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本書の見かた
本文中では、マークについて、次のように表記しています。

商標について
Xerox、Xerox ロゴ、および Fuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。
Google、Google Drive、Google Cloud Print、 Google Chrome、Chrome OS、Chrome、Android、
Gmailは、Google Inc. の商標です。これらの商標の使用は、Google 使用許諾の対象となります。
本ガイドに製品名が記載されている各ソフトウェアの開発会社は、著作プログラムに特定したソフ
トウェアライセンス契約を有します。
その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

操作手順に関する補足情報を説明しています。
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はじめに

概要
Googleクラウド プリントとは、ネットワーク端末（携帯電話やコンピューターなど）にプリン
タードライバーをインストールしなくても、Googleアカウントを利用して登録されたプリンター
で印刷することを可能にする Google提供のサービスです。

Google
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使用環境について
対応している OSおよびアプリケーション
● OS

• Chrome OS™

• Android™ 2.1 以上
• iOS 3.0以上

●印刷に使用することができるアプリケーション
• Chrome OS™のアプリケーション
• Google Chrome™ ブラウザー
• モバイル向けの Google Drive™

• モバイル向けの Gmail™

対応している OSおよびアプリケーションの詳細については、Googleのウェブサイト
(http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html)を参照してください。

ネットワーク設定
Googleクラウド プリントを使用するためには、本製品を有線または無線 LAN接続で、インター
ネットへアクセスできるネットワークに接続する必要があります。
本製品の有線または無線 LAN接続については、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。

http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html
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Googleクラウド プリントの設定
手順の概要
次の手順で設定してください。

●手順 1：Googleのアカウントを作成する。( )

コンピューター、また
は携帯端末を使用して
Googleのウェブサイト
(https://

accounts.google.com/

signup)にアクセスし、
アカウントを作成しま
す。
Googleクラウドプリン
トを使用するためには、
Googleアカウントにサ
インインする必要があ
ります。 （すでにアカウ
ントをお持ちの場合は、
追加のアカウントを作
成する必要はありませ
ん。）

●手順 2：Googleクラウドプリントに本製品を登録します。 ( )

コンピューター、また
は携帯端末のウェブブ
ラウザーから、Google

クラウドプリントに本
製品を登録します。

本製品でサービスを利用できます。

P.7

Google

P.7

LAN

Google

https://accounts.google.com/signup
https://accounts.google.com/signup
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Googleアカウントを作成する
Googleクラウド プリントを使用するためには、Googleアカウントの作成と、アカウントへのサ
インインが必要です。アカウントをお持ちでない場合は、コンピューター、または携帯端末を使用
して Googleのウェブサイト (https://accounts.google.com/signup)にアクセスし、アカウントを作
成します。
アカウントをお持ちの場合は、追加のアカウントを作成する必要はありません。
次の手順に進みます。

Googleクラウドプリントに本製品を登録する
ウェブブラウザーを使って、Googleクラウドプリントに本製品を登録する必要があります。標準
的なウェブブラウザーで、HTTP（ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用して本製品を管理す
ることができます。

（DocuPrint M260 zのみ）
本製品を登録する前に、操作パネルで日付と時刻が正しく設定されているか確認して
ください。日付と時刻の設定方法についての詳細は、別冊の「かんたん設置ガイド」
の手順４をご覧ください。

本製品がコンピューター、または携帯端末と同じネットワークに接続されていること
を確認します。

お使いのコンピューター、または携帯端末上でウェブブラウザーを開きます。

ウェブブラウザーのアドレスバーに「http://xxx.xxx.xxx.xxx/」と入力します。
（「xxx.xxx.xxx.xxx」はお使いの製品の IPアドレスです。）
例：https://192.0.2.1

Google クラウドプリントに登録できる製品の数に制限はありません。

• IPアドレスは、お使いの製品のネットワーク設定メニューで確認できます。確認方法
の詳細については、「ユーザーズガイド ネットワーク操作編」（DocuPrint P260 dw）
「ユーザーズガイド　パソコン活用＆ネットワーク」（DocuPrint M260 z）をご覧くだ
さい。

• ウェブブラウザーのログインパスワードを設定している場合は、［ログイン］欄にパ
スワードを入力して をクリックします。

1

2

3

4

https://accounts.google.com/signup
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次の画面が表示されます。

［ネットワーク］をクリックします。

［プロトコル］をクリックします。

［Google クラウド プリント］にチェックが入っていることを確認し、［詳細設定］を
クリックします。

5

6

7
XXXXX

8
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［状態］が［有効］に設定されていることを確認し、［登録］をクリックします。

［Google］をクリックします。

Googleクラウドプリントのサインイン画面が表示されます。Googleアカウントでサ
インインし、画面の指示に従ってご利用の製品を登録します。

登録が完了したら、ウェブブラウザー画面に戻り、［登録状態］が［登録済み］に設定
されていることを確認します。

9

XXXXX

10

11

12
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印刷

Googleクラウド プリントを使用して印刷する
印刷の手順は、アプリケーションや端末によって異なります。以下では Google Chrome™ ブラウ
ザーと Chrome OS™、モバイル向けの Google Drive™、およびモバイル向けの Gmail™を例にし
て説明しています。

Google Chrome™ ブラウザーと Chrome OS™からの印刷

本製品の電源が入っていることを確認します。

印刷したいウェブページで Chrome™ のメニューアイコンをクリックし、［印刷］を
クリックする。（キーボードショートカットの Ctrl+ Pを使用することもできます。）

プリンターの一覧から本製品を選択します。

必要に応じて、用紙の種類と用紙サイズを選択します。

［印刷］をクリックします。

• Google クラウドプリントに登録できる製品の数に制限はありません。
• 暗号化された PDFファイルは印刷できない場合があります。
• PDFファイルに埋め込まれていないフォントは、文字が置き換わったり化けたりしま
す。

• 透明効果が使われた PDF ファイルは、正しく印刷されないことがあります。

変更することができる設定のみが表示されます。

1

2

3

4

5
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モバイル向けの Google Drive™からの印刷

本製品の電源が入っていることを確認します。

Android™または iOS端末から Google Drive™にアクセスします。

印刷する文書を開きます。

をタップします。

［印刷］をタップします。

プリンターの一覧から本製品を選択します。

必要に応じて、設定を変更します。

［印刷］をタップします。

モバイル向けの Gmail™からの印刷

本製品の電源が入っていることを確認します。

Android™ または iOS 端末から Gmail™にアクセスします。

印刷する Eメールを開きます。

変更することができる設定のみが表示されます。

1

2

3

4

5
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をタップします。

［印刷］をタップします。

プリンターの一覧から本製品を選択します。

必要に応じて、設定を変更します。

［印刷］をタップします。

添付ファイル名の横に［印刷］と表示されている場合は、添付ファイルを印刷すること
ができます。［印刷］をタップして、 に進みます。

変更することができる設定のみが表示されます。

4

6

5
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困ったときは
ここでは、本製品で Googleクラウド プリントを使用するときに、発生する可能性があるトラブル
の解決方法を説明します。これを読んだ後でも問題を解決することができない場合は、弊社プリン
ターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

トラブル対処方法

こんなときは 対処のしかた　
お使いの製品がプリンターの一覧に表示されな
い。

本製品の電源が入っていることを確認します。
ウェブブラウザーを使って Googleクラウド プリ
ントが有効になっていることを確認し、本製品が
Googleクラウドプリントに登録されていること
を確認してください。（「Googleクラウドプリン
トに本製品を登録する」 ）

印刷できない。 本製品の電源が入っていることを確認します。
ネットワーク設定を確認します。(「ネットワーク
設定」 )

ファイルによっては印刷できない場合または表示
された通りに印刷できない場合があります。

「Googleに接続できませんでした。お使いのネッ
トワークの設定を確認してください。」とエラー
メッセージを受信した。

ご利用の製品が、インターネットにアクセスでき
るネットワークに接続されているか確認してくだ
さい。

（DocuPrint M260 zのみ）
「日付と時刻の設定を行ってください。」とエラー
メッセージを受信した。

日付と時刻を正しく設定してください。（詳細に
ついては、別冊の「かんたん設置ガイド」の手順
４をご覧ください）

P.7

P.5
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