補足説明書
本書では、以下の項目について説明しています。

■プリンタソフトウェア使用時の制限事項
EPSONプリ ン タソ フ トウ ェアCD-ROM に収 録 され てい る プリ ン タド ライ バ およ び
ユーティリティを使用した場合の制限事項および注意事項を記載しています。

■Microsoft® Windows® XPでの使用方法
EPSONプリンタをMicrosoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語
版 ま たはMicrosoft ® Windows ® XP Professional Operating System 日 本語 版（以 下
Windows XPと略します）で使用するために必要な操作について説明しています。プリ
ンタドライバおよびユーティリティの基本的な操作方法については、ユーザーズガイド
に記載されているWindows 2000の項目を参照してください。

●使用上の制限事項 .................................................2
●プリンタソフトウェアのインストール .......................3
●ネットワーク接続でのセットアップ........................14
●最新のプリンタドライバの入手方法........................16
プリンタソフトウェアのインストール方法はお使いのプリンタによって異なります。
以下の表でインストール方法をご確認ください。
プリンタ名
VP-2300/VP-4300

インストール方法
EPSONインストールプログラムでのインストール
s 本書3 ページ

VP-700

双方向通信対応ケーブル

プラグ＆プレイでのインストール

VP-1200

使用時

s 本書6 ページ

双方向通信 非対応ケー ブル プリ ンタ の追 加ウィ ザー ドを 使用 して、
EPSONプ リン タソ フト
使用時

ウェアCD-ROMに収録されているドライバをインストール
s 本書10 ページ
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使用上の制限事項
EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMに収録されてい るプリンタドライバおよび
ユーティリティを使用した場合、以下のような制限事項があります。

NetWareプリンタを監視する場合の制限事項
NetWareプリンタを監視する場合は、Novell社が提供しているクライアントを使用
する必要があります。以下のクライアントにおいて動作確認済みです（2002年3月
現在）
。
OS

クライアント

Windows NT4.0/2000

Novell Client for Windows NT/2000 Ver.4.81

Windows 95/98/Me

Novell Client for Windows 95/98/Me Ver.3.31

Windows 95/98/Meで共有プリンタを監視する場合の注意事項
サーバ側とクライアント側において、コントロールパネルのネットワークおよび現
在のネットワーク構成に、IPX/SPX互換プロトコルあるいはTCP/IPプロトコルが
設定されている必要があります。

Windows XP使用時の制限事項
全機種共通
※

リモートデスクトップ 機能 を利用 して、移動先のコンピュー タに直接接続された
プリンタから印刷する場合、
EPSONプリンタウィンドウ!3がインストールされてい
ると通信エラーが発生します（プリンタドライバを最新のものにしても、対応でき
ません）
。
※ 移動先のモ バイルコンピュー タなどからオフィス ネットワーク内の コンピュータ上に あるアプリケー
ションやファイルへアクセスし、操作することができる機能

VP-2300をお使いの場合
プリ ン タ ソフ ト ウ ェ アを イ ン スト ー ル す ると、［プ リン タ とFAX］フォ ルダ に
［EPSON VP-2300］と［EPSON VP-2300 ESC/P］アイ コン が 表 示 さ れ ま す。
EPSON純正のドライバは［EPSON VP-2300 ESC/P］ですので、プリンタのプロ
パティを開くときなどは［EPSON VP-2300 ESC/P］を選択してください。
［EPSON VP-2300］が表示されるのはWindows XPの仕様のためですので、削除
せずこのままの状態で お使いください（プリンタ ドライバを最新のものに しても、
対応できません）
。
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プリンタソフトウェアのインストール
ご利用いただく上で必要となるプリンタソフトウェアをインストールします。

インストール方法の確認
お使いのプリンタによってインストール方法が異なります。以下の表でインストー
ル方法を確認してから、インストールしてください。
プリンタ名

インストール方法

VP-2300 /VP-4300

EPSONイン スト ール プロ グラム での イン ス
トール
（ s本ページ下）
EPSONインストールプログラムを使用してプ
リンタソフトウェアをインストールします。

VP-700

双方向通信機能対応ケーブル

VP-1200

使用時

※

プラグ＆プレイでのインストール
（ s本書6 ページ）
EPSONプリ ン タソ フト ウェ アCD-ROMに 収
録され ているWindows 2000/XP用のプリ ンタ
ソフトウェアをインストールします。

双方向通 信機能非 対応ケー ブル プ リ ン タ の 追 加 ウ ィ ザ ー ド を 使 用 し て、
使用時

EPSONプリ ン タソ フト ウェ アCD-ROMに 収
録されているドライバをインストール
（ s本書10 ページ）
EPSONプリ ン タソ フト ウェ アCD-ROMに 収
録され ているWindows 2000/XP用のプリ ンタ
ソフトウェアをインストールします。

※弊社推奨ケーブル 型番：PRCB4N、PRCB5N、PRCB8N

VP-2300/VP-4300をお使いの場合
以下の手順でプリンタソフトウェアをインストールしてください。

p

• プリンタ本体の準備は完了して いますか？プリンタ本体の取扱説明書を
参照し て、プリンタの 設置、
コンピュ ータとの接 続、
電源への接 続を完了
させてから、インストールを開始してください。
• ネットワークプリンタに接続して プリンタソフトウェアをインストール
する場合は、以下のページの手順に従ってください。
「ネットワーク接続でのセットアップ」
s 本書14 ページ
コンピ ュータの管理 者アカウ
• ソフト ウェアをイン ストールする 場合は、
ント（Administrators グループ ）
のユーザ ーでログ オンする 必要が ありま
す。

A プリンタの電源をオフにします。
B コンピュータの電源をオンにして、Windowsを起動します。
C EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
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D 以下の画面が表示されたら、［ドライバ・ユーティリティのインストール］を
選択して、［次へ］ボタンをクリックします。

②クリックします
①クリックして

p

Dの画面が表示されない場合は、
［マイコンピュータ］
［CD-ROM］
［setup.exe］
をダブルクリックしてください。

［OK］ボタンを
E お使いの機種のアイコンが選択されていることを確認して、
クリックします。
プリンタドライバのインストールが始まります。
VP-2300の場合

①確認して

②クリックします

お使いのプリンタ

選択するアイコン

VP-2300

VP-4300

F ［OK］ボタンをクリックします。

EPSON プリンタウィンドウ !3 のインストールが始まります。

クリックします

VP-2300 をお使いの場合は、H へ進みます。
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プリンタソフトウェアのインストール

G VP-4300の場合、以下の画面が表示されたらプリンタの電源をオンにします。

p

• プリンタ をパラレルケー ブルで接続し ている場合、
プリン タの電源をオ
ンにしても以下の画面が表示されることがあります。

クリックします

プリンタ の電源がオンに なっているか、
推 奨ケーブルが正 しく接続され
ているかを確認し、
［再試行］ボタンをクリックしてください。
ボ タンをクリッ クすると、
以下の 画面が表示さ れることがあ
• ［検索中止］
り ます。
［OK］ボタ ンを クリ ック して、プ リン タ ソフ トウ ェア のイ ンス
トールを終了します。

クリックします

［OK］ボタンをクリックします。
H 以下のような画面が表示されたら、
画面に再起動を促すメッセージが表示された場合は、コンピュータを再起動
してください。
VP-2300の場合

クリックします

VP-4300の場合

クリックします

以上でプリンタソフトウェアのインストールは終了です。
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VP-700/1200をお使いの場合
プラグ＆プレイでのインストール
以下の手順でプリンタソフトウェアをインストールしてください。

p

• プリンタ本体の準備は完了していますか？プ リンタ本体の取扱説明書を
参照して、プ リンタの設 置、
コンピュー タとの接続、
電 源への接続 を完了
させてから、インストールを開始してください。
（USB 変換ケーブル）を使用して、USB 接続する場合は、
必ず以
• PRCB8N
下の手順に従ってインストールしてください。
双方向通信 機能に対応し ていな
• シリアル およびパラレ ル接続の場合 で、
いインタ ーフェイスケ ーブルを使用 している場 合は、
以下のペー ジの手
順でインストールしてください。
s本書10 ページ「プリンタの追加ウィザードでのインストール」
• ネットワークプリンタに接続してプリンタド ライバをインストールする
場合は、以下のページの手順に従ってください。
s本書14 ページ「ネットワーク接続でのセットアップ」

A プリンタの電源をオンにします。
B コンピュータの電源をオンにして、Windowsを起動します。

p

ソフ トウェアを インストー ルする場合は、コンピュータ の管理者ア カウン
ト（Administratorsグループ）のユーザーでログオンする必要があります。

C 以下の画面が表示されたら [一覧または特定の場所からインストールする]を
選択して、[次へ]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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プリンタソフトウェアのインストール

D EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをコンピュータにセットします。

p

以 下のような画面が表示された場合は、
［終了］ボタンをクリックして、画面
を閉じてください（画面は、ご利用のプリンタによって異なります）。
＜例＞

クリックします

E ［次の場所を含める］を選択し、CD-ROMドライブ名とプリンタドライバが
収録されているディレクトリ名を半角文字で入力してから、
［次へ］ボタンを
クリックします。

ｚ

①選択して
②入力して

③クリックします

＜例＞
セット先ドライブ名

p

入力例

Dドライブ

D:WIN2000（またはWIX2000）

Eドライブ

E:WIN2000
（またはWIX2000）

Windowsロゴテ ストに関す る画面が表示 された場合は、
［続 行］ボタンをク
リックして、ドライバのインストールを進めてください。
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F ［完了］ボタンをクリックします。

クリックします

G イン ストー ルが終 了する と以下の 画面が 表示さ れます。［OK］ボタ ンをク
リックします。

クリックします

以上でプリンタドライバのインストールは終了です。
引き続き、EPSON プリンタウィンドウ !3 をインストールします。

H ［スタート］ボタンをクリックし、［マイコンピュータ］をクリックします。
②クリックします

①クリックして

I EPSONソフトウェアCD-ROMが入っているフォルダを右クリックし、［開
く］を選択します。

①右クリックして
②選択します
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プリンタソフトウェアのインストール

J ［EPW3］フォルダをクリックし（①）、［EPWSETUP.EXE］アイコンをダ
ブルクリックします（②）。

①クリックして

②ダブルクリックします

K ［OK］ボタンをクリックします。

EPSON プリンタウィンドウ !3 のインストールが始まります。

クリックします

L 以下のような画面が表示されたら、［OK］ボタンをクリックします。
クリックします

以上でプリンタソフトウェアのインストールは終了です。
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プリンタの追加ウィザードでのインストール
EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMに収録されてい るプリンタドライバを指定
してインストールします。

p

• プリンタ本体の準備は完了していますか？プ リンタ本体の取扱説明書を
参照して、プ リンタの設 置、
コンピュー タとの接続、
電 源への接続 を完了
させてから、インストールを開始してください。
• ネットワークプリンタに接続してプリンタソ フトウェアをインストール
する場合は、以下のページの手順に従ってください。
s本書14 ページ「ネットワーク接続でのセットアップ」
• 「プリンタ の追加ウィザ ード」
の手順で もインストー ルできない 場合は、
エプソン インフォメー ションセンタ ーにお問い 合わせくださ い。
お問い
合わせ先については、プリンタ本体の取扱説明書の巻末をご覧ください。
インター フェイスケー ブルについて 詳しくは、
プリ ンタ本体の取 扱説明
書をご覧ください。
• ソフトウ ェアをインス トールする場 合は、
コンピュ ータの管理者 アカウ
ント（Administrators グループ）
の ユーザー でログ オンする 必要があ りま
す。

A [スタート]ボタンをクリックし、［コントロールパネル］をクリックします。
［コントロールパネル］の下に［プリンタと FAX］が表示されている場合は
［プリンタと FAX］をクリックしてから、［プリンタと FAX］画面で［プリ
ンタのインストール］をクリックして、C へ進みます。

B ［コントロールパネル］の［プリンタとその他のハードウェア］をクリックし
（①）
、［プリンタを追加する］をクリックします（②）
。
プリンタの追加ウィザードが起動します。

①クリックして

②クリックします
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プリンタソフトウェアのインストール

p

以 下 の画 面が 表示 され た場 合は、
［プ リン タとFAX］ア イコ ンを ダブ ルク
リックして（①）、
［プリンタのインストール］をクリックします（②）。

①ダブルクリックして

②クリックします

C プリンタの追加ウィザードが表示されたら、［次へ］ボタンをクリックします。
D ［このコンピュータに接続されているローカルプリンタ］をクリックし、［プ
ラ グアン ドプレイ 対応プ リンタ を自動的 に検出 してイ ンスト ールする］の
チェックを外して［次へ］ボタンをクリックします。

②チェックを外して

①クリックして

③クリックします

E ［次のポートを使用］をクリックし、お使いのプリンタポートを選択します。
①クリックして

②選択します
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F ［ディスク使用］ボタンをクリックします。

EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM から、プリンタドライバをインス
トールします。

クリックします

G EPSONプリントウェアCD-ROMをコンピュータにセットします。
H CD-ROM ドライブ名とプリンタドライバが収録されているディレクトリ名
を半角文字で入力して、［OK］ボタンをクリックします。

②クリックします

①入力して

＜例＞
セット先ドライブ名

入力例

Dドライブ

D:WIN2000
（またはWIX2000）

Eドライブ

E:WIN2000
（またはWIX2000）

I ［プリンタ］を確認し、［次へ］ボタンをクリックします。

①確認して

②クリックします

J ［プリンタ名］を確認し、通常使うプリンタとして使うか選択してから、［次
へ］ボタンをクリックします。

①確認して
②選択して

③クリックします
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プリンタソフトウェアのインストール

K プリンタを共有するか選択してから、［次へ］ボタンをクリックします。
①選択して

②クリックします

L テストページを印刷するか選択してから、［次へ］ボタンをクリックします。
①選択して

②クリックします

M 設定を確認してから［完了］ボタンをクリックします。

クリックします

p

Windowsロゴテ ストに関す る画面が表示 された場合は、
［続 行］ボタンをク
リックして、ドライバのインストールを進めてください。

N 終了を知らせる画面が表示されたらインストールは完了です。
以上でプリンタドライバのインストールは終了です。
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ネットワーク接続でのセットアップ
ネットワ ーク接続 でご利用 の場合は、以 下の手順 に従って、プ リンタの 追加ウィ
ザードを開始し、ネットワークプリンタの設定をしてください。

A [スタート]ボタンをクリックし、［コントロールパネル］をクリックします。
［コントロールパネル］の下に［プリンタと FAX］が表示されている場合は
［プリンタと FAX］をクリックしてから、［プリンタと FAX］画面で［プリ
ンタのインストール］をクリックして、C へ進みます。

B ［プリンタとその他のハードウェア］をクリックし（①）、［プリンタを追加す
る］をクリックします（②）。
プリンタの追加ウィザードが起動します。

①クリックして

②クリックします
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ネットワーク接続でのセットアップ

p

以 下 の画 面が 表示 され た場 合は、
［プ リン タとFAX］ア イコ ンを ダブ ルク
リックして（①）、
［プリンタのインストール］をクリックします（②）。

①ダブルクリックして

②クリックします

C プリンタの追加ウィザードが表示されたら、［次へ］ボタンをクリックします。
またはほかのコンピュータに接続されているプリン
D ［ネットワークプリンタ、
タ］をクリックし、［次へ］ボタンをクリックします。

①クリックして

②クリックします

E ［プリンタを参照する］をクリックし、［次へ］ボタンをクリックします。
①クリックして

②クリックします

F この後は、画面に表示される手順に従ってインストールを進めてください。
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最新のプリンタドライバの入手方法
最新のプリンタドライバは、インター ネットを使用して、次のエプソン販売（株）のホームペー
ジの［ダウンロード］から入手できます。
アドレス

http://www.i-love-epson.co.jp

サービス名

ダウンロードサービス

p

CD-ROMで の郵 送を ご希 望の 場合 は、
「エプ ソン ディ スク サー ビス」で 実費 にて
承っ ており ます。
「エプ ソンデ ィス クサー ビス」につ いて詳 しく は、お手持 ちのス
タートアップガイドの巻末をご覧ください。

また、ホームページに掲載されているプリ ンタドライバは圧縮ファイルとなっていますので、次
の手順でファイルをダウンロードし、解凍してからインストールしてください。

A ホームページ上のダウンロードサービスから対象機種を選択します。

p

ドライバの最新情報については、
［Windows対応情報］を参照してください。

B プリンタドライバをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロード
し、解凍してからインストールを実行してください。
手順については、以下のホームページ上の［ダウンロード方法・インストー
ル方法はこちら］をクリックしてください。

クリックします
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