紙トレイの右端に封筒を入れ、封筒のふた側を左側、上向きにしてセット
します。

メディアのセット 13
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� 用紙の束を奥まで差し込みます。

� 横方向用紙ガイドを、封筒に当たって止まるまでスライドさせます。

� フォト トレイを下げます。

2. このトピックのアニメーションを表示します。 アニメーションに表示される画面の中に
は、お使いの製品を反映していないものもあります。

関連トピック

• 15 ページの [印刷完了のヒント]

両面印刷アクセサリから紙詰まりを解消する

両面印刷アクセサリから紙詰まりを解消するには

1. 製品の電源をオフにします。

2. 両面印刷アクセサリを取り外します。

3. 詰まった用紙を取り除きます。

4. 両面印刷アクセサリを元に戻します。
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5. 製品の電源をオンにします。

6. 再度印刷します。

7. このトピックのアニメーションを表示します。 アニメーションに表示される画面の中に
は、お使いの製品を反映していないものもあります。

印刷完了のヒント
正常に印刷するには、次のヒントを参考にしてください。

印刷のヒント

• HP 純正カートリッジを使用します。 HP 純正 カートリッジは、HP プリンターで 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。

• カートリッジにインクが十分にあることを確認します。 推定インク レベルをチェックするには、
ディスプレイの ツール メニューの指示に従ってください。 また、ソフトウェアの [プリンタ ツー
ルボックス] でインク レベルをチェックすることもできます。

• 1 ページではなく用紙の束をセットします。 きれいでしわのない同じサイズの用紙を使用してくだ
さい。 セットできる用紙の種類は 1 回に 1 種類のみです。

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

• 給紙と例にセットした用紙の種類とサイズに合わせて印刷品質と用紙サイズ設定をセットします。

• 印刷プレビューを使用して余白を確認します。 ドキュメントの余白設定が、プリンターの印刷可
能範囲を超えないようにしてください。

• 写真をオンラインで共有して写真を注文する方法を説明します。 詳細については、ここをクリッ
クしてオンライン接続します。

• [Apps マネージャー] を使用して Web からレシピ、クーポン、およびその他のコンテンツを印刷
する方法をわかりやすく説明します。 詳細については、ここをクリックしてオンライン接続しま
す。

• メールと添付ファイルをプリンターに送信することによってどこからでも印刷する方法を説明しま
す。 詳細については、ここをクリックしてオンライン接続します。

印刷完了のヒント 15
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http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70012-all&h_lang=ja
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70012-all&h_lang=ja
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70013-all&h_lang=ja
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70013-all&h_lang=ja
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70014-all&h_lang=ja
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5 コピーとスキャン
• コンピューターへのスキャン

• テキストまたは画像付きの文書のコピー

• コピーとスキャン完了のヒント

コンピューターへのスキャン

コンピューターにスキャンするには

1. 原稿をセットします。

a. 製品のカバーを持ち上げます。

b. 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。

c. カバーを閉じます。

2. スキャンを開始します。

a. ホーム画面で [ｽｷｬﾝ] をハイライト表示させ、[OK] を押します。

b. [ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ] をハイライト表示し、[OK] を押します。
製品がネットワーク接続されている場合、使用可能なコンピューターの一覧が表示さ
れます。スキャンを開始するコンピューターを選択します。

3. このトピックのアニメーションを表示します。 アニメーションに表示される画面の中に
は、お使いの製品を反映していないものもあります。

コピーとスキャン 17
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関連トピック

• 20 ページの [コピーとスキャン完了のヒント]

テキストまたは画像付きの文書のコピー
1. 次のいずれかを実行してください。

片面コピー

a. 用紙をセットします。

� 給紙トレイにフルサイズの用紙をセットします。

b. 原稿をセットします。

� 製品のカバーを持ち上げます。

� 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。

� カバーを閉じます。
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c. コピー枚数を指定します。

� [コピー] 画面の [ホーム] をタッチします。
[コピー] プレビューが表示されます。

� 画面をタッチして印刷枚数を設定します。

d. コピーを開始します。

� [モノクロ] または [カラー] をタッチします。

両面コピー

a. 用紙をセットします。

� 給紙トレイにフル サイズの用紙をセットします。

b. 原稿をセットします。

� 製品のカバーを持ち上げます。

� 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。

� カバーを閉じます。
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c. 両面印刷オプションを指定します。

� [コピー] 画面の [ホーム] をタッチします。
[コピー] プレビューが表示されます。

� [印刷設定] をタッチします。
[コピー設定] メニューが表示されます。

� [両面] をタッチします。

� [オン] をタッチします。

d. コピー枚数を指定します。

� タッチ スクリーンを使用してコピー枚数を設定します。

e. コピーを開始します。

� [モノクロ]または [カラー] をタッチします。

f. 次の原稿をコピーします。

� 次のページをガラス面にセットして、[OK] をタッチします。

2. このトピックのアニメーションを表示します。 アニメーションに表示される画面の中に
は、お使いの製品を反映していないものもあります。

関連トピック

• 20 ページの [コピーとスキャン完了のヒント]

コピーとスキャン完了のヒント
コピーとスキャンを正常に完了するには、次のヒントを参考にしてください。

• ガラス面と原稿押さえをきれいに拭きます。スキャナは、ガラス面上で検出した物を画像の一部と
して認識します。

• 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。

• 書籍やその他の厚みのある原稿をコピーまたはスキャンする場合は、カバーを外してください。

• 小さな原稿から大きなコピーを作成する場合は、原稿をスキャンしてコンピューターに取り込み、
スキャン ソフトウェアで画像サイズを変更してから、拡大された画像のコピーを印刷します。

• スキャンされたテキストが乱れていたり、欠けたりすることがないように、ソフトウェアで明度が
適切に設定されていることを確認してください。

• スキャンしたドキュメントに複雑なレイアウトが含まれている場合は、ソフトウェアでスキャン
ドキュメント設定としてフレーム付きテキストを選択します。この設定にしておくと、テキストの
レイアウトと書式設定が維持されます。

• スキャンされた画像が正しくトリミングされていない場合、ソフトウェアの自動トリミング機能を
オフにして、スキャンされた画像を手動でトリミングしてください。
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6 カートリッジの使用
• 推定インク レベルの確認

• プリントヘッドの自動クリーニング

• カートリッジの交換

• インク サプライ品の注文

• カートリッジ保証情報

• インクを取り扱うヒント

推定インク レベルの確認
簡単にインク レベルを確認して、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、
カートリッジの推定インク残量を示しています。

注記 1 再充填または再生されたプリント カートリッジや、別のプリンターで使用されていたプリ
ント カートリッジを取り付けた場合、インク レベル インジケーターが不正確であったり、表示さ
れない場合があります。

注記 2 インク レベルの警告およびインジケーターは、交換用インクを用意できるよう情報を提供
します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用
のプリント カートリッジを準備してください。印刷の品質が使用に耐えないレベルに達するまで
プリント カートリッジを交換する必要はありません。

注記 3 カートリッジ内のインクは、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。初期化処理で、
製品とカートリッジの印刷準備を行う際や、プリントヘッドのクリーニングで、プリント ノズル
をクリーニングしてインクの流れをスムーズにする際にも消費されます。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。

HP Photosmart ソフトウェアからインクレベルを確認するには

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、[プ
リンタ ツールボックス] をクリックします。

注記 また、[印刷のプロパティ] ダイアログ ボックスから [プリンタ ツールボックス]
を開くこともできます。[印刷のプロパティ] ダイアログ ボックスで、[機能] タブをク
リックし、[プリンタ サービス] をクリックします。

[プリンタ ツールボックス] が表示されます。

2. [推定インクレベル] タブをクリックします。
インク カートリッジの推定インクレベルが表示されます。

プリンター ディスプレイからインク レベルを確認するには

▲ ホーム画面で、[ステータス] ボタンを押します。 推定インク レベルが表示されます。

関連トピック

• 24 ページの [インク サプライ品の注文]
25 ページの [インクを取り扱うヒント]

プリントヘッドの自動クリーニング
印刷品質を許容できなく、その原因がインク レベルの低下によるものではなく、または HP 純正以外
のインクを使用しているものでない場合、プリントヘッドのクリーニングを試してください。
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プリンター ディスプレイからプリントヘッドをクリーニングするには

1. ホーム画面で、[設定] ボタンを押します。 [セットアップ] メニュー が表示されます。

2. [セットアップ] メニュー で、画面をタッチして [ツール] をハイライト表示します。 [OK]
を押します。

3. 画面をタッチして [ヘッドのクリーニング] をハイライト表示します。 [OK] を押します。

関連トピック

• 24 ページの [インク サプライ品の注文]
25 ページの [インクを取り扱うヒント]

カートリッジの交換
カートリッジを交換するには

1. 電源が入っていることを確認します。

2. カートリッジを取り外します。

a. カートリッジ アクセス ドアを開きます。

インク ホルダーが中央に移動するまで待ちます。

b. カートリッジのタブを押して、スロットから取り外します。

3. オレンジのタブを引っぱって、カートリッジをパッケージから取り出します。

a. カートリッジ アクセス ドアを開きます。
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インク ホルダーが中央に移動するまで待ちます。

b. カートリッジのタブを押して、スロットから取り外します。

4. 新しいカートリッジを差し込みます。

a. カートリッジをパッケージから取り出します。

b. オレンジのキャップをひねって取り外します。キャップは、強めにねじると取り外し
やすい場合があります。

c. 色付きのアイコンを並べて、カチッと音がしてしっかりとスロットに固定されるまで
カートリッジを押し込みます。

カートリッジの交換 23
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d. カートリッジ ドアを閉じます。

5. このトピックのアニメーションを表示します。 アニメーションに表示される画面の中に
は、お使いの製品を反映していないものもあります。

関連トピック

• 24 ページの [インク サプライ品の注文]
25 ページの [インクを取り扱うヒント]

インク サプライ品の注文
お使いの製品に適した HP サプライ品について知りたい場合や、サプライ品をオンラインで注文した
り印刷可能なショッピング リストを作成する場合は、HP ソリューション センターを開き、オンライ
ン ショッピング機能を選択します。

インク警告メッセージには、カートリッジ情報とオンライン ショッピングへのリンクも表示されま
す。また、www.hp.com/buy/supplies にアクセスすれば、カートリッジ情報を確認したり、カートリ
ッジをオンラインで注文することができます。

注記 カートリッジのオンライン注文は、取り扱っていない国/地域もあります。お住まいの国/地
域での取扱いがない場合は、 寄りの HP 販売代理店にカートリッジの購入方法についてお問い合
わせください。

カートリッジ保証情報
HP カートリッジの保証は、指定された HP 製プリンティング デバイスで使用された場合に適用され
ます。この保証は、詰め替え、再生、刷新、誤用、改造のいずれかを受けた HP インク製品には適用
されません。

保証期間内に HP インクを使い切っていないこと、保証期限が切れていないことが製品に保証が適用
される条件です。 保証期限は図のように、YYYY/MM 形式で製品に記載されています。
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HP 限定保証条項については、製品付属の印刷ドキュメントを参照してください。

インクを取り扱うヒント
以下のヒントは、インク カートリッジを取り扱うために使用します。

• プリンターには、適切なインク カートリッジを使用します。 互換性のあるインク カートリッジの
一覧については、本プリンターに付属のマニュアル (印刷物)を参照してください。 または、ソフ
トウェアの [プリンタ ツールボックス] を見ます。

• インク カートリッジを正しいスロットに差し込みます。 各カートリッジの色とアイコンを各スロ
ットの色とアイコンと一致させます。 すべてのカートリッジが正しい位置に差し込まれているこ
とを確認します。

• HP 純正インク カートリッジを使用します。 HP 純正インク カートリッジは、HP プリンターで
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。

• インク警告メッセージが表示されたら、インク カートリッジの交換を検討してください。 これに
より、印刷が遅れることがなくなります。 印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインク
カートリッジを交換する必要はありません。

• フォト カートリッジとフォト ブラック カートリッジはどちらを使用してもかまいません。

インクを取り扱うヒント 25
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7 HP サポート
• 詳細情報の利用

• 電話による HP サポート

• 追加の保証オプション

詳細情報の利用

HP Photosmart についての詳細な情報およびヘルプを利用するには、ヘルプ ビューアの左上に
ある[検索] フィールドにキーワード入力します。 関連するトピックのタイトルが -- ローカルおよびオ
ンラインのトピックの両方 -- リストされます。

HP サポートに連絡するには、ここをクリックしオンラインに接続します。

電話による HP サポート
電話サポートのオプションとご利用いただける内容は、製品、国/地域、および言語によって異なりま
す。

このセクションでは、次のトピックについて説明します：

• 電話サポートの期間

• 電話でのご連絡

• 電話サポート期間終了後のサポート

電話サポートの期間

1 年間有効の電話サポートは、北米、アジア太平洋、ラテン アメリカ (メキシコ含む) の各国で利用で
きます。ヨーロッパ、中東、アフリカ各国での電話サポートの期間については、www.hp.com/
support を参照してください。規定の通話料金がかかります。

電話でのご連絡

HP サポートに電話をおかけになる際は、コンピューターと製品の前からおかけください。また、以下
の情報を事前にご用意ください。

• 製品名 (HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series)
• シリアル番号 (製品背面または底面に記載)
• 問題が発生したときに表示されたメッセージ

• 次の質問に対するお答え。

◦ この問題が以前にも起こったことがありますか？

◦ 問題をもう一度再現できますか？

◦ この問題が起こった頃に、新しいハードウェア、またはソフトウェアをコンピューターに追加
しましたか？

◦ この問題が起きる前に、雷雨があったり製品を移動したなど、何か特別なことはありませんで
したか？

サポート電話番号のリストについては、www.hp.com/support を参照してください。
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電話サポート期間終了後のサポート

電話サポート期間終了後は、追加費用を支払うことで HP のサポートをご利用いただけます。サポー
トは、HP オンライン サポート Web サイト www.hp.com/support でもご利用いただけます。サポート
オプションの詳細については、HP 取扱店またはお住まいの国/地域のサポート電話番号にご連絡くだ
さい。

追加の保証オプション
追加料金で HP Photosmart のサービス プランを拡張できます。www.hp.com/support にアクセスし、
お住まいの国または地域、および言語を選択し、延長サービス プランについての情報をサービスおよ
び保証項目で探してください。
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8 接続方式
• 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

• ネットワークに接続されたプリンターをセットアップして使用するためのヒント

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 Photosmart ソフトウェアをネットワークに接続されたコンピューターへイ
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、HP Photosmart
をネットワークに接続しておいてください。HP Photosmart がネットワークにまだ接続されていない
場合、ソフトウェアのインストール中に画面の指示に従ってネットワークに接続してください。

注記 1 一連のネットワーク ドライブに接続されるようにコンピューターを設定する場合、ソフト
ウェアをインストールする前に、コンピューター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、HP Photosmart ソフトウェア インストーラがネットワーク 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。

ネットワーク接続されたコンピューターに、Windows HP Photosmart ソフトウェアをインストールするには

1. コンピューターで実行中のアプリケーションをすべて終了します。

2. 製品に付属するインストール CD をお使いのコンピューター の CD-ROM ドライブに挿入
し、画面の指示に従います。

注記 (1) HP Photosmart がネットワークに接続されていない場合、[ﾜｲﾔﾚｽ設定ｳｨｻﾞｰ
ﾄﾞ] の[ネットワーク] メニューから HP Photosmart を実行します。 インストール時
に、ソフトウェアでネットワーク上の製品を見つけることができないか、[ﾜｲﾔﾚｽ設定ｳ
ｨｻﾞｰﾄﾞ] の実行が成功しなかった場合、ソフトウェアでワイヤレス設定を表示できる可
能性があり、表示できると、この情報を入力するよう [ﾜｲﾔﾚｽ設定ｳｨｻﾞｰﾄﾞ] へ リダイレ
クトされます。 または

(2) プリンターが既にネットワーク上にある場合、ネットワーク上でプリンターを検索
するためにソフトウェアによってその他の検索方法が提示されます。

3. ファイアー ウォールに関するダイアログボックスが表示された場合は、指示に従ってく
ださい。 ファイアー 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
ジを常に承認または許可してください。

4. [接続タイプ] 画面で [ネットワーク機能] オプションを選択し、[次へ] をクリックします｡
[検索]画面が表示され、セットアップ プログラムは、ネットワーク上の製品を検索しま
す。

5. [プリンタが見つかりました] 画面で、そのプリンター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｡ 接続する製品を選択してください。

6. 指示に従ってソフトウェアをインストールしてください。
ソフトウェアのインストールが完了したら、製品の準備は完了です。

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ーから製品へセルフテス
ト レポートの印刷を行います。

接続方式 29

接
続
方

式



ネットワークに接続されたプリンターをセットアップして使用
するためのヒント

以下のヒントを使用して、ネットワークに接続されたプリンターをセットアップして使用します。

• ネットワークに接続されたワイヤレス プリンターをセットアップする場合、ワイヤレス ルーター
またはアクセス ポイントの電源がオンになっていることを確認します。 [ﾜｲﾔﾚｽ設定ｳｨｻﾞｰﾄﾞ] の動
作中に、プリンターがワイヤレス ルーターを検索して、検出したネットワーク名をディスプレイ
上に表示します。

• コンピューターが仮想私設ネットワーク (VPN) に接続されている場合、プリンターなどネットワ
ーク上のその他のデバイスにアクセスするためには、VPN から切断する必要があります。

• ネットワーク セキュリティ設定を見つける方法を説明します。 詳細については、ここをクリック
してオンライン接続します。

• ネットワーク診断ユーティリティとその他のトラブルシューティングのヒントを説明します。 詳
細については、ここをクリックしてオンライン接続します。

• USB からワイヤレス接続に変更する方法を説明します。 詳細については、ここをクリックしてオ
ンライン接続します。

• プリンター セットアップ時にファイアー ウォールとウイルス対策プログラムを操作する方法を説
明します。 詳細については、ここをクリックしてオンライン接続します。

• WiFi Protected Setup (WPS) を使用してワイヤレス ホーム ネットワークに HP Photosmart を接続
する方法を説明します。 詳細については、ここをクリックしてオンライン接続します。

• ワイヤレス設定ウィザードを使用してワイヤレス ホーム ネットワークに HP Photosmart を接続す
る方法を説明します。 詳細については、ここをクリックしてオンライン接続します。
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9 技術情報
このセクションでは、HP Photosmart の技術仕様および国際的な規制について説明します。

詳細な仕様については、HP Photosmart 付属の文書を参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します：

• 注意

• カートリッジ チップの情報

• 仕様

• 環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム

• 規制に関する告知

• 無線に関する規制

注意

カートリッジ チップの情報
本製品で使用される HP カートリッジには、製品の動作を補助するためのメモリ チップが搭載されて
います。また、このメモリ チップは、本製品の使用状況に関するいくつかの限定情報を収集します。
この情報には次のものが含まれます。カートリッジを 初に装着した日付、カートリッジを 後に使
用した日付、カートリッジで印刷したページ数、ページ カバレッジ、使用した印刷モード、発生した
印刷エラー、製品モデル。HP はこれらの情報をお客様のプリンティング ニーズに合った製品の開発
に役立てています。

カートリッジのメモリ チップから得られたデータには、カートリッジまたは製品の顧客またはユーザ
ーを特定できる情報は含まれません。

HP は、HP の無料回収およびリサイクル プログラム (HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/
globalcitizenship/environment/recycle/) により返却されたカートリッジからメモリ チップのサンプリ
ングを回収しています。このサンプリングから得られたメモリ チップは、今後の HP 製品改良のため
に読み取られ、研究されます。このカートリッジのリサイクルを補助する HP パートナーも同様に、
このデータにアクセスできる場合があります。

第三者がカートリッジを所有すると、メモリ チップ上の匿名情報にアクセスできる場合があります。
もし、お客様がこの情報へのアクセスを許可したくない場合は、チップを動作不能にすることができ
ます。ただし、メモリ チップを動作不能にすると、そのカートリッジは HP 製品で使用できなくなり
ます。

この匿名情報を提供することを懸念される場合は、製品の使用情報を回収するメモリ チップの機能を
無効にすることにより、情報にアクセスできなくすることができます。

使用情報機能を無効にするには

1. [セットアップ] をタッチします。
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2. [基本設定] をタッチします。

3. [カートリッジチップ情報]、[OK] の順にタッチします。

注記 使用情報機能を再度有効にするには、出荷時のデフォルト設定を復元します。

注記 メモリ チップの製品使用情報を回収する機能をオフにしても、引き続き HP 製品でそのカー
トリッジを使用することができます。

仕様
ここでは、HP Photosmart の技術仕様を記載します。製品仕様の詳細については、www.hp.com/
support の製品データシートを参照してください。

システム要件

ソフトウェアおよびシステムの要件は、Readme ファイルに収録されています。

将来的なオペレーティング システムのリリースおよびサポートについての情報は、HP のオンライン
サポート Web サイト www.hp.com/support を参照してください。

環境仕様

• 許容される動作時の温度範囲： メイン プリンター: 5 ～ 40 ℃ リムーバブル ディスプレイ: -10 ～
40 ℃

• 許容される動作時の温度範囲（本体のみ）：5 ºC ～ 40 ºC (41 ºF ～ 104 ºF)
• 湿度：15% ～ 80% RH (結露しないこと)、28 ºC ( 大露点温度)
• 非動作時 (保管時) の温度範囲： -20 ～ 60 ℃
• 強い電磁気が発生している場所では、HP Photosmart の印刷結果に多少の歪みが出るおそれがあり

ます。

• 強い電磁気が原因で発生するインクジェットのノイズを 小化するために、使用する USB ケーブ
ルは長さが 3 m 以下のものとしてください。

印刷解像度

印刷解像度については、プリンター ソフトウェアを参照してください。

用紙の仕様

種類 用紙の重量 給紙トレイ* 排紙トレイ† フォト トレイ*

普通紙 60 ～ 90 gsm (16
～ 24 lb.)

大 125 枚 (20 lb. の
用紙)

50 枚 (20 lb. の用
紙)

該当なし

リーガル用紙 60 ～ 90 gsm(16 ～
24 lb. )

大 125 枚 (20 lb. の
用紙)

10 枚 (20 lb. の用
紙)

該当なし

カード 大 281 gsm (75
lb.)

高 60 枚 25 枚 高 20 枚

封筒 75 ～ 90 gsm (20
～ 24 lb.)

高 15 枚 15 枚 該当なし

OHP フィルム 該当なし 高 40 枚 25 枚 該当なし

ラベル紙 該当なし 高 40 枚 25 枚 該当なし
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種類 用紙の重量 給紙トレイ* 排紙トレイ† フォト トレイ*

2L 判 フォト用紙 大 281 gsm (75
lb.)
(236 gsm)

高 40 枚 25 枚 高 20 枚

L 判 フォト用紙 大 281 gsm (75
lb.)
(236 gsm)

高 40 枚 25 枚 高 20 枚

216×279 mm (8.5 x 11
インチ) フォト用紙

大 281 gsm (75
lb.)

高 40 枚 25 枚 該当なし

* 大収容枚数。

† 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。 はやい ( 速) 印刷品質モードでは、延長トレイを伸ばし、 エンド トレイを立てる必要があります。 エンド トレ

イを立てないと、レターおよびリーガルサイズ用紙がトレイから落ちてしまいます。

*

注記 すべての対応用紙サイズについては、プリンター ドライバーで確認してください。

両面印刷アクセサリ用紙仕様 - (日本以外)

種類 サイズ 重量

用紙 レター： 8.5 x 11 インチ

エグゼクティブ： 7.25 x 10.5 イ
ンチ

A4： 210 x 297 mm
B5 (ISO)： 176 x 250 mm B5
(JIS)： 182 x 257 mm

16 ～ 24 lb. (60 ～ 90 gsm)

ブローシャ用紙 レター： 8.5 x 11 インチ

A4： 210 x 297 mm
大 48 lb. (180 gsm)

両面印刷アクセサリ用紙仕様 - 日本のみ

種類 サイズ 重量

用紙 レター：8.5 x 11 インチ

エグゼクティブ：7.25 x 10.5 イ
ンチ

A4：210 x 297 mm
A5：148 x 210 mm
B5 (ISO)： 176 x 250 mm B5
(JIS)： 182 x 257 mm

60 ～ 90 g/m2 (16 ～ 24 lb.)

ブローシャ用紙 レター：8.5 x 11 インチ

A4：210 x 297 mm
高 180 g/m2 (ボンド紙 48 lb.)

カードと写真 4 x 6 インチ

5 x 8 インチ

10 x 15 cm
A6：105 x 148.5 mm

高 200 g/m2 (ボンド紙 110 lb.)

(続き)
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種類 サイズ 重量

ハガキ：100 x 148 mm

調整のズレ

• 普通紙で .006 mm/mm (裏側)

注記 国および地域によってお求めいただける用紙タイプが異なります。

印刷の仕様

• 印刷速度はドキュメントの複雑さによって異なります

• パノラマサイズ印刷

• 方式： オンデマンド型サーマル インクジェット

• 言語： PCL3 GUI

コピーの仕様

• デジタル イメージ処理

• 大コピー枚数は、モデルによって異なります

• コピー速度はドキュメントの複雑さ、およびモデルによって異なります

• 200-400% の範囲で拡大コピーを行う (モデルによって異なる)
• 25-50% の範囲で縮小コピーを行う (モデルによって異なる)

インク カートリッジの印刷可能枚数

カートリッジの印刷可能枚数の詳細については、www.hp.com/go/learnaboutsupplies をご覧ください。

スキャンの仕様

• イメージ エディター内蔵

• Twain 互換ソフトウェア インターフェース

• 解像度： 大 1200 x 2400 dpi (光学式) (モデルによって異なる)、 19200 ppi (拡張) (ソフトウェ
ア)
ppi 解像度についての詳細は、スキャナ ソフトウェアを参照してください。

• 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)
• ガラスからの 大スキャン サイズ： 21.6 x 29.7 cm

環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム
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。この製品では、再利用を考慮した設計を取り入れています。高度な機能と信頼性を確保する一
方、素材の種類は 小限にとどめられています。素材が異なる部分は、簡単に分解できるように作ら
れています。金具などの接合部品は、作業性を考慮した分かりやすい場所にあるので、一般的な工具
を使って簡単に取り外すことができます。重要な部品も手の届きやすい場所にあり、取り外しや修理
が簡単に行えます。

詳細については、 HP Web サイトの次のアドレスにある「環境保護ホーム」にアクセスしてくださ
い。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

このセクションでは、次のトピックについて説明します：

• エコヒント

• 用紙の使用

• プラスチック

• 化学物質安全性データ シート

• リサイクル プログラム
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• HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム

• 省電力モードの設定

• 電力消費

• Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
• 化学物質

• Toxic and hazardous substance table
• Battery disposal in the Netherlands
• Battery disposal in Taiwan
• カリフォルニアのユーザーへの注意

• EU battery directive

エコヒント

HP は、お客様の環境に対する負荷の削減に取り組んでいます。 HP は、お客様が印刷時の影響を判断
し、その削減に専念できるように、以下のエコヒントを作成しました。 本製品に組み込まれた特定の
機能に加えて、HP の環境への取り組みの詳細については、HP Eco Solutions Web サイトをご覧くだ
さい。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

お使いの製品のエコ機能

• 両面印刷機能： [用紙節約印刷] 機能により、複数ページを持つ両面文書を同じシートに印刷し
て、使用する用紙の枚数を減らします。

• Smart Web printing： HP Smart Web Printing インターフェースには、[クリップ ブック] および
[クリップの編集] ウィンドウがあり、Web から収集したクリップを保存、整理、または印刷する
ことができます。

• 省電力情報： 製品の ENERGY STAR® 認定ステータスを確認するには、 36 ページの [電力消
費]を参照してください。

• リサイクル材料： HP 製品のリサイクルについての詳細は、下記サイトをご参照ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

用紙の使用

本製品は DIN 19309 と EN 12281:2002 にしたがっ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 グラム以上のプラスチックのパーツには、国際規格に基づく材料識別マークが付いているため、プ
リンターを処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。

化学物質安全性データ シート

化学物質等安全データ シート (MSDS) は、次の HP Web サイトから入手できます。

www.hp.com/go/msds

リサイクル プログラム

HP は世界中の国/地域で、大規模なエレクトロニクス リサイクル センターと提携して、さまざまな製
品回収およびリサイクル プログラムを次々に実施しております。また、弊社の代表的製品の一部を再
販することで、資源を節約しています。HP 製品のリサイクルについての詳細は、下記サイトをご参照
ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

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 のインクジェット消耗品リサイクル 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 カートリッジおよびイン
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ク カートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細については、次の Web サイトを参照
してください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

省電力モードの設定

HP Photosmart をオフにすると、デフォルトで省電力モードに移行します。 これにより製品のエネル
ギー効率が高まりますが、製品をオンにするためにかかる時間が予測よりも長くなります。 また、HP
Photosmart は、省電力モードでオフになると、一部の自動メンテナンス タスクを完了できません。
ディスプレイにリアルタイム クロック エラーに関するメッセージが定期的に表示される場合、または
スタートアップ時間を短縮したい場合は、省電力モードをオフにすることができます。

注記 この機能はデフォルトでオンになります。

省電力モードのオン/オフを切り替えるには

1. [セットアップ] アイコンをタッチします。

2. [基本設定] をタッチします。

3. 下矢印をタッチしてオプションをスクロールし、[省電力の設定] をタッチします。

4. [オン] または [オフ] をタッチします。

電力消費

ENERGY STAR® ロゴの付いた Hewlett-Packard のプリンティング＆イメージング機器は、米国環境
保護庁が定めるイメージング機器向けの ENERGY STAR 仕様に適合しています。ENERGY STAR に
適合したイメージング製品には、次のマークが付けられています。

ENERGY STAR に適合したその他のイメージング製品モデルの情報については、次のサイトをご覧く
ださい：www.hp.com/go/energystar
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Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

化学物質

HP では、REACH （Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council）
などの法的要件に準拠するため、弊社製品に含まれる化学物質に関する情報を、必要に応じてお客様
に提供することに努めています。お使いの製品の化学物質情報に関する報告書を参照するには、
www.hp.com/go/reach （英語サイト）にアクセスしてください。

環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム 37
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Toxic and hazardous substance table

Battery disposal in the Netherlands

Battery disposal in Taiwan

カリフォルニアのユーザーへの注意

この製品のバッテリは過塩素酸塩を使用している可能性があります。特別な処置が必要となる場合が
あります。詳細については、次の Web サイトを参照してください。

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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EU battery directive

規制に関する告知
HP Photosmart は、お住まいの国/地域の規制当局からの製品要件に適合しています。

このセクションでは、次のトピックについて説明します：

規制に関する告知 39
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• 規制モデルの ID 番号

• FCC statement
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about the power cord
• Notice to users in Korea
• Notice to users in Germany
• Noise emission statement for Germany
• HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series declaration of conformity

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-1021 です。この規制番号は、商品名 (HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series
等) 、または製品番号 (CD734A 等) とはまったく別のものです。

FCC statement

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
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Notice to users in Japan about the power cord

Notice to users in Korea

Notice to users in Germany

Noise emission statement for Germany
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HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series declaration of conformity

無線に関する規制
ここでは、ワイヤレス製品に関連する次の規制情報について説明します。

• Exposure to radio frequency radiation
• Notice to users in Brazil
• Notice to users in Canada
• European Union regulatory notice
• Notice to users in Taiwan
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Exposure to radio frequency radiation

Notice to users in Brazil

Notice to users in Canada
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European Union regulatory notice

Notice to users in Taiwan
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