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システム条件の確認

使用するハードウェアおよびシステムの最低条件は以下の通りです。

Windows3.1

オペレーティングシステム ： Windows3.1日本語版
CPU ： i386/16MHz以上

（i486/25MHz以上を推奨します）
主記憶メモリ ： 4MB以上
ハードディスク空き容量 ： 10MB以上
ディスプレイ ： VGA（640×480）以上の解像度

WindowsNT3.51

オペレーティングシステム ： WindowsNT3.51日本語版
CPU ： i486（25MHz）以上×86系またはPentium

主記憶メモリ ： 16MB以上
ハードディスク空き容量 ： 20MB以上
ディスプレイ ： VGA（640×480）以上の解像度

印刷するデータによってはさらに多くのメモリとハードディスク容量が
必要です。
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プリンタドライバインストール後の設定

プリンタにオプションを装着している場合や、プリンタをネットワークに接
続している場合などは、プリンタドライバをインストールした後に設定の変
更が必要になります。
以下の説明を参照して、プリンタの使用環境に合わせて必要な設定を行って
ください。

 環境設定（Windows3.1）

インストールの実行後、オプションの設定をします。オプションを新たに装
着した場合も設定が必要です。

メイングループのコントロールパネル内にある［プリンタ］アイコンを

ダブルクリックします。

［EPSON LP-8200C］を選択して、 設定 ボタンをクリックします。

①選択して ②クリックします
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［環境設定］タブをクリックして、 設定 ボタンをクリックします。

各項目を設定し、OK ボタンをクリックします。

各項目の詳細については、プリンタ本体添付のユーザーズガイドを参照
してください。

①クリックして ②クリックします
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 環境設定（WindowsNT3.51）

インストールの実行後、給紙装置とオプションの設定をします。オプション
を新たに装着した場合も設定が必要です。また、フォントの置換設定をする
ことにより、印刷時間が短くなります。

メイングループのコントロールパネル内にある［プリンタ］アイコンを

ダブルクリックします。

［LP-8200C］アイコンをクリックして、［プリンタ］メニューの［プリ

ンタ情報］をクリックします。

設定 ボタンをクリックします。

［プリンタ設定］、［実装オプション設定］、［フォント置換］の各項目を設

定して、 OK ボタンをクリックします。

　 　

各項目の詳細については、プリンタ本体添付のユーザーズガイドを参照
してください。

①クリックして

②クリックし

③クリックします

クリックします
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 ネットワーク接続時の設定（Windows3.1）

ネットワーク上に接続された本機をお使いになる場合は、以下の手順に従っ
て設定してください。

接続を実行する前に、プリンタドライバがインストールされているかご
確認ください。

メイングループ内の［プリントマネージャ］アイコンをダブルクリッ

クします。

［オプション］メニューの［ネットワークの接続］をクリックします。

 ボタンをクリックし、［リソース］メニューの中から本機が接続され

ているサーバをクリックします。続いて ログイン ボタンをクリックし

ます。

すでにサーバと接続されている場合は［接続］の一覧に表示されます。そ
の場合は、プリンタが接続されているサーバをクリックして へ進みます。

①クリックして

②クリックします

①クリックし

②クリックして

③クリックします
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［ユーザ名］［パスワード］を入力して OK ボタンをクリックします。

ログインできない場合は、ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。

 ボタンをクリックし、［リソース］メニューの中から本機のプリンタ

名称をクリックします。続いて［ポート］メニューの中から本機を接続

するポートを選択し、キャプチャ ボタンをクリックします。

これでネットワーク上のプリンタと接続されました。

②クリックします

①入力して

①クリックして

②クリックし

④クリックします

③クリックして
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 ネットワーク接続時の設定（WindowsNT3.51）

ネットワーク上に接続された本機をお使いになる場合は、以下の手順に従っ
て設定してください。

接続を実行する前に、プリンタドライバがインストールされているかご
確認ください。

メイングループ内の［プリントマネージャ］アイコンをダブルクリッ

クします。

［LP-8200C］アイコンをクリックして、「プリンタ」メニューをクリック

し、「プリンタの接続」をクリックします。

［共有プリンタ］の一覧から接続するコンピュータまたはサーバをダブル

クリックして本機のプリンタ名称をクリックします。続けて OK ボタン

をクリックします。

接続するコンピュータ（サーバ）の名称、プリンタの名称はネットワー
クにより異なります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。

①選択して
（どの共有プリン
タに接続するのか
はネットワーク管
理者に確認してく
ださい。）

②クリックします

②クリックして

③クリックします ①クリックし
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OK ボタンをクリックします。

［ドライバ］一覧の中から、本機のプリンタ名称をクリックし、OK ボタ

ンをクリックします。

プリンタドライバがインストールされていない場合は、一覧の中にプリ
ンタ名が表示されません。プリンタドライバをインストールして再度接
続してください。

クリックします

①選択して
（どの共有プリン
タに接続するのか
はネットワーク管
理者に確認してく
ださい。）

②クリックします
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 プリンタ接続先（ポート）の設定 (Windows3.1)

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートの設定を、必要に応じて変
更します。コンピュータのプリンタポートに接続している場合は、そのまま
の設定で使用できますので、変更は不要です。
ここでは、プリンタ側のエラー状態を示すメッセージ条件なども変更できます。

プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されること
があります。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能の設定
を確認してください。

メイングループ内の［コントロールパネル］アイコンをダブルクリック

します。

コントロールパネル内の［プリンタ］アイコンをダブルクリックします。

［EPSON LP-8200C］をクリックし、 接続 ボタンをクリックします。

ダブルクリックします

ダブルクリックします

①クリックして ②クリックします



10

接続先などを設定し、 OK ボタンをクリックします。

画面の詳細は以下の通りです。
①接続先

プリンタを接続したポート（インターフェイス）を接続します。各項
目の詳細は、プリンタ本体添付のユーザーズガイドをご覧ください。

プリンタをコンピュータのプリンタポートに接続している場合は、
「LPT1」を選択してください。

②タイムアウト時間の設定

• ポートによって、タイムアウト時間は変更できない場合があります。
• タイムアウト時間の設定はプリントマネージャを使用している場合に
有効になります。

プリンタの準備ができていないとき：

プリンタが印刷可能状態になるまでの時間を設定します。この時間を
過ぎて印刷可能状態にならないとエラーが表示されます。
再び送信しなおすまで：

プリンタが印刷途中でデータを受信できなくなったときに、データの
送信を繰り返す時間を設定します。この時間を過ぎてデータを受信で
きない場合はエラーが表示されます。

通常は標準設定のままで使用できますが、印刷データが複雑な場合や
ネットワーク環境で複数のコンピュータが共有している場合、エラーが
表示されやすくなります。その場合はタイムアウト時間、特に［再び送
信しなおすまで］を長く設定してください。

③高速に印刷

通常はチェックボックスをチェックしたままにしてください。この
ボックスをチェックしていると、印刷データをWindowsからプリン
タに直接送るため高速に印刷されます。印刷品位（解像度）には影響
ありません。チェックしないとDOSを経由して印刷されるので印刷
時間が長くなります。

クリックします
①

②

③
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印刷の実行

ここでは、Windows3.1/NT3.51アプリケーションでの、印刷の設定のしか
たと実行の手順について説明します。

プリンタドライバをインストールしてから行ってください。

 印刷の手順

印刷の手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なります。詳細は
各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。
ここでは、Windows3.1/NT3.51に添付の「ライト」を例に説明します。

「ライト」の起動方法：
プログラムマネージャの［アクセサリ］グループの［ライト］アイコンをダブル
クリックします。

「ライト」を起動し、印刷データを作成します。

［ファイル］メニューをクリックし、［印刷］をクリックします。

①クリックしてから ②クリックします
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お使いのプリンタが選択されていることを確認し、各項目を設定します。

• プリンタの設定 ボタンをクリックすると印刷条件を設定することがで
きます。

• OK ボタンをクリックすると、印刷を実行します。

 Windows3.1 WindowsNT3.51

　　　

確認します

印刷を実行します

オプション ボタンをクリックする
とプリンタドライバの［基本設定］
ダイアログが開きます。

プロパティ ボタンをクリッ
クするとプリンタドライバの
［基本設定］ダイアログが開
きます。
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プリンタドライバの設定項目について

プリンタドライバの設定項目は、いくつかのメニューに分かれています。各
項目の詳細については、プリンタ本体添付の「LP-8200Cユーザーズガイ
ド」を参照してください。

本ドライバは、Windows95/98/NT4.0のドライバに比べ、一部機能が制
限されます。

 Windows3.1（モノクロ印刷）

Windows3.1では、モノクロ印刷のみ可能です。

［基本設定］ダイアログ

［詳細設定］ダイアログ

ハーフトーン：
ハーフトーンを選択するとグラフィックイメージのハーフトーン処理を行い
ます。
粗密調整では、印刷の粗密をスライドバーで調整できます。
明暗調整では、印刷の明暗をスライドバーで調整できます。

クリックすると［詳細設
定］ダイアログが表示さ
れます
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［レイアウト］ダイアログ

［オーバーレイ］ダイアログ

クリックすると［割り付
け設定］ダイアログが表
示されます

クリックすると［スタン
プマーク設定］ダイアロ
グが表示されます
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［環境設定］ダイアログ

［拡張設定］ダイアログ

クリックすると［実装オ
プション設定］ダイアロ
グが表示されます

クリックするとステータ
スシートが印刷されます

クリックすると［拡張設
定］ダイアログが表示さ
れます

クリックすると［フォント
の置換設定］ダイアログが
表示されます
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 WindowsNT3.51

WindowsNT3.51では、モノクロ/カラーともに印刷可能です。

［基本設定］ダイアログ

［詳細設定］ダイアログ

［印刷モード］：
本ドライバで選択できる設定は次のようになります。
カラー印刷の場合 ：［品質優先］のみ。

ただし［環境設定］画面で、［印刷処理のバラ
ンス指定をする］を選択している場合、［品質
優先（PC）］/［品質優先（プリンタ）］のどち
らかを選択します。

モノクロ印刷の場合：［標準］のみ。

印刷データを180度回転して印刷
する場合にクリックします

クリックすると
［詳細設定］ダイア
ログが表示されます
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［レイアウト］ダイアログ

［オーバーレイ］ダイアログ

［環境設定］ダイアログ

クリックすると［フォントの置換
設定］ダイアログが表示されます

クリックすると
［割り付け順設定］
ダイアログが表示
されます

クリックすると
［スタンプマーク設
定］ダイアログが
表示されます
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印刷の中止方法

プリンタの 印刷可 スイッチを押

します。
パネル設定�

シフト�印刷中止／リセット�

エラー解除�排  紙�印刷可�
印刷可ランプが消灯し、印刷不
可状態になります。

コンピュータ上の印刷処理が続いているときは、以下の方法で削除します。
Windows3.1
①メイングループの［プリントマネージャ］アイコンをダブルクリックします。
②削除する印刷データをクリックして［取りやめ］をクリックします。

　　 　　

WindowsNT3.51
①メイングループの［プリントマネージャ］アイコンをダブルクリックします。
②［LP-8200C］アイコンをダブルクリックします。
③印刷を中止する文書をクリックします。

④［文書］をクリックし、［文書の削除］をクリックします。

押します

①クリックして ②クリックします

クリックします

②クリックします

①クリックして

ダブルクリックします
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データランプが点滅しなくなり、点灯していることを確認します。

データランプの点滅中は、データを受信しています。データを受信し終
えるまでお待ちください。

シフト スイッチと エラー解除 ス

イッチを同時に押します。
パネル設定�

シフト�印刷中止／リセット�

エラー解除�排  紙�印刷可�
受信データが消去されます。上
記スイッチを5 秒以上押すと電
源投入時の状態まで初期化（リ
セットオール）されますのでご
注意ください。

シフト （ パネル設定 ）スイッチを押したまま

エラー解除 スイッチを押します
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プリンタドライバの削除（Windows3.1）

プリンタドライバのバージョンアップや再インストールを行う場合は、まず
最初に旧バージョンのプリンタドライバを削除してください。
WindowsNT3.51のプリンタドライバの削除方法については、WindowsNT3.51
の取扱説明書をご覧ください。

［コントロールパネル］内の［プ

リンタ］アイコンをダブルク

リックします。

［EPSON LP-8200C］が選択

されていることを確認し、

 登録の削除 ボタンをクリックし

ます。

はい をクリックします。

これでプリンタドライバの削除は終了です。

ダブルクリックします

クリックします

①確認して ②クリックします
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