
プリントの場合

インデックスプリント
メモリーカード内の全画像を縮小プリント。
写真の管理や焼き増しに便利です。

分割プリント
複数の写真を1枚にプリント。
証明写真のサイズでのプリントもできます。

フレームつきプリント
撮った写真にフレームをつけて、
プリントできます。

プリント
プリントしたい画像を選んで
プリントできます。

サービスの種類

プリントやメモリーカードの取り忘れにご注意ください。
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編集したい!

フル機能モード
簡単操作ガイド

編集したい!

そのままプリント!そのままプリント!

ご利用の前に、必ずメモリーカードのバックアップを取ってください。データの破損・
消失に関しましては、一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

ご注意

JPEG（Exif 2.2.1  ベースライン方式）
TIFF    （RGB- 非圧縮）
BMP（24ビットWindows方式）　
画像のサイズ：8,000×6,000ピクセルまで

“メモリースティック”
“メモリースティックPRO”
“メモリースティックDuo”

xD-ピクチャー
カード

SDカード /
マルチメディア
カード (MMC)

コンパクトフラッシュ
マイクロドライブ

スマートメディア

対応しているデータ形式

使用できるメディア

言語を選択します。※2

画面にタッチします。1 4 「プリント」を選択します。 5 プリントしたい画像にタッチします。

設定や編集が済んだら、
にタッチします。7 8 プリント枚数や料金を確認して

から、 にタッチします。 9 お店の人にパスワードを
入力してもらいます。※

● にタッチすると画面の説明が
表示されます。　

メモリーカードを取り出すよ
うに表示されるまでは、メモ
リーカードを取り出さないで
ください。

にタッチして、
プリントする枚数を設定します。6

すべての画像に
撮影日を入れることができます。　

※不要の場合があります。

前面のスロットに
メモリーカードを挿入します。3

画像を拡大できます。　

にタッチして、
編集メニューを表示します。

7編集後　　へ

プリント開始！

画像を編集する編集方法について詳しくは、 をご覧ください。画像を編集する



カメラで撮った画像を編集すれば、さらにきれいに
プリントできます。お好きなメニューにタッチしてください。

画像を編集する

古い写真のような趣のあるセピア調、モノクロ写真に加工できます。

画像を編集する
ストロボ撮影で起こった「赤目」を目立たないようにします。赤目補正

プレビュー画面に表示された枠を、 と
を使って、瞳の位置に合わせます。1

2 にタッチします。
赤目補正は、目を一つずつ選んで実行してください。

編集メニューを閉じて、
元の画面に戻ります。

編集前の画像に
戻します。

画像がセピア色になります。

セピア/モノクロ

明るさ、色合い、色の濃さ、シャープネスを調整して、お好みの色調に
変えられます。

調整したい項目の にタッチして、調整
します。
お好きな色調になるよう、画面を確認しながら、
調整してください。

調整が終わったら にタッチします。

画質調整

元の画像から必要な部分だけを切り
抜いたり、画像を回転させて自由に
構図を決められます。

切り抜き･回転

切り抜き（トリミング）
でズームアップ・ダウン。 で切り抜く個所を移動

します。

画像の回転
に1回タッチすると、画像が時計回りに90度回転します。好みの向きに

なるまで、 にタッチします。

選択したら にタッチします。

補正を取り消すときは、
 にタッチします。

3 補正結果を画面で確認します。
補正が終わったら にタッチします。

編集が終わったら にタッチします。

モノクロ写真に変わります。

赤目補正後に切り抜き・回転を行うと、補正が無効になります。
赤目補正は、切り抜き・回転のあとに行ってください。



インデックスプリントの場合

分割プリントの場合

フレームつきプリントの場合

プリントやメモリーカードの取り忘れにご注意ください。

プリントやメモリーカードの取り忘れにご注意ください。 プリントやメモリーカードの取り忘れにご注意ください。

※不要の場合があります。

※不要の場合があります。

● にタッチすると画面の
説明が表示されます。　

※不要の場合があります。

画像を選び直す場合は、
にタッチします。　

言語を選択します。※2
前面のスロットにメモリー
カードを挿入します。3

4 「分割プリント」を
選択します。

複数の画像を割り付けるレ
イアウトの場合は、6 7 を
繰り返します。

プリント枚数や料金を
確認してから、 に
タッチします。

9 お店の人にパスワードを
入力してもらいます。※10

分割プリントの 
レイアウトを選択
します。

5 画像を割り付ける
枠にタッチします。 76

言語を選択します。※2

画面にタッチします。1 4 「インデックスプリント」
を選択します。

プリント枚数や料金を確認
してから、 にタッチして
ください。

5 お店の人にパスワードを
入力してもらいます。※6

言語を選択します。※2
前面のスロットにメモリー
カードを挿入します。3

4 「フレームつきプリント」
を選択します。メモリーカードを取り出すように表示され

るまでは、メモリーカードを取り出さないで
ください。

メモリーカードを取り出すように表示さ
れるまでは、メモリーカードを取り出さ
ないでください。

にタッチして、
編集メニューを表示します。

プリント開始！

編集したい!編集したい!

編集したい!編集したい!

● にタッチすると画面の説明が
　表示されます。　

フレームを選択して、
にタッチします。5

プリントしたい画像に
タッチします。6

7 にタッチして、
プリントする枚数を設定します。

プリント枚数や料金を確認して
から、 にタッチします。9

設定や編集が済んだら、
にタッチします。8

前面のスロットにメモリー
カードを挿入します。3

画面にタッチします。1 画像を選んで に
タッチします。

枚数を設定して、 に
タッチします。8

プリント開始！

画面にタッチします。1

にタッチして、
編集メニューを表示します。

お店の人にパスワードを入力
してもらいます。※10

メモリーカードを取り出すように表示されるま
では、メモリーカードを取り出さないでください。

プリント開始！

メモリーカード内の全画像を
縮小プリントします。

編集方法について詳しくは、

をご覧ください。

編集方法について
詳しくは、

をご覧ください。

画像を編集する画像を編集する

画像を編集する画像を編集する



選んでプリントの場合

すべてプリントの場合

簡易モード
簡単操作ガイド

言語を選択します。※2

画面にタッチします。1 4 「プリント」を選択します。 5 プリントしたい画像にタッチします。

設定が済んだら、
にタッチします。7 8 プリント枚数や料金を確認して

から、 にタッチします。 9 お店の人にパスワードを
入力してもらいます。※

メモリーカードを取り出すように表示され
るまでは、メモリーカードを取り出さない
でください。

にタッチして、
プリントする枚数を設定します。6

すべての画像に
撮影日を入れることができます。　

※不要の場合があります。

前面のスロットに
メモリーカードを挿入します。3

ご利用の前に、必ずメモリーカードのバックアップを取ってください。データの破損・
消失に関しましては、一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

ご注意

JPEG（Exif 2.2.1  ベースライン方式）
TIFF    （RGB- 非圧縮）
BMP（24ビットWindows方式）　
画像のサイズ：8,000×6,000ピクセルまで

SDカード /
マルチメディア
カード (MMC)

コンパクトフラッシュ
マイクロドライブ

スマートメディア

対応しているデータ形式

使用できるメディア

すべてプリント
メモリーカード内の全画像をプリント
します。

選んでプリント
プリントしたい画像を選んで
プリントできます。

サービスの種類

プリントやメモリーカードの取り忘れにご注意ください。

言語を選択します。※2

画面にタッチします。1 4 「すべてプリント」を
選択します。

前面のスロットに
メモリーカードを
挿入します。

3

5 プリント枚数や料金を確認して
から、 にタッチします。 6 お店の人にパスワードを

入力してもらいます。※

メモリーカードを取り出すように表示され
るまでは、メモリーカードを取り出さない
でください。

プリント開始！

※不要の場合があります。

プリントやメモリーカードの取り忘れにご注意ください。

“メモリースティック”
“メモリースティックPRO”
“メモリースティックDuo”

xD-ピクチャー
カード

画像を拡大できます。　

プリント開始！

● にタッチすると
    画面の説明が表示されます。　



リボンカートリッジの交換

プリント紙の交換

サイドドアを開けます。1

フロントドアを開けます。1 ペーパーホルダー取り出しボタ
ンを押し、ペーパーホルダーを取
り出します。

2 ペーパーホルダーの上にあるボタ
ンを押して、ホルダーを完全に
開けます。

3 ペーパーホルダーからプリント紙
を取り出します。4 取り出したプリント紙から

ペーパーコアを抜きます。5

新しいプリント紙にペーパー
コアを差し込みます。6 7 中央にあるシールの矢印が奥を向

くよう、プリント紙をペーパーホ
ルダーに入れ、シールをはがしま
す。

ペーパーホルダーを閉めます。8 ペーパーホルダーを本機の中に入
れます。9 フロントドアを閉めます。10

 交換時の注意事項

リボンカートリッジ･プリント紙の交換 お店の方向け

お店の方に
メンテナンスガイド

※プリント紙についているシールはすべてはが
してください。シールがプリンター内に残る
と、トラブルの原因となることがあります。

※ペーパーホルダーに紙片がたまっていたら
紙片を取り除いてください。

リボンカートリッジを取り出します。2 新しいカートリッジを挿入します。3 サイドドアを閉めます。4

●プリント終了直後は、本機内部のサーマルヘッドが
熱くなっている場合があります。カートリッジを交
換の際、リボンカートリッジ装着口の内部に手を
入れると、やけどの原因となることがありますの
でご注意ください。

●必ず専用のプリントパックをお使いください。

●リボンカートリッジとプリント紙は、必ずセットで交
換してください。

●プリント紙のプリント面やリボンカートリッジ
のインクには触らないでください。プリント面
やインクに指紋やほこりが付着すると、きれい
にプリントできないことがあります。



故障かな？と思ったら

症　状 原因/処置

画像データが読み込めない。 画像が記録されていないメモリーカードをセットしている。
→ 画像が記録されているメモリーカードをセットしてください。
本機が対応していないフォーマットで画像が記録されている。
→ 本機が対応しているフォーマットの画像をご用意ください。
メモリーカードが奥まで入っていない。
→ メモリーカードを奥まで押し込んでください。
メモリーカードが正しい方向にセットされていない。
→ セットする方向を操作画面に合わせてください。

操作部のディスプレイの角度によっては、画面が見えにくい場合があります。
→ ディスプレイの角度を見やすい角度に調節してお使いください。

画像がずれている。
→ 管理画面でプリント位置を調整してください。

画面が見えない、見えにくい。

プリントのはじに余白ができる。

プリント紙が正しく装着されていない。
→ 正しく装着してください。

リボンカートリッジが正しく装着されていない。
→ 正しく装着してください。

トラブルではありません。プリント紙は余分に巻いてあります。
→ 余ったプリント紙は取り出し、新しいリボンカートリッジとプリント
紙を装着してください。

プリント紙を取り付けたのにプリント紙
がないというメッセージが表示される。

リボンカートリッジを取り付けたのに、
リボンカートリッジがないというメッ
セージが表示される。

プリント紙がないというメッセージが
表示されているのにプリント紙が余って
いる。

プリント紙が取り付けられない。 ペーパーホルダーにアダプターが取り付けられている状態で、2UPC-C13、
2UPC-C15を取り付けようとしている。
→アダプターを取りはずしてから、プリント紙を入れ直してください。
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