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スマートフォン / タブレット（iOS/Android）
1. スマートフォン / タブレットに、Canon PRINT Inkjet/
SELPHY をインストールする
：App Store で「Canon PRINT」を検索
：Google Play で「Canon PRINT」を検索
または、右のコードから Web サイトにアクセスする

取扱説明書

設置マニュアル 接続編
パソコン/スマートフォン/タブレットの 接続

※ Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0 の場合の手順です。
それ以外のバージョンの場合は、Canon PRINT Inkjet/SELPHY に表示される手順に従って、セット
アップしてください。

2. ご使用のネットワーク環境を確認する
あらかじめ、スマートフォンやタブレットの Wi-Fi を ON にしてください。

『設置マニュアル 本体編』の手順はすべて終わっていますか？
『設置マニュアル 本体編』で説明した手順がすべて終わってからお読みください。
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• 無線 LAN ルーターを使用する場合

• 無線 LAN ルーターを使用しない / お持ちでない場合
（プリンターと端末を直接無線 LAN で接続する場合）

①から先に
お読みください

※ プリンターと端末を直接無線 LAN で接続した場合、端末をインターネット接続できなかったり、
インターネット接続のための通信費がかかることがあります。

プリンターの使用方法に応じた設定に進んでください。

パソコンと接続

スマートフォン
/ タブレットと接続
裏面

につづく

パソコン（Windows/Mac OS）
1. セットアップ用ファイルをダウンロードする
a パソコンの Web ブラウザで下記の URL を入力して、Web サイ
トにアクセスする

2. 接続方法を選択する

Windows PC をご使用の場合は、
CD-ROM からも起動できます。

プリンターの接続方法を選択し、［次へ］をクリックする

b［セットアップを行う］をクリックする
以降は、画面の指示に従って設定を進めてください。
下の画面が表示されれば、プリンターをご使用できます。
引き続き、ソフトウェアをインストールする場合は、
［次へ］
をクリックしてください。

c 製品を購入した地域を選択する
d ご使用の製品を選択する
e［パソコンやスマートフォン / タブレットとつなげる］をクリック
する

f ご使用の OS を選択する
g［ダウンロード］をクリックして、セットアップ用ファイルをダウ
ンロードする
※ ダウンロードについての警告画面が表示された場合は、［ブロック
しない］［許可する］などを選択して、作業を進めてください。

CD-ROM から起動すると、h の画
面が表示されます。以降の手順は、
Web サイトからの場合と同じです。

3. ソフトウェアをインストールする
下の画面が表示されたら、インストールするソフトウェア
を選択し、［次へ］をクリックする

h ダウンロードしたファイルを起動し、
［セットアップ開始］をクリッ
クする

以降は、画面の指示に従って設定を進めてください。

パソコンとの接続は以上で終了です。
i 画面の指示に従ってセットアップを進める
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無線 LAN 接続
ケーブルを使わずにプリンターをネットワー
クに接続します。

USB 接続
USB ケーブルを使用してプリンターをパソコ
ンに接続します。もっともかんたんに接続で
きます。接続できるプリンターは 1 台だけで
す。

無線 LAN ルーターを使用する場合
a ホーム画面の
［設定］をタッ
プする

b Wi-Fi 設定で［Canon_ij_XXXX］をタップする

c インストールし d 画面左上のプリンターア
た［PRINT］を
イコンをタップする
タップする

［Canon_ij_XXXX］が表示されない場合は「 参考」を
参照してプリンターを操作し、表示されるのを待ちます。
XXXX は、ご使用のプリンターによって異なります。
i 端末を接続している無線
LAN ルーターの SSID を
選択する

h［OK］をタップする

e［プリンターの登録］を
タップする

f［プリンターのセット
アップ］をタップする

g［無線 LAN ルーター経由
で接続（推奨）］をタッ
プする

初回起動時には、
使用状況調査画面
が表示されます。

j パスワード入力画面が表 k プリンターが検出されるまで、しば
示された場合は、無線
らく待つ
LAN ルーターのパスワー
ドを入力して、［OK］を
タップする

l プリンターが検出された
ら、使用するプリンター
の機種名をタップする

m 必要に応じてプリンター n プリンターの情報が表示
名を入力し、
［OK］をタッ
されればセットアップは
プする
完了

プリンターが検出されず、プリンター
本体のエラーランプが点灯した場合
は、カラーボタンまたはモノクロボタ
ンを押したあと、a からやり直してく
ださい。

無線 LAN ルーターを使用しない / お持ちでない場合
a ホーム画面の
［設定］をタッ
プする

b Wi-Fi 設定で［Canon_ij_XXXX］をタップする

c インストールし d 画面左上のプリンターア
た［PRINT］を
イコンをタップする
タップする

［Canon_ij_XXXX］が表示されない場合は「 参考」を
参照してプリンターを操作し、表示されるのを待ちます。
XXXX は、ご使用のプリンターによって異なります。
h［OK］をタップする

o プリンターが検出されるま
で、しばらく待つ

p プリンターが検出されたら、使用するプ
リンターの機種名をタップする

a インストールし b［はい］をタップする
た［PRINT］を
タップする

初回起動時には、
使用許諾契約画面
が表示されます。

b の画面が表示されない
場合は「 参考」を参照
してプリンターを操作し、
b の画面が表示されるま
でしばらくお待ちくださ
い。

k i で表示された SSID
をタップする

q 必要に応じてプリンター名を
入力し、［OK］をタップする

c 表示された画面に応じて操作する
下記の画面ではない場合は、「［無線 LAN ルーターの選
択］画面が表示された場合」を参照してください。
プリンターを接続した
い無線 LAN ルーター
の SSID が表示されて
いることを確認して、
［はい］をタップする

［はい］をタップする

AirPrint または Google Cloud Print
を利用する
AirPrint または Google Cloud Print を利用する場合は、次の手順
で準備を進めてください。
a プリンター本体のストップボタンを押す
b プリンターをネットワークに接続する

f［プリンターのセット
アップ］をタップする

g［ダイレクト接続］をタッ
プする

初回起動時には、
使用状況調査画面
が表示されます。

j ホーム画面の
［設定］をタッ
プする

i SSID とパスワードを確認して、［パ
スワードのコピー］をタップする

e［プリンターの登録］を
タップする

l パスワードをペーストして
［接続］をタップする

m［PRINT］をタッ
プする

n［完了］をタップする

r プリンターの情報が表示さ
れればセットアップは完了

d プリンターが検出され
るまで、しばらく待つ

e プリンターが検出され
たら、使用するプリン
ターの機種名をタップ
する

f 必要に応じてプリン
g プリンターの情報が表
示されればセットアッ
ター名を入力し、［OK］
プは完了
をタップする

無線 LAN ルーターの
パスワードを入力して、
［OK］をタップする
プリンターが検出されず、
プリンター本体のエラー
ランプが点灯した場合は、
カラーボタンまたはモノ
クロボタンを押したあと、
a からやり直してくださ
い。

［無線 LAN ルーターの選択］画面が表示された場合
この画面が表示された場合は、次の操作をしてく
ださい。
・ プリンターを接続したい無線 LAN ルーターの
SSID が表示されている場合は、SSID をタッ
プする。
このとき、端末も同じ SSID に接続する。
・ 接続したい SSID がない、もしくは分からな
い場合は、［接続先の無線ルーターがない場合］
をタップする。

［OK］をタップする

参考
［Canon_ij_XXXX］が表示されない場合
Canon PRINT Inkjet/SELPHY の起動時に［プリンターが登録されていません。プリンターのセットアップを行いますか？］というメッ
セージが表示されない場合
上記の状態になった場合は、プリンターで次の操作をしてください。
a プリンターの Wi-Fi ボタン（A）を、電源
ランプ（B）が点滅するまで長押しする

b カラーボタン（C）、Wi-Fi ボタン（A）の
順に押す

c Wi-Fi ランプ（D）が素早く点滅し、電源ラ
ンプ（B）が点灯したことを確認する

(A)
c Google Cloud Print にプリンターを登録する（Google Cloud
Print のみ）

(B)

(A)

(B)

(C)

(D)

