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オレンジキャップ付き商品の
取扱方法について

※インク排出口にオレンジキャップが付いている商品は、開封時に必ずオレン
　ジキャンプを上側にしてゆっくりとしずかに取り外して下さい。
　勢いよく取り外すと、インクがハネて衣服などを汚す恐れがございます。
※下向きにオレンジキャップを取り外すと、インク垂れの原因となり、衣服や
　カーペット等を汚す恐れがあります。ご注意下さい。
※オレンジキャップの形状は、商品によって異なる場合があります。



キヤノン互換インクカートリッジの取付方法

①プリンターから空になったカートリッジを外します。
②カートリッジ上部の黄色リムーブテープ（PULLテープ）を剥がして下さい。
※この時に黄色リムーブテープのみ剥がして下さい。
※カバーを外す前に黄色リムーブテープを剥がさないと、インクが垂れる原因になりますのでご注
意下さい。カートリッジによって黄色リムーブテープが無い場合があります。

※黄色リムーブテープがある商品は、必ず綺麗に剥がしてからセットして下さい。また、黄色リム
ーブテープを剥がした際に空気穴がちゃんと開いているかも必ず確認して下さい。乱暴にテープ
を剥がすと、テープの接着剤がカートリッジ表面に残って空気穴を塞いでしまいます。空気穴が
ちゃんと開いていませんとインクが上手く充填されず、印字不良などの原因となりますのでご注
意下さい。

③オレンジ色のカバー（保護キャップ）を外して下さい。
※製品によりオレンジ色カバー付いていない場合があります。
※インク型番によりカートリッジ底面の保護キャップ（カバー）が無い場合があります。
※保護キャップ（カバー）を外す際は、保護キャップを下側に向けた状態で取り外して下さい。
※保護キャップ（カバー）を外す際は、カートリッジの側面を強く抑えたりせず行って下さい。
※カートリッジを側面を強く押さえながら保護キャップ（カバー）を外すと、インク漏れの原因と
なりますのでご注意下さい。

※保護キャップ（カバー）は、捨てずに保管しておいてください。やむを得ずプリンターからカー
トリッジを取り外す際に必要になります。

④カートリッジをプリンターにセットして下さい。
※プリンターにセットする際に、プリンターに記載されているインク色の位置と必ず合わせて装着
して下さい。異なるインク色をプリンターへセットするとプリンター故障の原因となりますので
ご注意ください。

ご注意下さい

※インクカートリッジの側面を押さえないで下さい。
※インクカートリッジを逆さまに置かないで下さい。
※インクが漏れて手や衣服を汚す恐れがあります。

※テープがないものはそのままお使い頂けます。

ラベルリムーブ
テープ

インク
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【各部の名称と機能】



インクカートリッジの交換方法（BCI-381+380/XKI系）

[1]インクカートリッジ交換推奨（お勧め）のメッセージ

※こちらはカートリッジ交換推奨（第１段階メッセー
ジ）メッセージです。

※インク交換推奨のメッセージは、プリンターの残量
検知機能により、インク残量が少なくなったか、又
はインクが無くなった場合に表示されます。

※基本的には、こちらのメッセージが表示された時点
でのカートリッジ交換を推奨しております。

※尚、インク液はインク供給内部に多めに入っており
ます。インク液が残っておりますので印刷は可能で
すが、必ず下記の注意事項をご確認の上でご利用下
さい。

①交換推奨メッセージが表示されましたら、一旦印刷
を終了して下さい。

②継続して印刷する場合は、再度印刷予約を行ってか
ら印刷して下さい。

※必ずこちらの方法を行って下さい。
※連続印刷をされますと、カラ印刷（インク残量が無

いのに印刷をしてしまう事）の原因となります。

※こちらの①の場合は、インク液が少量残っておりま
すが、こちらはノズル内部の保護を目的に通常のイ
ンク量よりも少量多めに入れております。

※また、その際のインク残量に関してはランダムで残
りますので、カートリッジ内にインク液の残量があ
りましても製品不良や異常ではありません。

※カートリッジ内部にインク液がない場合でも、イン
ク供給管にはインク液はあります。インク液の残量
があるか否かはプリンターに個体差があり、プリン
ター本体に依存しています。



インクカートリッジの交換方法（BCI-381+380/XKI系）

[2]インクカートリッジ交換（インク切れ）のメッセージ

※こちらは、にカートリッジ交換（第２段階メッセー
ジ）のメッセージです。

※プリンターの残量検知機能により、インク残量が無
くなった場合に表示されます。メッセージが表示さ
れたら、プリンターのカバーを開けて、該当カート
リッジのインク量を確認して下さい。

※左画像のようにカートリッジを取り外すとインク残
量ありませんので、新しいカートリッジと交換しま
す。

※インクカートリッジの交換は、こちらの②での交換
より、①での交換（第１段階での交換）推奨してお
りますが、インク残量が無くなるまでの印刷も可能
です。

※その為、メーカー側の互換品対策により第一段階で
のインク交換推奨メッセージが表示された場合は、
必ず一度、印刷を終了して頂き、再度印刷予約をし
てから印刷を行って下さい。

※上記の操作は、残りのインク残量をプリンターに認
識させる為の操作です。

※尚、再度カートリッジをセットした際に「下記のイ
ンクタンクが認識できません。インクタンクを確認
してください。」のメッセージが表示される場合が
ありますが、その際は後述の「③ICチップの個体識
別が重複してインクタンクが認識しない場合」をご
確認下さい。



インクカートリッジの交換方法（BCI-381+380/XKI系）

[3]ICチップの個体識別が重複してインクタンクが認識しない場合

※メーカーの互換品対策により、個体識別が重複した
際に表示されるメッセージです。

●左画像のようにメーカーの互換品対策により「下記
のインクタンクが認識できません。インクタンクを
確認してください。」とメッセージが表示されるこ
とがあります。

●上記メッセージが表示されましたら、「個体識別の
書き換え作業（カートリッジのセットのし直し）」
が必要になります

●左画像のようにカートリッジを取り外し、再度セッ
トし直します。

●再度セットしても認識しない場合は、再度カートリ
ッジを取り外してセットし直しの操作を行って下さ
い。

※上記、再セットの操作を５回まで行っても認識しな
い場合は、当店まで必ずご連絡下さい。（※ICチッ
プの不良の可能性がございますので、すぐに新しい
商品と交換等で迅速にご対応いたします。）

●再セットしてＩＣチップをインクタンクが認識しま
すと、通常通りの印刷が行えます。

　※※※※原則、カートリッジを取り外しての残量確認は行わないで下さい︕※※※※

●インクカートリッジには、純正同様に個体識別番号があります。一度取り外すと個体識別が解除にな
る可能性がありますので推奨しておりません。

※万が一、カートリッジを取り外した場合は、下記の現象が起こる事があります。
※「下記のインクタンクが認識できません。インクタンクを確認してください。」のメッセージが表示
される場合があります。その場合は、個体識別番号が解除されておりますので再認識させる必要があ
りますが、一度解除されますと、再認識は困難になりますのでお勧め致しません。



インクカートリッジの交換方法（BCI-381+380/XKI系）

[4]「インク残量検知を無効にする」のメッセージが表示されたら

※メーカーの互換品対策により、インク残量検知機能
を無効にする際に表示されるメッセージです。

●左画像のようにメーカーの互換品対策により、互換
インクカートリッジがインクタンクに認識された後
に、「印刷を続行するためには、インクタンクを交
換するか、インク残量検知機能を無効にしてくださ
い」とメッセージが表示されることがあります。

●上記メッセージが表示されましたら、画面右上の「
ストップ」ボタンを「５秒間長押し」して頂くこと
で、通常通り印刷が行えるようになります。

※残量検知機能を無効にすると、プリンター上、或い
はパソコン上でのインクの残量が表示されなくなり
ます。

※尚、インク残量は非表示になりますが、インク量が
減ってきた時の「インク交換のメッセージ」等は表
示されますので安心してご使用下さい。

●インク交換等のメッセージが表示されましたら、プ
リンターカバーを開けて新しいインクカートリッジ
に取り替えて下さい。

　※※※※残量検知を無効にしての連続印刷は出来るだけ行わないで下さい︕※※※※

●上記の残量検知を無効にしてからの連続印刷は推奨いたしません。
※残量検知無効後に連続印刷を行いますと、連続印刷中はインクカートリッジのインク液が無くなった
場合でも「インク交換のメッセージが表示されません」。

※インク残量が無くなった事に気が付かずにそのまま連続印刷を続けますと、印字不良の原因となるば
かりか、プリンターヘッドを痛めて故障の原因になります。

※その為、残量検知を無効にされましたら連続印刷は出来るだけ行わないようにお願い致します。
それでも連続印刷を行われる場合は、自己責任で行って下さい。



キヤノン互換（BCI-381+380/XKI系）インクカートリッジの取扱方法について

【ご使用前に必ずご確認下さい︕】
※こちらのインクの説明を必ずお読みの上でご使用下さい。
※現在、全てのメーカー側で互換品対策が行われ、後述のような現象が起こっております。勿論、当店の
みで起こる現象ではございませんので、互換品を正しくご使用されず、トラブルが生じたい場合は製品
保証が難しくなる恐れがございます。

※到着いたしました商品に不備（輸送時の破損やインク漏れなど）が無いかを必ずご確認下さい。
※本製品は、純正品ではありません。互換品（汎用品）です。
※互換品のため、製品の形状やラベル等に違いがありますが、純正品と同様にご使用いただけます。
※当店からご購入頂いたお客様は、１年間の製品保証がございます。製品保証に関しましては、ご購入履
歴から販売店にお問い合わせ下さい。

※当店では、商品発送前に梱包スタッフが万全の検品を行っておりますが、万が一、ご購入頂いた商品に
不具合（輸送時のインクカートリッジの破損、開封時点でのインク漏れなど）がございましたら、すぐ
に販売店までメールにてご連絡いただけますようお願い申し上げます。迅速に商品交換等でご対応させ
ていただきますのでご安心下さい。

メーカーの互換品対策（ICチップの個体識別）について
※本製品は、メーカー純正品と同じように、ＩＣチップを個体識別にて開発、及び製造されております。
※純正品と同様にインクカートリッジを使用すると、プリンター内に個体識別が記録されます。その為、
使用中の個体識別とプリンター内に記録済みの個体識別が重複した場合に「インクカートリッジが認識
されなくなる症状」が起こる場合がございます。

※その場合には「残量検知を表示させない」を行って頂くことで、通常通りに印刷を行うことが出来るよ
うになります。

※こちらの症状はメーカー側の互換品対策により起こる症状で、インク残量が表示されなくなりますが、
通常通りに印刷は行えますのでご安心下さい。

※また、残量検知は表示されなくなりますが、「インク残量が少なくなった場合」や「インク切れによる
カートリッジ交換」等のメッセージは表示されますのでご安心下さい。

※インクカートリッジの詳しい交換方法などは、次のページをご確認下さい。



インクカートリッジの交換方法（BCI-381XL+380XL系の大容量タイプ）

[1]インクカートリッジの交換推奨（お勧め）のメッセージ

※こちらは、カートリッジ交換推奨（第１段階メッセ
ージ）メッセージです。

※インク交換推奨のメッセージは、プリンターの残量
検知機能により、インク残量が少なくなったか、又
はインクが無くなった場合に表示されます。

※基本的には、こちらのメッセージが表示された時点
でのカートリッジ交換を推奨しております。

※尚、インク液はインク供給内部に多めに入っており
ます。インク液が残っておりますので印刷は可能で
すが、必ず下記の注意事項をご確認の上でご利用下
さい。

①交換推奨メッセージが表示されましたら、一旦印刷
を終了して下さい。

②継続して印刷する場合は、再度印刷予約を行ってか
ら印刷して下さい。

※必ずこちらの方法を行って下さい。
※連続印刷をされますと、カラ印刷（インク残量が無
いのに印刷をしてしまう事）の原因となります。

※こちらの①の場合は、インク液が少量残っておりま
すが、こちらはノズル内部の保護を目的に通常のイ
ンク量よりも少量多めに入れております。

※また、その際のインク残量に関してはランダムで残
りますので、カートリッジ内にインク液の残量があ
りましても製品不良や異常ではありません。

※カートリッジ内部にインク液がない場合でも、イン
ク供給管内にはインク液があります。インク液の残
量があるか否かはプリンターに個体差がありプリン
ター本体に依存しています。



インクカートリッジの交換方法（BCI-381XL+380XL系の大容量タイプ）

[2]インクカートリッジの交換（インク切れ）のメッセージ

※こちらは、にカートリッジ交換（第２段階メッセー
ジ）のメッセージです。

※プリンターの残量検知機能により、インク残量が無
くなった場合に表示されます。メッセージが表示さ
れたら、プリンターのカバーを開けて該当カートリ
ッジのインク量を確認して下さい。

※左画像のようにカートリッジを取り外すとインク残
量ありませんので、新しいカートリッジと交換しま
す。

※インクカートリッジの交換は、こちらの②での交換
より、①での交換（第１段階での交換）推奨してお
りますが、インク残量が無くなるまでの印刷も可能
です。

※その為、メーカー側の互換品対策により第１段階で
のインク交換推奨メッセージが表示された場合は、
必ず一度印刷を終了して頂き、再度印刷予約をして
から印刷を行って下さい。

※上記の操作は、残りのインク残量をプリンターに認
識させる為の操作です。

※尚、再度カートリッジをセットした際に「下記のイ
ンクタンクが認識できません。インクタンクを確認
してください。」のメッセージが表示される場合が
ありますが、その際は後述の「[3]ICチップの個体
識別が重複してインクタンクが認識しない場合」の
ページ内容をご確認下さい。



インクカートリッジの交換方法（BCI-381XL+380XL系の大容量タイプ）

[3]ICチップの個体識別が重複してインクタンクが認識しない場合

※メーカーの互換品対策により、個体識別が重複した
際に表示されるメッセージです。

●左画像のようにメーカーの互換品対策により「下記
のインクタンクが認識できません。インクタンクを
確認してください。」とメッセージが表示されるこ
とがあります。

※上記メッセージが表示されましたら、「個体識別の
書き換え作業（カートリッジのセットのし直し）」
が必要になります

①左画像のようにカートリッジを取り外し、再度セッ
トし直します。

②再度セットしても認識しない場合は、再度カートリ
ッジを取り外してセットし直しの操作を行って下さ
い。

③上記①と②の再セットの操作を５回まで行っても認
識しない場合は、当店まで必ずご連絡下さい。

※ICチップの初期不良の可能性がございますので、す
ぐに新しい商品と交換等で迅速にご対応させていた
だきます。

●再セットしてICチップをインクタンクが認識します
と、通常通りの印刷が行えます。

　※※※※原則、カートリッジを取り外しての残量確認は行わないで下さい︕※※※※

●インクカートリッジには、純正同様に個体識別番号があります。一度取り外すと個体識別が解除にな
る可能性がありますので推奨しておりません。万が一、カートリッジを取り外した場合は、下記の現
象が起こる事があります。

→「下記のインクタンクが認識できません。インクタンクを確認してください。」のメッセージが表示
される場合があります。

※上記メッセージが表示された場合は、個体識別番号が解除されておりますので再認識させる必要があ
りますが、一度解除されますと、再認識は困難になりますのでお勧め致しません。

※再セットしてICチップをインクタンクが認識しますと、通常通りの印刷が行えます。



インクカートリッジの交換方法（BCI-381XL+380XL系の大容量タイプ）

[4]「インク残量検知を無効にする」のメッセージが表示されたら

※メーカーの互換品対策により、インク残量検知機能
を無効にする際に表示されるメッセージです。

●左画像のようにメーカーの互換品対策により、互換
インクカートリッジがインクタンクに認識された後
に「印刷を続行するためには、インクタンクを交換
するか、インク残量検知機能を無効にして下さい」
とメッセージが表示されることがあります。

●上記メッセージが表示されましたら、画面右上の「
ストップ」ボタンを「５秒間長押し」して頂くこと
で、通常通り印刷が行えるようになります。

※残量検知機能を無効にすると、プリンター上、或い
はパソコン上でのインクの残量が表示されなくなり
ます。

※尚、インク残量は非表示になりますが、インク量が
減ってきた時の「インク交換のメッセージ」等は表
示されますので安心してご使用下さい。

●インク交換等のメッセージが表示されましたら、プ
リンターカバーを開けて新しいインクカートリッジ
に取り替えて下さい。

　※※※※残量検知を無効にしての連続印刷は出来るだけ行わないで下さい︕※※※※

※上記の残量検知を無効にしてからの連続印刷は推奨いたしません。
※残量検知無効後に連続印刷を行いますと、連続印刷中はインクカートリッジのインク液が無くなった
場合でも「インク交換のメッセージ」が表示されません。

※インク残量が無くなった事に気が付かずにそのまま連続印刷を続けますと、印字不良の原因となるば
かりか、プリンターヘッドを痛めて故障の原因になります。

※その為、残量検知を無効にされましたら連続印刷は出来るだけ行わないようにお願い致します。それ
でも連続印刷を行われる場合は、自己責任で行って下さい。



【重要】キヤノン互換（BCI-381XLBK/C/M/Y/GY）ICチップ個体識別について

【ご使用前に必ずご確認下さい︕】
※こちらのインクの説明を必ずお読みの上でご使用下さい。
※現在、全てのメーカー側で互換品対策が行われており、後述のような現象が起こっております。勿論、
当店の製品のみで起こる現象ではございませんので、互換品を正しくご使用されず、トラブルが生じた
い場合は製品保証が難しくなる恐れがございます。

※到着いたしました商品に不備（輸送時の破損やインク漏れなど）が無いかを必ずご確認下さい。
※本製品は、純正品ではありません。互換品（汎用品）です。
※互換品のため、製品の形状やラベル等に違いがありますが、純正品と同様にご使用いただけます。
※当店からご購入頂いたお客様は、１年間の製品保証がございます。製品保証に関しましては、ご購入履
歴から販売店にお問い合わせ下さい。

※当店では、商品発送前に梱包スタッフが万全の検品を行っておりますが、万が一、ご購入頂いた商品に
不具合（輸送時のインクカートリッジの破損、開封時点でのインク漏れなど）がございましたら、すぐ
に販売店までメールにてご連絡いただけますようお願い申し上げます。迅速に商品交換等でご対応させ
ていただきますのでご安心下さい。

【メーカーの互換品対策（ICチップの個体識別）について】
※本製品は、メーカー純正品と同じように、ICチップを個体識別にて開発、及び製造されております。
※純正品と同様にインクカートリッジを使用すると、プリンター内に個体識別が記録されます。その為、
使用中の個体識別とプリンター内に記録済みの個体識別が重複した場合に「インクカートリッジが認識
されなくなる症状」が起こる場合がございます。

※その場合には「残量検知を表示させない」の設定を行って頂くことで、通常通りに印刷を行うことが出
来るようになります。

※こちらの症状は、メーカー側の互換品対策により起こる症状で、インク残量が表示されなくなりますが
通常通りに印刷は行えます。

※また、残量検知は表示されなくなりますが、「インク残量が少なくなった場合」や「インク切れによる
カートリッジ交換」等のメッセージは表示されますので、ご安心のうえご使用下さい。

※インクカートリッジの交換時の注意事項は、次ページの内容を必ずご確認下さい。



【こちらの内容をご使用前に必ずご確認下さい︕】
※本製品は、メーカー純正品と同じように、ICチップを個体識別番号にて製造されております。

●BCI-381XL（BK/C/M/Y/GYのカラー色）の場合、
第１段階のインク交換を推奨する「インクがなくな
った可能性があります。インクタンクの交換をお勧
めします」のメッセージがプリンターに表示されま
したらインクカートリッジの交換を行って下さい。

※「インク交換をお勧めします」のメッセージが表示
されましたら、速やかにインクタンクを交換してく
ださい︕

※インク交換の際、カートリッジ内に少しインクが残
っている場合（インクが残っている、又はスポンジ
にインクが染み込んでいる）がありますが、こちら
はプリンターのノズルやプリントヘッドを保護する
ために純正品の規定量より少し多めにインクが入っ
ております。

※純正品の規定量よりインクは少し多めに入っており
ますので、インクが残っていても製品不良等ではご
ざいませんのでご安心下さい。

●また、上記第１段階のインク交換を推奨すメッセー
ジが表示された際に、いま取り外したインクカート
リッジ（インク残量がない）を再度装着しますと、
左図①②のようにインク残量が満タンに表示され、
インク残量が無くても認識される恐れがあります。

※こちらのインク残量が無い状態で印刷を続けますと
空印刷の原因となり、またノズルやプリントヘッド
の損傷や故障の原因となりますので絶対に行わない
で下さい。

※カラ印刷は、メーカー側でも非推奨（禁止操作）で
すのでご注意下さい。

●尚、メーカー対策により2018年８月以前に製造さ
れたプリンターでファームアップデートをされてい
ない場合は、インクの交換完了の際に図①のように
交換完了したインク型番が表示されませんが、ご使
用上は全く問題がございませんのでご安心下さい。

●2018年８月以降、又はファームアップデート済み
のプリンターの場合は、図②のようにインクの交換
完了後にインク型番が表示さます。

※上記のファームアップデート後は、交換したインク
型番が表示されます。

※2018年８月以前、又は未ファームアップデートの
場合は、交換したインク型番が表示されません。

 図①

 図②



キヤノン互換（PGI-1300/PGI-2300）カートリッジの交換方法

①図１のように、プリンターの前カバーを開
きます。

②図２のように、インクカートリッジをプリ
ンターの最右側に押し付けます。

③図３のように、プリンター位置にギヤ１（
左右移動を控える）、ギヤ２（プリンター
の青ボタンが控える）があります。

④図４のように、矢印の方向に、ギヤ１を２
～３周ほど回転させてから、インクカート
リッジを左へ引っ張ります。もし引っ張れ
なかったら、インクカートリッジが動かせ
るまでギヤ１を回します。回す方向は、反
時計回りの方向です。



　⑤図５のように、歯車の「ガチャ」という音
　　が聞こえたら、矢印の方向にギヤ２を回し
　　ます。

　⑥図６のように、矢印の方向にインクカート
　　リッジを手でキャリッジに向けて押し付け
　　ます。

　⑦図７のように、交換するインクカートリッ
　ジを移動してキャリッジの位置に合わせてか
　ら、青ボタンを上向きに押すとインクカート
　リッジが手前に飛び出します。

　⑧図８のように、新しいインクカートリッジ
　　を取り付けて交換します。



　⑨図９のように、続けて他のインクカートリ   
　　ッジを交換する場合は、インクカートリッ
　　ジを移動し、再度、図の矢印の方向に「ガ
　　チャ」という音が出るまでギヤ２を回しま
　　す。

　⑩図10のように、交換するインクカートリッ
　　ジをキャリッジに合わせ、青ボタンを上向
　　きに押すとインクカートリッジが手前に飛
　　び出します。交換するカートリッジ取り出
　　しましたら、新しいインクカートリッジを
　　取り付けて交換します。

　⑪図９と図１０のように、インクカートリッ
　　ジを交換しましたら、キャリッジをプリン
　　ターの最右側に押し付けてから、プリンタ
　　ーを再起動します。

　　以上でカートリッジ交換作業は終了です。
　　このように交換する事でいつも通りにプリ
　　ンターがご利用頂けます。



互換インク取付の際に透明なフィルムは剥がさないで下さい︕

●インクカートリッジ取付の際に、下記写真のオレンジ丸部分の透明なフィルムは絶対に剥がさず
に、そのままプリンターにセットして下さい。

※こちらのビニールを装着前に剥がすと、インクが漏れ出すことがありますので、絶対に剥がさず
にそのままプリンターへ装着して下さい。

●本製品は、メーカー純正品と同様にカートリッジを装着すると自然にビニールが破けて、インク
が出る仕様になっていますのでご安心ください。

※インクカートリッジをプリンターへ押し込む際は、上記の透明なフィルムが抵抗となり硬く感じ
る場合がありますが、少し強めの力で押していただき「カチッ」と音がするまで押し込んで下さ
い。


	キヤノン対応　互換インクカートリッジ編 目次
	オレンジキャップ付き商品の
取扱方法について
	キヤノン互換
	BCI-381+380/XKI系
	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	取扱方法

	BCI-381XL+380XL系
	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	ICチップ個体識別について

	PGI-1300/PGI-2300
	ご注意




