
HPインクジェットプリンター カタログ

PCで、スマホで、タブレットで。
遊びや学び・仕事まで、家族みんなで使えるプリンター。

HP ENVY Pro 6420 6WD16A#ABJ

HP ENVY 6020 7CZ37A#ABJ

いつでも手元で、
サクッと印刷。

HP ENVY 6020

HP ENVY Pro 6420

株式会社 日本HP



プリント・スキャン・コピー・ADF機能を備えた、
高い作業効率を実現した複合機

スリムなボディに充実の機能を搭載。
スマホで快適操作ができる一台

HP ENVY Pro 6420

HP ENVY 6020

A4カラー A4モノクロ
印刷スピード 約7枚/分※1 約10枚/分※1

印刷コスト 約17.3円※2 約7.3円※2

※1 プリント速度はISO/IEC 24734、Word/Excel®/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定でおこなったESATの平均値です。hp.com/products1/ISO/MMDPP/index.html（英語サイト）を参照してください。使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークな
どの使用環境により異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピー時。  ※2 印刷コストはISO/IEC 24711（測定方法）、ISO/IEC 24712（測定画像）に準拠し、2020年6月現在のHP Directplusでのインクカートリッジの販売予定価格を使用して算出。用紙コストは含んでいません。 

●いつでもどこからでも、スマホから直接印刷が可能
●スマホアプリから簡単セットアップ
●ADF（自動原稿送り装置）標準搭載。高い生産性を発揮
●繰り返し作業を登録できるスマートタスク機能対応

A4カラー A4モノクロ
印刷スピード 約7枚/分※1 約10枚/分※1

印刷コスト 約17.3円※2 約7.3円※2

●いつでもどこからでも、スマホから直接印刷が可能
●スマホアプリから簡単セットアップ
●繰り返し作業を登録できるスマートタスク機能対応
●わかりやすい操作性と洗練されたデザイン

HP 67 インクカートリッジ

HP 67 インクカートリッジ

プリント コピー スキャン 無線LAN ADF
（35枚）

自動両面
印刷

プリントヘッド
一体型インク

L判対応 スマート
タスク

普通紙対応

普通紙

はがき対応

はがき

シングル
カートリッジモード

対応
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いつでも手元で、サクッと印刷。

かんたんにスマホからサクッと印刷でき、さらに優れた印刷品質・スピードを実現するHP ENVYシリーズ。
多彩な機能を持ち合わせているので、ご家庭での文書・写真印刷や教育関連の印刷、
またご自宅でのテレワーク・SOHOビジネス用途など幅広いシーンで活躍します。
コンパクトな設計、上質でシンプルなデザインは、どのようなインテリアにも相性抜群です。
HPは使いやすさを追求し、印刷をもっと身近に。誰もが迷うことなく印刷できる一台をお届けします。

こんなに簡単!  HPプリンターのセットアップ

シンプルデザイン&かんたん操作

スムーズで安定した接続
Bluetooth® Smart※に対応している為、アプリがプリンターを検知。
より少ない手順でシンプルかつ手軽に接続することができます。また
デュアルバンドWi-Fiにも対応しており、プリンターが通信の強さ・質
などの変化に応じ2.4GH帯と5.0GHz帯を自動的に切り替えることで、
安定した接続環境を提供します。
※ Bluetooth v4.2以降と、HP Smart アプリのインストールが必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。

サクッと❶：接続
スマホだけで
かんたん接続設定
無料アプリHP Smartでセットアップもかんたん。初めてプリンターに
接続する際は、スマホやパソコンにHP Smartをダウンロードし、設定
から利用するプリンターを選ぶだけ。アプリにプリンターが追加され、
接続完了です。利用する様々なデバイスと手軽に接続できるため、一
台のプリンターを家族みんなで共有できます。

スマホやタブレットを
最大５台まで同時接続
プリンターが無線LANネットワークに接続されていなくても、Wi-Fi 
Direct機能によりスマホやタブレットなどを最大５台まで同時接続可
能。家族が印刷中でも、使い終わるまで待つ必要がありません。もち
ろん、スマホだけでなく、タブレットやPCからも接続でき、友人や知人
などのゲストユーザーが一時的にプリンターに接続して印刷する際に
も便利です。

ステップ❶
HP Smartの追加「＋」をタッチ。
次の画面で「プリンタの追加」
ボタンをタッチ。

ステップ❷
プリンタを選択。

ステップ❸
Wi-Fiアクセスポイントを設定。

ステップ❹
プリンタの「情報」ボタンをタッチ。
接続中の画面が表示。

ステップ❺
「続行」をタッチ。
次の画面では「後で」をタッチ。

ステップ❻
「ページ印刷のスキップ」を
タッチしたらセットアップ完了。



iOS版
ダウンロード

Android™版
ダウンロード

使いやすさを追求した
こだわりの設計
電源アダプタが内蔵されているので、電源コードのみでお掃除もらく
らく。またホワイトを基調としたコンパクトデザインで、置く場所や部
屋を選びません。ほこりの入りにくい給紙トレイ、排紙トレイを前面に
設置。紙の入れ替えがスムーズにおこなえます。また給紙トレイの表
面には、必要な時にだけ光るステータスライトを配置し、印刷状況がす
ぐに把握できます。タッチ操作でコピー枚数の設定等も可能です。使
いやすさにこだわった機能を備えています。

必要な書類をすぐ印刷。
お子様の教育にも有効
働き方改革の広がりにより、今後ますますテレワークの増加が見込ま
れます。一方、ご自宅にプリンターやスキャナーがないため、ご自宅で
仕事をする上で不便を感じている方も少なくありません。またお子様
のいるご家庭では、教材や塗り絵、教育関連資料の印刷など、プリン
ターが重要な役割を果たしています。写真や文書印刷から、教育、ビジ
ネスまで、ご自宅での新たなプリンターニーズが高まりつつあります。

※アプリ内にて表示するアイコンはカスタマイズで任意変更可能です。
※アプリ表示内容・アイコンは、事前案内なく変更することがあります。（2020年6月現在）

サクッと❷：印刷

インク残量表示、プリンター情報
インク残量見込み、本体情報、問題解決のヘルプとヒントの確認、
プリンター設定変更、メンテナンスタスクの実行が可能です。

カメラスキャン
スマホカメラで画像や文章をスキャンすることで、
JPEGやPDFファイルの作成が可能です。

作業工程のテンプレート化（スマートタスク）
よく使う複数の機能（例：印刷したデータをPDF化し、電子メールに送信、同時にクラウド
フォルダに保存。など）を1つのタスクとして登録し、作業を効率化できます。

SNSやクラウドからの印刷
FacebookやDropbox※などの、SNSやクラウド上にあるデータを印刷することが可能です。
またアプリ連携し、アプリ上で簡単に加工編集・印刷することもできます。
※ アプリにてサポートしている他社サービスは事前案内なく変更することがあります。
最新情報は上記QRコードよりHP Smartアプリダウンロードの上、ご確認ください。（2020年6月現在）

写真・ドキュメント印刷
写真（JPEG、PNG）、およびドキュメント（PDF）が手軽に印刷可能です。

HP Smartでかんたん印刷
まるでリモコンのように、スマホからプリンターの操作が可能。PCの起動も、面倒な設定も必要
ありません。スマホで撮った写真やSNSからの印刷、スマホのカメラを利用したスキャンなど、
使い方いろいろ。シンプルな操作で、スマホからの印刷がグッと身近になります。

HPのダウンロードサービス 遊び&学習
ESTIMATED TIME: 10 MINUTES
LEVEL: EASY

CUT & PLAY (PUZZLE) Glue

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

HPでは、塗り絵やペーパークラフト、パズルなど
を無料でダウンロードしていただけるサービス
をご用意しています。HP Smartからもアクセス
でき、登録は必要ありません。
※本サービスは予告なく終了する場合があります。あらかじめご了承ください。



スマートタスクで連続作業もワンタッチ
印刷したデータをPDF化し、電子メールに送信、同時にクラウドフォルダに保存など、連続する
作業を組み合わせ、一つのタスクとして登録できるスマートタスク機能が利用できます。繰り返
し作業がワンタッチでおこなえ、手間の軽減やフローの簡略化を実現します。

サクッと❸：効率

充実のオンラインサポート
LINEやTwitterなどオンラインでも技術サポートや修理受付をおこなっています。

持ち込み不要。オフィスや自宅に交換品がすぐ届く
万一プリンターが故障した際も、最短翌営業日に交換品をお届けするHPクイック・エクスチェンジ
サービスを提供。交換品のお届けと故障品の回収を同時におこなうため、わざわざお店や修理拠
点にプリンターを持ち込む手間がありません。万全のサポート体制で、トラブル時も安心です。
※無償保証期間は1年。  ※サービスの該当条件は1年間の保証期間内の対象機種に適用されます。  ※カスタマー・ケア・センターでの受付のみの対応となり、カ
スタマー・ケア・センターがプリンターに問題があると判断した場合に適用されます。  ※落下・衝撃などのお客様の取り扱い上のミスや雷などの天災で生じた故障
の場合は保証期間内でも有償となります。詳しくは でご確認ください。

最短翌営業日に
交換品をお届け

お届けと同時に
故障品を回収

@hpsupportjpn
Twitterサポート

技術情報の配信（ツイート）や、Twitterの返信・DM機能を使った技術
サポート、修理受付をおこなっています（平日9時～18時）

よくあるお問い合わせ（FAQ）情報や自動応答問診サービスなどの技
術情報を24時間365日ご提供しています。また、チャットで受けられる
技術サポートや修理受付もおこなっています。（平日9時～18時）

@hpjapan
LINEサポート

サクッと❺：サービス

ヘッドがインク側についているので、
目詰まりしてもインク交換で解消

インクが切れてもそのまま印刷
黒インク、またはカラーインクが切れても、片方のインクで印刷を続けることができるシングルカー
トリッジモードを採用。緊急時に、片方のインクが切れて印刷できないという心配がありません。ま
た普段あまりカラー印刷をしない方であれば、黒インクだけセットして印刷をすることもできます。
※カラーインクで黒を再現する際は、カラー3色混合で黒色を再現するため通常の黒インクと発色が異なります。

目詰まりしてもインク交換で解消
印刷頻度が少ないとプリントヘッドが目詰まりを起こし、故障の原因になります。HPのプリント
ヘッド一体型インクカートリッジなら目詰まりが起きても、インク交換するだけで解消。プリント
ヘッドも新しくなり、新品同様の印刷品質を実現します。目詰まりによるプリンターの修理や買
い替えの必要がありません。

印刷品質が高く、保証面でも安心
黒インクは水に強くにじみにくい顔料インクを採用、くっきりはっきりした黒を実現します。カラー
インクは鮮明でカラフルな色彩を表現する染料インクを採用、鮮やかな写真印刷を実現します。
またHP純正インクカートリッジは優れた印刷品質を実現するために、HPプリンターに適合するよ
う正確に調整されています。純正インクをご利用いただくことで、プリンターの性能を維持し、プリ
ンター本来の優れた印刷品質を保つことができます。なおHP純正インク以外のインクをご利用に
なりプリンターに不具合や故障が生じた場合は、HPカスタマーサポートの保証対象外となります。

サクッと❹：インク

or



純正インク
製品名 印刷可能枚数 製品番号

HP 67XL インクカートリッジ 黒 約240枚 3YM57AA

HP 67XXL インクカートリッジ 黒（増量） 約400枚 3YM59AA

HP 67XL インクカートリッジ カラー 約200枚 3YM58AA

製品仕様
製品名 HP ENVY Pro 6420 HP ENVY 6020

製品番号 6WD16A#ABJ 7CZ37A#ABJ

JANコード 4580511679354 4580511679330

プリント機能 印刷方式 HPサーマル・インクジェット HPサーマル・インクジェット

インクシステム 4色（黒・カラー 3色一体型） 4色（黒・カラー 3色一体型）

給排紙方式 前面給排紙 前面給排紙

プリント速度※1 ISO モノクロ：約10枚/分、カラー：約7枚/分
ドラフト モノクロ：約20枚/分、カラー：約17枚/分
写真（標準・フォト用紙/10×15センチ）：約53秒

ISO モノクロ：約10枚/分、カラー：約7枚/分
ドラフト モノクロ：約20枚/分、カラー：約17枚/分
写真（標準・フォト用紙/10×15センチ）：約53秒

ファーストプリントアウト
タイム（A4）※2

モノクロ：約18秒、カラー：約21秒 モノクロ：約18秒、カラー：約21秒

プリント解像度※3 最高4,800×1,200dpi 最高4,800×1,200dpi

フチ無し印刷 対応（最大A4/レター） 対応（最大A4/レター）

HP Smart（HP ePrint） 対応 対応

モバイルプリンティング※4

スキャン機能 タイプ フラットベッド、ADF フラットベッド

センサー CIS CIS

解像度※5 光学解像度1,200×1,200dpi 光学解像度1,200×1,200dpi

原稿サイズ 最大 A4/レター 最大 A4/レター

その他機能 HP Smart、HP Scan HP Smart、HP Scan

グレースケール階調 256 256

ビット深度 最大24bit 最大24bit

ファイル形式 PDF、JPEG PDF、JPEG

コピー機能 コピー速度（A4） ISOモノクロ：約8枚/分、カラー4枚/分 ISOモノクロ：約8枚/分、カラー4枚/分

解像度 最高300×300dpi 最高300×300dpi

連続コピー枚数 9枚 9枚

用紙サイズ A4、はがき、L判等（B5/A5/A6/往復はがきへのコピーは非対応） A4、はがき、L判等（B5/A5/A6/往復はがきへのコピーは非対応）

ADF 容量 普通紙35枚 -

原稿サイズ A4、レター -

給排紙トレイ 給紙トレイ：普通紙100枚、はがき40枚、封筒5枚、L判40枚
排紙トレイ：最高25枚

給紙トレイ：普通紙100枚、はがき40枚、封筒5枚、L判40枚
排紙トレイ：最高25枚

ディスプレイ ユーザーインターフェイス；ランプ点灯による表示ボタン；Wi-Fi接続状況、モ
ノクロ&カラーコピー開始表示や部数追加、部数カウンター表示、ADF紙詰ま
りなどのエラー表示、リジュームボタン表示（ランプが点灯している時にボタ
ンを押すと、中断されたジョブが再開）

ユーザーインターフェイス；ランプ点灯による表示ボタン；Wi-Fi接続状況、モ
ノクロ&カラーコピー開始表示や部数追加、部数カウンター表示、ADF紙詰ま
りなどのエラー表示、リジュームボタン表示（ランプが点灯している時にボタ
ンを押すと、中断されたジョブが再開）

プロセッサー速度 800MHz 800MHz

自動両面印刷 標準対応 標準対応

月間推奨ページ数※6 50～100ページ 50～100ページ

用紙対応 サイズ A4、A5、A6、B5、封筒（長形3号/4号）、はがき、10×15cm、L判、2L判など
※封筒（長形3号/4号）はWindowsのみ対応

A4、A5、A6、B5、封筒（長形3号/4号）、はがき、10×15cm、L判、2L判など
※封筒（長形3号/4号）はWindowsのみ対応

厚さ 75～ 75～

種類※7 普通紙、インクジェット用紙、フォト用紙など 普通紙、インクジェット用紙、フォト用紙など

搭載メモリ 256MB DDR3L 256MB DDR3L

システム要件 Microsoft®
Windows® 10、7（32ビット版または64ビット版）：
2GB以上のハードディスク空き容量、インターネット接続、USBポート、
Microsoft® Internet Explorer.

Mac
OS X v10.12 Sierra、macOS v10.13 High Sierra、
macOS v10.14 Mojave、macOS v10.15 Catalina
2GB以上の ハードディスク空き容量、インターネット

Microsoft®
Windows® 10、7（32ビット版または64ビット版）：
2GB以上のハードディスク空き容量、インターネット接続、USBポート、
Microsoft® Internet Explorer.

Mac
OS X v10.12 Sierra、macOS v10.13 High Sierra、
macOS v10.14 Mojave、macOS v10.15 Catalina
2GB以上の ハードディスク空き容量、インターネット

接続 インターフェイス USB 2.0×1、 、dual band Wi-Fi（2.4/5Ghz）、802.11ac USB 2.0×1、 、dual band Wi-Fi（2.4/5Ghz）、802.11ac

本体 外寸法（W×D×H） 432.5×361.1×174mm 432.5×361.1×132.1mm

質量

環境条件 推奨稼働環境 温度：15～30°C、湿度：20～80% RH（結露無） 温度：15～30°C、湿度：20～80% RH（結露無）

保管環境 温度：-40～60°C、湿度：20～80% RH（結露無）
＊本体のみ、インクは除く

温度：-40～60°C、湿度：20～80% RH（結露無）
＊本体のみ、インクは除く

動作音 印刷時：55dB（A） 印刷時：56dB（A）

電源仕様 電源 AC 100 to 240V（+/-10%）、50/60Hz、0.7A AC 100 to 240V（+/-10%）、50/60Hz、0.7A

消費電力※8 待機時：4.0W、省電力モード時：1.70W、電源オフ時：0.10W 待機時：4.0W、省電力モード時：1.70W、電源オフ時：0.10W

主な標準添付品 本体、セットアップカートリッジ（黒、カラー）、電源ケーブル、USBケーブル、セッ
トアップカード、リファレンスガイド、保証書　等

本体、セットアップカートリッジ（黒、カラー）、電源ケーブル、USBケーブル、セッ
トアップカード、リファレンスガイド、保証書　等

保証期間 ご購入後1年間（消耗品は除く） ご購入後1年間（消耗品は除く）

※1 プリント速度はISO/IEC24734で測定。詳細は （英語サイト）を参照してください。　※2 詳細は （英語サイト）を参照してください。　※3 コンピューターから最大dpi入
力でHP製フォト用紙にプリントする場合の最高解像度。　※4 ワイヤレス性能はアクセスポイントからの物理的環境や距離に依存します。ワイヤレスは2.4GHzと5GHzのルーターに対応しております。ワイヤレスダイレクトはワイ
ヤレス対応のデバイス・PCにドライバもしくはアプリがインストールされている必要があります。詳しくは、hpsmart.comをご確認ください。HP ePrintはアカウント登録、インターネット接続、ePrint対応プリンタ、メール対応のPC
もしくはデバイスが必要となります。AirPrintは次のOSに対応しています；OS X® Lion、OS X® Mountain Lion、iOS 4.2以降：iPad®、iPhone®（3GS以降）、iPod touch®（第3世代以降）また、デバイスとプリンタが同じネットワー
ク上にある必要があります。　※5 最大dpiは、コンピューターのメモリ、ディスク領域、その他のシステム要因により制限されます。　※6 インクカートリッジを交換する間隔や、延長保証期間内の製品の耐久性などの要因に基づ
いて、製品を最適な状態でご使用いただくために、1か月あたりに出力する平均ページ数を、規定の推奨印刷枚数に抑えることを推奨しています。　※7 はがきを使用される場合は、インクジェット郵便はがきをお使いください。一
部の再生はがきでは給紙が正常におこなわれないものがあります。　※8 電源環境により、値が異なる場合があります。　■はじめてプリンターをご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にセットアップするためにインクが
消費されます。　■CADソフトウェアからの印刷は、正常に出力できない場合があります。　■DPE店などで販売される写真貼り合わせはがきや喪中はがきは、うまく給紙されない場合があります。　■はがきを使用される場合に
は、インクジェット用はがきをお使いください。一部の再生はがきでは給紙が正常におこなわれないものがあります。　■カタログ中のプリントサンプル、画面の一部はハメコミ合成です。 ＜コピーに際してのご注意＞　●法律に
より、そのコピーを所有するだけでも罰せられる場合がありますので、ご注意ください。 ①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国際証券・地方債証券。 ②未使用の郵便切手・郵便はがき。 ③政府発行の印紙類の
コピーは禁止されています。　●著作権の目的となっている書籍・音楽・版画・地図・映画・図版・写真などの著作権物は個人的な、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられてい
ます。
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●カタログで使用している写真は広告用に撮影したものです。そのため実際の製品とは多少異なることがあります。
＊Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
＊Macintosh、Mac OSはApple Inc.の登録商標です。
＊iPhone、iPad、iPod touchは米国および他国のApple Inc.の登録商標です。AirPrint、AirPrint ロゴはApple Inc.の商標です。
＊Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、
Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon 
Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社
の商標です。
＊FacebookはFacebook,Inc.の商標または登録商標です。
＊YouTube、YouTubeロゴ、Gmailは、 の商標または登録商標です。

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2020年4月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しく
お使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。

安全に関するご注意
ご購入は下記販売店までお問い合わせください。

取扱い店 印

HPインクジェットプリンターの製品情報
hp.com/jp/inkjet

日本HPのYouTubeチャンネル（日本HP公式チャンネル）

www.youtube.com/HPPCJP

プリンター純正インク・用紙の情報
hp.com/jp/supply_inkjet

ご購入後のサポート窓口
カスタマー・ケア・センター

 0120-96-1665 （通話料無料）
月～金 9：00～17：00  土・日 10：00～17：00
（祝日、年末年始および5/1を除く）

ご購入前のお問い合わせ窓口
カスタマー・インフォメーションセンター
03-5749-8354
月～金 9：00～19：00  土 10：00～17：00
（日、祝日、年末年始および5/1を除く）
※電話のかけ間違いが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

ご購入後の技術情報、ドライバーダウンロード等
hp.com/jp/support

HPカスタマーケア

hp.com/jp/support_exchange

ご購入から1年間無償のアフターサービス
HP クイック・エクスチェンジサービス

HP クイック・エクスチェンジサービスは、1年間の無償保証期間にお客様のプリン
ターに問題が生じた場合、最短翌日で交換品をお届けするアフターケアシステムで
す。プリンターが故障した場合はカスタマー・ケア・センターまでご連絡ください。

日本HP公式Facebookページ
www.facebook.com/HPJapan

日本HP公式Twitterアカウント
twitter.com/HP_PC_JP

LINEサポート
@hpjapan
お客様の「困った！」に24時間365日お答えできる
自動応答問診サービスや、サポートセンターへの
よくあるご質問（FAQ）情報の他、技術サポートエン
ジニアとのチャットサポートもございます。


