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各部の名称と働き

用紙サポート１
セットした用紙を支えるところです。

２ オートシートフィーダー

印刷する用紙をセットするところです。

印刷された用紙を保持します。
2段全て引き出してください。

４ 排紙トレイ

本製品の電源をオン・オフします。
電源を入れると点灯します。
動作中（データ処理中やインクカート
リッジ交換中）は点滅します。

５ 【電源】ボタン・ランプ

紙なしや紙詰まりなどのエラーが発生
すると点灯または点滅します。

本製品においての使用は致しません。

８ 用紙ランプ

インクカートリッジの交換が必要に
なったときやインクが残り少なくなった
ときに点灯または点滅します。

７ インクランプ

印刷中に押すと、印刷を中止して用紙
を排出します。

６ 【キャンセル】ボタン

Ｃ 【NWステータスシート】ボタン

【Wi-Fi】ボタンB

ＢＡ NWランプ  左：NW1（グリーン）右：NW2 （イエロー）

用紙をまっすぐ給紙するためのガイド
です。エッジガイドを用紙の側面に合
わせてください。

３ エッジガイド

用紙サポート１

２ オートシートフィーダー

３ エッジガイド

４ 排紙トレイ

５ 【電源】ボタン・ランプ

８ 用紙ランプ

７ インクランプ

【キャンセル】ボタン６

１

Ａ

Ｃ

Ｂ

NWランプ 

【Wi-Fi】ボタン

【NWステータスシート】ボタン



インクを吐出するところです。
10 プリントヘッド

インクカートリッジの取り付け交換時、
詰まった用紙を取り除く時などに開け
ます。

９ プリンターカバー

本製品とパソコンをUSBケーブルで接
続するコネクターです。

11 USBポート

電源コードを接続します。
電源コンセント（AC100V）に接続する
コードです。

13 電源コネクター・電源コード

本製品においての使用は致しません。
12 LANポート

11 USBポート

12 LANポート

13 電源コード

10 プリントヘッド

９ プリンターカバー

２



製品使用上のご注意

３

必ず行っていただきたい事項（指示、行為）
を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡ま
たは重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を
負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容
を示しています。

してはいけない行為（禁止行為）を示し
ています。

分解禁止を示しています。

製品が水に濡れることの禁止を示していま
す。

特定の場所に触れることの禁止を示して
います。

濡れた手で製品に触れることの禁止を示
しています。

電源プラグをコンセントから抜くことを示
しています。

設置上のご注意

本製品を布で覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。
内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。

本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。
無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。

製品使用上のご注意
本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書をお読みください。本製品の取
扱説明書に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決で
きるように手元に置いてお使いください。

不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。
落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。
油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。
感電・火災のおそれがあります。

静電気

静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。

記号の意味
本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々への危惧や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお
取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご確認の上で本文をお読みください。

警告

警告

注意

注意
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製品使用上のご注意

電源に関するご注意

電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。
コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。

電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。
電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、
ショートして火災になるおそれがあります。

電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。
感電・火災のおそれがあります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電のおそれがあります。

AC100V 以外の電源は使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。

電源コードのたこ足配線はしないでください。
発熱して火災になるおそれがあります。
家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。

破損した電源コードを使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。
電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。
・電源コードを加工しない
・電源コードに重いものを載せない
・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
・熱器具の近くに配線しない

付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでく
ださい。
感電・火災のおそれがあります。

警告

長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

注意



製品使用上のご注意

使用上のご注意
警告

異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。
すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、弊社にご相談ください。

マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。

製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。
感電・火傷のおそれがあります。
雷が鳴り出したら、電源コンセントに接続されている機器（製品本体、電源コード）に触れないでください。
感電のおそれがあります。

可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。また、
本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。
引火による火災のおそれがあります。
煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセン
トから抜いてから、弊社にご相談ください。
アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。
感電・火災のおそれがあります。

お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。

各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。
発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。

開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。
感電・火災のおそれがあります。

本製品を移動する際は、電源を切り電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認
してから行ってください。
コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。
各種ケーブルを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。
火災やけがのおそれがあります。マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。

印刷用紙の端を手でこすらないでください。
用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。
特に子どものいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。

電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部に指を近付けないでください。
指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから手にとっ
てください。
本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。
インクが漏れるおそれがあります。

詰まった用紙を取り除く際は、用紙を無理に引き抜かないでください。また、不安定な姿勢で作業しな
いでください。
急に用紙を引き抜くと、勢いでけがをするおそれがあります。

注意
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インクが皮膚に付いてしまったり、目に入ってしまった時
は以下の処置をしてください。
・皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流し
てください。
・目に入ったときはすぐに水で洗い流してください、その
まま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれが
あります。異常がある場合は、速やかに医師にご相談
ください。

インクカートリッジを分解しないでください。
分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着するおそれ
があります。

インクカートリッジは振らないでください。
強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインク
が漏れるおそれがあります。

インクカートリッジは、子どもの手の届かない場所に保管
してください。

注意

製品使用上のご注意

取り扱い上のご注意
・透明シリコンキャップを必ず外してからセットしてくださ
い。剥がさないまま無理にセットすると、正常に印刷できな
くなるおそれがあります。なお、その他のフィルムやラベル
は絶対に剥がさないでください。インクが漏れる恐れがあ
ります。

・インクカートリッジの緑色の基板には触らないでくださ
い。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

・インクカートリッジは、全色セットしてください。全色セット
しないと印刷できません。

・インク充填中は、電源を切らないでください。充填が不十分
で印刷できなくなるおそれがあります。

・インクカートリッジを取り外した状態で本製品を放置した
り、インクカートリッジ交換中に電源をオフにしたりしない
でください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できな
くなるおそれがあります。

・カートリッジはICチップでインク残量などの情報を管理し
ているため、使用途中に取り外しても再装着して使用でき
ます。ただし、インクが残り少なくなったインクカートリッジ
を取り外すと、再装着しても使用できないことがあります。
また、再装着の際は、プリンターの信頼性を確保するため
にインクが消費されることがあります。

・インクカートリッジを分解または改造しないでください。
正常に印刷できなくなるおそれがあります。

・取り外したインクカートリッジはインク供給孔部にインクが
付いていることがありますので、周囲を汚さないようにご
注意ください。

・本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが
完全に無くなる前に動作を停止するように設計されてお
り、使用済みインクカートリッジ内に多少のインクが残りま
す。

・使用回数を超えるインクカートリッジのご使用はお止めく
ださい。規定回数を超えるご使用によるプリンタヘッドの
故障は保証対象外となります。

以下の方法で処分してください。

使用済みインクカートリッジの処分

一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令
や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事
業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃
棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

インク消費
・プリントヘッドを良好な状態に保つため、印刷時以外にも
インクカートリッジ交換時、ヘッドクリーニング時などのメ
ンテナンス動作でインクが消費されます。

・モノクロやグレースケール印刷の場合でも、用紙種類や印
刷品質の設定によって、カラーインクを使った混色の黒で
印刷します。

※購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（イ
ンクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷でき
る状態にするため、その分インクを消費します。そのため、
初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印
刷できる枚数が少なくなることがあります。

・廃棄

インクカートリッジに関するご注意

取り扱い上のご注意
・弊社以外で購入されたインクカートリッジをプリンタ本体
にセットした場合、保証対象外となります。（食用インクカー
トリッジでない可能性が高い為、修理も対応できかねます。
ご了承下さい。）



製品使用上のご注意

１．付属品の確認

・本製品はセイコーエプソン株式会社のプリンタードライバーを使用しておりますが、セイコーエプソン株式会社
とは無関係で承認を受けたものではありません。
・本製品は当社独自のサポートで可食プリント専用にご使用いただく製品です。

フードプリンターは発送前にテストプリントを行い、事前に動作チェックを行っておりますが、輸送中の運搬環境によってはプリントヘッドに空気の壁（エア
ブロック）が発生し、開封後うまく印刷できない場合があります。
この『エアブロック』の現象は、時間（数日）を置くことで解消される場合もございますが、なかなか解消されない場合もあります。
時間を置いても解消されない場合は弊社までご連絡ください。

２．保護材を取り外す
保護テープや保護材をすべて取り外してください。

７

まずはじめに

プリンタ本体 可食インク

・取扱説明書電源コード
・インストールCD
（PX-105 Series ソフトウェア・ディスク）

※納品時はプリンタ本体に装着されています

※可食シートとUSBケーブルはご用意していただく必要があります。



３．電源を入れて設置

４．プリンタードライバーをインストール

８

まずはじめに

電源ランプが点滅しないときは電源を切り、保護
材の取り忘れがないことを確認してから電源を入
れなおしてください。

直射日光の当たる場所には置かないでください。
水平で安定した場所に置いてください。
静電気の発生しやす場所では、静電気防止マット
などを使用してください。

れる免許を要する移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定の小電力無線局（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用していないことを確認してください。
2. 万一、本機と「他の無線局」との間に有害な電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、使用周波数を変更するかまたは本機の運用
　を停止（無線の発射を停止）してください。

本機の使用周波数は、2.4GHｚ帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業、化学、医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用さ

AC100V 以外の電源は使用しないでください！

警告

周波数について警告

・  Windows10では「このアプ
リがデバイスに変更を加え
ることを許可しますか」と表
示されたら、「はい」をクリッ
クします。

本製品においての使用は致しません。

・ 「ネットワークガイド」（電子マ
ニュアル）をご覧ください。
・   ネットワークガイドはインス
トールの途中でデスクトップ
にアイコンが表示されたら開
けます。
・Webサービスをご利用になる
方は、『EpsonConnectガイド』
をご覧ください。

わかないことがあったら
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６．インクカートリッジの透明シリコンキャップを外す

５．パソコンとプリンターを接続

プリンターカバーを開けて下さい。

パソコン画面の表示に従いプリンターカバーを閉
じてさい。（P19　  参照）

電源ランプが点滅から点灯に変わる（約４分）とインク充填完了です。

まずはじめに

パソコンより画面上の指示に従って、プリントヘッド
をインク交換位置まで動かします。（P19　 参照）

本製品においては使用は致しません

※Windowsの場合

交換位置で止まったらインクカートリッジ(CMYK)を
セットしたまま透明シリコンキャップを外します。

その他のラベルやゴムキャップは取らないでください。

ご注意ください！

透明シリコンキャップ
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・ 可食シートのウラ･オモテに注意して、セッ
トしてください。

・ 可食シートは1枚ずつセットしてください。

・ 可食シートに水分を含むと印刷がにじみ
ますので、生クリームなどに直接のせる
のはおすすめしていません｡

・　可食シートはカットせずA4サイズのまま
印刷してください。カットして印刷すると
シートが詰まってプリンタが故障します。
その際の修理は保証期間中でも有償と
なります。

印刷方法

用紙種類
普通紙

印刷品質
きれい

・基本設定

・応用設定
色補正
ユーザー設定

※設定ボタンを
クリックし、
ユーザー色補
正の設定画面

カラー調整
手動設定

色補正方法
自然な色合い /文書一般

色調整方法
スライドバーにて基準値を設定

※色調整後は必ずテスト印刷を行ってください。
　（テスト印刷は普通紙で行ってください。）

可食シートが曲がったり反っていると、紙送りがで
きない場合があります。

※ご使用前にノズルチェック
を行ってください。（P20)ノ
ズルチェックパターンを印
刷を参照）

可食シートの印刷

※可食シートを使用する場合のみ
※Adobe 製品（Photoshop、Illustrator 等）をお持ちの方は、より詳細な色設定（カラープロファイル）をご利用いただけます。

印刷設定（Adobe製品による画像編集を行わない場合）

画面左下の［Windowsマーク/スタート］→［デバイスとプリンター］→プリンターのアイコン上で右クリック→［印刷設定］→［基本設定］

※より高画質な印刷を行うためには、
印刷品質：詳細設定（品質優先）レベル５に設定してく
ださい。
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印刷設定（Adobe製品による画像編集を行う場合）

印刷方法

Adobe製品をお持ちの方で、加工デンプンエディブルペーパーをご利用のお客様は、カラープロファイルをお使いいただく
ことで、より詳細な色設定を行った印刷が出来ます。
※加工デンプンエディブルペーパーを使用する場合のみ
※以下は Photoshopを例としております（Illustrator でも同様の操作で設定できます）

初期設定（Windows,Mac共通）
Photoshopで印刷データーを開き、「イメージ」
①から「モード」②を選択した後、「RGBカラー」
を選択します。

※画面はMac/Photoshop CS6です。

RGB カラーを選択するRGB カラーを選択する
①① ②②

※イラストレーターの場合
「ファイル」①→「ドキュメントのカラーモード」
②を選択後、「RGBカラー」を選択してください。

※画面はMac/Illustrator CS6です。

①①

②②

データを配置する
画像編集ソフトなどを用いて、画像を印刷位置に配置してください。

※各種画像編集ソフトの使用方法に関しては各ソフト制作メーカーにお問い合わせください。

※こちらでご用意していないサイズのテンプレートはお客様自身でご用意ください。

配置したデータを普通紙に試し印刷してください。

幾つかの配置パターンを各種無料テンプレートでご用意しておりますので、ご利用ください。
ダウンロード先は以下のURLにございます。（.ai .psd .jpgから選択）
http://soken-creative.com/?mode=f2
コンパクトフードプリンタ専門店のトップページ画面上部にある「コンテンツ」より「テンプレートダウンロード」から
ダウンロードしていただけます。



Windowsの場合

※画面はWindows10/Photoshop CS6です。

①①

②②

③③

⑤⑤

④④

③③

カラーの設定

12

⑥⑥

⑦⑦

⑨⑨

※イラストレーターの場合※イラストレーターの場合

⑧⑧

印刷方法

印刷設定（Adobe製品による画像編集を行う場合）
※画面はPhotoshopCS6を例とします。（Illustratorでも同様の操作で設定できます）

プリンタ「PX-105series」⑥を選択し、カラーマ
ネージメントのカラー処理「プリンタによるカ
ラー管理」⑦を選択し、マチング方法を「相対的
な式行きを維持」⑧を選択し、プリンタ設定ボタ
ン⑨をクリックします。

Photoshopにある、編集①をクリックし、「プロ
ファイルの指定」②を選択し、真ん中の作業用
RGB③を選択する。

ファイル④をクリックし、「プリント」⑤を選択します。

※Illustratorの場合はカラー処理「Illustratorのカラー設定」を選択します。

※③について
Illustratorの場合は、プロファイルの指定を「このドキュメントの
カラーマネジメントを行わない」を選択する。

「印刷設定」⑩を選択し、用紙種類「普通紙」、印
刷品質「きれい」⑪を選択してください。

プロファイル「作業用RGB/ sRG IEC61966-2.1」を選択します。

⑩⑩
⑪⑪

12

※より高画質な印刷を行うためには、
印刷品質：詳細設定（品質優先）レベル５に設定してく
ださい。



印刷方法

応用設定⑫をクリックし、ユーザー設定「設定」
⑬を選択します。

戻った画面で「プリント」を押してください。

※加工デンプンエディブルペーパー以外で印刷をする場合は、
設定を「自動」⑰に戻して、「OK」を押してください。

手動設定⑭を選択し、色補正方法「自然な色合/
文書一般」⑮、色調整方法「スライドバー」⑯を
選択し、下記各種数値を入力後、「OK」を押しま
す。

7

13

⑭⑭

⑮⑮

⑯⑯

明度：５
コントラスト：－１５
彩度：１５

シアン　：－２５
マゼンタ：－２５
イエロー：－２５

⑰⑰

各種数値

⑫⑫

⑬⑬
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Macの場合

印刷方法

印刷設定（Adobe製品による画像編集を行う場合）
※画面はPhotoshopCS6を例とします。（Illustratorでも同様の操作で設定できます）

プリンタ「PX-105series」⑥を選択し、カラーマ
ネージメントのカラー処理「プリンタによるカ
ラー管理」⑦を選択し、マチング方法を「相対的
な式行きを維持」⑧を選択し、プリンタ設定ボタ
ン⑨をクリックします。

Photoshopにある、編集①をクリックし、「プロ
ファイルの指定」②を選択し、真ん中の作業用
RGB③を選択する。

ファイル④をクリックし、「プリント」⑤を選択します。

※Illustratorの場合はカラー処理「Illustratorのカラー設定」を選択します。

※③について
Illustratorの場合は、プロファイルの指定を「このドキュメントの
カラーマネジメントを行わない」を選択する。

「印刷設定」⑩を選択し、用紙種類「普通紙」、印
刷品質「きれい」⑪を選択してください。

プロファイル「作業用RGB/ sRG IEC61966-2.1」を選択します。

①①

②②

③③

③③
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印刷設定（Adobe製品による画像編集を行う場合）

印刷方法

カラーオプション⑫を選択し、色補正方法を「自
然な色合/文章一般」⑬を選択します。

下記各種数値を入力後、「保存」を押します。

戻った画面で「印刷」を押してください。

※加工デンプンエディブルペーパー以外で印刷をする場合は、
設定を「色補正なし」⑭に戻して、「保存」を押してください。
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メンテナンス

本体のお手入れ方法
１ヶ月以上経過してプリンターを再使用する場合は、プリンタのヘッドクリーニングを行ってください。
※P20の「ノズルチェックとヘッドクリーニング」参照

※ヘッド内のインクをすべて吐出するためヘッドクリーニングは２回行ってください。
※ヘッドクリーニング後はノズルチェックを行ってください。
※ノズルチェックを行ってもすべてのラインが印刷されない場合は再度ヘッドクリーニングを行ってください。

ヘッドクリーニングは１日３回までとしてください（回数限度を超えるヘッドクリーニングは故障の原因となります）

ご注意ください！
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メンテナンス

プリンター内部清掃方法

クリーニングの際の確認には、A4サイズの普通紙をセットしご確認ください。

・プリンター内部のローラークリーニング

Windowsの場合
PC画面左下[Windowsマーク/スタート]→[デバイスとプリンター]→色がついているお使いのプリンターのアイコン
を右クリック→[印刷設定]→[ユーティリティ]→[内部ローラークリーニング]→[クリーニング]をクリックします。

３回ほど繰り返して、クリーニング完了です。
※汚れがひどい場合は3回以上行ってください。

可食シートに汚れが付着した場合、プリンター内部のローラークリーニングと黒いローラー部分の清掃を行って下さい。

［クリーニング］をクリックしてください。［内部ローラークリーニング］をクリック
してください。



メンテナンス

Macの場合
PC画面左上[リンゴメニュー]→[システム環境設定]→[プリントとスキャン]→お使いのプリンターを選択→[オプショ
ンとサプライ...]ボタンをクリック→[ユーティリティ]→[プリンタユーティリティを開く]→[内部ローラークリーニング]
→[クリーニング]をクリックします。

お使いのプリンターが選択されているか
を確認後、[オプションとサプライ]をクリッ
クしてください。　

［内部ローラークリーニング］をクリックし
てください。

[プリンタユーティリティを開く]をクリッ
クしてください。

３回ほど繰り返しして、クリーニング完了です。
※汚れがひどい場合は3回以上行ってください。

5
清掃完了

ローラー部分ローラー部分

食品添加物を用いたアル
コール除菌スプレー（＊）を
含ませたクロスや布など
で、黒いローラー部分を清
掃してください。

清掃が終わりましたら、プリ
ンターカバーを閉じてくだ
さい。

・黒いローラー部分の清掃

プリンター本体の電源をお切
り頂き、プリンターカバーを開
けてください。

＊パストリーゼなど
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インクカートリッジの交換

メンテナンス

カートリッジ交換のメッセージが出たときは、以下の手順で新しいインクカートリッジと交換してください。

プリントヘッドを交換位置まで動かします。

パソコン画面上の指示に従ってお進みいただき、初期充填が終了するのを待ちます。
「エプソン非純正品が検出されました」と表示されますので、「はい」を選択してください。
インクの充填は約４分ほどかかります。電源ランプの点滅が点灯に変わるとインクの充填は完了です。

充填が始まらずにインクランプが点灯し続けているときは、インクカートリッジをセットし
なおしてください。

カチッ

「カチッ」と音がするまでしっかり押し込
んでください。

色を確認して挿入して
ください。

画面左下の［Windowsマーク/スタート］→［デバ
イスとプリンター］→プリンターのアイコン上で
右クリック→［印刷設定］→［ユーティリティー］→
［インクカートリッジ交換］をクリックします。
※画面上の指示に従って、進めてください。

クリックします

Windowsの場合

画面左上の[リンゴマーク］→［システム環境設定］→
［プリントとスキャナ］→プリンターを選択→［オプショ
ンとサプライ］→［ユーティリティ］→［プリンタユーティ
リティを開く］→［インクカートリッジ交換］をクリックし
ます。

Macの場合

新しいインクカートリッジを袋か
ら取り出し、透明シリコンキャッ
プを外してください。

透明シリコンキャップ

※エアブロックが発生しますので、インク
カートリッジは振らないで下さい。



メンテナンス
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ノズルチェックとヘッドクリーニング
必ずノズルチェック→ヘッドクリーニングの順で行ってください。（ノズルチェックですべてのラインが印刷されている場合はヘッドクリーニングは不要です）
ヘッドクリーニングは１日３回までとしてください（回数を超えるヘッドクリーニングは故障の原因となります）

ノズルチェックパターンを印刷
①ノズルチェックパターンを印刷

②ノズルチェックパターンを確認

③必要に応じてヘッドクリーニング

■すべてのラインが印刷されている

■印刷されていないラインがある

「ヘッドクリーニング」に進んでください。

ノズルは目詰まりしていません。

×

◯

ノズルは目詰まりしています。

◯
◯

④再度ノズルチェック
ノズルチェックパターンのすべてのラインが印刷されるま
でノズルチェックとヘッドクリーニングを繰り返します。

基本の流れ

下記の状態では、「ノズルチェック」 「ヘッドク
リーニング」ができませんので、以下の状態では
ないことを確認してから実行してください。
　①プリンターがエラーの状態
　②印刷中
※インクカートリッジのインク残量が「空」の状
態では印刷しないでください。

クリックします

ヘッドクリーニング

クリックします

Windows10の場合

Windows10の場合

ご注意ください！

画面左下の［Windowsマーク/スタート］→     [設定]→デバ
イス[Bluetoothとその他デバイス]→関連する設定［デバイ
スとプリンター］→プリンターのアイコン上で右クリック→
［印刷設定］→［ユーティリティー］→［ノズルチェック］をク
リックします。

画面左下の［Windowsマーク/スタート］→     [設定]→デバ
イス[Bluetoothとその他デバイス]→関連する設定［デバイ
スとプリンター］→プリンターのアイコン上で右クリック→
［印刷設定］→［ユーティリティー］→［ヘッドクリーニング］を
クリックします。
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メンテナンスメンテナンス

可食シートの保管について

可食インクの保管について

ジップロックなど、密閉性のある袋に入れて
高温多湿を避けて 室温 20~30℃、湿度 40~60%の環境で
保存してください。

可食シートは水分に弱いので、冷蔵庫での保存はお避けください。
台紙から剥がれにくくなり、ヒビ割れの原因となります。
袋に入れて高温多湿を避けて常温で保管してください。

※Windowsのバージョンによって[デバイスとプリンター]の
場所が異なっています。

※印刷時はシートの状態と配置方法をご確認ください。（P10参照）

・ 直射日光を避け、涼しい場所で保管してください。
・ 開封後はお早めにご使用ください。

ご注意ください！

［画面左上のリンゴ
マーク］→［システム
環境設定］→［プリン
トとスキャナ］→プリ
ンターを選択→［オプ
ションとサプライ］→
［ユーティリティ］→
［プリンタユーティリ
ティを開く］→［ヘッド
クリーニング］または
［ノズルチェック］をク
リックします。

Macの場合

Windows7の場合

画面左下の［Windowsマーク/スタート］→［デバイスとプリ
ンター］→プリンターのアイコン上で右クリック→［印刷設
定］→［ユーティリティー］→［ノズルチェック］または[ヘッド
クリーニング]をクリックします。

Windows8の場合

画面左下の［Windowsマーク/スタート］→     [設定]→[コン
トロールパネル]→［デバイスとプリンター］→プリンターの
アイコン上で右クリック→［印刷設定］→［ユーティリティー］
→［ノズルチェック］または[ヘッドクリーニング]をクリックし
ます。
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緊急時に手動でプリントヘッドを動かす方法

電源をOFFにします。 電源をONにして、プリントヘッドが動き始
めたら、電源コードを抜いてください。

プリントヘッドを手動で動かしインクカート
リッジを取り外してください。

メンテナンス

※以下の操作はP23の全てのランプが点滅しているの際に行っていただく操作です。
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23

P.17

P.20



透明シリコンキャップが外しているか確認して下さい（P.9「インクカ
ートリッジの透明シリコンキャップを外す」参照）

24

P.19

P.20

P.21

P.21
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よくあるご質問

可食シート
Ｑ．バタークリーム、生クリームなど（水分を含むもの）の上に乗せる場合は滲みますか？

Ａ．水分のあるものに直接乗せると、滲みの原因になります。

Ｑ．可食シートを乗せたケーキは冷蔵保存できますか？

Ａ．可食シートの適切な環境ではないため推奨しておりません。

Ｑ．可食シートの賞味期限はどれぐらいですか？

Ａ．可食シートの包装に記載しております。

可食インク
Ｑ．インクのランニングコストは？

Ａ．１枚 約 127 円（JIS 画像（日本規格協会 ISO JIS-SCIDNo.5「自転車」）をA4サイズとし印刷した場合）です。

Ｑ．インクの規格は？

Ａ．弊社の可食インクは、食用可食性インク（食品添加物）です。

困ったときは

26

Ｑ．インクカートリッジに入っているインクは冷凍・冷蔵保存できますか？

Ａ．カートリッジのマイクロチップが壊れてしまうので、絶対に冷凍・冷蔵保存しないでください。







上記のQRコードを読み取ることで、簡単にアクセス！
オプション品のご購入は当店まで。

Mail：info@soken-creative.com
〒562-0035　大阪府箕面市船場東3丁目3-12 船場オスカービル3F

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。http://soken-creative.com

本製品に関するお問い合わせ先

※本冊子の内容は2021年2月22日作成のものです。 ●仕様・デザイン等につきましては、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

販売者：株式会社SO-KEN
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