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Printer Setup

Remove all tape and packing materials. Close the scanner lid after opening. 

Lift the ink access door by the side latch. Remove all cardboard, then close the ink access door.

Plug in and turn on the printer.

Prepare printer
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Choose an option to continue printer setup 

Option 1: Guided setup with HP Smart

Recommended

Go to 123.hp.com on a mobile device or computer to install HP Smart. 

View animations to connect to Wi-Fi, fill ink tanks, install printheads, load paper, and perform 
printheads alignment in the HP Smart software. HP Smart has everything you need to finish setup.

Option 2: Manual setup

Follow illustrations in this guide to set up the hardware, then use HP Smart software 
to connect to Wi-Fi and finish setup.

English

1 2 3

1 2 3

123.hp.com

1 2 3

1 2 3

https://123.hp.com
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Manual Setup
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Open the ink bottles

For ink bottles with screw-cap:
Twist open the cap.

For ink bottles with flip-cap:
Twist open the cap and remove the seal.  
Replace the cap. Flip open the top of the cap.

Fill the ink tanks 

1.  Open the ink access door and tank covers. 

2.   Open the cap of the ink tank to be filled.

3.  Place the opened bottle upside down on the tank. 
The screw-cap bottle will click into place.  
Let the ink drain into the tank.

4.   Close the bottle cap, tank cap, and tank cover. 
Repeat the above steps as needed to fill  
other tanks.

5.  When tanks are filled, close the ink access door 
securely and wait for approximately 15 seconds.

      Make sure to close the ink access door 
so the printer can detect ink,  
before you install printheads. 

  Note: If there is leftover ink, keep the bottle 
upright in a cool and dry place. 
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English

Install printheads3
You must fill the ink tanks before installing printheads. Install the printheads when prompted on 
the printer control panel.

1.  Lift the ink access door and wait for the 
carriage to move to center and stop.

2.  Press the blue button to open the  
printhead cover.

3.  Remove and discard the orange guard.
Handle carefully to avoid ink stains.

4.   Remove the orange cap and  
protective tape on both printheads.

  Caution: Do not touch the electric contacts 
or print nozzles under the tape.

5.   Insert the printheads and click  
into place.

6.  Close the printhead cover and the  
ink access door.
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Load paper4

Close the scanner lid. Press the blinking copy button on the printer control panel to scan the page.
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Print and scan alignment page5

1.

2.

Wait for the printhead alignment page to print. Open the scanner lid and place the  
printed page face-down on the scanner glass, aligned to the indicated corner.

Open the paper tray.1.

Slide out the guides. 2.

Load unused Letter or A4 paper and adjust the guides. Close the tray.3.

3

1 2



7

6

Get help with setup
Find setup information and videos online.

hp.com/support/printer-setup

English

Install HP Smart software from 123.hp.com on a computer or mobile device.  
HP Smart will help you connect to a network and start printing. 

123.hp.com

Install HP Smart software

https://www.hp.com/support/printer-setup
https://123.hp.com
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Printer Reference
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Buttons and lights

Control panel

Ink tanks

Output tray

Paper tray

Removable dust cover (some printer models)

Scanner lid

Ink access door 

Power button/light

Color Copy button/light 
Press to start a color copy job.

Black Copy button/light 
Press to start a black-and-white copy job.

Note: To increase number of copies, 
press the desired button multiple times 
or press and hold.

Open Lid light 
Open the scanner lid to copy or scan.

Attention light 
Indicates problems with paper, ink, or 
printheads.

Wi-Fi button/light 
Turn on or off Wi-Fi capability. Wi-Fi light 
shows the wireless status.

Information button/light 
Press to print a summary of printer 
settings and status.

Resume button/light

Cancel button

Control panel

For more information on lights and errors, 
visit hp.com/support

Display icons

Media related issues, including out of paper.

E1/E2  
Paper size mismatch.

E3  
Carriage jam.

E4 
Paper jam.

E7 
Out of ink.

Wi-Fi is disconnected. Restart setup mode.

Ink related issues, including low on ink.

Printheads related issues.

Note: Do not open the printhead cover  
unless instructed to do so.

Printer features

https://www.hp.com/support
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English

Help and tips for Wi-Fi and connectivity
If the software is unable to find your printer during setup, check the following conditions to resolve 
the issue.

Potential Issue Solution

Printer Wi-Fi setup mode timed out If the Wi-Fi light is off, the printer might not be in 
Wi-Fi setup mode. Restart Wi-Fi setup mode:

1.  If the control panel is not lit, press any button 
to wake the printer.

2.  Press and hold  for 5 seconds until the 
control panel buttons light up.

3.  Press and hold  and  for 5 seconds until 
the Wi-Fi light blinks blue.

4.  Wait for one minute. Close and reopen  
HP Smart, and then try connecting again.

Computer or mobile device too far from  
printer

Move your computer or mobile device closer to 
the printer. Your device might be out of range 
of the printer’s Wi-Fi signal.

Computer connected to a Virtual Private 
Network (VPN) or remote work network

Disconnect from a VPN before installing HP 
Smart software. You can’t install apps from 
the Microsoft Store when connected to a VPN. 
Connect to the VPN again after finishing printer 
setup. 

Note: Consider your location and the security 
of the Wi-Fi network before disconnecting 
from a VPN. 

Wi-Fi turned off on computer (computer 
connected by Ethernet)

If your computer is connected by Ethernet, 
turn on the computer’s Wi-Fi while setting 
up the printer. Disconnect the Ethernet cable 
temporarily to complete setup over Wi-Fi. 

Bluetooth is turned off on your computer  
or mobile device

Location is turned off on your  
mobile device

Turn on Bluetooth for the computer or mobile 
device being used to complete printer setup. For 
mobile devices, turn on Location services also. 
Bluetooth and Location help the software find 
your network and printer.

Note: Your location is not being determined 
and no location information is being sent to 
HP as part of the setup process.
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The information contained herein is subject to change without notice.

Help and Support
For printer troubleshooting and videos, visit the 
HP support site. Enter your model name to find 
the printer. hp.com/support

Move printer properly
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To move the printer to a different location 
outside of your home or office after initial 
setup, follow these instructions to prevent 
ink leaks or printer damage.

1.  Turn off the printer and remove the  
power cord.

2.  Lift the ink access door. Pull the gray tab 
(toward the front of the printer) and lift 
the printhead cover until the red label is 
visible. Close the ink access door.

3.  Pack the printer in a box (if available).  
While moving the printer, keep the 
printer horizontal to prevent  
ink leakage.

4.  After unpacking the printer, push down 
on the printhead cover to close.  
Make sure the cover is properly closed.

5.  Connect the power cord and turn on  
the printer.

hp.com/support/transportsmarttank
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https://www.hp.com/support
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プリンターの準備

1

3

日
本

語
プリンターのセットアップ

テープと梱包材をすべて取り除きます。スキャナー カバーを開いてから閉じます。

側面のラッチを使用してインク アクセス ドアを持ち上げます。すべての部材を取り除いてからインク 

アクセス ドアを閉じます。

電源コードを挿入し、プリンターの電源を入れます。

2
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Recommended

日
本

語

1 2 3

1 2 3

オプションを選択してプリンターのセットアップを続行します

オプション 1：HP Smart を使用したガイド付きセット
アップ
モバイル デバイスまたはコンピューターで 123.hp.com にアクセスし、 
HP Smart をインストールします。

HP Smart ソフトウェアで、Wi-Fi への接続、インク タンクの充填、プリントヘッドの取り付

け、用紙のセット、プリントヘッドの位置合わせのためのアニメーションを確認します。 

HP Smart には、セットアップを完了するために必要なあらゆる情報や機能が備わっています。

オプション 2：手動によるセットアップ

このガイドの手順に従ってハードウェアをセットアップし、 
次に、HP Smart ソフトウェアを使用して Wi-Fi に接続してセッ 
トアップを完了します。

推奨

1 2 3

1 2 3

123.hp.com

https://123.hp.com
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手動によるセットアップ

日
本

語

1

2

インク ボトルを空ける

1.   インク アクセス ドアとタンク カバー 
を開きます。 

2.   補充するインク タンクのキャップを開きます。

3.   開けたボトルを逆さまにしてタンクに 
置きます。カチッと音がしてスクリュー 
キャップのボトルが所定の位置に収まります。 
インクをタンク内に流し入れます。

4.    ボトル キャップ、タンク キャップ、 
タンク カバーを閉じます。 
必要に応じて上記のステップを繰り返して、 
他のタンクを補充します。

5.   タンクが充填されたら、インク アクセス ドアを
しっかりと閉じて約 15 秒間待機します。

     プリントヘッドを取り付ける前に、プリンタ
ーがインクを検出できるように インク アクセ
ス ドアを閉じてください。

   注記：インクが残った場合は、ボトルを真っ直 
ぐに立てた状態で乾燥した涼しい場所に保管して 
ください。 

スクリュー式キャップ付きのインク 
ボトルの場合：

キャップをひねって開けます。

フリップ式キャップ付きのインク ボト
ルの場合：

キャップをひねって開き、シールをはがし
ます。 キャップを元に戻します。キャップ
の上部をパカッと開きます。

1 2

4

5

15

3

インク タンクを補充する 
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日
本

語

1 2

3

4

5

6

3

1.   インク アクセス ドアを持ち上げて、イ
ンクホルダーが中央に移動して停止する
まで待機します。

2.   青色のボタンを押して、プリントヘッド 
カバーを開きます。

3.   オレンジ色のガードを取り除き、破棄し
ます。インクの染みが付かないように注
意して取り扱ってください。

4.   オレンジ色のキャップと保護テープを両
方のプリントヘッドから取り除きます。

  注意：テープの下にある電気接点 
またはプリント ノズルに触れないでく
ださい。

5.   カチッと音がするようにプリントヘッド
を挿入します。

6.   プリントヘッド カバーおよびインク ア
クセス ドア を閉じます。

プリントヘッドを取り付ける

プリントヘッドを取り付ける前に、インク タンクを充填する必要があります。プリンターのコントロ
ール パネルでプロンプトが表示されたら、プリントヘッドを取り付けます。
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スキャナー カバーを閉じます。プリンターのコントロール パネルで点滅しているコピー ボタン
を押して、ページをスキャンします。

日
本

語

用紙のセット4

調整ページの印刷およびスキャン5

1. 給紙トレイを開けます。

2. 抽ガイドを広げます。

3.  未使用のレターまたは A4 サイズの用紙をセットし、ガイドを調整します。トレイを閉じます。

プリントヘッドの調整ページが印刷されるまで待機します。スキャナー カバーを開き、 

印刷したページを下向きにしてスキャナーのガラス面に置き、指定された角に合わせます。

1.

2.

3

1 2
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6
日

本
語

123.hp.com

コンピューターまたはモバイル デバイスで 123.hp.com から HP Smart ソフトウェ
アをインストールします。HP Smart は、ネットワークに接続して印刷を開始す
るのに役立ちます。

セットアップのヘルプを参照
セットアップ情報およびビデオをオンラ

インで確認してください。

hp.com/support/printer-setup

HP Smart ソフトウェアのインストール

https://123.hp.com
https://123.hp.com
https://www.hp.com/support/printer-setup
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プリンター リファレンス

日
本

語

ボタンとランプ

コントロール パネル

インク タンク

排紙トレイ

給紙トレイ

取り外し可能なほこりよけ (一部の
プリンター モデル)

スキャナー カバー

インク アクセス ドア 

電源ボタン/ランプ

カラー コピー ボタン/ランプ 
カラー コピーを開始します。

モノクロ コピー ボタン/ランプ 
モノクロ コピーを開始します。

注記：部数を増やすには、ボタンを複数
回押すか、押したままにします。

カバー オープン ランプ 
スキャナー カバーを開いてコピーまたは
スキャンします。

注意ランプ 
用紙、インク、またはプリントヘッドに
問題があることを示しています。

Wi-Fiボタン/ランプ 
Wi-Fi 機能のオンとオフを切り替えま
す。Wi-Fi ランプはワイヤレス ステータス
を示しています。

情報ボタン/ランプ 
プリンターの設定およびステータスの概
要を印刷します。

リジューム ボタン/ランプ

キャンセル ボタン

プリンターの機能

コントロール パネル

ランプおよびエラーに関する詳細については、 
hp.com/support にアクセスしてください

表示アイコン

用紙切れを含むメディア関連の問題です。

E1/E2  
用紙サイズが不一致です。

E3 
インクホルダーが詰まっています。

E4 
紙詰まりです。

E7 
インク切れです。

Wi-Fi 接続が切断されています。セットアッ
プ モードを再起動してください。

インク残量の低下を含むインク関連の問題
です。

プリントヘッド関連の問題です。

注記：指示があるまでプリントヘッド 
カバーは開けないでください。

https://www.hp.com/support
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日
本

語

Wi-Fi および接続に関するヘルプとヒント
セットアップ中にソフトウェアがプリンターを検出できない場合は、以下の状態を確認して問題を解
決してください。

潜在的な問題 ソリューション

プリンターの Wi-Fi セットアップ  
モードがタイムアウトしました

Wi-Fi ランプがオフになっている場合、プリンターは 
Wi-Fi セットアップ モードになっていない可能性がありま
す。Wi-Fi セットアップ モードを再起動してください。

1.  コントロール パネルが点灯していない場合、いずれか
のボタンを押してプリンターのスリープを解除します。

2.  コントロール パネルのボタンが点灯するまで  を 5 秒
間押し続けます。

3.  Wi-Fi ランプが青色に点滅するまで  と  を 5 秒間押
し続けます。

4.  1 分待ちます。HP Smart を  
閉じてからもう一度開き、再度接続を試みます。

コンピューターまたはモバイル  
デバイスがプリンターから離れ 
すぎています

コンピューターまたはモバイル デバイスをプリンターに
近づけてください。お使いのデバイスは、プリンターの 
Wi-Fi 信号の範囲外にいる可能性があります。

コンピューターが仮想プライベート 
ネットワーク (VPN) またはリモート 
ワーク ネットワーク 
に接続されています

HP Smart ソフトウェアをインストールする前に VPN から
切断してください。VPN に接続されていると、Microsoft 
Store からアプリをインストールできません。プリンタ
ーのセットアップが完了してから再度 VPN に接続してく
ださい。 

注記：VPN から切断する前に、位置情報と Wi-Fi ネット
ワークのセキュリティを考慮してください。 

コンピューターで Wi-Fi がオフ 
になっています (Ethernet で接 
続されているコンピューター)

お使いのコンピューターが Ethernet で接続されている場
合、プリンターのセットアップ中はコンピューターの 
Wi-Fi をオンにしてください。Ethernet ケーブルを一時的
に取り外して、Wi-Fi 経由でセットアップを完了します。 

お使いのコンピューターまたはモバ
イル デバイスで Bluetooth がオフに
なっています。

お使いのモバイル デバイスで位置情
報サービスがオフになっています。

お使いのコンピューターまたはモバイル デバイスの 
Bluetooth をオンにしてプリンターのセットアップを完了
してください。モバイル デバイスの場合は、位置情報サ
ービスもオンにしてください。Bluetooth および位置情報
サービスは、ソフトウェアがネットワークとプリンター
を検出するのに役立ちます。 

注記：位置情報が特定されておらず、セットアップ プ
ロセスの一環として位置情報が HP に送信されていま
せん。 
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hp.com/support/transportsmarttank

日
本

語

プリンターを適切に移動する
初期セットアップ後、プリンターをご自宅や
オフィス以外の別の場所に移動させるには、
次の手順に従ってインク漏れやプリンターの
破損を防いでください。

1.  プリンターの電源を切り、電源コードを抜
きます。

2.  インク アクセス ドアを持ち上げます。灰
色のタブを (プリンターの前面に向かって) 
引き、赤いラベルが見えるまでプリントヘ
ッド カバーを持ち上げます。インク アク
セス ドアを閉じます。

3.  プリンターを箱に梱包します (利用可能な
場合)。プリンターを移動する際は、インク
が漏れないようにプリンターを水平に保っ
てください。

4.  プリンターを開梱したら、プリントヘッド 
カバーを押し下げて閉じます。 
カバーを正しく閉じてください。

5.  電源コードを差し込み、プリンターの  
電源を 入れます。

ここに記載された情報は予告なく変更される場合があります。

ヘルプとサポート
プリンターのトラブルシューティングおよびビデオに
ついては、HP サポート サイトにアクセスしてくださ
い。お使いのモデル名を入力してプリンターを検索し
てください。 hp.com/support

1

2

3

4

5

https://www.hp.com/support/transportsmarttank
https://www.hp.com/support
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