
HP sprocket app と sprocket printer を使って、あなただけの写真を印刷しましょう!

このユーザーガイドの内容は、フォト プリンターの sprocket ファミリー向けです。内容がすべての製品に
当てはまらない場合は、その点について明記しています。sprocket app は常に進化を続けています。そのた 
め、スクリーンショットに最新のデザインが反映されていない場合や、オペレーティング システムによっ
て画面が異なることがあります。 
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sprocket app の起動
sprocket app を初めて起動すると、さまざまな設定オプションを含むランディング ページが表示されます。

ご自分の 
sprocket を 
使用

お使いの sprocket printer に接続し、初めて印刷を行う際の手順を確認します。この
セットアップ ウィザードでは、次の手順の説明が表示されます。
• 用紙のセット
• 印刷品質カードの使用
• 充電および電源オン
• プリントのスキャン

これを受信トレイの手順と合わせて使用してセットアップを行います。セットアッ
プ手順は、「ヘルプおよび操作方法」メニューで再度確認できます。

友達の 
sprocket を 
使用

友達のプリント キューに参加し、友達の sprocket を使用する場合は、[友達の 
sprocket を使用] を選択します。この場合は、写真を編集し、共有プリント キュー
に参加して印刷を行うことができます。

「表示する」
機能を使用

sprocket の印刷物をスキャンしたい場合は、「表示する」機能を使用します。この
場合は、sprocket カメラが開きます。[表示する] までスワイプし、印刷物を中央に
配置して、中央のボタンをタップします。印刷物から映像が再生され、追加コン
テンツが表示されます。

アクセス権 
sprocket app を初めて起動すると、複数のアクセス権の画面が表示されます。これらを設定することで、お
使いの sprocket printer の機能をフルに利用できるようになります。基本機能および詳細機能への sprocket 
app のアクセスを許可します。

以下を共有して、sprocket の設定を有効にします。
• カメラ アクセス：写真を撮影したり、sprocket の印刷物をスキャンしたりするのに使用します。
• フォト ギャラリー：ギャラリーで写真を選択および保存します。
• 場所：写真を撮った場所を記憶し、同じ場所で撮った写真を「表示する」機能で引き出せるよう

にします。また、プリンターを検索してお使いのアプリに追加できるようにします。
• 通知の受信：お使いのプリンターに関するアップデート、ヒント、プロジェクト情報を取得し

ます。

「表示する」機能の使用の選択 
スキャンして面白い機能を楽しめるよう、印刷物に情報を埋め込みます。この情報を追加すると、印刷物
の見た目が若干変わることがあります。印刷物でどのような体験を利用するかに応じて、機能のオン/オ
フを切り替えてみてください。セットアップ時に機能の使用を選択して、「表示する」機能を試してみて
ください。この機能は、[アプリの設定] でいつでもオン/オフを切り替えることができます。 

埋め込み体験 (AR 写真) を含む写真では、以下を表示できます。

• 拡張現実 (AR)：写真から映像を再生したり、ビデオのフレームを印刷したり、再生動画を表示し
たりできます。また、プリント キューを AR で表示する機能 (HP Sprocket 200 のみ) など、さまざま
な機能が利用できます。

• 関連するコンテンツ：「表示する」機能がオンになっている場合、同じ日や場所で撮った写真を
表示するため、場所と日付のデータが印刷物に追加されます。

• サードパーティのエクスペリエンス：Wikipedia™ や Google ストリート ビュー™ などの関連コンテン
ツを表示します。

お使いのモバイル デバイスで HP Sprocket printer を使用するには、App Store® または Google Play™ (または 
ローカル アプリ ストア) から対応する HP sprocket app をダウンロードする必要があります。sprocket app をダ 
ウンロードするには、hpsprocket.com/start にアクセスしてください。そこから、お使いのデバイスに合わ
せて、関連するアプリ ストアに移動できます。 

• sprocket app は、OS v4.4 以上を使用している Android™ デバイスでサポートされてい 
ます。また、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、 
iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、 
iPad (第 6 世代)、iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代)、iPad Pro 10.5 インチ、iPad (第 5 世代)、 
iPad Pro 9.7 インチ、iPad Pro 12.9 インチ (第 1 世代)、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini 2、 
iPad mini 3、iPad mini 4、iPad (第 4 世代)、iPod touch (第 6 世代) に対応しています。

• お使いのモバイル デバイスで HP Sprocket printer を使用するには、対応する sprocket 
app をインストールする必要があります。

アプリのインストール

http://hpsprocket.com/start
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[カメラ/表示する] 
に移動

撮影または印刷物の 
スキャンを行います

メイン メニュー

ギャラリー
写真を表示したり、 

スワイプまたはタップ 
してソーシャル ソース 
を表示したりします プリント キュー

送信された印刷物と 
印刷待ちの数を表示 
します

フォト フォルダ

ホーム画面

フォト ギャラリーの参照
1. ホーム画面で、スワイプしてサポートされているソーシャル ソースやカメラ フォト ギャラリーを

表示します。 
2. フォト ソースを選択した場合は、画面を左右にスワイプしてすべてのギャラリーを参照します。
3. ソーシャル メディア ソースの場合は、ソーシャル ソースごとにサインイン画面が表示されます。

資格情報を入力し、sprocket app が各自の写真にアクセスすることを許可します。 

•  ソーシャル メディア アカウントの写真へのアクセスについては、「ソーシャル メディア ソースのセットアップ」を 
参照してください。

sprocket app の操作
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ペアリングされているプリンター情報の表示

HP Sprocket フォト用紙の購入

• プリンターの設定を表示するには、[sprocket]  
をタップしてください。詳細については、
「プリンターの設定：「sprocket」メニュー」 
を参照してください。

メッセージおよび sprocket チーム
からの通知の表示

印刷待ちの画像の表示

ヘルプとプリンター サポートへのアクセス

メイン メニューの使用

注：sprocket app を操作する際のユーザー体験は、オペレーティング システムによって異なる場合があります。様式が異なる 

User experience め、機能や操作性に若干の違いがあります。同様に、利用可能なソーシャル ソースは地域によって異なる場合

があります。 

写真の撮影または選択
1. HP sprocket app を起動します。 
2. ホーム画面で、[カメラ/表示する] アイコンをタップしてカメラを起動します。また、お使いの 

デバイスまたはソーシャル ソースから写真を選択することもできます。 
3. 写真を撮影することを選択すると、カメラが起動します。必要に応じて、カメラ設定を使用して 

調整します。
4. 撮影または選択した写真は、編集、印刷、または共有することができます。 

ソーシャル メディア ソースのセットアップ
1. メイン メニューで、ソーシャル メディア ソースごとに [サインイン] をタップして、sprocket app が

各種アカウントから写真を収集することを許可します。また、ホーム画面でスワイプまたはタップ
してソーシャル メディア ソースを表示し、そこからサインインすることもできます。 

2. アプリのログイン ページにリダイレクトされます。資格情報を入力し、sprocket がフォト ギャラリー 
にアクセスすることを許可します。 

3. 編集、印刷、または共有する写真を選択します。sprocket app 内でソーシャル メディアの写真を参
照できるようになります。 
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sprocket

バッテリーおよびデバイスのアラート 
に関する情報の表示

ファームウェアの確認とアップデート

お使いのプリンターのカスタム名の設定  
(HP Sprocket 200 のみ)

プリンターの設定：「sprocket」メニュー

ステータス LED のカスタム カラーの設定 
 (HP Sprocket 200 のみ)

「表示する」機能のオン/オフの切り替え

詳細については、「「表示する」機能を使用して思い出をよみが
えらせる」を参照

アプリのアクセス権の制御

[アプリの設定] メニュー

• バッテリーのステータスやデバイスの状態を確認
し、デバイスのオートオフやスリープ タイマーの
設定を変更します。

• Mac アドレス、ファームウェア バージョン、ハー
ドウェア バージョンを確認します。これらの情報
は、HP Sprocket Support にお問い合わせの際に必要
になります。また、お使いのアプリで技術情報を確
認することもできます。
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Autofix

調整

フィルター フレーム ステッカー

テキスト トリミング/
回転

ブラシ ぼかし

明るさ コントラスト 彩度

クイック アク
ション編集

画像のプレビュー
プレビュー画面で、写真を編集、印刷、または共有します。 

• 画像のプレビューを終了するには、  をタップし 
ます。

•  をタップして画像をパーソナライズしたり、編集
したりします。

• プリンター アイコンをタップして印刷します。 

• 画面上で 2 本指のピンチ操作により、写真のズーム、
回転、リサイズを行います。 

• また、画像のプレビューでの写真の共有や保存、分
割印刷の使用、または複数枚数の印刷を行うことも
できます。プリント キュー、分割印刷、および枚数
設定機能にアクセスするには、下部のアイコンの上
にあるライトグレーのバーを上にスワイプしてこれ
らの機能を表示します。 

写真の編集   
編集機能を使用して、写真の外観の調整、テキストやステッカーの追加、およびフィルターの適用を行い

ます。編集が完了したら右上隅のチェックマークをタップして、作成内容を保存してください。
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写真の印刷
1. 印刷アイコンをタップして、写真をプリンターに送信します。 

2. 確認メッセージが進行状況バーとともに表示され、印刷ジョブの処理状況を確認できます。「表示
する」機能をオンにしている場合は、各種デジタル ソースから印刷物に追加コンテンツの埋め込
みを行っていることが分かるように、特殊なアニメーションが再生されます。詳細は、「「表示す
る」機能を使用して思い出をよみがえらせる」を参照してください。

3. ステータス LED インジケーター ランプが 3 回点滅し、デバイスの動作音がし始めて、画像の印刷が
始まります。新しくセットした用紙パックで初めて印刷を行う際には、印刷の前に印刷品質カード
が排出されます。

4. 写真の印刷が済んだら、写真をそのまま飾るか、フォト シートの角を丁寧にめくって裏地をはが
します。写真をフォルダ、バインダー、スクラップブックに貼り付けます。

•  印刷を実行したときにプリンターが接続されていないことを示すエラー メッセージが表示される場合は、プリンター
の電源がオンになっていることを確認し、お使いのモバイル デバイスとプリンターをペアリングし直して、もう一度
印刷してみてください。 

• 印刷を行う前に、排紙スロットがふさがれていないことを確認してください。 

写真の共有
1. 共有アイコン (  、  ) をタップしてソーシャ

ル メディアに写真を投稿し、他のアプリに送
信します。 

2. 共有アイコンをタップすると、SMS メッセー
ジ、電子メール、クラウド ストレージ、また
はソーシャル メディア ソースに写真を送信で
きます。目的の共有ソースを選択すると、該 
当するメディアでの送信に必要なアプリケー 
ションがロードされます。

注：モバイル デバイスにインストールされているオペ
レーティング システムおよびアプリケーションに応じ
て、利用可能な共有オプションは異なります。 
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その他のアプリからの印刷の有効化
他の多くの写真アプリからお使いの HP Sprocket に印刷
できるように設定できます。

iPhone® または iPad® の場合：

1. プレビュー画面で、左下隅にある共有アイ 
コンをタップします。 

2. その他アイコン (3 つのドット) を選択します。 
3. [sprocket に印刷] をオンにします。また、アク

セスしやすいように、[sprocket に印刷] をアク
ティビティ リストの一番上にドラッグすること
もできます。 

Android™ の場合： 
1. プレビュー画面で、左下隅にある共有アイ 

コンをタップします。 
2. [sprocket] を選択して印刷を有効にします。

プリンター ファームウェアのアップデート
sprocket app でお使いのプリンターのファームウェアをアップデートして、sprocket が適切に動作し、最新
の機能が利用できるようにします。ファームウェアをアップデートすることで、新機能や印刷物の最新の
色補正の利用が可能になり、接続が改善され、予期しない動作の修正を行うことができます。 

プリンター ファームウェアをアップデートするには、以下の点を確認してください。

• お使いのモバイル デバイスがインターネットまたはモバイル データに接続されていること 

• sprocket app が開いていること 

• お使いのプリンターの電源がオンになっており、モバイル デバイスに接続されていること

• アップデートを行う前にプリンターのバッテリー残量が 25% 以上あること 

利用可能なファームウェアのアップデートがある場合、sprocket app に自動的にプロンプトが表示されます。画面の
指示に従ってアップデートを行ってください。最適な印刷体験が得られるように、アップデートが利用可能な場合
はアップデートを行うことを強くお勧めします。 

また、sprocket app を開いてメイン メニューをタップし、[sprocket] を選択して、プリンター ファームウェアのアッ
プデートを手動でチェックすることもできます。次に、「お使いのデバイス名」をタップします。アップデートが
利用可能な場合は、ファームウェアをアップデートするように求めるポップアップまたは青いテキスト行のプロン
プトが表示されます。プロンプトが表示されない場合は、ここのすべての指示に正しく従っていることを確認して
ください。確認できたら、お使いのプリンターはすでに最新のファームウェアにアップデートされています。
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カメラの使用

1. sprocket app のカメラを開きます。

2. 左右にスワイプして、sprocket app のカメラ モードを表示します。モードには、カメラ、ビデオ、
表示する、Photobooth があります。

3. 各モードでは、アイコンのリストの上に設定オプションが並べて表示されます。これらの設定オプ
ションには、カメラの向きやフラッシュなどの機能があります。各自の写真、印刷、ビデオに合わ
せて必要な選択を行います。

カメラ モード
カメラ sprocket app から直接写真を撮るために使用します。

ビデオ sprocket app から直接ビデオを撮るために使用し 
ます。

表示する 印刷した sprocket の印刷物をスキャンして、埋め込
まれたコンテンツを表示するために使用します。HP 
Sprocket 200 の場合、お使いのプリンターの上部を
スキャンすることもできます。詳細は、「「表示す
る」機能を使用して思い出をよみがえらせる」を参
照してください。 

Photobooth 4 枚の写真を連続撮影して、1 つの sprocket 印刷物に
載せます。詳細は「Photobooth モード」を参照して
ください。 

左右にスワイプ 
して sprocket app の
カメラ モードを
表示

上側のバーで 
カメラ モードの 

調整を行う

sprocket app の機能
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注：プリンターのセットアップ時に「表示する」
機能をオンにしていない場合は、メイン メニュー
で [sprocket] をタップしてから、[アプリの設定] を
タップします。必要に応じて [埋め込み体験 (AR 写
真)] のオン/オフを切り替えます。

Photobooth モード

1. sprocket app のカメラを開きます。

2. 右にスワイプして [Photobooth] を選択します。 

3. シャッター アイコンをタップすると、一定の間隔を空
けて、カメラで 4 枚の写真が続けて撮影されます。画
面上のカウントダウンを見て、ポーズを取るタイミン
グを確認します。笑顔マークを見て、ポーズを維持す
る時間を確認します。

4. 同じ印刷物上で、撮影した 4 枚の画像はプレビュー画
面に分割表示されます。 

• シャッターをもう一度押すと、写真を撮影中の状態で、
時間を空けた撮影が止まります。 

「表示する」機能を使用して思い出をよみがえらせる    
お使いの sprocket app の印刷物から映像を再生することができます。「表示する」モードでは、アプリの
カメラを使って印刷した sprocket の写真をスキャンし、その日またはその場所の他の画像やビデオ、拡張
現実 (AR) 体験、およびオンライン コンテンツを通じて、思い出をよみがえらせることができます。 

sprocket app の「表示する」モードでスキャンすると、写真にひも付けられた魔法のような体験が呼び出さ
れます。これは、スキャンして後で楽しめるように、印刷時に埋め込まれたコンテンツです。

「表示する」モードが動作するのは sprocket app で印刷した写真だけです (HP Sprocket 2-in-1 Instant Camera 
で印刷した写真では動作しません)。また、アプリで「表示する」モードをオンにした後に印刷した画像で
のみ動作します。この機能がオンになっている場合、「表示する」機能が動作するよう、すべての印刷物
に自動的にタグが付けられます。 

スキャンするには：

1. sprocket のカメラで、スワイプして [表示する] モードを選択します。

2. sprocket の印刷物をカメラ画面の中央に合わせます。アニメーションが再生されます。 
これで、スキャンが行われていることが分かります。 

• スキャン中にエラーが発生しないように、写真には十分な明るさを確保してください。

• シャッター ボタンをタップすると、「表示する」モードがリセットされて最初の状態に戻ります。 
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クイック アクション編集
クイック アクション編集は、素晴らしい写真をすばやく簡単に印刷したいときに頼りになる機能です。印
刷する前に 1 回タップするだけで、一連の編集、フィルター、装飾を sprocket の写真に適用することがで
きます。編集メニューで、  をタップすると、事前に組み合わされたフレームと写真の装飾が表示され
ます。これらはステッカーやフレームと同じようにアップデートされるため、新しいクイック アクション
編集を頻繁に確認するようにしてください。 

また、クイック アクション編集では、フレームやステッカーをすばやく選んでテキストを追加したり、デ
ザインをニーズに合わせて調整したりすることもできます。 

分割印刷 

1. プレビュー画面で、グレーのバーを上にスワイ
プしてオプション トレイを表示します。 

2. タイルセクションで、目的のパターンを選択し
ます。分割された写真は、2 x 2 または 3 x 3 枚に
印刷できます。 

3. 印刷された複数の写真を組み合わせると、1 つ
の大きなモザイク分割印刷ができます。 

• プリント キュー内に画像が存在している場合、
このメニューからプリント キューにアクセスす
ることもできます。

動画と「表示する」機能
sprocket app を使用してビデオフレームを印刷し、ス 
キャンしたときに動画が再生されるようにしましょう。 
あらゆるソーシャル ソースやギャラリー、および 
Apple Live Photos™ のすべての動画が利用できます。 

1. 画像のプレビューで動画を開き、ビデオフレー
ム選択アイコンをタップして印刷するフレーム
を選択し、印刷アイコンをタップします。 

2. 印刷が完了したら「表示する」モードを使用し
て画像をスキャンし、印刷した写真から動画を
再生します。友達と共有することもできます。

マジック フレームと「表示する」機能
マジック フレームを写真に追加し、「表示する」モー
ドでスキャンしたときに秘密の動画が再生されるよう
にしましょう。フォト エディターのフレーム セクシ
ョンで、マジック フレームを選択します。通常のフ 
レームから選択することも、季節やテーマ オプション
から選択することもできます。[表示する] でスキャン
し、フレームの映像を再生します。
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カスタム ステッカーの作成

1. sprocket の印刷物に追加する絵を描きます。

2. 編集メニューで、  を選択してステッカー ギャラ
リーを開きます。

3. 左下隅にあるプラス記号アイコンを選択します。

4. フレーム内に絵を描いて画面をタップします。

• 作成したカスタム ステッカーは、ステッカー ギャラ
リーのプラスアイコンの横にある、カスタム ステッ
カー ギャラリーに保存されます。 

• カスタム ステッカー ギャラリーからステッカーを 
削除する場合は、そのステッカーをロングタップし
ます。

• カスタム ステッカー ギャラリーをロングタップ 
すると、フォルダ全体が削除されます。 

プリント キューの使用    
プリント キューを使用すると、写真を保存して後で印刷することができます。また、複数の印刷物を連続
してデバイスに送信することもできます。写真は 2 種類のプリント キューを経由して印刷されます。 

最初に、印刷する準備のできた写真は、アプリ キューに送信されます。アプリ キューには、プリンター
に送信される画像がまとめられます (その時点でプリンターと接続されていない場合も同様です)。これは
写真の現像所のようなものです。プリンターとの Bluetooth 接続が確立されると、これらはプリンター  
キューに転送されて印刷されます。印刷物を送信した時点で sprocket printer とすでに接続されている場
合、印刷物はアプリ キューに入ってからプリンター キューに転送されます。 

sprocket app では、プリント キュー内に写真がある場合、sprocket app のナビゲーション バーのプリント  
キュー アイコン、プレビュー画面のオプション トレイ (3 つのドットのメニュー)、またはプレビュー画面
の印刷アイコンをタップすると、アプリ キューとプリンター キューの両方を表示することができます。 

• オフラインのときは写真をキューに入れて、後から
印刷することができます。外出先で HP Sprocket に印
刷物を送信し、印刷する準備ができたら、sprocket 
printer に接続し、プリント キューを開きます。接続
が再度確立されて、「プレイ」ボタンを押すと、 
キュー内の写真の印刷が始まります。 

• 複数の印刷物を続けて送信できます。これらの印 
刷物はキュー内に送信された順に表示されます。 
sprocket オーナーまたはホストは、プリント キュー
の順序を変更できます。 

• プリント キューの表示や管理を行うことができるの
は、sprocket printer に接続されていて、プリント  
キューに複数の写真が含まれている場合のみです。

• プリンターに接続されたら、共有キューをホストま
たは共有キューに参加することができます。詳細に
ついては、「共有プリント キュー」を参照してくだ
さい。

• プリンター キューには一度に 10 枚の写真を入れる
ことができ、アプリ キューには最大 20 枚の写真を
入れることができます。

• ストップウォッチ アイコンをタップすると、直前の 
5 枚の写真が再印刷されます。

Printer
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共有プリント キュー
共有プリント キューでは、複数の人が共有プリント キューを使用して 1 つのプリンターに画像を送信で
きます。キューを共有する方法には、次の 2 つの方法があります。

複数のユーザー (ご自分と友達) が 
Bluetooth を使用してプリンターに 
直接接続できます

• HP Sprocket 200 プリンターを持っている場合は、
共有キューに直接接続できます。 

• 同時に接続できるのは、最大 3 ユーザーまでです。
• ホストがプリンターに接続して、共有キューを開

始する必要があります。
複数のユーザー (ご自分と友達) が 
ホスト ユーザーのスマートフォンを
使用してプリンターに間接的に接続
できます

• HP Sprocket、HP Sprocket 2-in-1、または HP Sprocket 
Plus を持っている場合は、共有キューに間接的に
接続できます。

• 同時に接続できるのは、最大 3 ユーザーまでです。
• ホストが共有キューを開始する必要がありますが、

プリンターと接続されている必要はありません。
画像はホストのスマートフォン経由で送信され 
ます。

1. sprocket printer に接続し、プリント キューを開きます。 

2. 画面上部のボタンを使用して、共有プリント キューをホスト または 共有プリント キューに参加 を
選択します。 

• 共有プリント キューをホストすると、ゲストがホストの共有キューを介して直接または間接的に、
ホストのプリント キューに画像を送信することになります。お使いのプリンターで使用できる接続
のタイプについては、上記の表を参照してください。ゲストとして参加すると、ホストのキューに
画像を送信して印刷できるようになります。 

• 共有プリント キューを使用するには、ホストとゲストの両方がプリント キューで該当するボタンを
有効にする必要があります。 

共有機能を利用して、みんなで一緒に印刷を楽しみましょう。

共有アプリ キューの開始

概要...
アプリ キューには、プリンターへの送信待ちの写真がリスト表示されます。 
これらの写真は sprocket app 内にあり、プリンターに転送されるのを待ってい
ます。sprocket と接続されていないときには、アプリ キューで印刷を保持でき
ます。

プリンター キューには、プリンターと接続されているときに、プリンターに転
送された写真がリスト表示されます。これらは次に印刷される写真です。

共有プリント キューをホストしている場合、参加しているゲストには色付きの丸印が表示されます。 
丸印の色は、ゲストに割り当てられた色になります。
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一目で見て分かるプリント キュー (HP Sprocket 200 のみ)
アプリで HP Sprocket 200 の上部をスキャンすると、一目で見て分かる AR プリンター キューが表示されま
す。このキューでは、印刷待ち中の写真を参照したり、印刷物を送信したユーザーに割り当てられた色や、
プリンターに接続しているユーザーを確認したりできます。また、バッテリーの状態に関する情報や、 
デバイス状態のメッセージ (エラー メッセージや印刷ステータスなど) を確認することもできます。 

印刷した写真をスキャンして隠れたコンテンツを表示する場合と同じように、デバイスの上部をスキャン
します。

1. ギャラリー ビューから sprocket app のカメラを開きます。
2. カメラの [表示する] セクションまでスワイプします (開いたときにデフォルトでこれが選択されて

います)。
3. ご自分がいる環境の明るさの状態を確認します。この機能がうまく動作するように、光の反射や濃

い影のない明るい場所を選びます。
4. お使いのモバイル デバイスを、sprocket から約 6 インチ (約 15 cm) 離してプリンターの上部カバー

の上に置き、上部カバーのパターンと並行になるように合わせます。画面上でアニメーションの 
再生が始まるまで、スマートフォンを動かさないようにします。

5. アニメーションが表示されたら、スマートフォンを少し動かして角度を変え、別の角度でオブジェ
クトを確認することができます。

注：スキャンする前にプリンターの上部の保護フィルムをはがしておいてください。

近日提供!

プリンターのパーソナライズ (HP Sprocket 200 のみ)
HP Sprocket 200 の場合は、お使いのプリンターを自由にパーソナライズできます。写真の印刷時やプリン
ターがアイドル状態のときに表示される LED の色を変更したり、お使いのプリンターにカスタム名を付け
たりすることができます。パーソナライズは、アプリ ウィザードを使ってデバイスをセットアップする際
に行うことができます。また、sprocket app のデバイス設定メニューで行うこともできます。 

受信トレイのメッセージと通知  
sprocket app には、楽しい機能が継続的に追加されます。sprocket app の受信トレイのメッセージやアプリ
通知を読んで、sprocket の体験に関する最新情報を確認してください。sprocket app で通知を有効にし、 
アップデート、ヒント、および新機能のハイライトを確認してください。 

• ホーム画面で、sprocket app アイコンの赤い点を確認すると、新しいメッセージが届いているかどう
かが分かります。

Google 共有フォルダ
sprocket app を使用して、sprocket printer に接続した状態でパーティの写真を簡単にバックアップできます。 
Google 共有フォルダをセットアップし、他の参加者と一緒に共有フォルダを使用します。パーティの参加
者が共有フォルダに参加して HP Sprocket で印刷を行うと、各自の写真が Google フォトにアーカイブされ
ます。こうすることで、参加者全員がすべての写真を簡単に共有できます。

インスピレーション
sprocket app から直接、sprocket printer に関するアイデアやインスピレーションを得ることができます。 
sprocket app を使用して、すばやく簡単に写真を貴重な思い出の品や魅力的なディスプレイにすることが
できます。


