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1 操作手順
HP プリンター の使用方法

• プリンター各部の名称

• メディアのセット

• カートリッジの交換

• 紙詰まりの解消
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2 HP プリンター を知ろう
• プリンター各部の名称

• オン ボタン ランプ

• オート オフ

プリンター各部の名称

1 給紙トレイ

2 横方向用紙ガイド

3 [オン] ボタンとランプ： ボタンを押してプリンターの電源をオンまたはオフにします。

4 排紙トレイ

5 延長排紙トレイ (補助トレイ)

6 カートリッジ ドア

7 プリント カートリッジ

8 USB ポート

9 電源接続： HP 提供の電源アダプター以外は使用しないでください。

オン ボタン ランプ

ランプの動作 プリンターのステータス

オフ プリンターの電源がオフになっています。

ゆっくりした点滅 プリンターがスリープ モードであることを示します。 電力を
節約するため、非動作状態が 5 分続いた後にプリンターが自動
的にスリープ モードに入ります。

速い点滅 カートリッジ ドアが開いているか、紙詰まり、用紙切れ、ま
たは印刷ジョブ中に排紙トレイが閉じるなどのエラーが発生
したことを示します。

常時点滅 プリンターが印刷、またはプリント カートリッジの調整を実
行中です。
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ランプの動作 プリンターのステータス

オン プリンターがオンで、印刷の準備ができています。

オート オフ
オート オフは、プリンターの電源を入れたときにデフォルトで自動的に有効になっていま
す。 オート オフが有効になっている場合、電力を節約するため、非動作状態が 2 時間続い
た後にプリンターが自動的にオフになります。 オート オフ設定は、プリンター ソフトウェ
ア で変更できます。 設定を変更すると、プリンターはその設定を保持します。 オート オフ
によってプリンターが完全にオフになるため、プリンターをオンに戻すには [オン] ボタンを
使用する必要があります。

オート オフ設定を変更するには

1. デスクトップの [HP Deskjet 2020 series] アイコンをクリックして、プリンター
ソフトウェア を開きます。

注記 [スタート] > [すべてのプログラム] > [HP] > [HP Deskjet 2020 series] >
[HP Deskjet 2020 series] をクリックしてプリンター ソフトウェアにアクセス
することもできます。

2. プリンター ソフトウェア の [印刷とスキャン] をクリックしてから [プリンタの
メンテナンス] をクリックすると、[プリンター ツールボックス] が開きます。

3. [プリンタ ツールボックス] で [詳細設定] タブをクリックし、[変更] ボタンをク
リックします。 [オートオフ] ダイアログ ボックスが表示されます。

4. [なし] を選択してオートオフを無効にするか、[2 時間] を選択してオートオフを
有効にします。 [OK] ボタンをクリックします。

ヒント オートオフが無効になっている場合でも、電力を節約するため、非動作状態が 5
分続いた後にプリンターが自動的にスリープ モードに入ります。
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3 印刷
印刷ジョブを選択して続行します。

ドキュメントの印刷

写真の印刷

封筒の印刷

ドキュメントの印刷

ソフトウェア アプリケーションからプリントするには

1. 排紙トレイは開いたままにします。

2. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。

詳細については、メディアのセットを参照してください。

3. ソフトウェア アプリケーションから、[印刷] ボタンをクリックします。

4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。

5. [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。

6. 該当するオプションを選択します。
• [レイアウト] タブで、印刷の向きに [縦] または [横] を選択します。
• [用紙/品質] タブで、[メディア] ドロップダウン リストから、該当する用紙の

種類と印刷品質を選択します。
• [詳細] をクリックして、[用紙/出力] リストから、該当する用紙サイズを選択

します。

7. [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。

8. 印刷を開始するには、[印刷] または [OK] をクリックします。
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ヒント ドキュメントを用紙の片面だけでなく、両面に印刷できます。 [用紙/品質] または
[レイアウト] タブの [詳細] ボタンをクリックします。 [印刷するページ数] ドロップダウ
ン メニューから[奇数ページのみ印刷] を選択します。 [OK] をクリックして印刷しま
す。 ドキュメントの奇数ページの印刷が完了したら、印刷済みの用紙を排紙トレイから
取り出し、給紙トレイにセットし直します。 白紙の面を上にして、用紙の先頭が先に取
り込まれるようにセットしてください。 [印刷するページ数] ドロップダウン メニューに
戻り、[偶数ページのみ印刷] を選択します。 [OK] をクリックして印刷します。

写真の印刷

フォト用紙に写真をプリントするには

1. 排紙トレイは開いたままにします。

2. 給紙トレイからすべての用紙を取り出し、フォト用紙の印刷面を上にしてセット
します。

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、そのタブが上
にくるようにフォト用紙をセットしてください。

詳細については、メディアのセットを参照してください。

3. 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。

4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。

5. [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。

6. [用紙/品質] タブをクリックします。

7. 該当するオプションを選択します。
• [レイアウト] タブで、印刷の向きに [縦] または [横] を選択します。
• [用紙/品質] タブで、[メディア] ドロップダウン リストから、該当する用紙の

種類と印刷品質を選択します。
• [詳細] をクリックして、[用紙/出力] リストから、該当する用紙サイズを選択

します。
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注記 大 dpi 解像度については、[用紙/品質] タブに移動して、[メディア] ド
ロップダウン リストから適切な [フォト用紙] を選択します。 カラーで印刷
されていることを確認します。 次に、[詳細] ボタンをクリックし、[ 大 DPI
で印刷する] ドロップダウン リストから [はい] を選択します。 詳しくは、
大 dpi を使用した印刷 を参照してください。

8. [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。

9. [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給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。フォト用紙は印刷前に平らにしておいてくださ
い。

封筒の印刷
HP プリンター の給紙トレイには、複数の封筒をセットすることができます。光沢紙を使っ
た封筒やエンボス加工された封筒、あるいは留め具付きの封筒や窓付き封筒は使わないでく
ださい。

注記 封筒に印刷するための書式設定については、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
用をお勧めします。

封筒に印刷するには

1. 排紙トレイが開いていることを確認します。

2. 用紙ガイドを一番左まで移動します。

3. 封筒をトレイの右側に置きます。 印刷面を上に向けて置いてください。 封筒の
フタが左側にくるようにします。

4. 封筒の束をプリンターの奥まで押し入れます。

5. 用紙ガイドを移動して、封筒の端にぴったりとそろえます。

詳細については、メディアのセット を参照してください。

6. 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。

7. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
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8. [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。

9. 適切なオプションを選択します。
• [用紙/品質] タブで、[メディア] ドロップダウン リストから種類として [普通

紙] を選択します。
• [詳細] ボタンをクリックし、[用紙サイズ] ドロップダウン メニューから適切

な封筒のサイズを選択します。

10. [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。

印刷完了のヒント
印刷に失敗しないためには、HP カートリッジが正しく動作し、インク残量が十分にあり、
用紙を正しくセットし、プリンターを適切に設定する必要があります。

カートリッジに関するヒント

• HP 純正インク カートリッジを使用します。

• 黒のカートリッジと 3 色カラー カートリッジを正しく装着します。

詳しくは、カートリッジの交換 を参照してください。

• カートリッジの推定インク レベルを確認して、インクが十分にあることを確認します。

詳しくは、推定インクレベルの確認 を参照してください。

• 詳しくは、印刷品質の改善 を参照してください。

用紙をセットするときのヒント

• 用紙の束をセットします (用紙は、1 枚のみをセットしないでください)。 紙詰まりを防
ぐため、すべて同じサイズと種類の用紙を使用してください。

• 印刷面を上にして用紙をセットします。

• 用紙を給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。

• 詳しくは、メディアのセット を参照してください。

プリンター設定のヒント

• プリント ドライバーの設定を変更するには、[HP Deskjet 2020 series] デスクトップ ア
イコンをクリックして プリンター ソフトウェア を開きます。 プリンター ソフトウェ
ア で、[基本設定] をクリックしてプリント ドライバーを表示します。

注記 [スタート] > [すべてのプログラム] > [HP] > [HP Deskjet 2020 series] > [HP
Deskjet 2020 series] をクリックしてプリンター ソフトウェアにアクセスすることも
できます。

• プリント ドライバーの[用紙/品質] タブで、[メディア] ドロップダウン メニューから、
適切な用紙の種類と印刷品質を選択します。
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• [詳細] ボタンをクリックし、[用紙/出力] ドロップダウン メニューから適切な [用紙サイ
ズ] を選択します。

• ドキュメントを用紙の片面だけでなく、両面に印刷できます。

注記 [用紙/品質] または[レイアウト] タブの [詳細] ボタンをクリックします。 [印刷
するページ数] ドロップダウン メニューから[奇数ページのみ印刷] を選択します。
[OK] をクリックして印刷します。 ドキュメントの奇数ページの印刷が完了したら、
印刷済みの用紙を排紙トレイから取り出し、給紙トレイにセットし直します。 白紙
の面を上にして、用紙の先頭が先に取り込まれるようにセットしてください。 [印刷
するページ数] ドロップダウン メニューに戻り、[偶数ページのみ印刷] を選択しま
す。 [OK] をクリックして印刷します。

注意

• HP 純正インク カートリッジは、HP プリンターおよび用紙で 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 他社製サプライ品の品質および信頼性は保証できません。HP 社製以外のサプ
ライ品を使用した結果、必要になったサービスや修理については保証対象になりませ
ん。

HP 純正インク カートリッジを購入されている場合、次のサイトを参照してくださ
い。

www.hp.com/go/anticounterfeit

• インク レベルの警告およびインジケーターが示すインク レベルは、インク交換のタイミ
ングを示す予測にすぎません。

注記 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、印刷できなくなる
前に交換用のカートリッジを準備してください。 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。

詳しくは、推定インクレベルの確認 を参照してください。

• 黒インクのみを使用して印刷します。

注記 モノクロ ドキュメントを黒インクだけを使って印刷するには、[詳細] ボタンを
クリックします。 [グレースケールで印刷] ドロップダウン メニューから、[黒インク
のみ] を選択し、[OK] ボタンをクリックします。 [用紙/品質] タブまたは [レイアウ
ト] タブのオプションに [モノクロ] がある場合は、それを選択します。

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。

大 dpi を使用した印刷
フォト用紙に高品質でシャープなイメージを印刷するには、 大 dpi モードを使用します。

大 dpi モードの印刷解像度については、技術仕様を参照してください。

大 dpi で印刷すると、他の設定よりも印刷時間が長くなり、大量のディスク容量が必要に
なります。

大 dpi を使用した印刷 11
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大 dpi モードで印刷するには

1. フォト用紙が給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. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。

4. [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。

5. [用紙/品質] タブをクリックします。

6. [メディア] ドロップダウン リストで、[フォト用紙、 高画質] をクリックしま
す。

注記 大 dpi での印刷を可能にするには、[用紙/品質] タブの [メディア] ドロ
ップダウン リストで、[フォト用紙、 高画質] を選択する必要があります。

7. [詳細設定] ボタンをクリックします。

8. [プリンタの機能] 領域の [ 大 dpi で印刷] ドロップダウン リストから [はい] を
選択します。

9. [用紙サイズ] ドロップダウン リストから適切な用紙サイズを選択します。

10. [OK] をクリックして拡張オプションを閉じます。

11. [レイアウト] タブで、[印刷の向き] を確認し、[OK] をクリックして印刷します。
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4 用紙の基本
HP プリンター には、A4、フォト用紙、封筒などのさまざまなサイズと種類の用紙をセット
できます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します：

• 推奨する印刷用紙

• メディアのセット

推奨する印刷用紙
高画質で印刷するには、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 純正用

紙を推奨します。

国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

ColorLok
• HP は一般文書の印刷やコピーには ColorLok ロゴが入った普通紙をお勧めしています。

ColorLok ロゴが入った用紙はすべて高い信頼性および印刷品質基準に適合するよう独
自にテストされており、通常の普通紙に比べ、くっきり鮮明な黒色を再現し、乾燥が速
いドキュメントを実現します。ColorLok ロゴ入り用紙は、さまざまな重さとサイズのも
のがメーカーにより提供されています。

HP アドバンス フォト用紙

• この厚手のフォト用紙はすぐ乾くので汚れにくく取り扱いが簡単です。水、染み、指紋、
湿気への抵抗性に優れています。プリントショップの仕上がりに似た印刷品質が得られ
ます。用紙サイズには、A4、10 x 15 cm (切り取りラベル付き)、L 判、２ L 判がありま
す。ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。

エヴリデイフォト用紙

• カラフルな一般のスナップ写真を低コストで印刷できる、カジュアルな写真印刷向け用
紙です。手ごろな価格で、すぐ乾くので取り扱いが簡単です。インクジェット プリンタ
ーで使用すれば、鮮明で、くっきりしたイメージが得られます。用紙サイズには、半光
沢仕上げの A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (切り取りタブ付き、またはなし) などがあ
ります。写真を長持ちさせる無酸性用紙です。

HP ブローシャ用紙 または HP Superior インクジェット用紙

• これらの用紙は、両面印刷に対応できるように、両面に光沢またはつや消しコーティン
グが施されています。写真に近い品質の印刷や、レポートのカバー、特別なプレゼンテ
ーション、カタログ、宣伝用リーフレット、カレンダなどに使用するビジネス用のグラ
フィックの印刷にお勧めします。
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HP プレミアム プレゼンテーション用紙 または HP プロフェッショナル用紙

• 両面印刷が可能な厚手つや消し用紙です。プレゼンテーション、企画書、レポート、ニ
ュースレター等に 適です。素晴らしい見た目や質感を実現する厚手用紙です。

HP インクジェット用上質普通紙 (両面)
• インクジェット用上質普通紙を使用すると、ハイコントラストの色とシャープな文字で

印刷されます。ある程度の厚みがあり両面カラー印刷をしても裏写りしないため、ニュ
ースレターやレポート、広告などに 適です。にじみの少ない、くっきり鮮明な色を再
現する ColorLok テクノロジーを採用しています。

HP 印刷用紙

• HP 印刷用紙は、高品質の多目的用紙です。標準の多目的用紙やコピー用紙と比べて、
見た目も質感も重量感のあるしっかりしたドキュメントを作成できます。にじみの少な
い、くっきり鮮明な色を再現する ColorLok テクノロジーを採用しています。ドキュメン
トを長持ちさせる無酸性用紙です。

HP オフィス用紙

• HP オフィス用紙は、高品質の多目的用紙です。コピー、原稿、メモなど、毎日の使用
に適しています。にじみの少ない、くっきり鮮明な色を再現する ColorLok テクノロジー
を採用しています。ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。

HP アイロン プリント紙

• アイロン プリント紙 (カラー生地用、淡色または白地用) を使用すると、デジタル写真か
らオリジナル T シャツを作成できます。

HP プレミアム インクジェット OHP フィルム

• プレミアム インクジェット OHP フィルム。 鮮やかでインパクトのあるカラー プレゼ
ンテーション資料が印刷できます。このフィルムは、扱いやすく、にじまず速く乾くの
で便利です。

HP フォト バリュー パック

• HP フォト バリュー パックは、ＨＰ 純正カートリッジと ＨＰ アドバンス フォト用紙を
セットしたお得なパッケージです。HP プリンター を使ったプロフェッショナルな写真
印刷がお手頃価格で効率的に行えます。ＨＰ 純正インクと ＨＰ アドバンス フォト用
紙は、写真の保存性と鮮明さを維持できるように両方一緒に使用するよう設計されてい
ます。大切な休暇中の写真を全て印刷したり、複数のプリントを共有したりする場合に
適です。

注記 現時点では、HP Web サイトの一部分は英語版のみです。

メディアのセット
フルサイズ用紙のセット

1. 給紙トレイを上げます。
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2. 排紙トレイを下げて、補助トレイを引き出します。

3. 横方向用紙ガイドを左に移動します。

4. 用紙をセットします。

a. 給紙トレイに用紙の束を挿入します。 印刷面を上に、短辺側を下にしてセッ
トします。

b. 用紙の束を止まるまで差し込みます。

c. 横方向用紙ガイドを、用紙の端に当たって止まるまで右にスライドさせま
す。
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小さなサイズの用紙のセット

1. 給紙トレイを上げます。

2. 排紙トレイを下げて、補助トレイを引き出します。

3. 横方向用紙ガイドを左に移動します。

4. 用紙をセットします。

a. 給紙トレイの右端に寄せてフォト用紙の束を挿入します。 印刷面を上に、短
辺側を下にしてセットします。

b. 用紙の束を止まるまで差し込みます。

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
が上にくるようにフォト用紙をセットしてください。

c. 横方向用紙ガイドを、用紙の端に当たって止まるまで右にスライドさせま
す。
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封筒のセット

1. 給紙トレイを上げます。

2. 排紙トレイを下げて、補助トレイを引き出します。

3. 用紙ガイドを左にスライドし、すべての用紙を給紙トレイから取り除きます。

4. 封筒をセットします。

a. 封筒は、1 つまたは複数をセットできます。給紙トレイの右端に寄せてくだ
さい。 印刷面を上に向けて置いてください。 封筒のフタが左側にきて下向
きになるようにします。

b. 封筒の束を奥まで差し込みます。

c. 横方向用紙ガイドを、封筒に当たって止まるまで右にスライドさせます。
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5 カートリッジの使用
• 推定インクレベルの確認

• インク サプライ品の注文

• カートリッジの交換

• シングル カートリッジ モードの使用

• カートリッジ保証情報

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。

プリンター ソフトウェアからインク レベルを確認するには

1. デスクトップの [HP Deskjet 2020 series] アイコンをクリックして、プリンター
ソフトウェア を開きます。

注記 [スタート] > [すべてのプログラム] > [HP] > [HP Deskjet 2020 series] >
[HP Deskjet 2020 series] をクリックしてプリンター ソフトウェアにアクセス
することもできます。

2. プリンター ソフトウェア で、[推定インクレベル] をクリックします。

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。

インク サプライ品の注文
カートリッジを注文する前に、正しいカートリッジ番号を確認してください。

プリンターのカートリッジ番号を確認する

▲ カートリッジ番号はカートリッジ ドアの内側に記載されています。
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プリンター ソフトウェア でカートリッジ番号を確認する

1. デスクトップの [HP Deskjet 2020 series] アイコンをクリックして、プリンター
ソフトウェア を開きます。

注記 [スタート] > [すべてのプログラム] > [HP] > [HP Deskjet 2020 series] >
[HP Deskjet 2020 series] をクリックしてプリンター ソフトウェアにアクセス
することもできます。

2. プリンター ソフトウェア で [ショッピング] をクリックし、[サプライ品のオンラ
イン購入] をクリックします。 このリンクをクリックすると、正しいカートリッ
ジ番号が自動的に表示されます。

HP プリンター 用の HP 純正 サプライ品を注文するには、www.hp.com/buy/supplies にアク
セスしてください。指示に従って、国/地域および製品を選択し、ページ上のショッピング リ
ンクをクリックします。

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
の国または地域でお取り扱いがなくても、サプライ品情報を確認したり、一覧を印刷して
寄りの HP 販売店でのご購入時の参考にすることができます。

関連トピック

• 正しいカートリッジの選択

正しいカートリッジの選択
HP では、HP 純正カートリッジを使用するように推奨します。 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。

関連トピック

• インク サプライ品の注文

カートリッジの交換

カートリッジを交換するには

1. 電源がオンにな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 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. カートリッジを下に押して固定を解除し、スロットから取り外します。

3. 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. ピンクのつまみを引っ張って保護テープをはがします。

カートリッジの交換 21
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c. アイコンの色と一致するカートリッジを、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押し込みます。

d. カートリッジ ドアを閉じます。

注記 新しいカートリッジを取り付けた後にドキュメントを印刷すると、プリンター ソフ
トウェア はカートリッジを調整するための指示を表示します。 画面の指示に従って、カ
ートリッジの調整を完了します。 カートリッジを調整することで高品質の出力が得られ
ます。

関連トピック

• 正しいカートリッジの選択

• インク サプライ品の注文

シングル カートリッジ モードの使用
シングル カートリッジ モードでは、HP プリンター は 1 つのプリント カートリッジのみを
使用します。 プリント カートリッジ をプリント カートリッジ ホルダーから取り外すと、シ
ングル カートリッジ モードになります。

注記 HP プリンター がシングル カートリッジ モードで動作すると、画面にメッセージが
表示されます。 プリンターに 2 つのプリント カートリッジを取り付けているときにメッ
セージが表示された場合は、各プリント カートリッジの保護テープの保護シートがはが
されていることを確認してください。 保護テープがプリント カートリッジの接触部分を
カバーしてしまうと、本製品はプリント カートリッジが取り付けられても感知すること
はできません。
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1 カートリッジ モードを終了する

1 カートリッジ モードを終了するには、HP プリンターにプリント カートリッジを 2 つ取り
付けます。

関連トピック

• カートリッジの交換

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。保証の有効期限は、下記のように製品上に年/月/日形式で示されま
す。

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。

カートリッジ保証情報 23
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6 接続方式
• USB 接続 (非ネットワーク接続)
• 新しいプリンターの接続

USB 接続 (非ネットワーク接続)
HP プリンター には、コンピューターに接続するための後部 USB 2.0 High Speed ポートが
あります。

USB ケーブルを使用して本製品を接続するには

▲ USB ケーブルを使用してコンピュータに接続する方法については、製品に付属
するセットアップの説明書を参照してください。

注記 USB ケーブルは、ソフトウェアからの指示があるまで本製品に接続しな
いでください。

プリンター ソフトウェアがインストールされている場合、プリンターはプラグ アンド プレ
イ デバイスとして動作します。 ソフトウェアがインストールされていない場合、デバイスに
付属の CD を挿入し、画面の指示に従います。

新しいプリンターの接続
プリンター ソフトウェア は既にコンピューターにインストールしているが、プリンターを接
続していない場合、次を実行します。

新しいプリンターを接続するには

1. コンピューターの [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] または [プロ
グラム] を選択し、[HP] を選択します。

2. [HP Deskjet 2020 series] を選択します。

3. [プリンタのセットアップとソフトウェア] を選択します。

4. [新しいプリンターの接続] を選択します。 画面の指示に従ってください。
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7 問題の解決法
このセクションでは、次のトピックについて説明します：

• 印刷品質の改善

• 紙詰まりの解消

• 印刷できない

• HP サポート

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。

印刷品質の改善
1. HP 純正カートリッジを使用していることを確認します。

2. プリントのプロパティで、[メディア] ドロップダウン リストから適切な用紙タイ
プと印刷品質が選択されていることを確認します。 プリンター ソフトウェア
の [印刷] をクリックしてから [基本設定] をクリックすると、プリントのプロパ
ティにアクセスできます。

3. 推定インク レベルを確認し、カートリッジのインクが不足していないか調べま
す。 詳しくは、推定インクレベルの確認 を参照してください。 プリント カート
リッジがインク不足の場合は、プリント カートリッジを交換してください。

4. プリンター カートリッジの位置を調整します。

注記 カートリッジを調整することで高品質の出力が得られます。 プリンタ
ー ソフトウェア では、新しいカートリッジを取り付けるたびに、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。 プリント カートリッジを取り
外した後、もう一度 プリンター ソフトウェア に取り付けた場合には、プリン
ト カートリッジの調整のメッセージは表示されません。 HP プリンター には
プリント カートリッジに合わせて調整した値が記憶されるので、プリント カ
ートリッジの再調整は必要ありません。

プリンター ソフトウェアからカートリッジを調整するには

a. 給紙トレイに、A4 の未使用の白い普通紙をセットします。

b. プリンター ソフトウェア の [印刷] をクリックしてから [プリンタのメンテ
ナンス] をクリックすると、[プリンタ ツールボックス] にアクセスできます。

c. [プリンタ ツールボックス] が表示されます。

d. [プリンタ サービス] タブをクリックし、続いて [インク カートリッジの調整]
をクリックします。 調整シートが印刷されます。

5. カートリッジのインクが少なくなっていない場合は、診断ページを印刷します。

診断ページを印刷するには

a. 給紙トレイに、A4 の未使用の白い普通紙をセットします。

b. プリンター ソフトウェア の [印刷] をクリックしてから [プリンタのメンテ
ナンス] をクリックすると、[プリンタ ツールボックス] にアクセスできます。

c. [デバイス レポート] タブの [診断情報の印刷] をクリックして、診断ページを
印刷します。 診断ページで青、マゼンタ、黄色、および黒のカラーボックス
を確認します。 色のボックスと黒のボックスの中に縞模様が見えるか、ボッ
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クスの場所にインクがない場合は、カートリッジが自動的にクリーニングさ
れます。

6. 診断ページの色のボックスと黒のボックスに縞模様が見えるか、欠落箇所がある
場合は、カートリッジの自動クリーニングを実行します。
カートリッジを自動クリーニングするには

a. 給紙トレイに、A4 の未使用の白い普通紙をセットします。

b. プリンター ソフトウェア の [印刷] をクリックしてから [プリンタのメンテ
ナンス] をクリックすると、[プリンタ ツールボックス] にアクセスできます。

c. [プリンタ サービス] タブをクリックし、続いて [インク カートリッジのクリ
ーニング] をクリックします。 画面の指示に従ってください。

上記の方法で問題が解決しない場合は、ここをクリックしてオンライン トラブルシューティ
ングを参照してください。

紙詰まりの解消
紙詰まりを解消するには

1. 紙詰まりの場所を確認します。
給紙トレイ

• 背面の給紙トレイのあたりで紙が詰まっている場合は、給紙トレイから紙を
ゆっくり引き出します。
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排紙トレイ

• 前面の排紙トレイのあたりで紙が詰まっている場合は、排紙トレイから紙を
ゆっくり引き出します。

• 紙詰まりの場所によっては、カートリッジ ドアを開いてインク ホルダーを
左にスライドする必要があります。 次に紙をゆっくり引き出します。

プリンター内部

• プリンター内部で紙が詰まっている場合は、プリンター下面にあるアクセス
ドアを開きます。 アクセス ドアの両端にあるつまみを押します。

• 詰まった用紙を取り除きます。

• アクセス ドアを閉じます。 ラッチが両方とも固定されるまで、ドアをプリ
ンターの方向にゆっくりと押して閉じます。
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2. デスクトップの [HP Deskjet 2020 series] アイコンをクリックして、プリンター
ソフトウェア を開きます。

注記 [スタート] > [すべてのプログラム] > [HP] > [HP Deskjet 2020 series] >
[HP Deskjet 2020 series] をクリックしてプリンター ソフトウェアにアクセス
することもできます。

3. プリンター ソフトウェア から、[印刷の確認] をクリックして印刷キューを開き、
[文書] メニューから [再開] を選択して現在のジョブを続行します。

上記の方法で問題が解決しない場合は、ここをクリックしてオンライン トラブルシューティ
ングを参照してください。

紙詰まりが発生しないようにするには

• 給紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。

• 排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。

• 用紙を給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。

• 給紙トレイに種類やサイズの異なる用紙を一緒にセットしないでください。給紙トレイ
にセットした用紙は、すべて同じサイズと種類でなければなりません。

• 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。

• 用紙を給紙トレイの奥に入れすぎないでください。

上記の方法で問題が解決しない場合は、ここをクリックしてオンライン トラブルシューティ
ングを参照してください。

印刷できない
うまく印刷できない場合は、HP 印刷診断ユーティリティをダウンロードしてください。こ
のユーティリティを使用すると、この問題を自動的に解決できます。 このユーティリティを
取得するには、次のリンクをクリックします。

HP 印刷診断ユーティリティのダウンロード ページにアクセスします。

注記 HP 印刷診断ユーティリティは Windows のみに対応しており、言語によっては利用
できない場合があります。

印刷の問題を解決する

プリンターの電源がオンであり、トレイに用紙があることを確認します。 それでも印刷でき
ない場合は、次の手順に従ってください。

1. エラー メッセージを確認して、解決します。

2. USB ケーブルをいったん外し、再度接続します。
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3. プリンターが停止またはオフラインでないことを確認します。

プリンターが停止またはオフラインでないことを確認するには

a. オペレーティング システムに応じて、以下のいずれかを実行します。
• Windows 7： Windows の [スタート] メニューから、[デバイスとプリン

タ] をクリックします。 製品のアイコンを右クリックし、 [印刷の確認]
を選択して印刷キューを開きます。

• Windows Vista： Windows の[スタート] メニューから、[コントロール パ
ネル]、 [プリンタ] の順にクリックします。 印刷キューを開くためにプ
リンターのアイコンをダブルクリックします。

• Windows XP： Windows の [スタート] メニューから、[コントロール パ
ネル]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。 印刷キューを開くた
めにプリンターのアイコンをダブルクリックします。

b. [プリンタ] メニューで [一時停止] または [プリンタをオフラインで使用す
る] の横にチェックマークがないことを確認します。

c. 何らかの変更を行なった場合は、もう一度印刷を実行します。

4. 本製品がデフォルト プリンターに設定されていることを確認します。

プリンターがデフォルト プリンターに設定されているかどうかを確認するには

a. オペレーティング システムに応じて、以下のいずれかを実行します。
• Windows 7： Windows の [スタート] メニューから、[デバイスとプリン

タ] をクリックします。
• Windows Vista： Windows の[スタート] メニューから、[コントロール パ

ネル]、 [プリンタ] の順にクリックします。
• Windows XP： Windows の [スタート] メニューから、[コントロール パ

ネル]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。

b. 正しいプリンターがデフォルト プリンターとして設定されていることを確
認します。
デフォルト プリンターは横の黒または緑の丸内にチェックマークが付いて
います。

c. 間違ったプリンターがデフォルト プリンターとして設定されている場合は、
正しいプリンターを右クリックし、[通常使うプリンタに設定] を選択します。

d. 製品を再度使ってみます。

5. 印刷スプーラーを再起動します。

印刷スプーラーを再起動するには

a. オペレーティング システムに応じて、以下のいずれかを実行します。

Windows 7
• Windows の[スタート] メニューから、[コントロール パネル]、[システム

とセキュリティ]、[管理ツール] の順にクリックします。
• [サービス] をダブルクリックします。 [サービス] ウィンドウが表示され

ます。
• [印刷スプーラ]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
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• [全般] タブの、[スタートアップの種類] の横で、[自動] が選択されてい
ることを確認します。

• サービスがまだ起動していなければ、[サービス状態] の [スタート]、[OK]
の順にクリックします。

Windows Vista
• Windows の[スタート] メニューから、[コントロール パネル]、[システム

とメンテナンス]、[管理ツール]の順にクリックします。
• [サービス] をダブルクリックします。 [サービス] ウィンドウが表示され

ます。
• [印刷スプーラサービス] を右クリックし、[プロパティ] をクリックしま

す。
• [全般] タブの、[スタートアップの種類] の横で、[自動] が選択されてい

ることを確認します。
• サービスがまだ起動していなければ、[サービス状態] の [スタート]、[OK]

の順にクリックします。

Windows XP
• Windows の[スタート] メニューから、[マイ コンピュータ] を右クリック

します。
• [管理] をクリックし、次に [サービスとアプリケーション] をクリックし

ます。
• [サービス] をダブルクリックし、次に [印刷スプーラ] をダブルクリック

します。
• [印刷スプーラ] を右クリックし、[再起動] をクリックしてサービスを再

起動します。

b. 正しいプリンターがデフォルト プリンターとして設定されていることを確
認します。
デフォルト プリンターは横の黒または緑の丸内にチェックマークが付いて
います。

c. 間違ったプリンターがデフォルト プリンターとして設定されている場合は、
正しいプリンターを右クリックし、[通常使うプリンタに設定] を選択します。

d. 製品を再度使ってみます。
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6. コンピューターを再起動します。

7. 印刷キューをクリアする

印刷キューをクリアするには

a. オペレーティング システムに応じて、以下のいずれかを実行します。
• Windows 7： Windows の [スタート] メニューから、[デバイスとプリン

タ] をクリックします。 製品のアイコンを右クリックし、 [印刷の確認]
を選択して印刷キューを開きます。

• Windows Vista： Windows の[スタート] メニューから、[コントロール パ
ネル]、 [プリンタ] の順にクリックします。 印刷キューを開くためにプ
リンターのアイコンをダブルクリックします。

• Windows XP： Windows の [スタート] メニューから、[コントロール パ
ネル]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。 印刷キューを開くた
めにプリンターのアイコンをダブルクリックします。

b. [プリンタ] メニューで、[すべてのドキュメントの取り消し] または [ドキュ
メントの削除] をクリックし、[はい] をクリックして確定します。

c. それでもまだキューに文書が残っている場合は、コンピューターを再起動
し、再起動後にもう一度印刷を実行します。

d. 印刷キューを再度チェックしてクリアされていることを確認し、もう一度印
刷を実行します。

上記の方法で問題が解決しない場合は、ここをクリックしてオンライン トラブルシューティ
ングを参照してください。

インクホルダーの確認
用紙など、インク ホルダーをふさいでいる障害物を取り除きます。

注記 紙詰まりを取り除くために、工具やその他の道具を使用しないでください。 製品内
部から紙詰まりの用紙を取り除くときには、常に注意してください。

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。

トレイの準備

排紙トレイを開く

▲ 印刷する場合は、排紙トレイを開きます。
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カートリッジ ドアを閉じる

▲ 印刷する場合は、カートリッジ ドアを閉じます。

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。

HP サポート
• 製品の登録

• サポート プロセス

• 電話による HP サポート

• 追加の保証オプション

製品の登録

登録に数分かけるだけで、迅速なサービス、効果的なサポート、製品サポートの通知を得る
ことができます。 ソフトウェアのインストール中にプリンターを登録しなかった場合、
http://www.register.hp.com で登録できます。

サポート プロセス

お困りのときは、以下の手順に従ってください。

1. 製品付属のマニュアルを確認してください。

2. HP オンライン サポート Web サイト www.hp.com/support をご覧ください。
HP オンライン サポートは、HP のお客様どなたでもご利用いただけます。この
サイトには常に 新の製品情報や専門的アドバイスが公開され、他にも以下のよ
うなサービスが用意されています。
• 専門のオンラインサポート担当者へのお問い合わせ
• 製品用ソフトウェアおよびドライバ アップデート
• 有用な製品情報および一般的な問題に対するトラブルの解決方法
• 事前予防的な製品アップデート、サポートのお知らせ、HP ニュースの配信

(製品登録を行ってください)
3. HP サポートにお電話ください。ご利用できるサポートオプションは、製品、国/

地域、および言語により異なります。

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。
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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

• サポートの電話番号

• 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 Deskjet Ink Advantage 2020hc プリンター)
• 製品番号 (カートリッジ ドア内側に表示)

• 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？

サポートの電話番号

新の HP サポート電話番号一覧およびご利用料金については、www.hp.com/support を参照
してください。

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。
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追加の保証オプション

追加料金で HP プリンター 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 技術情報
このセクションでは、HP プリンター 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 プリンター 付属のドキュメント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

• 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

注意

仕様
ここでは、HP プリンター の技術仕様を記載します。 技術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

• 推奨される動作時の温度範囲： 15 ºC ～ 32 ºC (59 ºF ～ 90 ºF)
• 許容される動作時の温度範囲： 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： –40 ºC ～ 60 ºC (–40 ºF ～ 140 ºF)
• 強い電磁気が発生している場所では、HP プリンター の印刷結果に多少の歪みが出るお

それがあります。

• 強い電磁気を原因として混入するノイズを 小化するために、3 m 以下の USB ケーブル
を使用することをお勧めします。

給紙トレイの容量

普通紙の枚数 (80 g/m²)： 高 50 枚

封筒： 高 5 枚

インデックス カード： 高 20 枚
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フォト用紙の枚数： 高 20 枚

排紙トレイ容量

普通紙の枚数 (80 g/m²)： 高 30 枚

封筒： 高 5 枚

インデックス カード： 高 10 枚

フォト用紙の枚数： 高 10 枚

用紙のサイズ

すべての対応用紙サイズについては、プリンターソフトウェアで確認してください。

用紙の重量

普通紙： 64 ～ 90 g/m² (16 ～ 24 lb)

封筒： 75 ～ 90 g/m² (20 ～ 24 lb)

はがき： 大 200 g/m²

フォト用紙： 大 280 g/m²

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

• 方式：オンデマンド型サーマル インクジェット

• 言語：PCL3 GUI

印刷解像度

エコノ モード

• カラー入力/モノクロ レンダリング:300x300dpi
• 出力 (モノクロ/カラー):自動

標準モード

• カラー入力/モノクロ レンダリング:600x300dpi
• 出力 (モノクロ/カラー):自動

普通紙 - 高画質モード

• カラー入力/モノクロ レンダリング:600x600dpi
• 出力：600x1200dpi (モノクロ)、自動 (カラー)

フォト用紙 - 高画質モード

• カラー入力/モノクロ レンダリング:600x600dpi
• 出力 (モノクロ/カラー):自動

大 dpi モード

• カラー入力/モノクロ レンダリング:1200x1200dpi
• 出力：自動 (モノクロ)、4800x1200 に 適化された dpi (カラー)

電気的仕様

0957-2286
• 入力電圧： 100～240Vac (+/- 10%)
• 入力周波数： 50/60 Hz (+/- 3Hz)
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0957-2290
• 入力電圧： 200～240Vac (+/- 10%)
• 入力周波数： 50/60 Hz (+/- 3Hz)

注記 HP 提供の電源アダプター以外は使用しないでください。

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。

騒音に関する情報

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次の HP Web サイトから入手
することができます。お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。www.hp.com/
support

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

• HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム

• 電力消費

• スリープ モード

• EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理

• 化学物質

• 有害物質規制 (ウクライナ)

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/
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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/inkjet.html

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/

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

スリープ モード

• スリープ モードのあいだ、電力利用が減少します。

• プリンターの初期セットアップ後、非動作状態が 5 分続いた後にプリンターがスリープ
モードに入ります。

• スリープ モードに移行するまでの時間を変更することはできません。
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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。

有害物質規制 (ウクライナ)

規制に関する告知
HP プリンター 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：

• 規制モデルの ID 番号

• FCC 準拠声明

• 韓国のユーザに対する告知

• 日本のユーザに対する VCCI (クラス B) 基準に関する告知

• 日本のユーザに対する告知 (電源コードについて)
• EU の規制に関する告知

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、VCVRA-1223 です。この規制番号は、商品名 (HP Deskjet Ink Advantage
2020hc プリンター 等) 、または製品番号 (CZ733A 等) とはまったく別のものです。
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FCC 準拠声明

韓国のユーザに対する告知

日本のユーザに対する VCCI (クラス B) 基準に関する告知
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日本のユーザに対する告知 (電源コードについて)

EU の規制に関する告知

CE マークが付いた製品は、以下の EU 指令に適合します：

• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• EMC Directive 2004/108/EC
• Ecodesign Directive 2009/125/EC (該当する場合)

本製品の CE コンプライアンスは、HP が提供する適切な CE マークの付いた AC アダプター
を使用して電源を供給する場合にのみ有効です。

本製品に通信機能がある場合は、以下の EU 指令の基本要件にも適合します：

• R&TTE Directive 1999/5/EC

これらの指令に準拠することで、HP が本製品または製品ファミリに対して発行しており、
製品ドキュメント内または以下の Ｗ eb サイトで入手可能な (英語のみ) EU Declaration of
Conformity のリストに記載された適用可能な統一ヨーロッパ規格 (European Norms) にも適
合しています: www.hp.com/go/certificates (検索フィールドに製品番号を入力してくださ
い)。

コンプライアンスは、製品に付けられた以下の適合マークのいずれかによって示されます：

非通信製品の場合および EU 統一通
信製品の場合 (10mW 未満の電源ク
ラス内の Bluetooth® など)

EU 非統一通信製品の場合 (該当す
る場合、4 桁の通知機関番号が CE
と ! のあいだに挿入されます)。

製品に付属の規制ラベルを参照してください。

本製品の通信機能は、以下の EU および EFTA 加盟国で使用することができます： オースト
リア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィン
ランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリ
ア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノ
ルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア共和国、スロヴェニア、スペ
イン、スウェーデン、スイス、英国。
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電話コネクター (一部の製品でのみ使用可能) は、アナログ電話回線への接続用です。

製品をワイヤレス LAN デバイスと使用する場合

• 国によっては、屋内使用限定、使用可能なチャネル数の制限など、ワイヤレス LAN ネッ
トワークの運用に関する特定の義務または特別の要件が定められています。ワイヤレス
ネットワークの国設定が正しいことを確認してください。

フランス

• 本製品の 2.4 GHz ワイヤレス LAN 操作には、特定の制限が適用されます：屋内では、
本機は、2400 ～ 2483.5 MHz の周波数帯全域 (チャネル 1 ～ 13) で使用できます。屋外
での使用については、2400 ～ 2454 MHz の周波数帯 (チャネル 1 ～ 7) だけが使用でき
ます。 新の要件については、www.arcep.fr を参照してください。

規制関連の連絡先：

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen,
GERMANY
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