
東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011
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※つめかえインクを使用したカートリッジを使ったプリンタは、メーカーによっては不正改造に当たると判断される場合があります。
　不具合が発生した場合まず弊社にご連絡ください。

・ブラック・・・［蒸留水］70％～80％・［溶剤（グリコール・イソプロピルアルコールなど）］1％～10％［染料］1％～15％
・シアン・・・［蒸留水］70％～80％・［溶剤（グリコール・イソプロピルアルコールなど）］1％～10％［染料］1％～15％
・マゼンタ・・・［蒸留水］60％～70％・［溶剤（グリコール・イソプロピルアルコールなど）］1％～15％［染料］15％～25％
・イエロー・・・［蒸留水］70％～80％・［溶剤（グリコール・イソプロピルアルコールなど）］1％～10％［染料］1％～15％
・レッド・・・［蒸留水］70％～80％・［溶剤（グリコール・イソプロピルアルコールなど）］1％～10％［染料］1％～15％
・グリーン・・・［蒸留水］70％～80％・［溶剤（グリコール・イソプロピルアルコールなど）］1％～10％［染料］1％～15％
・フォトシアン・・・［蒸留水］70％～80％・［溶剤（グリコール・イソプロピルアルコールなど）1％～10％・［染料］1％～15％
・フォトマゼンタ・・・［蒸留水］60％～70％・［溶剤（グリコール・イソプロピルアルコールなど）］1％～15％［染料］15％～25％
・ブラック（顔料）・・・［蒸留水］50％～60％・［溶剤（グリコール）］20％～30％［その他顔料など］2％～10％

●INK-7・9シリーズ

INK-7・9シリーズ共通
つめかえインク取扱説明書

■インクカートリッジの種類により適応するインクが異なります。
   対応カートリッジをご確認の上ご使用ください。
■同色のインクカートリッジを使用する場合は必ず印などをつけて判別できるように
   してください。
■インクは身体及び衣類等に付着するとすぐには消えません。取扱にご注意ください。
■ご使用の前に注意事項を必ずお読みください。
■同シリーズ以外のつめかえインクを使用したカートリッジには対応していません。

セット内容   
このパッケージの中には以下のものが含まれています。数量、セット内容は型番に
より異なります。もし、不足しているものや、損傷などがありましたらお買い求めの
販売店にご連絡ください。
①インクボトル

インク面の高さについて

②インク供給口キャップ
　（INK-～Sシリーズのみ）

③手袋  ④ポケットドリル 
　（INK-～Sシリーズのみ）

⑤プライバ
　（INK-～Sシリーズのみ）

⑦取扱説明書  
   2枚

⑥プラグ
　（予備プラグ1個付き） 

次の注意事項は、つめかえる時の危害や損傷を未然に防ぎ、つめかえインクセットを正しく安全にお
使い頂くためのものです。
●つめかえは新聞紙などを敷いて、そのうえで行ってください。  
●つめかえる時にインクがこぼれ、周辺が汚れる事があります。ティッシュペーパーもしくはペーパー
タオルなどをあらかじめご用意ください。
●本製品のインクは身体や衣類に付着するとすぐには消えません。ご使用に際しては注入する時の他
は、不用意にインクボトルを強く握ったり、逆さまに持たないようにしてください。インクボトルのノズ
ルの先からインクが飛び出したり、こぼれ落ちて身体や衣類に付着しないように注意してください。

安全上の注意

●子供の手の届く所に置かないでください。 
●飲むことはできません。誤って飲んでしまった場合には、医者の診断を受けてください。 
●目に入ってしまった場合には、すぐに水で洗い流してください。  
●カートリッジをプリンタから取り外したり、取り付けたりする時には、プリンタの取扱説明書の指示に
従ってください。
●インクは開封後1年以内にご使用ください。

注意

つめかえした後の残ったインクは、ゴムキャップをしっかりして、直射日光の当たるところ及び、高温多
湿の場所は避け、涼しい所で保管してください。インクの漏れを防ぐために容器は立てて保管してく
ださい。
■本製品のカラーインクは当社オリジナルインクを使用しています。
●本製品はキヤノン（株）とは無関係で承認を受けたものではありません。  
●商品仕様は諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
●記載されている会社名・商品名は、一般には各社の商標または登録商標です。  
●万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合には、同数の新しい製品と取り替えいた
します。それ以外の責はご容赦願います。  
●改良のため予告なく外観、仕様を変更する場合があります。

保管

対応カートリッジ、対応プリンタはパッケージをご覧ください。

小

���-INK

注意
プリンタの機種によってはBCI-7eBK・BCI-9BKの2種類
使用する場合があります。
カートリッジをよく確認してからつめかえてください。

カートリッジサイズ

BCI-9BK

BCI-7eBK

※インクのみシリーズにはキャップは付いて
   いません。
※どちらか1個しか入っていません。

（INK-7シリーズ用）

大
（INK-9BK用）

数量はパッケージをご覧ください。

ボトルのインク液面の高さに差が
ある場合があります。これはボト
ルの内容積の差によるもので、イ
ンクの量はパッケージに表示して
ある容量が充填されています。

ご使用前に
必ずお読みください。

インク成分

08/02/FNDak

受付時間 ： 月～金（土・日・祝日をのぞく）
　　　　   9：00～12：00　13：00～18：00

tel：076-274-0707

inksupport@sanwa.co.jp
つめかえインクサポートセンター

注意

確認事項 処     置

トラブルシューティング
症　 状

つめかえ方法や治具の形状が違いますので、回復出来ない場合があります。印刷不良や思わぬ事故などの原因となります。必ず純
正品からつめかえて、本書に記載されていること以外は行わないでください。

他社のつめかえを先に行っていませんか？

インク供給口キャップの取り付け方が傾いたり、すき
間が開いていたりしていませんか？

インク供給口からインクが漏れていませんか？

カートリッジが正常に取り付けられているか確認して
ください。

インク供給口からインクが漏れてきませんか？

カートリッジを確認してください。

長期間使用していない。または、外してあったカートリ
ッジではありませんか？

他社のつめ替えインクと併用していませんか？

つめ替え回数が多くなっていませんか、確認してくだ
さい。

ノズルチェックをして、出力した色を確認してください。

カートリッジの取り付けを確認してください。

カートリッジの色とつめかえた色とが合っていましたか？

他社のつめかえを先に行っていませんか？

用紙のインクが乾いていますか？

使った用紙や印刷設定が変わっていませんか？

プリンタの機種がA（2005モデル）かB（2006モデ
ル）か、確認してください。

つめかえたカートリッジを取り付けた後は、しばらくは
解除の画面表示は現れませんが、印刷が可能です。

インクの漏れが止まらない。

注入中にインク供給口から
インクが漏れてくる。

プラグをした後にインクが漏
れている。

つめかえた色のインクが出
ない。

印刷にかすれやスジが入る。
または、途中で途切れる。

色合いがおかしい。

残量検知機能解除操作が必
要なプリンタかどうかわから
ない。

残量検知機能解除の画面表
示が現れない。

残量検知機能解除
操作について

印刷の時

つめかえ作業中

キャップを回して、ねじり込むように押し込み直してください。（手順2）

プラグの差し込み方を確認してください。インク供給口キャップを付け直して、再度差し込み直してください。（手順６）

余分なインクが残っている可能性があります。カートリッジをペーパータオルなどの上に置いて、再度インクを除いてください。
（手順７）

カートリッジが浮き上がった状態ではインクが供給できません。固定用つまみがカチッと音がするまで入れ直してください。

余分なインクが残っているかインクの入れ過ぎの可能性があります。（手順７）の余分なインクを除く作業を再度行ってください。

供給口キャップを長い間つけていませんか？ インク供給口のフィルター部分がへこんでいる場合があります。カートリッジを下向きに軽く2～3回たたいてください。

互換カートリッジや再生リサイクルカートリッジをつかっていませんか。純正品以外は対応しておりません。

インク供給口や空気の通路をカバーしないで放置されたカートリッジをつめかえても、残っていたインクの乾燥や部材劣化により正
常な印刷ができない可能性があります。つめ替える前に必ず印字できるか確認してください。

純正互換インクなので、併用した場合インクのかすれや出なくなるおそれがあります。

つめかえ回数が多くなると（3回までが目安）カートリッジのフェルトの中に空気の泡が発生し、インクの流れが悪くなり、かすれや途
切れやすくなります。新しいカートリッジに交換をお勧めします。

当社オリジナルインクを使用しており、同等の色合いに調整していますが、若干の色の差異が生じる場合があります。

つめかえたカートリッジが正しい色の所に戻されているか見て、入れ直してください。

シアンとフォトシアン、マゼンタとフォトマゼンタなど、よく似た色をつめ替えてしまう場合があります。このような場合はいったんイ
ンクを全部抜いて、本来の色にインクを入れ直し、正常な色になるまで印刷する必要があります。

併用した場合、色が変わる恐れがあります。必ず、純正品からつめかえてください。

インクは印刷してから乾くまで時間がかかり、その間、色合いは変化して行きます。用紙により差がありますが、少なくとも30分以上経過して
から確認してください。

使う用紙が変わると色合いが違って印刷されます。同じ用紙とそれに合った印刷の設定にしてください。

BCI-9BKまたはBCI-７ｅシリーズのインクカートリッジを取り付けて、ＬＥＤ（発光ダイオード）が赤く点灯するプリンタがＢ（2006モデ
ル）で、残量検知機能解除の操作が必要です。点灯しないプリンタはＡ（2005モデル）ですのでこの操作は必要なく、そのままつめかえ
たカートリッジを取り付けて印刷できます。

解除の画面表示が現れるタイミングはお使いの状況により異なり、印刷量に比例して多いほど早く現れます。それまでは、つめかえた
カートリッジをプリンタに取り付けて、通常通り印刷が実行されれば印刷は継続されます。ただし、インク残量やインク切れはカートリ
ッジや印刷状況を見て注意してください。



つめかえの前に必ずお読みください

1 ペーパータオルなどの上に、プリンタから取
り外したインクカートリッジを図のようにセッ
トします。

インクカートリッジをペーパータオルの上に置く

インクボトルのゴムキャップをはずす
4

2
インク供給口キャップでフタをする

インクを注入する　　　
5

インク補充の際にインクが漏れるのを防ぐため、
供給口に付着しているインクを完全に拭き取り、
インク供給口キャップ（②）でフタをします。

手袋（③）を着用します。インクボトルのゴム
キャップを取り外したり閉めたりする際は、ノ
ズルの根元をしっかりと押さえながら、垂直
方向に動かしてください。

インク供給口のキャップを取り、余分なインクを除く
7

つめかえ手順はBCI-9BK・BCI-7e・BCI-7シリーズ共通ですが、その後は使用プリンタの機種に
よって作業が分かれます。

●つめかえたあとの作業について

インクボトル部分は絶対に押さえないでください。押さえ
るとインクが飛び出すことがあります。(ゴムキャップを閉
める際はノズル先端から１cm程差し込んでください。)

インク供給口のキャップをとり、ペーパータオルの上に10～
30秒置いて余分なインクを除いてください。
その後、インク供給口からインクが出てこないことを確かめ
た後、付着したインクもかるく拭き取ってから
プリンタにセットしてください。

インク供給口

ペーパータオルなどを
３枚程度重ねてください。

ゴムキャップ

※目盛りはあくまでも目安です。

インクボトル
1mlの目盛

インクボトルのノズル先を水平より上に持って、
ドリルで開けた注入口にノズルの先端を合わせ
ます。そのままインクボトルが垂直になるように
起こして差し込みます。
ボトルをゆっくり絞りながらインクを注入します。

注意

注意

・手順⑥の後すぐにはインクが出ない場合がありますが、必ずこの作業を行いインクを除いてください。
・注入口にプラグがしっかり差し込まれていないと、インクがとまらない場合があります。しっかりとプラ
 グをさしこんでください。
・インクがこぼれた状態でカートリッジをプリンタに装着しないでください。

クリーニング・印字テスト
8 最初にクリーニングを１回行い、印字テストを行ってください。プリントがよくない場合は、もう一度

クリーニングと印字テストを行ってください。クリーニングと印字テスト方法はプリンタの取扱説明
書を参照してください。クリーニングの繰り返しはインクカートリッジの寿命が短くなります。３回ま
でのクリーニングで正常にプリントされない場合はトラブルシューティングを参照してください。

つめかえた後の残ったインクは、ゴムキャップをしっかりと閉め、直射日光の当たるところ及び高温
多湿の場所は避け、涼しい所に立て、次のつめかえまで保管してください。

●つめかえが終わったら

手順②のインク供給口キャップでフタをしてから付属のプライバ（⑤）を
使い、インク注入口に差し込んだプラグを引き抜きます。④～⑦の手順
でつめかえを行い、終了したら外したプラグを再度しっかりと注入口に差
し込みフタをします。

つめかえインクによるカートリッジの再使用は、3～4回までが適当です。それ以上のつめかえは、
インク供給に不都合を生ずることがあります。その際は新しいカ－トリッジをお買い求めください。

●2回目以降のつめかえ

●つめかえ回数

外したプラグは再度使用しますのでしっかり保存してください。注意

注意

注意
BCI-9BKはキャップ大、それ以外のカートリッジはキャッ
プ小を使用してください。
キャップはつめかえ作業が終わり次第はずしてください。

インク供給口キャップ漏れないように
しっかり押し込む

ノズルの根元で注入口をふさがないよう、空気の抜けるす
き間を確保しておいてください。すきまを確保せずにインク
をいれると空気におし
だされて供給口や空
気の通路からインクが
もれてきます。また注
入時はもれなくても供
給口キャップをはずし
た後インクがあふれる
可能性があります。ま
た空気の通路からイ
ンクがもれてくるとプ
リンタにセットした時
にインクが出ない場
合があります。

カートリッジにインク注入口をあける
3 カートリッジをひっくり返し、ポケットドリル（④）の先端を図で示す位置（丸いへこみの中）に合わせ、

垂直に立てた状態で少し力を加えながら時計方向に回転させて、まっすぐ穴を開けます。

ドリルの位置

ポケットドリル
注意

ななめに穴をあけてし
まうと、注入口が大きく
なり⑥で使用するプラ
グがしっかりしまらなく
なる場合があります。

ノズルの先を付けて
からボトルを下向きに
すると、こぼれにくい

注入口からこぼれたり付着したインクをティッシュペーパーなど
で拭き取ります。付属のプラグ（⑥）を注入口に差し込み、インク
が漏れないようにプラグでしっかりとフタをします。

注入口にプラグを差し込む
6

プラグ

注  意

PIXUS　　iP7500、iP6700D、iP6600D、iP5200R、iP4500、iP4300、iP4200、iP3500、iP3300、iX5000、Pro9000、 
                 MP970、MP960、MP950、MP810、MP800、MP610、MP600、MP520、MP510、MP500、MP830※（※下記を参照してください）

次のキヤノンプリンタでインクをつめかえてご使用になる時の注意。

上記のBCI-9BKおよびBCI-7eカートリッジ専用プリンタでつめかえインクカートリッジを使って印刷するには、プリンタの「インク残量検知機能を無効にする」という操作が必要です。
同封の「つめかえたインクタンクでの印刷の続行操作とインク残量検知機能の無効操作について」の取扱説明書を参考に行えばインク残量は表示されませんが、印刷は通常通り行えます。

●この操作による表示解除はつめかえて使用したカートリッジだけであり、新品カートリッジを取り付けた後は、残量検知機能と残量表示は有効に戻ります。
●インクをつめかえたカートリッジやそれを使用したプリンタは、メーカーによっては不正改造にあたるとみなされる場合があります。
　使用中にトラブルが発生した時、不明点、ご質問、ご相談はまず弊社にご連絡ください。
●インクカートリッジのコンタクト面を汚したり、触れたりしないようにしてください。

※ファクス機能付き複合機PIXUS MP830でつめかえインクを使用する場合つめかえたカートリッジをプリンタに戻し印刷作業を行うと「インクが少なくなっています　 」「インクがなくなりました　 」のメッ
セージが表示され、プリンタ操作パネルの　  ボタンを押すと通常の印刷は可能となります。

　ただしこの表示がされている時ファクス受信機能は代行受信となりメモリに保存されますので手動で保存されているファクスを印刷してください。（手動印刷の方法はプリンタの取扱説明書に従ってください）
残量検知機能を無効にした後からは受信設定通りに受信した後にファクスが印刷されます。

インク残量検知機能無効操作の必要はありません。カートリッジをプリン
タに取り付けて手順⑧の「クリーニングと印字テスト」を行ってください。

iP4300 / iP3300 / iP6700D /　MP960 / MP600
MP810 / MP510

iP4500 / iP3500 / MP970 / MP610 / MP520

2007年
モデル

2008年
モデル

iP7500 / iP6600D / iP5200R / iX5000 / iP4200 / Pro9000
MP950 / MP830 / MP800 / MP500

2006年
モデル

iP9910 / iP8600 / iP8100 / iP7100 / iP6100D / iP4100 / 
iP4100R / iP3100 / MP900 / MP790 / MP770

2005年
モデル

注意 注入口にプラグがしっかり差し込まれていないと、イン
クが供給口から流れ出して止まらない場合がありま
す。しっかりとプラグを差し込んでください。

つめかえインク INK-3・6シリーズ専用プラグのため7・9シ
リーズには使用しないでください。インクカートリッジやプ
リンタに不具合が発生する恐れがあります。

BCI-9・7 BCI-3eBK

! つめかえのポイント
●カートリッジ内のインクがなくならないうちにつめかえを行ってください。つめかえしてもプリントヘッドのインク供給に時間がかかり、
　しばらく印字しない場合があります。
●長期間プリンタをお使いになってない場合、つめかえを行う前に必ず印字できるかどうかご確認ください。
●乾燥しやすい場所では、作業しないでください。プリントヘッドやインクが凝固し故障の原因となる恐れがあります。

カートリッジの確認

純正カートリッジに
はってあるシールは
絶対にはがさないで
ください。

注意：コンタクト面を汚したり
　　 触れたりしないでください。

◎インク供給口

◎インクタンク部

◎コンタクト面

 ◎空気の通路
インクが入りすぎるとここから
インクが漏れてきます

◎インク注入口
こちらからインク
を補充します

●つめかえのときにインクがこぼれ
て、周辺が汚れることがあります。あ
らかじめ新聞紙またはペーパータオ
ルなどを用意し、その上でつめかえ
を行ってください。
●手順4以降は、手袋(③)を着用して
ください。

準備１ 準備2汚れ防止のための準備
●工具の確認をしてください。

と書いている品番の末尾にSの付かないタイプはプラグしか入ってお
りません。つめかえを行うには別途INK-KIT・KIT3をご購入ください。

新聞紙

ペーパータオル手袋

ドリル プラグ

注意 インク
のみ

キャップ
※どちらかになります。

つめかえの手順

注意

インクはスポンジと同じくらいの高さまで注入し
てください。（BCI-7シリーズ：約7～10ml）
（BCI-9BK：約15～20ml）
※カートリッジの中にインクがない状態で注入す
るとインクが浸透するのに時間がかかる場合
があります。

インク残量検知機能無効操作の必要があります。
カートリッジをプリンタに取り付けて「つめかえたイン
クタンクでの印刷の続行作業とインク残量検知機能の
無効操作について」の手順の操作に従ってください。








