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ご注意
インクはスポンジの高さより
上に入れないでください。

腹の部分をゆっくり押して
インクを注入してください。

インクが漏れ
ることがあり
ます。

インクボトル 先端キャップ

ノズル
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ご注意
2分放置後インク液面が下が
りますが、インクの追加注入
は行わないでください。

詰め替えインク型番 インク容量 インク色 対応カートリッジ
THC-3EC4N 40ml シアン BCI-3eC
THC-3EM4N 40ml マゼンタ BCI-3eM
THC-3EY4N 40ml イエロー BCI-3eY
THC-3ECSET4N 各40ml シアン/マゼンタ/イエロー BCI-3eC/M/Y
THC-6BK4N 40ml 染料ブラック BCI-6(5)BK
THC-6C4N 40ml シアン BCI-6(5)C
THC-6M4N 40ml マゼンタ BCI-6(5)M
THC-6Y4N 40ml イエロー BCI-6(5)Y
THC-6PC4N 40ml フォトシアン BCI-6(5)PC
THC-6PM4N 40ml フォトマゼンタ BCI-6(5)PM
THC-6CSET4N 各40ml シアン/マゼンタ/イエロー BCI-6(5)C/M/Y
THC-6PSET4N 各40ml フォトシアン/フォトマゼンタ BCI-6(5)PC/PM

〈インクジェットプリンタ専用〉詰め替えインク
共通取扱説明書

CANON BCI-3eC/M/Y/6(5)用
40mlタイプ

この説明書をよく読んで
正しく作業してください。

詰め替え作業の前に
長期間プリンタをお使いになっていない場合、イン
クを注入しても正常印刷ができない場合がありま
す。詰め替えを行う前に印刷ができるかどうかを必
ず確認してください。
●詰め替えるタイミングについて
パソコン画面上にインク残量警告が表示された時
点で詰め替え作業を行ってください。
※警告が表示されたあとも詰め替えをせずに印刷を
続けるとスポンジ部が乾燥し故障の原因となります。

インク詰め替えの手順
準備をします1 

準備をします2 

カートリッジをプリンタにセットします3 
●	ご使用前には、必ず取扱説明書をよく読んでから、詰め替え作業を行っ
てください。

●	プリンタ等の故障の原因になりますので、以下のカートリッジには使用
しないでください。
本製品対応以外のカートリッジ（リサイクル品や汎用品を含む）•	
空のまま、長期間放置したカートリッジ•	
他社の詰め替えインクをご使用になられたカートリッジ•	

●	お子様の手の届かない場所に保管してください。
●	インクを飲まないでください。万一、インクを飲み込んだ場合は、水を飲
ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置を
して、すぐに石の診察を受けてください。

●	皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくな
りますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。

●	直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
●	長期間使用されなかったインクは、変質することも考えられますので、
できるだけ1年以内でご使用ください。

●	インクボトルは立てた状態で保管してください。横倒し状態で保管しま
すとインクが漏れることがあります。

ご使用及び保管に関しての注意

❷

作業場所が汚れないよう、ペーパータオルか新聞紙を作業する場所に敷いて11
ください。

カートリッジ天面の「◎」部分を塞いでいるボールを外します。21
丸く抜かれたフィルムは取り除いてください。（その際抜かれたフィルムがカート
リッジ内に入ることがありますが、使用上問題ありませんのでそのままお使いくだ
さい。)

体重をかけ、垂直に押さえます。
❶

注入口開け治具の
この突起にあわせ
ます。

カートリッジをL型キャップに取り付けます。31
カートリッジのインク出口に付着したインクを
拭き取ってから、インク出口をL型キャップの
パッドにしっかり押し当て、取り付けてください。

カートリッジのツメをL
型キャップにかけ、確実
に固定してください。

注意

パッド

インク出口がパッ
ドから浮いている
とインク漏れの原
因となります。カートリッジのボールが外れます。

インクボトルの先端キャップを外します。11
インクボトルの先端をインク注入口に奥まで差し込んでください。ボトルの腹をゆっくりと押し、インクが漏れないよう確21
認しながら注入してください。インク漏れの原因となりますので、スポンジの高さより上に入れないでください。

注入後、31 インクがスポンジに十分しみ込むよう、2分間放置してから、付属の注入口栓（乳白色）をしっかりとはめ込みます。
インクがスポンジにしみ込むとインク液面が下がりますが、十分インクが入った状態ですので、インクの追加注入は行わな
いでください。インク漏れの原因Tなります。

注入後のインクボトルはノズルの先をティッシュ等で吹いて41 先端キャップをし、立てた状態で保管してください。

インク注入の際は、インクボトルのノズルの先をカートリッジ
注入口から浮かないように差し込んで注入してください。
ノズルが浮いていたり作業途中にノズルを外したりすると、
注入口付近にインクが付着しエア抜きがうまくできず、イン
クが漏れることがあります。

カートリッジにインク注入口栓がしっかりと11
はめ込まれているか確認します。
しっかりはめ込まれていないと、L型キャップ
を外した際にインクが漏れることがあります。

カートリッジからＬ型キャップを外します。 21
固定レバーを押して、L型キャップを外します。

困ったときは

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】
エレコム総合インフォメーションセンター TEL:0570-084-465  FAX:0570-050-012〔受付時間〕9:00～ 19:00 年中無休

CR064-0680B

こんなときは ご確認ください 対応

商品内容が記載と異なる 本取扱説明書に記載してありますセット内容と現品をご確認ください。•1 お買い上げの販売店までご連絡ください。

インクボトルから1
インクが漏れている

箱やインクボトルに損傷はありませんか？•1
輸送上の破損の可能性があります。	➡

お買い上げの販売店までご連絡ください。

箱やインクボトルに損傷が無いのにインクが漏れていましたか？•1 お買い上げの販売店までご連絡ください。

インクボトルを横倒しにして保管していませんか？•1 立てた状態で保管してください。

注入後のカートリッジから
インクが漏れている

インクのなくなったカートリッジを長期間放置されませんでしたか？•1
カートリッジの中でインクが固まってしまっており、きちんと注入できない	➡
可能性があります。

新しい純正カートリッジをお買い求めいただき、それを使い切って
から弊社詰め替えインクをご使用ください。

インク注入口からインクが漏れていませんか？•1 インク注入口をふさいでいる注入口栓をご確認ください。

インク出口からインクが漏れていませんか？•1
カートリッジのインク出口を下にしてティッシュペーパー等の上に
おき、余分なインクを吸収させてください。

印刷中のカートリッジから
インクが漏れている

注入後のカートリッジからインクは漏れていませんでいたか？•1
上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」をご確認くだ
さい。

詰め替え回数はオーバーしていませんか？•1
詰め替え限度回数を越えての使用はカートリッジのインク保持力が低下する	➡
ため、詰め替えにはご使用にならないでください。（本取扱説明書に記載して
ある「カートリッジの詰め替え限度回数について」をご確認ください。）

詰め替え限度回数を越えたカートリッジは廃棄していただき、新しい
カートリッジを誤使用の上、詰め替えを行ってください。

うまく印刷できない

他社の詰め替えインクに継ぎ足して使用していませんか？•1
他社詰め替えインクと混合しますと、不具合が発生する可能性があります。	➡

パッケージに記載の純正インク以外とは互換性はありませんので決し
てご使用にならないでください。

印刷面にインクが漏れていませんか？•1
カートリッジからインクが漏れていると、印刷不良だけでなく、プリンタの故	➡
障の原因ともなりますので、十分ご注意ください。

上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」「印刷中の
カートリッジからインクが漏れている」をご確認いただき、適切な処
置を行った後、動作確認と印刷確認を行ってください。

カートリッジからインクは供給されていますか？•1
長期間プリンタをご使用になられていない場合、インクが中で固まっている	➡
可能性があります。

プリントヘッドのクリーニングを実施し、印刷確認を行ってください。
それでもインクが供給されない場合、新しいカートリッジで印刷確
認を行ってください。

純正以外のカートリッジを使用していませんか？•1
純正以外のカートリッジには対応しません。	
必ず純正のカートリッジをご使用ください。

プリントヘッドの位置調整は行いましたか？•1 プリンタの取り扱い説明書に従って調整してください。

カートリッジをプリンタから外したまま長期間放置していませんでし•1
たか？
プリントヘッドに残ったインクが固まっている可能性があります。	➡

新しいカートリッジで印刷確認を行ってください。
改善しない場合は、長期保存によりプリンタ側にトラブルが発生し
た可能性があります。

落としたボールとフィルムがインクが通路をふさいでいませんか？•1
カートリッジをプリンタより取り外し、レバー側を斜め下にし、フタ
を2、3回たたきます。インク通路をふさいでいたボールとフィルム
がレバー側に移動し正常に印刷ができます。

インク内に泡だけが残っていませんか？•1 泡が消えるのを待ち、インクを注入してください。

色合いがおかしい

インク注入量が多すぎませんか？•1
インクを入れすぎると、特定の色が濃くなったり、正常な色合いにならない場	➡
合があります。

プリントヘッドのクリーニングと印字確認を交互に行い印字状態を
安定させてください。

画面上の色合いと異なっていますか？•1
ソフトの設定や、画面の調整によっては、画面上のカラーと実際の印字カラー	➡
は異なることがあります。

ソフトやディスプレイの設定を確認してください。

純正インクで印字した場合と色合いが異なっていますか？•1
本品は純正インクを使用しておりません。同等の色合いを実現させておりま	➡
すが、若干の色の差異が発生する場合があります。

プリンタによっては、印刷設定で色合いの調整ができる場合があり
ます。
詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。

手などにインクが付着した インクの付着による人体への影響はありません。•1 石けんや水等で優しく汚れを落としてください。

誤ってインクを飲み込んで
しまった

水を飲ませる等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。

インクが衣服に付着して
しまった

衣服の素材に合った方法でしみ抜きなどをお試しください。

FAX機能のあるプリン
タで受信FAXが自動で
印刷されない

代行受信になっていませんか?•1
代行受信されたFAXの印刷方法については各プリンタ付属のマ
ニュアル等をご参照ください。

※	インク詰まり等が発生し、印刷が正常にできなくなった場合は、新しい純正カートリッジで印刷確認を行ってください。	
プリンタ本体の故障でない場合は、カートリッジ交換とプリントヘッドのクリーニング等で改善される場合があります。

余分なインクを吸収させます。31
インク出口を下向きにしてペーパータオルの
上に置くと、少量の余分なインクが出てくる
ことがあります。
15秒ほどでカートリッジ内部が安定します。
平らな面に置いてください。インク出口内部
のフィルターに直接ペーパータオルが触れる
と過剰にインクを吸いだす場合があります。

注意
取り外す際、カートリッ
ジを強く握ると、インク
出口から押し出されたイ
ンクがパッドに付着し下
に垂れる場合があります
のでご注意ください。

インク漏れが無いことを確41
認したら、カートリッジをプリ
ンタにセットします。

注意
万一、印刷状態が悪い場
合はプリンタの取扱説明書
に従って、プリントヘッド
のクリーニングと印刷確認
をおこなってください。
印刷が安定しない場合は、
プリントヘッドのクリーニン
グと印刷確認を交互におこ
なってください。


