VP-700

CONTENTS

VP-700
スタートアップガイド

スタートアップガイド
セットアップから用紙のセットまで基本的な情報について
説明しています。
Windowsを使用しての印刷方法やトラブルの対処方法、その
他詳細な情報については、取扱説明書（PDFマニュアル）を
ご覧ください。

本書は、プリンタの近くに置いてご活用ください。

PDFマニュアルの見方については、109ページ
をご覧ください。

当社は国際エネルギースタープロ
グラムの参加事業者として、本製
品が国際エネルギースタープログ
ラムの基準に適合していると判断
します。

Printed in Japan XX.XX-XX

4014168-01
C01

Paper.book 1 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

安全にお使いいただくために
本製品を安全にお使いいた だくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付
されております取扱説明書 をお読みください。本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明
点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。
本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害
を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告
表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

abc

この表示 を無視 して、誤った 取り扱 いをする と、人が死 亡または 重傷を
負う可能性が想定される内容を示しています。

ade

この表示 を無視 して、誤った 取り扱 いをする と、人が傷 害を負う 可能性
が想定さ れる内容 および物 的損害の みの発生 が想定さ れる内容 を示し
ています。

この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。

この記号は、分解禁止を示しています。

この記号は、濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。

この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。

この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。

4014168
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安全上のご注意
abc
煙が出 たり、変なにおいや音がす るなど異常状態
のまま使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
すぐに 電源スイッチを切り、電源 プラグをコンセ
ントか ら抜いて、販売店またはエ プソンの修理窓
口にご相談ください。
お客様 による修理は危険ですか ら絶対にしないで
ください。
（取扱説明書で指示されている以外の）分解や改造
はしないでください。
けがや感電・火災の原因となります。

表示されている電源（AC100V）以外は使用しな
いでください。
指定外 の電源を使うと、感電・火災 の原因となり
ます。
（本機の定格電流は100V／0.6Aです）
濡れた 手で電源プラグを抜き差 ししないでくださ
い。
感電の原因となります。

破損した電源コードを使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
電源コ ードを取り扱う際は、次の 点を守ってくだ
さい。
• 電源コードを加工しない
• 電源コードの上に重い物を載せない
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
• 熱器具の近くに配線しない
電源コードが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口に
ご相談ください。
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安全にお使いいただくために

abc
電源プラグ は、定格電圧100V のコンセ ントに単
独で差し込んでください。また、たこ足配線、テー
ブルタップやコンピュータ などの裏側にある補助
電源への接続はしないでください。
発熱や感電のおそれがあ ります（本機の定格電流
は100V／0.6Aです）。
電源プラグの取り扱いには注意してください。
取り扱いを誤ると火災の原因となります。
電源プラグを取り扱う際は、
次の点を守ってください。
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• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む

通風孔など開口部から、内部 に金属類や燃えやす
い物などを差し込んだり、落 としたりしないでく
ださい。
感電・火災の原因となります。
異物や水などの液体が内 部に入った場合は、その
まま使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
すぐに電源を切り、電源プラ グをコンセントから
抜いて、販売店またはエプソ ンの修理窓口にご相
談ください。
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ade
本機の電 源を入 れたま までコ ンセン トから電 源プ
ラグを抜き差ししないでください。
電源プラグが変形し、発火の原因となることがあり
ます。
電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源
プラグを持って抜いてください。
電源コードを引っ張ると、コードが傷付いて、火災
や感電の原因となることがあります。
インター フェイ スケー ブルや オプシ ョン製品 を接
続するときや消耗品を交換するときは、必ず本機の
電源スイッチをオフにしてください。
感電の原因となることがあります。

小さなお子さまの手の届く所には、設置、保管しな
いでください。
落ちたり、倒れたりして、けがをする危険がありま
す。
不安定 な場所（ぐらついた台の上 や傾いた所など）
に置かないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがをする危険がありま
す。

他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所
には置かないでください。
落下によって、そばにいる人がけがをする危険があ
ります。

湿気やホコリの多い場所に置かないでください。
感電・火災の危険があります。
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安全にお使いいただくために

ade
本製品の上に乗ったり、重い物を置かないでくださ
い。
特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意くださ
い。倒れたり、こわれたりしてけがをする危険があ
ります。
本製品の通風孔をふさがないでください。
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の危険が
あります。
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次のような場所には設置しないでください。
• 押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所
• じゅうたんや布団の上
• 毛布やテーブルクロスのような布をかけないでください。
また、壁際に設 置する場合は、壁から10cm以上のすき間をあ
けてください。

連休や旅行などで長期間ご 使用にならないときは、
安全のた め必ず 電源プ ラグを コンセ ントか ら抜い
てください。

本製品を移動する場合は、電源を切り、電源プラグ
をコンセントから抜き、すべての配線を外したこと
を確認してから行ってください。

電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて刃の
根元、および刃と刃の間を清掃してください。
電源プラ グを長 時間コ ンセン トに差 したま まにし
ておく と、電源プ ラグの 刃の根 元に ホコリ が付着
し、ショートして火災の原因となるおそれがありま
す。
各種コード（ケーブル）は、取扱説明書で指示され
ている以外の配線をしないでください。
配線を誤ると、火災の危険があります。
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ade
オプション類を装着するときは、裏表や前後をまち
がえないでください。
まちがえて装着すると、故障の原因となります。取
扱説明書 の指示 に従 って、正し く装着 してく ださ
い。
使用中あるいは、使用直後にプリンタカバーを開け
たときは プリン トヘッ ド部分 に触れ ないでく ださ
い。
高温になっているため、火傷のおそれがあります。
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本書中のマーク、画面、表記について
マークについて
本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マーク
が付いている記述は必ずお読みください。
それぞれのマークには次のような意味があります。

w

こ の表示を無視して、誤った取り扱いを すると、
プリンタ本体が損傷する可能 性
が 想定される 内容および プリンタ本体、
プ リンタドラ イバやユー ティリティ が
正 常に動作 しないと想 定される内 容、
必ずお守り いただきた い
（操作）を示して
います。

p

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。

用語*

用語の説明を欄外に記載していることを示します。

s

関連した内容の参照ページを示しています。
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Windowsの表記について
®

Microsoft
®
Microsoft
®
Microsoft
®
Microsoft
®
Microsoft
®
Microsoft
®
Microsoft

®

Windows Operating System Version 3.1 日本語版
®
Windows 95 Operating System 日本語版
®
Windows 98 Operating System 日本語版
®
Windows Millennium Edition Operating System 日本語版
®
WindowsNT Operating System Version 4.0 日本語版
®
WindowsNT Operating System Version 3.51 日本語版
®
Windows 2000 Operating System 日本語版

本書 中では、上記各 オペレーテ ィングシス テムをそれ ぞれ、Windows 3.1、
Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT4.0、Windows
NT3.51、Windows 2000と 表記してい ます。またこれ らを総称 する場合 は
「Windows」、複数のWindowsを併記する場合は「Windows 95/98/NT4.0」
のようにWindowsの表記を省略することがあります。

PC-98系の表記について
本書中では、EPSON PCシリーズ、PC-9801シリーズ/PC-9821シリーズを
総称して PC-98系 と表記します。
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給紙方法の呼称について
本書で説明する給紙方法とプリンタドライバ上の表記は以下のようになりま
す。
給紙方法
単票紙を「用紙ガイド」
から手差し給紙する

プリンタドライバの表記
手差し

単票紙をカットシートフィーダ（オプション）
から給紙する

カットシートフィーダ

連続紙をリアプッシュトラクタから給紙する

プッシュトラクタ

連続紙をプルトラクタ（リア、
ボトム）から給紙する

プッシュトラクタ

プリンタドライバの表記 カットシートフィーダ
いるプリンタドライバ上の表記です。

p

8

は本機に標準添付されて

他のソフトウェアでは、類似の表記をしていることがあります。
＜例＞
カットシートフィーダファーストビン、カットシートフィーダ/ビン#1
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詳しいもくじは次ページにあります

本機の紹介
プリンタの準備

セットアップ編

コンピュータの準備
使用可能な用紙と給排紙
リファレンス編

プリンタ設定値の変更
オプションと消耗品

困ったときは

付録
サービス・サポートのご案内
※PDFマニュアルの見方は109 ページをご覧ください。
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もくじ
本機の詳細な情報は、取扱説明書(PDF)で記載して
います。取扱説明書(PDF)のもくじについては、以
下のページを参照してください。
s 本書「取扱説明書（PDF）のもくじ」111 ページ
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本機の特長
本プリンタは、双方向通信機能を備え従来のVPシリーズとの互換性を受け継いだ24ピン漢字プリ
ンタです。主な特長は以下の通りです。

各種用紙に対応
連続紙や単票紙をはじめ、複写紙、ラベルなどの用紙が使用できます。カッ
トシートフィーダ（オプション）を取り付けることにより、単票紙の連続印
刷ができるようになります。

マルチウェイローディング機構
連続紙をセットしたままの状態で単票紙が使用できます。

専用プリンタドライバ添付
（Windows）
プリンタの機能をフルに活かすWindowsの専用プリンタドライバ
（Windows 3.1/NT3.51を除く）を添付しています。
（Windows 3.1/NT3.51プリンタドライバは、インターネットなどからダウ
ンロード可能）

プリンタの状態をモニタするEPSONプリンタウィンドウ!3
EPSONプリンタウィンド ウ!3を利用すると、Windows環境に おいてプリン
タ の状 態 をモ ニタ す るこ と がで き ます。紙 詰ま り など が 発生 する と コン
ピュータの画面上でお知らせします。

インターフェイス自動選択機能
インターフェイス自動選択機能により、標準のパラレルインターフェイスと
シリアルインターフェイスを同時に接続することができます。データを受信
したインターフェイスをプリンタが自動的に判断して使用するインターフェ
イスを切り替えます。
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各部の名称と働き
正面
①電源スイッチ

②プリンタカバー

⑤エッジガイド

③操作パネル

④用紙ガイド

⑥紙送りノブ

①電源スイッチ
プリンタの電源をオン／オフします。

②プリンタカバー
リボンカートリッジの取り付けや交換をするとき、詰まった用紙を取り除く
ときなどに開けます。通常は閉じておきます。

③操作パネル
スイッチを操作して、プリンタの機能を設定あるいは実行します。各種のラ
ンプはプリンタの状態を表示します。詳細は以下のページをご覧ください。
s 本書「操作パネル」18 ページ

④用紙ガイド
用紙ガイドから単票紙を手差し給紙することができます。

⑤エッジガイド
単 票紙を用 紙ガイ ドから１ 枚ずつ 給紙する ときに 単票紙の 側面に 合わせま
す。

⑥紙送りノブ
用紙がプリンタ内に詰まったときなど、用紙を手動で送り出す場合に使用し
ます。通常は使用しません。
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Paper.book 16 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

背面/底面
①シリアルインター
フェイスコネクタ

③リアプッシュトラクタ

⑤連続紙給紙口（ボトム）

②パラレルインター
フェイスコネクタ

④スプロケット

①シリアルインターフェイスコネクタ
コンピュータからのシリアルインターフェイスケーブルを接続します。

②パラレルインターフェイスコネクタ
コンピュータからのパラレルインターフェイスケーブルを接続します。

③リアプッシュトラクタ
連続紙を給紙することができます。

④スプロケット
連続紙を使用するときにスプロケットを調節して連続紙の幅に合わせ、連続
紙を固定します。

⑤連続紙給紙口（ボトム）
プリンタ底面から連続紙を給紙することができます。プリンタ底面から給紙
するためにはトラクタユニットの付け替えが必要です。
s 本書「連続紙のセット（プルトラクタ）」51 ページ
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Paper.book 17 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

各部の名称と働き

内部

①排紙ユニット

②アジャストレバー

③リボンカートリッジ

④ペーパーカッター

⑤レリースレバー

⑥プリントヘッド

①排紙ユニット
用紙を排紙するための部品です。プルトラクタを使用して連続紙に印刷する
場合は、排紙ユニットを取り外し、この位置にトラクタユニットを取り付け
ます。

②アジャストレバー
用紙の厚さや枚数に合わせて用紙面と印字ヘッドの間隔を調整します。用紙
ごとの設定値については、以下のページを参照してください。
s 本書「アジャストレバーの設定」42 ページ

③リボンカートリッジ
印字するためのリボンを収めた物です。
印字が薄くなったら、リボンカートリッジを交換してください。

④ペーパーカッター
連続紙をミシン目で切り離すときに使用します。

⑤レリースレバー
用紙ガイドまたはオプションのカットシートフィーダから単票紙を給紙する
かトラクタユニットから連続紙を給紙するか給紙経路を切り替えるレバーで
す。

⑥プリントヘッド
印刷をする部分です。
精密部品ですのでネジを緩めたり分解したりしないでください。
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Paper.book 18 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

操作パネル
操作パネ ル上のラ ンプに より、プリン タの状態 を知るこ とができ ます。また、ス
イッチ操作により各種機能の設定や実行ができます。
①［用紙カット位置］スイッチとランプ

②［給紙/排紙］スイッチ

用紙カット位置

用紙カット位置

改行/改ページ

給紙/排紙

③用紙チェックランプ

用紙チェック
印刷可

自動
明朝
ゴシック
自動(高速)
明朝(高速)
ゴシック(高速)

書体

微小送り

⑤［改行/改ページ］
スイッチ

④［書体］スイッチとランプ

3秒

⑥［印刷可］スイッチ
とランプ

①［用紙カット位置］スイッチとランプ
連続紙に印刷する場合に、印刷終了後、スイッチを押すと連続紙が用紙カッ
ト位置に紙送りされます。連続紙が用紙カット位置にあるときにランプが点
滅します。用紙カット位置以外の位置にあるときは消灯します。
s 本書「ティアオフ機能」57 ページ

②［給紙/排紙］スイッチ
連続紙のとき

単票紙のとき

p

： プッシュ / プルトラクタに連続紙をセットした状態でス
イッチを 押すと給紙 します。印刷位 置に給紙さ れている
状態でス イッチを押 すと、プッシュ トラクタ位 置へ排紙
します。プル トラクタか ら給紙して いるときは 使用しな
いでください。
： 印刷位 置に用紙が ない状態で スイッチを押 すと、カット
シートフ ィーダ（オプ ション）にセッ トされた 用紙を給
紙します。
印刷位置 に用紙があ る状態でス イッチを押 すと、排紙し
ます。

用紙ガイ ドから給紙する場合は［給紙／排紙］スイッチを 押す必要はありま
せん。用紙をセット して用紙の 先端が奥に 当たるまでし っかり差し 込むと
用紙は自動給紙されます。

③用紙チェックランプ
用紙 がない 状態また はレリ ースレバ ーの設 定に問題 がある 場合に点 灯しま
す。
用紙が詰まったときまたは正常に排紙されなかったときに点滅します。
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Paper.book 19 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

各部の名称と働き
④［書体］スイッチとランプ
印刷するプリンタ内蔵書体を選択します。高速に設定すると、文字パターン
のドットを間引きして通常より高速に印字します（DOS環境下で有効）。試
し印刷やリボンカートリッジの消耗を抑えたいときに設定してください。
□

□

自動

□

高速

ソフト ウェアの書 体設定に従 って印刷し ます。
ソ フトウェア 上で書体の
設定がない場 合、
漢字は明朝体、英数文字はエプ ソンローマンで印刷しま
す。

□

■

明朝

漢字は 明朝体、英数文字 はエプソン ローマン で印刷し ます。
ただ し、
ソフ

■

高速

トウェア上でTrue Typeフォントなどを設定した場合 は、
ソフトウェア上

□

ゴシック

漢字 はゴシ ック体、英数 文字は エプソ ンサン セリフ で印 刷しま す。
ただ

高速

し、ソフトウ ェア上 でTrueTypeフォ ントな どを設 定した 場合は、ソフト

で設定した書体で印刷されることがあります。
■
■

ウェア上で設定した書体で印刷されることがあります。

※ランプの表記

□：点灯

プリンタ内蔵書体の印字例
・明朝体

・ゴシック体

■：消灯

：点滅

・エプソンローマン

・エプソンサンセリフ

8

p

プ リンタドラ イバを経由 して印刷する 場合、
高速印字 の設定はプ リンタド
ラ イバ上で 行います。印 刷条件の 設定で［印刷品 質］を［ドラフト］に 設定し
てください。
s PDFマニュアル「プリンタドライバの設定項目」

⑤［改行/改ページ］スイッチ
連続紙のとき
単票紙のとき

： スイッチを短く押すと改行します。
スイッチを押し続けると改ページします。
： スイッチを短く押すと改行します。
スイッチを押し続けると排紙します。

⑥［印刷可］スイッチとランプ
スイッチを短い時間（３秒未満）押すと印刷可状態と印刷不可状態を切り替
えます。印刷可状態のときにランプが点灯します。３秒以上押すと、用紙の
位置を微調整するための［微小送りモード］になります。
［微小送りモード］
：
［印刷可］スイッチを3秒以上押します。
「ピッ」というブ ザーが鳴った らスイッチを 離してくださ い。ランプが点滅
し、微小送りができます。
微小送りモードを終了させるには、［印刷可］スイッチを短く押します。
s 本書「用紙位置の微調整」59 ページ
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Paper.book 20 ページ ２００１年１１月３日

MEMO

20

土曜日

午後３時４９分

Paper.book 21 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

プリンタの準備

● プリンタの設置 ................................... 22
● 付属品の取り付け ................................ 24
● 動作の確認 ......................................... 29
● コンピュータとの接続 .......................... 32

2

Paper.book 22 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

プリンタの設置
設置上のご注意
本プリンタは、次のような場所に設置してください。
水平で安定した場所

風通しの良い場所

次の気温と湿度の場所

5〜35℃
10〜80%

水 平

本プリンタは精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置する
と動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。
直射日光の当たる場所

ホコリや塵の多い場所

温度変化の激しい場所

湿度変化の激しい場所

火気のある場所

水に濡れやすい場所

揮発性物質のある場所

冷暖房機具に近い場所

震動のある場所

ベンジン

震 動

加湿器に近い場所

w

22

• テレビ・ラジオに 近い場所には設置しないでください。本機は、
情報処 理装置等電波障害自主規制協 議会
（VCCI）
基準に適合し
ておりますが、微 弱な電波は発信しております。近くのテレビ・
ラジオに雑音を与えることがあります。
• 静電気の発生 しやすい場所でお使いになるときは、
静電気防止
マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。

Paper.book 23 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

プリンタの設置

設置スペースに関するご注意
• 本機 を
「プリンタ 底面より小さい台」の上に設置し ないでください。プリンタ底面
の ゴム製の 脚が台か らはみ出 ていると、内部 機構に無 理な力が かかり、印刷や紙
送り に悪影響を及ぼします。必ずプリン タ本体より広く平ら な面の上にプリンタ
を設置してください。
• 用 紙やリボン カートリ ッジの交 換などが 簡単にで きるよう にスペース を確保し
てください。
• 本プリンタの外形寸法は次の通りです。
側面図

193mm

上面図

275mm
328mm

カットシートフィーダ取り付け時

366mm

370mm

390mm

441mm

取り扱い上のご注意
ade
プリンタを使用した後はプリントヘッドが熱くなっていますので、しばらく触らないで
ください。

• 用 紙やリボン カートリ ッジが取 り付けら れていな い状態で 印刷しない でくださ
い。
• 印刷中はプリンタカバーを開けないでください。
• 印刷中に電源を切らないでください。
• インクリボンがたるんだ状態で印刷しないでください。
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Paper.book 24 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

付属品の取り付け
付属品などを取り付けてプリンタを セットアップします。付属品の取り付けは、プリンタの［電
源］がオフになっていることを確認してから行ってください。

紙送りノブの取り付け

A 紙送りノブを取り付けます。
プリンタ右側の取り付け口に差し込みます。取り付け口内部の軸と紙送りノ
ブ側の差し込み口の形状を合わせて差し込んでください。

用紙ガイド/サポート金具の取り付け

A 用紙ガイドを起こして単票紙が給紙可能な状態にします。

用紙ガイドを後方に少しずらしてから手前に起こし、下方に押して固定しま
す。連続紙をセットするときは、用紙ガイドを起こさず寝かした状態で使用
します。

B 用紙サポート用金具を取り付けます。

用紙ガイドの差し込み口に金具を差し込んで取り付けます。

24

Paper.book 25 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

付属品の取り付け

C 排紙サポート用金具を取り付けます。

排紙ユニットの差し込み口に金具を差し込んで取り付けます。

電源との接続
ade
「安全にお使いいただくために 」1 ページを参照の上、正しくお取り扱いください。

A ［電源］スイッチがオフ（○）になっていることを確認します。

B AC100Vのコンセントに電源ケーブルのプラグを正しく差し込みます。

w

最
• プリン タの［電源］スイッ チをオフに してから再 びオンにす るときは、
低５ 秒待 ってか らオン にし てくだ さい。オ フ/オ ンの間 隔が 短かす ぎる
と、プリンタの電源部が故障するおそれがあります。
• 印刷の途中で［電源］スイッチをオフにしないでください。

25

Paper.book 26 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

リボンカートリッジの取り付け
ade
プリン タを使用した後は、プリント ヘッドが熱くなっていま すので、プリントヘッドに
は、しばらく触らないでください。

w

てい ねい
• リボ ンカート リッジを乱 暴に扱うと 印字不良の 原因になり ますので、
に扱ってください。
• プ リンタ の電源 がオンの 状態で 以下の 手順を 行うと 故障の 原因に なりま すの
で、必ず電源がオフの状態で行ってください。

A ［電源］スイッチがオフ（○）になっていることを確認します。

B プリンタカバーを開けます。

奥側のカバーを手前に起こしてから、プリンタカバー左右の取手に指をかけ
ゆっくりと手前に起こして開けます。

取手

p
w
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リ ボンカ ートリッ ジの取 り付け やすい 位置に プリント ヘッド がない 場合
は、プリンタ カバーを閉じてから［電源］スイッチをオ ンにしてください。
プ
リン トヘッドが 自動的にリ ボンカートリ ッジ交換の 位置に移動 します。
再
度［電源］スイッチをオフにしてから以降の操作を続けてください。

プリンタ の、
［電源］スイッチをオフにしてから再びオ ンにするときは、
最低
5秒待っ てからオ ンにして ください。オン/オフの 間隔が短 かすぎると プリ
ンタの電源部が故障する恐れがあります。

Paper.book 27 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

付属品の取り付け

C リボンカートリッジを袋から取り出してリボンのたるみを取ります。
ツマミを矢印の方向に回して、リボンのたるみを取ります。

ツマミ

D リボンカートリッジを取り付けます。
プリンタ両側の溝にリボンカートリッジの突起を合わせて固定されるまで押
し込みます。
インクリボンはプリントヘッドの上に乗った状態になります

p

細 部をご覧い ただくため に、
イラストはプ リンタカバ ーを取り外 した状態
のものを使用していますが、プリンタカバーを取り外す必要はありません。

カートリッジの両端を軽く押して、傾き、がたつきのないことを確認してく
ださい。
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Paper.book 28 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

E インクリボンを印刷面側にずらします。

リボンカートリッジのツマミを回しながらボールペンなどを使って、奥側に
送り込みます。

インクリボン

F リボンのたるみを取ります。
再びリボンカートリッジのツマミを矢印方向に回してリボンのたるみを取り
ます。リボンが自由に動くのを確認してください。

ツマミ

リボン

G プリンタカバーを閉じます。
以上でリボンカートリッジの取り付けは終了です。

続いて、本機に異常がないか、動作の確認をします。
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Paper.book 29 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

動作の確認
付属品の取り付けが終わっ たら、プリンタの動作や印刷の状態を確認します。本機は、プリンタ
が正常に動作するかを確認す るための印字パターンをプリンタ内部に持っています。以下の手順
で印刷ができれば、本機は正常 に機能しています。動作の確認は、コンピュータと接続しない状
態で行います。

A レリースレバーを奥側に倒して、単票紙給紙（

）に切り替えます。

B エッジガイドの位置を調整します。

用紙ガイド（左）を用紙ガイドのマーク（ ）に合わせてから、エッジガイ
ド（右）を使用す る用紙の幅に合わせます。ここでは、A4 サイズの単票紙
を縦方向にセットします。

p

• 左右のエッジガイドの間で用紙が なめらかに動くようにエッジガイドの
位置を合わせてください。
連続紙のセッ トの仕方
• 動作の 確認は連続紙 を使用するこ ともできま す。
については、以下のページを参照してください。
s 本書「連続紙のセット（プッシュトラクタ）」48 ページ
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Paper.book 30 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

C ［改行/改ページ］または［給紙/排紙］どちらかのスイッチを押しながら［電
源］スイッチをオンにします。
［改行 / 改ページ］
：英数カナ文字モードになります。
［給紙 / 排紙］
：漢字モードになります。
用紙チェックランプが点灯します。

位置

改行/改ページ

給紙/排紙

用

微小送り

どちらかを押しながら
電源をオンにします

D 単票紙を手差し給紙して、動作確認を実行します。

エッジガイドに沿って単票紙を差し込みます。
単票紙の先端が突き当たるまで差し込むと、自動的に給紙して動作確認を実
行します。

印刷結果の例は次のようになります（一部抜粋してあります）。
（漢字モード）
（英数カナ文字モード）

p
30

再 度押すと印刷
• 印刷中に［印 刷可］スイッチを 押すと印刷は 停止します。
を再開します。
• 用紙は手前に排紙されます。
• 1 枚目の印刷が終了し、続いて２枚目の用紙に印刷する場合は、次の用紙
をセットすると自動的に印刷します。
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動作の確認

E 動作確認を終了します。

動作確認は［印刷可］スイッチを押すまで繰り返し印字を行います。
［印刷可］スイッチを押して印刷を中止し、
［電源］スイッチをオフにします。

w
p

プ リンタの［電源］スイッチをオフにしてから再びオンにする ときは、
最低5
秒 待ってからオンにし てください。
オン/オフの間隔が短かす ぎるとプリン
タの電源部が故障する恐れがあります。

プ リンタ内に 用紙が残っ ているとき は、
［電源］スイッ チをオフに する前に
必ず［給紙/排紙］スイッチを押して用紙を排紙してください。

F 印刷の状態を確認します。

前ページの印刷結果のように印刷されていればプリンタは正常に機能してい
ます。

p

• プリン タのセットア ップ終了後、
印刷 できないな どのトラブル が発生し
た場合は、この動作確認を行いプリンタの状態を確認してください。
プリン タが正常に機 能している場 合は、
インター フェイスケー ブルやコ
ンピュータの状態を確認してください。
• 手順通りに実行しても印刷でき ない、
プリンタが動作しないときは、お買
い上げ の販売店また はエプソン修 理窓口へご 相談ください。
修 理に関す
るお問 い合わせ先 は
「サービス・サ ポートのご 案内」
114 ページを ご覧く
ださい。

次にコンピュータと接続します。
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コンピュータとの接続
本機は、パ ラレル インター フェイス ケーブル またはシ リアル インター フェイス ケーブル でコン
ピュータにローカル接続することができます。
接続ケーブルは、お使いのコンピュータや 接続環境によって異なるため、本機には同梱されてい
ません。以下の説明を参照してご利用の環境に合ったケーブルをお買い求めください。

w

推奨ケーブル以外のケーブルを使用すると正常に印刷できない場合があります。

ケーブル

機種

メーカー

シリーズ

ケーブル名

EPSON
DOS/V系

*1

IBM、富士通、 DOS/V仕様機
東芝、
他各社
NEC

PRCB4N

PC-98NXシリーズ

EPSON PCシリーズデスクトップ #8238
EPSON

パラレル

備考

*1*2*3

市販 品(ハー フピ ッ *1*2*3
EPSON PCシリーズNOTE

インターフェイス

チ20ピン)を ご使 用
ください。

ケーブル

PC- 9821 シリー ズ
（ハーフ ピッ PRCB5N

*1*2

チ36ピン）

PC-98系

PC-9801シリーズデスクトップ #8238
NEC

（14ピン）
PC-9801シリーズNOTE（ハーフ
ピッチ20ピン）

*1*2
*3*4

市販 品(ハー フピ ッ *1*2
チ20ピン)を ご使 用 *3*4
ください。
市 販 品
（R S 23 2 C *3

シリアル
インターフェイス DOS/V系 各社

−

ケーブル

ケーブルD-Sub9-25
クロス）

PC-98系 各社

−

RS232Cクロスケー
ブル
（PRCB7）

*1：使用するパラレルインターフェイスケーブルは、コンピュータによって異なります。
*2：拡張漢字（表示専用7921〜7C7E）は印刷できません。
*3：Windows95/98/Me の双方向通信機能およびEPSONプリンタウィンドウ !3は、コンピュータ
の機能制限により対応できません。
*4：ハーフピッチ36ピンのコンピュータにはPRCB5Nをご使用ください。

p
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•
•
•
•

NEC PC-98LT/DOシリーズとは接続できません。
NEC PC-9801LV/LX/LS/NシリーズはNEC製の専用ケーブルを使用してください。
富士通 FM/R、
FM TOWNSは富士通製の専用ケーブルを使用してください。
推奨ケ ーブル以外のケーブル、プリン タ切替機、ソフトウェアのコピ ー防止のた
め のプロテク タ
（ハードウ ェアキー）
など を、コンピュ ータとプ リンタの間 に装
着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。
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コンピュータとの接続

A ［電源］スイッチをオフにします。

プリンタの［電源］スイッチとコンピュータの［電源］スイッチがオフになっ
ていることを確認します。

B インターフェイスケーブルをプリンタに接続します。

インターフェイスケーブルをプリンタ側のインターフェイスコネクタにしっ
かり差し込み固定します。

*1 FG（グランド）線：
プリ ン タ とコ ン
ピュ ータ との 間の 電
位差をなくし、動作を
安定 させ るた めに 接
続する線のこと。

パラレルケーブル

シリアルケーブル

パ ラレ ルケ ーブ ルを プリ ンタ 側の コネ クタ に
しっか り差し込み、左右のコ ネクタ固定金具 を
内側に倒して固定します。
ケーブルにFG線（グランド線）*1 が付いていると
きは、コネクタの近くにあるFG線取り付けネジ
で接続します。

シリ アル ケー ブル をプ リン タ側 のコ ネク タに
しっかり差し 込み、左右の固定具 を回して固定
します。ケー ブルにFG線が付 いていると きは、
コネク タの 近くに あるFG線 取り付 けネジ で接
続します。

C もう一方のコネクタをコンピュータのコネクタに差し込みます。
以上でコンピュータとの接続は終了です。
次にご利用の環境に応じてコンピュータの準備をします。
s 本書「環境ごとのセットアップ方法」36 ページ

p

シ リアルインターフェイスで接続された場合 は、
必要に応じてボーレート、
パ リティ、データ長などの設定を行います。設定 の方法は以下のページを参
照してください。
s 本書「 操作パネルからの設定」69 ページ
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コンピュータの準備

● 環境ごとのセットアップ方法.................. 36
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環境ごとのセットアップ方法
プリンタをコンピュータに接続しただけ ではプリンタを正しく使用することはできません。コン
ピュータにインストールされているオペレ ーティングシステムやアプリケーションソフト側で使
用するプリンタを設定し、ソフトウェア的に プリンタをコンピュータに認識させる必要がありま
す。

Windowsでお使いの場合
Windowsで使用する場合は、添付のプリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM
からWindows用プリンタドライバをインストールしてください。
s 本書「プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROMについて」108 ページ
インストール方法については、以下のページを参照してください。
s PDFマニュアル「Windowsでのセットアップ」
印刷の条件は、お使いのアプリケーションソフトあるいはプリンタドライバから設
定します。
s PDFマニュアル「Windowsからの印刷」

p

Windowsで の使 用方法 の詳 細は、
プ リンタ ドラ イバ・ユ ーテ ィリテ ィCDROM収録のPDFマニュ アルに記載されています。PDFマ ニュアルの見方に
ついては以下のページをご覧ください。
s 本書「PDFマニュアルの見方」109 ページ

DOS環境
DOS環境でお使いの場合、プリンタドライバなどのソフトウェアを別途インストー
ルする必要はありません。お使いのDOSアプリケーションソフト上でプリンタ名を
選択して印刷を実行します。印刷の条件は、アプリケーションソフト上、パネル設
定から設定します。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ

ソフトフェアでの設定
次の表の中の複数のプリンタが設定画面に表示されるときは、優先順位の高
いプリンタを選択してください。
優先順位

p
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プリンタ名

1

VP-700

2

VP-600

3

VP-960/950/900

4

AP-550/550EX

5

ESC/P24-J84

6

VP-870/850

上の 表のプリン タ名を選択 しても正しく 印刷できな いときは、
プリ ンタ設
定値のESC/Pスーパーを
［OFF］に設定してください。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ
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環境ごとのセットアップ方法
ソフトウェア上に前ページの表のプリンタ名がないときには、次の表から選択しま
す。
優先順位

p

プリンタ名

1

VP-135K (PC)

2

VP-130K (PC Ⅱ)

3

VP-130K (PC)

4

PC-PR201H

• 上の 4 機種の中からプリンタを選択したときは、プリンタ設定値の ESC/
Pスーパーを
［ON］に設定してください。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ
• 用紙 の給紙位 置はソフ トウェ アで選択 したプ リンタに よって異 なりま
す。

海外ソフトフェアでの設定
次の優先順位に従ってプリンタ名を選択してください。
優先順位

p

プリンタ名

1

LQ-300+

2

LQ-300

3

LQ-1010

4

LQ-1000

5

LQ-1500

• エプソンの 9 ピンプリンタ
（EX、FX、
RX、
MX シリーズなど）は選択しない
でください。
• プリンタ設定値の［ESC/Pスーパー］は［OFF］に、
［文字コード表］は［拡張グ
ラフィックスコード表］に設定してください。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ
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リファレンス編
使用可能な用紙と給排紙

● 使用可能な用紙 ................................... 40
● アジャストレバーの設定 ....................... 42
● 給紙経路の設定方法 ............................. 43
● 連続紙のセットと排紙 .......................... 44
● 単票紙のセットと排紙 .......................... 62
● 連続紙（プッシュトラクタ）と
単票紙の切り替え ................................ 64
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使用可能な用紙
本プリン タでは一般的な 連続紙や単票紙 のほかに、複写紙 やラベルなどの 用紙も使用でき ます。
説明をよくお読みいただき正しい用紙をご使用ください。
用紙の詳細な仕様につきましては、PDFマニ ュアルに記載しています。以下の章を参照してくだ
さい。
s PDFマニュアル「使用可能な用紙」

p

• カットシ ートフィーダ（オプション）で使用できる用紙 の詳細については以下の
ページを併せてお読みください。
s PDFマニュアル
「カットシートフィーダの取り付けと使い方」
• 給紙ミスや紙詰まりを防止するために以下の項目をご参照ください。
s 本書「用紙詰まりの予防」90 ページ

連続紙（連続複写紙）
• プリ ンタ背面 のリアプ ッシュトラ クタまた はプリン タ底面の ボトムプ ルトラク
タから給紙します。
*1 上質紙：
上質紙や事務用普通紙
（複写 紙など で使用 す
るもの）を総称して表
記します。

を使用してください。
• 上質紙*1、再生紙あるいは複写紙（ノンカーボン紙）
（オリジナル+3枚）を使用することができます。
• 最大4枚までの複写紙

w

染み、ピ ンホール、
汚 れ、しわ、反りや 毛羽立ち のある連続 紙は使用
• 用 紙表面に、
しないでください。
• 綴じ穴は、直径5mm以下のものをご使用ください。

項目

一枚紙

品質

上質紙

用紙幅

101.6〜254mm
｛4〜10インチ｝

折り畳み長

101.6〜558.8mm
｛4〜22インチ｝

用紙厚

0.065〜0.32mm

用紙連量

45〜70kg

p

複写紙
ノンカーボン紙

34〜50kg

ページ長（ミ シン目から次 のミシン目 までの長さ）
101.6mm｛4インチ｝未満で使用
する場合、用紙の折り畳み長は101.6mm
｛4インチ｝以上の用紙をお使いください。

連続紙の
折り畳み長

ページ長
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使用可能な用紙

ラベル連続紙
• ラ ベル 紙 は、
プ ルト ラク タで プ リン タ底 面 から 給紙 しま す。
プ リ ンタ 後方 から
プッシュトラクタで給紙することはできません。
• 一般室温環境で（温度15〜25℃、
湿度30〜60%）
使用してください。
• プリンタ底面からラベル紙を引き抜かないでください。
• 使用しないときは、プリンタから取り外してください。
• 台紙には印字しないでください。
• 単票ラベル紙は使用できません。
• ティアオフ機能は使用しないでください。
s 本書「ティアオフ機能」
57 ページ
• アジャストレバーを調整して印刷してください。
s 本書「アジャストレバーの設定」
42 ページ
項目

詳細

品質

上質紙

台紙用紙幅

101.6〜254mm
｛4〜10インチ｝

台紙折り畳み長

101.6〜558.8mm
｛4〜22インチ｝

用紙厚
（台紙を含む）

0.16〜0.19mm

単票紙（単票複写紙）
• 用紙ガイドまたはカットシートフィーダ（オプション）
から給紙します。
• 上質紙、再生紙、
複写紙（ノンカーボン紙）
を使用してください。
• 最大4枚までの複写紙
（オリジナル+3枚）
を使用することができます。
• 再生紙は一般室温環境（温度15〜25℃、
湿度30〜60％）
で使用してください。
項目

一般紙

複写紙

*1

品質

上質紙 、
普通紙、PPC用紙、再生紙 ノン カ ー ボ ン 紙
（用 紙 ガ イド の
み）

用紙幅

用紙長

用紙厚

*1

*1 連量：
四方判（788x1091
mm2）の用紙1000枚の
重 量をk g で 表し た も
のです。

用紙重量
（連量 ）

用紙ガイド

100〜257mm{3.9〜10.1インチ}

CSF

182〜216mm{7.2〜8.5インチ}

用紙ガイド

100〜364mm{3.9〜14.3インチ}

CSF

257〜356mm{10.1〜14.0インチ}

用紙ガイド

0.065〜0.14mm

CSF

0.07〜0.14mm

用紙ガイド

45〜78kg

CSF

55〜78kg

0.12〜0.32mm

34〜50kg

*1 本書では、上質紙、普通紙、PPC用紙を総称として、上質紙と表記します。

41

Paper.book 42 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

アジャストレバーの設定
給紙する用紙の厚さに合わせてアジャストレバーを調整します。

用紙の種類・枚数
予備

-1

1枚紙
複写紙

ラベル
予備

w
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アジャストレバーの設定値

0
2枚

0

3枚

1

4枚

2
2
3、
4、5

• 厚紙や 特殊紙に印刷する場合は、印刷 領域に注意してください。ソフ トウェアで
印刷 領域を設 定する際、必ず 印刷可能領 域内で印刷 するように 設定してく ださ
い。アジャ ストレバーの設定値が大き いときに印刷可能領域外で 印刷すると、
プ
リントヘッドを損傷するおそれがあります。
印刷がか すれ
• 用紙 の厚さに 対してアジ ャストレバ ーの設定値 が大きすぎ ると、
た り、印刷抜けを 起こす場 合がありま す。
逆に設定 値が小さ すぎると、リボ ンや
用紙が傷んだり、用紙が汚れたり、用紙が正しく送られない場合があります。
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給紙経路の設定方法
プリンタ右側のレリースレバ ーを切り替えることにより、連続紙をセットしたままの状態で単票
紙の給紙に切り替えることができます。

レリースレバー

使用する用紙と給紙経路
給紙経路
連続紙

レリースレバーの設定
排紙

給紙方法
リア プ ッ シュ ト ラ クタ
から 連 続 紙を 給 紙 しま
す。

給紙

プル ト ラ クタ か ら 連続

排紙

紙を給紙します。
トラ ク タ など の 部 品を
給紙

付け 替 え る必 要 が あり
ます。

給紙

単票紙

排紙

給紙

用紙 ガ イ ドか ら 単 票紙
を手差し給紙します。

カッ ト シ ート フ ィ ーダ
（オ プ シ ョ ン）か ら単 票
紙を自動給紙します。
排紙

給紙
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連続紙のセットと排紙
本機は、トラクタユニットを付け替え ることで、プッシュトラクタ（プリンタ背面）とプルトラ
クタ（プリンタ底面/背面）2つの給紙方法で連続紙を給紙することができます。
プッシュトラクタ

プルトラクタ
排紙

排紙

給紙

給紙

給紙

p

工場出荷 時は、プッシ ュトラクタ 位置にトラ クタユニ ットが取り 付けられて いま
す。

トラクタユニットの付け替え
連続紙の給紙方法を変更しない場合は、トラクタユニットの付け替えを行う必要は
ありません。以下のページを参照して連続紙をセットしてください。
」48 ページ
s 本書「連続紙のセット（プッシュトラクタ）
」51 ページ
s 本書「連続紙のセット（プルトラクタ）

プルトラクタ位置への取り付け
オプションのトラクタユニットをプルトラクタ位置に取り付ける場合は、C
へ進みます。

A プリンタカバーを開けて、用紙ガイドを取り外します。
上に引き上げ、手前にずらして取り外します。

p
44

細部 をご覧いた だくために、
イ ラストはプ リンタカバー を取り外し た状態
のものを使用していますが、プリンタカバーを取り外す必要はありません。

Paper.book 45 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

連続紙のセットと排紙

B トラクタユニットを取り外します。

トラクタユニット両側のつまみをつまんで、前方に起こし、上に引き上げて
取り外します。

C 排紙ユニットを取り外します。

部品両側をつまんで、手前に回転させるようにして取り外します。

D トラクタユニットを取り付けます。
プリンタ両側の受け部分にトラクタユニットを置き、プリンタ後方に倒すよ
うにして固定します。
以上で付け替え作業は完了です。用紙ガイドは、用紙をセットした後に取り
付けます。用紙のセット方法については、以下のページを参照してください。
」51 ページ
s 本書「連続紙のセット（プルトラクタ）

45

Paper.book 46 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

プッシュトラクタ位置への取り付け
工場出荷時に、トラクタユニットが取り付けられている位置です。

p

オプショ ンのプルトラクタユニットをプッシュトラク タ位置へ取り付ける
ことはできません。

A プリンタカバーを開けて、用紙ガイドを取り外します。
上に引き上げ、手前にずらして取り外します。

p

細部 をご覧いた だくために、
イ ラストはプ リンタカバー を取り外し た状態
のものを使用していますが、プリンタカバーを取り外す必要はありません。

B トラクタユニットを取り外します。

トラクタユニット両側のつまみをつまんで手前に少し回転させてから、上に
引き上げて取り外します。
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Paper.book 47 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

連続紙のセットと排紙

C トラクタユニットを取り付けます。

プリンタ両側の受け部分にトラクタユニットを置き、プリンタ後方に倒すよ
うにして固定します。

D 排紙ユニットを取り付けます。
排紙ユニット両側のフックをプリンタ側にひっかけ、部品下部を押し込むよ
うにして固定します。

以上で付け替え作業は完了です。用紙ガイドは、用紙をセットした後に取り
付けます。用紙のセット方法については、以下のページを参照してください。
s 本書「連続紙のセット（プッシュトラクタ）
」48 ページ

47

Paper.book 48 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

連続紙のセット（プッシュトラクタ）
プリンタ後方から連続紙を給紙します。

w

プッシュトラクタからラベル紙を給紙することはできません。

連続紙をスムーズに給紙するために、以下のような配置でプリンタをお使いくださ
い。

A レリースレバーを連続紙（

）側に倒します。

B ［電源］スイッチをオフにします。

48

Paper.book 49 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

連続紙のセットと排紙

C プリンタカバーを開けてアジャストレバーを使用する用紙に合わせて設定し
ます。
s 本書「アジャストレバーの設定」42 ページ

D 用紙ガイドを取り外します。

上に引き上げ、手前にずらして取り外します。

E 固定レバーのロックを解除し、スプロケット位置を連続紙のサイズに合わせ

ます。
スプロケット（左右）の固定レバーを上げてロックを解除します。スプロケッ
ト（左）を左側に移動し、固定レバーを下げてロックします。スプロケット
（右）を使用する用紙のピン穴の幅に合わせます。センターサポートを左右の
スプロケットの中央に移動させます。

p

細 部をご覧いただくために排紙ユニットを取り 外した状態のイラストを使
用しています。排紙ユニットを取り外す必要はありません。

49

Paper.book 50 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

F スプロケットカバーを開け連続紙をセットします。

p

連続紙が たるんだり、きつく張りすぎている場合は、スプ ロケットの位置を
調整してください。

G 用紙ガイドを取り付けます。

用紙ガイドをプリンタと水平になる状態にして、プリンタ側の突起を用紙ガ
イドの溝にはめ込みます。そのまま手前にずらして固定します。

H ［電源］スイッチをオンにします。

印刷データを受信すると用紙は自動給紙されて、印刷を開始します。

50

w

紙送りノ ブを回
• プリンタ の［電源］スイッチ がオンにな っていると きは、
さないでください。
• 連続紙が給紙されない場合は、連続紙をセットし直してください。
［電 源］スイッチを オフにして から紙
• 連続紙が 斜めに給紙 された場合は、
送りノブ を回して用紙 を取り除き、
新し い連続紙を セットし直し て給紙
してください。

p

• 給紙位置の調整については、以下のページを参照してください。
s 本書「用紙位置の微調整」59 ページ
また
• ティアオ フ機能を使用 すると連続紙 を簡単に切 り離すことが でき、
用紙の節約にもなります。
s 本書「ティアオフ機能」57 ページ

Paper.book 51 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

連続紙のセットと排紙

連続紙のセット（プルトラクタ）
連続紙をスムーズに給紙するために、以下のような配置でプリンタをお使いくださ
い。

w

ラベル紙は、必ずボトムから給紙してください。

A トラクタユニットをプルトラクタ位置へ付け替えます。
以下のページを参照して、付け替えてください。
s 本書「トラクタユニットの付け替え」44 ページ

B レリースレバーを連続紙（

）位置に倒します。

C スプロケットのロックを解除して、連続紙のサイズに合わせ位置を調整しま

す。
左 右のス プロケッ ト固定 レバー を手前に 倒して 移動し ます。左側 のスプロ
ケットは、印刷位置目盛りを参照して位置を決め固定レバーを倒して固定し
ます。右側のスプロケットは、連続紙の幅に合わせて固定します。中央の用
紙サポートは、左右のスプロケットの中央に位置するように調整します。

51

Paper.book 52 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

p

午後３時４９分

印刷位置目盛りについては以下のページを参照してください。
s 本書「給紙位置（横方向）の調整」61 ページ

印刷位置目 盛

D 連続紙をプリンタに差し込みます。
プリン タ後部の挿入口 またはプリンタ 底面の挿入口か ら連続紙を差し 込み、
1 ページ目のミシン目がリボンと同じ位置になるまで引き出します。
プリンタ後部から連続紙を差し込む場合は、印刷位置目盛りを目安にして差
し込みます。

印刷位置目盛り

p

52

プッシュトラクタ とオプションのプルトラクタユニットを併用している場
合は、以 下のページの 手順に従って プッシュトラ クタに連続紙を 取り付け
た後、電 源をオンにして［改行/改ページ］スイッチを押して 連続紙を送り出
します。その後 Eの手順に進みます。
s 本書「連続紙のセット（プッシュトラクタ）」48 ページ

Paper.book 53 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

連続紙のセットと排紙

E 左右のスプロケットを開いて連続紙をセットします。

左右のスプロケットを開き、用紙をセットして閉じます。右のスプロケット
は、連続紙がたるまないようまたはきつく張りすぎないよう位置を調整して
固定します。

p

プッ シュトラクタとオプションのプルトラクタユニットを併用している場
合 は、プルトラクタ ユニット右側 のツマミを押 して回して用 紙のたるみを
取り除きます。

F 用紙ガイドをプリンタに取り付けます。

用紙ガイドをプリンタと水平になる状態にして、プリンタ側の突起を用紙ガ
イドの溝にはめ込みます。そのまま、手前にずらして固定します。
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Paper.book 54 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

G ［電源］スイッチをオンにします。

印刷データを受信すると連続紙は自動給紙されて、印刷を開始します。

w
p

54

• プリンタ の［電源］スイッチ がオンにな っていると きは、
紙送りノ ブを回
さないでください。
• 連続紙が給紙されない場合は、連続紙をセットし直してください。
• 連続紙が 斜めに給紙 された場合は、
［電 源］スイッチを オフにして から紙
送りノブ を回して用紙 を取り除き、
新し い連続紙を セットし直し て給紙
してください。

給紙位置の調整については、以下のページを参照してください。
s 本書「用紙位置の微調整」59 ページ

Paper.book 55 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

連続紙のセットと排紙

排紙の仕方
プッシュトラクタでの排紙

A 印刷 が終了したら、［用紙カッ ト位置］スイッチ を押して連続 紙をミシン目

カット位置まで送り出します。
プリンタ後部のプッシュトラクタから給紙している場合に、切断するミシン
目が用紙ガイドの ペーパーカッターとずれているときは、
［微小送 り ］ス
イッチまたは［微小送り ］スイッチを押してミシン目位置を調整してくだ
さい。
s 本書「用紙位置の微調整」59 ページ

ペーパーカッター

押します
用紙カット位置

改行/改ページ

ミシン目
書体

p

微

上 記の手順は手 動ティアオフ 機能を使用し た場合です。
ティ アオフ機能が
自 動に設定されていると、印刷終了後、自動的にミシン目カット位置まで連
続紙を送ります。
s 本書「 ティアオフ機能」57 ページ

B 印刷が終了したページをミシン目で切り離します。

C ［用紙カット位置］スイッチを押して給紙位置へ戻します。
［給紙 / 排紙］スイッチを押すと、トラクタまで連続紙が戻ります。
55

Paper.book 56 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

プルトラクタでの排紙
プルトラクタから排紙するときは、必ず改ページをして、プリンタ上面から
排紙してください。ティアオフ機能（
［用紙カット位置］スイッチ、
［給紙/排
紙］スイッチ）は使用しないでください。

w

［用紙カット位置］ス イッチ、
［給紙/排紙］ス イッチを使用するなど してラベ
ル 紙をプリン タ後方/底面より 引き抜く とラベル が台紙か らはがれて 紙詰
まり を起こすこ とがありま す。
ラベル紙は プリンタ上面 から排紙し てくだ
さい。

A 印刷が終了したら、［改行/改ページ］スイッチをしっかり押して改ページし
ます。

用紙カット位置
自動
明朝
ゴシック
自動(高速)
明朝(高速)
ゴシック(高速)

用紙カット位置

改行/改ページ

給紙/排紙

用紙チェック
印刷可

書体

微小送り

3秒

押します

B 印刷が終わっているページと印刷に使用しないラベル紙をミシン目で切り離
します。

切り離します

C ［改行/改ページ］スイッチを押してプリンタ上面より排紙します。

カット位置

書体

56

改行/改ページ

給紙/排紙

微小送り

押します

Paper.book 57 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

連続紙のセットと排紙

ティアオフ機能

w

プルトラクタ 使用時は、
絶対にティアオ フ機能を使用しないくだ さい。
特にラベル
紙印刷 時など印刷 開始位置 へ逆戻りす るときに、
ラベ ルが台紙 からはがれ て紙詰
まりを起こすことがあります。

連続 紙を簡 単かつ 無駄 なく切 り離し たい ときは、テ ィア オフ機 能を使 用し ます。
ティアオ フ機能を 使用すると 印刷終了後 に連続紙 のミシン目 を用紙カ ット位置ま
で送り出すことができます。印刷を再開するときは連続紙を印刷開始位置まで戻し
ますので、連続紙が無駄になりません。
ティアオフ機能には手動ティアオフと自動ティアオフがあります。自動ティアオフ
を［ON］に設定すると、自動的に印刷の終 了時に連続紙のミ シン目を用紙カット
位置まで送り、印刷再開時に給紙位置まで戻します。ティアオフ機能の初期設定は
［OFF］に設定さ れています。初期設定 を変更したいときは、以 下のページを参照
してください。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ

p

を元に連続紙を送り
• ティアオフ機能は、設定したページ長（初期設定：11 インチ）
ま す。使用 する 連続 紙に 合わ せて プリ ンタド ライ バま たは プリ ンタ 設定 値の
ページ長を正しく設定してください。
プリンタドライバのページ長設定が有効となりま
• Windows で使用する場合は、
す。使用する連続紙に合ったページ長の用紙を選択してください。

手動ティアオフ機能
手動ティアオフ機能を使用する場合は、印刷終了後に［用紙カット位置］ス
イッチを押して、連続紙のミシン目を用紙カット位置まで送り出します。操
作方法は、以下のページを参照してください。
s 本書「排紙の仕方」55 ページ

自動ティアオフ機能
自動ティアオフ機能を利用するには、プリンタの設定値を変更（自動ティア
オフをONに設定）してください。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ

A 印刷を行います。

印刷が終わり約 3 秒経過すると、連続紙のミシン目を用紙カット位置まで自
動的に送ります。

p

ミ シン目が用 紙カット位 置に合わな い場合、
［印刷可 ］スイッチを ３秒以上
押してから［微小送り］スイッチで調整してください。
59 ページ
s 本書「 用紙位置の微調整」
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Paper.book 58 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

B 連続紙を切り離します。

プリンタ後方のリアプッシュトラクタから給紙している場合はペーパーカッ
ターで連続紙を切り離すことができます。

C 次の印刷を行います。

連続紙が印刷開始位置へ自動的に戻り、印刷が始まります。

p

58

［用紙 カット位置］スイッチを押して連 続紙を戻すこともでき ます。
電源を
オ フにする場 合は、
必ず［用紙カ ット位置］スイ ッチを押し て連続紙 を戻し
てくださ い。ただし、プルトラクタから給紙している 場合は、
［用紙カット位
置］スイッチを押さないでください。

Paper.book 59 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

連続紙のセットと排紙

用紙位置の微調整
連続紙の用紙カット位置、単票紙や連続紙の給紙位置を微調整するときは、微小送
り機能を使用します。微小送り機能では、1/180インチ単位で前後両方向に用紙を
動かすことができます。
調整した給紙位置と用紙カット位置は、給紙装置ごとに独立したプリンタのメモリ
に記憶されます。
［電源］スイッチをオフにしても設定した内容は保持されます。

用紙カット位置の微調整
連続紙をミシン目で切り離す際、用紙ガイドのペーパーカッターとミシン目
がずれている場合は、以下の手順で用紙カット位置を微調整できます。

給紙位置
（縦方向）
の微調整
（DOSのみ）
単票紙や連続紙の給紙位置がずれて給紙された場合は、以下の手順で給紙位
置を微調整できます。

p

給 紙位置の微調 整はでき
• プリン タドライバ経 由で印刷して いる場合は、
ません。
プレプ
• 印刷結果を見て、微小送りで印刷 位置を合わせることもできます。
リントさ れている枠線な どに合わせて印 刷する場合に便 利です。
Bから
始めてください。ただし、カットシー トフィーダ使用時の調整範囲は逆方
向には8.5mm
｛1/3インチ｝までとしてください。
お使いの
• Windows のプリンタドライバを経由して印刷している場合は、
アプリケーション上でマージンの設定を行ってください。

A 給紙位置または用紙カット位置の調整の準備をします。
•

給紙位置を調整する場合は、用紙を給紙します。
• 用紙カット位置を調整する場合は、ティアオフ機能を使用して連続紙のミ
シン目を用紙カット位置へ送ります。

B ［印刷可］スイッチを３秒以上押します。

ブザーが鳴るまで［印刷可］スイッチを押します。スイッチを離すと印刷可
ランプが点滅します。

p

印 刷可ランプ が消灯また は点灯してい るときは微 小送りでき ません。
再度
［印刷可］スイッチを押して、印刷可ランプを点滅させてください。
②点滅します

用紙カット位置
自動
明朝
ゴシック
自動(高速)
明朝(高速)
ゴシック(高速)

用紙カット位置

改行/改ページ

給紙/排紙

用紙チェック
印刷可

書体

微小送り

3秒

①3秒以上押します
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Paper.book 60 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

C ［微小送り］スイッチを押して位置（縦方向）を合わせます。

［ ］スイッチを押すと、用紙は用紙ガイド側へ進みます。
［ ］スイッチを押すと、用紙はリアプッシュトラクタ側へ進みます。

位置

改行/改ページ

給紙/排紙

用
印

微小送り

D プリンタカバーを開けて用紙位置を確認します。

用紙カット位置を調整するときは、ミシン目をペーパーカッターに合わせて
ください。

ade
プリンタを使用した後はプリントヘッドが熱くなっていますので、触らないでく
ださい。開けたプリンタカバーは印刷前に必ず閉じてください。

p

• 微調整できる範囲は以下の通りです。
給紙位置：
連続紙
4.2〜33.9mm
（工場出荷時の基準位置は8.5mm）
単票紙
4.2〜33.9mm
（工場出荷時の基準位置は8.5mm）
用紙カット位置：
−25.4〜＋25.4mm
（工場出荷時の基準位置は0mm）
前後どちらの 方向に
• 給紙位置 または用紙カ ット位置を微 調整すると き、
用紙を動かしても、途中でブザーが鳴り一旦 停止する位置があります。
こ
れは基準位置ですので微調整時の目安と してください。
また、前後どちら
の方向に も微調整でき る限度があり ます。
上限ある いは下限に達 すると
ブザーが鳴り、用紙はそれ以上動かなくなります。
カットシ ートフィー ダ
（オプション）の 場合、給紙され た位置から 逆方向
には8.5mmまでとなります。

E ［印刷可］スイッチを押します。

微調整した給紙位置および用紙カット位置は、プリンタのメモリに記憶され
ます。［電源］スイッチをオフにしても設定した内容は保持されます。

p
60

［用 紙カット位 置］
スイッチを 押して連続 紙を戻すこ ともできま す。
電源を
オ フにする場 合は、
必ず［用紙カ ット位置］スイ ッチを押し て連続紙 を戻し
てくださ い。ただし、プルトラクタから給紙している 場合は、
［用紙カット位
置］スイッチを押さないでください。

Paper.book 61 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

連続紙のセットと排紙

給紙位置
（横方向）
の調整
連続紙の給紙位置（横方向）を調整する場合は、プリンタ後部の印刷位置合わせの
目盛りを目安にスプロケットを移動して調整します。

p

プリン タドライ バを経由し て印刷し ている場 合は、
用紙の端 を［0］
に合 わせ、アプ
リケーション上で余白（マージン）を設定して印刷してください。

目盛りの［0］の位置が、1桁目の印刷開始位置です。目盛りの間隔は2.54mm
（1/10インチ）になっています。連 続紙の端を目盛りの［10］位置に合わせると、
印刷開始位置までの余白（マージン）が25.4mm（1インチ）に設定されたことにな
ります。
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Paper.book 62 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

単票紙のセットと排紙
用紙の表面がなめらかで良質のものを使用してください。
単票紙で 印刷することが 多い場合には、オプ ションのカッ トシートフィー ダをご利用くだ さい。
単票紙を連続して給紙することができます。
s 本書「カットシートフィーダの取り付けと使い方」78 ページ

A レリースレバーを単票紙側（

）に倒します。

B ［電源］スイッチをオフにします。

C プリンタカバーを開けてアジャストレバーを使用する用紙に合わせて設定し
ます。
s 本書「アジャストレバーの設定」42 ページ

p
62

細部 をご覧いた だくために、
イ ラストはプ リンタカバー を取り外し た状態
のものを使用していますが、プリンタカバーを取り外す必要はありません。

Paper.book 63 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

単票紙のセットと排紙

D エッジガイド位置を単票紙のサイズに合わせて調整します。
エ ッジガ イド（左）を用 紙ガイド のマー ク（
（右）を単票紙の幅に合わせます。

p

）に合 わせ、エッジ ガイド

エ ッジガイド（左）の位置によって、印刷時の左マ ージンが決まります。
ソフ
ト ウェア で設定 する左 マージ ンと実際 の左マ ージン が異な っている 場合
は、エッジガイドの位置を再調整してください。

E ［電源］スイッチをオンにします。
F 単票紙を手差し給紙します。

用紙の先端が奥に当たるまでしっかり差し込みます。用紙は自動的に給紙位
置にセットされます。印刷データを受信すると印刷を開始します。

w
p

プ リンタの［電 源］スイッチが オンになっ ているとき は、
紙送りノブ を回さ
ないでください 。

DOS環境でご 使用の場合、給紙 位置は［微小送り］ス イッチで微調 整できま
す。
s 本書「 用紙位置の微調整」59 ページ

G 印刷が終了すると単票紙は自動的に排紙されます。
プリンタ内に用紙が残っている場合は［給紙 / 排紙］スイッチを押して排紙
します。
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Paper.book 64 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

連続紙（プッシュトラクタ）と単票紙の切り替え
プッシュトラクタに連続紙をセットした まま、連続紙の給紙と単票紙の給紙を切り替えることが
できます。

連続紙から単票紙への切り替え

p

連続 紙の先端がリ アプッシュトラ クタの位置に ある場合は、Dから 進めて
ください。

［用紙カット位置］スイッチを押します。
A 連続紙の印刷が終了したら、
連続紙がミシン目カット位置まで紙送りされます。ティアオフ機能を自動に
設定している場合は［用紙カット位置］スイッチを押す必要はありません。

B 連続紙を切り離します。

w

印刷 が終わった 連続紙は、
ティ アオフ機能 を使って必ず ミシン目で 切り離
してくだ さい。切り離さずに何ページも逆送りすると、紙 詰まりを起こしま
す。

C ［給紙/排紙］スイッチを押します。
セットした連続紙はトラクタの位置まで戻りますが、トラクタからは外れま
せん。

D 用紙ガイドから給紙する場合は用紙ガイドを起こします。
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Paper.book 65 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

連続紙（プッシュトラクタ）と単票紙の切り替え

E プリンタ右側のレリースレバーを単票紙側（

p

）に倒します。

連 続紙と単票 紙で厚さが 異なる場合は、
ア ジャストレ バーを設定 してくだ
さい。
s 本書「 アジャストレバーの設定」42 ページ

F 単票紙を用紙ガイドまたはカットシートフィーダ（オプション）にセットし
ます。
用紙ガイドにセットする場合は、エッジガイドを用紙幅に合わせて、単票紙
を奥まで差し込みます。
s 本書「単票紙のセットと排紙」62 ページ
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Paper.book 66 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

単票紙から連続紙への切り替え

A 単票紙の印刷が終了したら、単票紙を取り除きます。

印刷途中の用紙がプリンタ内に残っている場合は、
［給紙 / 排紙］スイッチを
押して排紙します。

B プリンタ右側のレリースレバーを連続紙側（

）に倒します。

C 用紙ガイドを倒します。

用紙ガイドを上方に持ちあげてからプリンタ後方に倒し、手前に押し込み固
定します。

D 印刷を実行します。

印刷データを受信すると、セットされた連続紙を給紙して印刷を開始します。
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Paper.book 67 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

プリンタ設定値の変更

● プリンタ設定の方法 ............................. 68
● 操作パネルからの設定 .......................... 69

5

Paper.book 68 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

プリンタ設定の方法
プリンタは設定された内容に従って動 作します。ここでは、プリンタの設定値を操作パネルから
変更する方法について説明しています。プリンタの設定値を変更する方法は、ご利用の環境によっ
て異なります。

操作パネルで設定する
本機の持つすべての設定値を変更することができます。設定値の一覧表を印刷して
から、操作パネル上のボタンを押して設定を変更します。
用紙カット位置
自動
明朝
ゴシック
自動(高速)
明朝(高速)
ゴシック(高速)

用紙カット位置

改行/改ページ

給紙/排紙

用紙チェック
印刷可

書体

微小送り

3秒

プリンタドライバで設定する
Windowsでお使いの場合に通常の印刷で必要な設定は、
アプリケーション上あるい
はプリンタドライバから変更することができます。
プリンタドライバからの設定は、操作パネルからの設定より優先されます。プリン
タドライバから設定できない項目については操作パネルから設定します。

p

68

給紙方法の設定は、プリンタ本体のレリースレバーの設定と合わせてください。

Paper.book 69 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

操作パネルからの設定
ここでは、操作パネルからのプリンタ設定値の変更の仕方について説明します。

p

プリン タドライバ 上からも 設定できる 項目につい ては、
プリン タドライバ での設
定が優先されます。

設定項目
操作パネルを使用して以下の設定値を変更することができます。
＊の付いている設定値が出荷時の初期設定です。
設定項目
文字コード表

設定値
カタカナコード表＊

説

明

「カタ カナコー ド表」
（PDFマニ ュアル）の文字 を使っ
て英数カナ文字を印字します。
国内のDOSアプリケー
ションソフトを使用するときは、ほとんどの場合この
コード表を選択します。

拡張グラフィックス
コード表

「拡張 グラフィ ックス コード表」
（PDF マニュア ル）
の
文字を 使っ て英数 カナ 文字を 印字 します。海外 版の
DOSアプリケ ーションソフ トを使用する ときはこの
コード表を選択します。

マルチリンガルコード表 「マル チリンガ ルコー ド表」
（PDFマニ ュアル）の文字
を使って印刷します。
マ ル チ リ ン ガ ル ユ ー ロ 「マル チリンガ ルユーロ コード表」
（PDF マニュア ル）
コード表

の文字を使って印刷します。

文字品位

高品位＊

英数カナ文字を高品位文字で印字します。

ドラフト

英数カナ文字をドラフト文字で印字します。

連続紙のページ長

4、
5.5、
6、7、
8、
8.5、11＊、

連続紙のページ長
（ミシ ン目から次のミシン目までの

70/6、
12、
14、
17インチ

長さ）
を 設定しま す。
改 ページ、ティア オフ機能、ミシ
ン目スキップが正しく機能するように、使用する連続
紙に合ったページ長を設定してください。

ミシン目スキップ

ON

連続紙 のミシ ン目の 前後25.4 mm
（１イ ンチ）の範囲
には印刷できません。
ア プリケーションソフトで上下
マージンが設定できない場合でも、ミシン目にかから
ないように印刷したい場合に設定します。

OFF＊

連続紙使用時に、
アプリ ケーションソフトで上下マー
ジンをゼロに設定してページいっぱいに印 刷すると、
ミシン目に関係なく続けて印刷します。通常はアプリ
ケーションソフトで上下マージンを設定し ますので、
OFFのまま印 刷しても ミシン目で 印刷が途 切れるこ
とはありません。

p

Windowsソフトウ ェアを使用 している ときは、
Windowsプリンタ ドライバ の用紙
サイズの設定値を確認してください。
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Paper.book 70 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

設定項目
自動ティアオフ

設定値
ON

説

明

印刷の終了 や開始に合 わせて自動 的にティ アオフ機
能が働きます。
s 本書
「ティアオフ機能」57 ページ

OFF＊

自動ティアオフ機能は働きません。ラベル紙を使用す

ON

キャリッ ジリタ ーン
（CR）コー ドに対 して、
自 動的に

るときは必ずOFFに設定してください。
自動改行

改行
（LF）コー ドを 付け 加えま す。
使 用す るオペ レー
ティングシステムやソフトウェアによっ ては、
改行し
ないで同じ行で印刷し続ける場合があり ます。
改行す
るときはONに設定します。
OFF＊

キャリッ ジリター ン
（CR）コードに 対して、改行（LF）
コード を付 け加 えませ ん。
DOS やWindowsなど のオ
ペレーティングシステムで印刷する場 合は、
OFFのま
ま使用します。

印字方向

双方向＊

プリントヘ ッドが左右 どちらに移 動すると きも印刷
しますので、より速 く印刷で きます。文字の高 速印刷
に適しています。

単方向

プリントヘ ッドが右方 向へ移動す るときだ け印刷し
ますので、縦方向の 印刷がよ り正確に なります。グラ
フィックの印刷に適しています。

自動

1文字を数回 に分けて印 字する場合 で、
双方 向より印

ON

ESC/PとPCPR201H
（エ ミュレ ーショ ンモード）を自

字品質を向上させたいときに自動を選択します。
ESC/Pスーパー

動判別します。
国内版のDOSアプリケーションソフト
から印刷する場合に、
エ プソンプリンタを選択しても
正しく印刷できないときは、
ONに設定します。
OFF＊

使用するオ ペレーティ ングシステ ムやソフ トウェア
でのプリ ンタ設定 によって、OFFに設 定します。海外
版のDOSアプリケーションソフトを使用するときは、
OFFにします。

ゼロスラッシュ

*1

*1 I/F：
インターフェイスを省
略 してI/F と表 記し ま
す。

I/F 選択

ON

「０」の書体を
「

OFF＊

「０」の書体を
「０」として印刷します。

自動＊

」として印刷します。

データを受 信するイン ターフェイ スを自動 的に選択
します。
選択したインタ ーフェイスに送られたデータ
が終了するか、
インター フェイス固定解除時間の設定
した時間になると、
イン ターフェイスの選択が解除さ
れます。
自動では、最大2台のコンピュータが本プリン
タを共用できます。

パラレル

I/F固定解除時間

標準のパラレルインターフェイスを使用します。

シリアル

標準のシリアルインターフェイスを使用します。

10秒＊

イン ター フ ェイ ス（自動）のと き 自動 選 択し た イン
ターフェイス に10秒間データ が送られてこ ない場合
にそのインターフェイスの選択を解除します。

30秒

イン ター フ ェイ ス（自動）のと き 自動 選 択し た イン
ターフェイス に30秒間データ が送られてこ ない場合
にそのインターフェイスの選択を解除します。
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Paper.book 71 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

操作パネルからの設定
設定項目
ボーレート

設定値
19200BPS＊、9600BPS

説

明

シリアルインターフェイスの通信速度を設定します。

4800BPS、
2400BPS
1200BPS、
600BPS
300BPS
パリティ

なし＊、
偶数、奇数、
無視

シリアルインターフェイスのパリティを設定します。

データ長

8ビット＊、
7ビット

シリアルインターフェイスのデータ長を設定します。

双方向通信

ON＊

コンピュータとの双方向通信を行います。

OFF

コンピュータとの双方向通信を行いません。

パケット通信

自動＊

双方向通信が設定されている場合、パケット通信を行
います。
通常は「自動」
を設定してください。

OFF

パケット通信を行うと、ホストとの接続性や印字結果
に支障 がある（不具合 が発生 する）
場 合に「OFF」
に設
定します。
パケット通信を停止します。

手差し待ち時間

0.5秒、1秒、1.5秒 ＊、2秒、 用紙を用 紙ガイドに セットして から印刷 開始位置へ
3秒

給紙するまでの時間を設定します。

ブザー鳴動

ON＊

ブザーが鳴ります。

OFF

ブザーは鳴りません。
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Paper.book 72 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

設定値の変更の方法
設定値の変更方法の詳細は、以下の手順で印刷する「一覧表」に記載されています。
設定値を変更する場合は、まず以下の手順で「一覧表」を印刷してください。

A 連続紙をセットします。

単票紙（A4 縦以上）に印刷する場合は、B の操作の後で用紙をセットします。

B [書体]スイッチを押しながら、[電源]スイッチをオンにして一覧表を印刷します。

用紙が給紙され、設定とランプの関係を示す一覧表が印刷されます。単票紙の
場合は、
[用紙チェックランプ ]が点灯してから、用紙をセットして印刷します。

p

• 操作パネルの表示は、選択している設定項目および設定値を示します。
設定項目：書体ランプと印刷可ランプ
設定項目の設定値：書体ランプと印刷可ランプ
印刷した 一覧表
• 変更する 設定項目およ び設定値とラ ンプの表示 状態を、
上で確認します。

C ［用紙カット位置］スイッチを押して、設定項目を選択します。
ランプの状態と、一覧表を確認します。
用紙カット位置
自動
明朝
ゴシック
自動(高速)
明朝(高速)
ゴシック(高速)

用紙カット位置

改行/改ページ

給紙/排紙

用紙チェック
印刷可

書体

微小送り

3秒

押します

D ［改行/改ページ］スイッチを押して、設定値を選択します。
C
さらに変更する項目があるときは、

に戻ります。

ランプの状態と、一覧表を確認します。
用紙カット位置
自動
明朝
ゴシック
自動(高速)
明朝(高速)
ゴシック(高速)

用紙カット位置

改行/改ページ

給紙/排紙

用紙チェック
印刷可

書体

微小送り

3秒

押します

E 設定が終了したらプリンタの電源をオフにします。

p
72

電源 をオフにす ることで、
設定 した内容が プリンタのメ モリに記憶 されま
す。

Paper.book 73 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

オプションと消耗品

● オプションと消耗品の紹介..................... 74
● リボンカートリッジの交換..................... 75
● カットシートフィーダの
取り付けと使い方 ................................ 78
● カラーアップグレードキットの
取り付けと使い方 ................................ 83

6

Paper.book 74 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

オプションと消耗品の紹介
本機で使用できる、オプション、消耗品は以下の通りです。
名
ケーブル

称

パラレルインターフェイスケーブル
シリアルインターフェイスケーブル

型

番

型番 につ いては、以下 のペー ジを参 照し
てください。
「コ ン ピ ュ ー タ と の 接 続」
32
s 本書
ページ

給紙装置

USB変換ケーブル

PRCB8N

カットシートフィーダ

VP870CSFA

プルトラクタユニット
リボンカートリッジ 黒リボンカートリッジ

マニュアル

p

74

VP600PTU
#7753

リボンパック

#7755

カラーリボンカートリッジ

VP600CRC

カラーアップグレードキット

VP600CUGK

ESC/Pリファレンスマニュアル

ESCPML1

オプションと消耗 品の詳細、
またはオプション の通信販売の詳細につき ましては、
PDFマニュアルに記載しています。以下の章を参照してください。
s PDFマニュアル「オプションと消耗品」

Paper.book 75 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

リボンカートリッジの交換
インクが薄くなって十分な印 刷品質を得られなくなった場合などには、次の手順に従ってリボン
カートリッジを交換してください。

p

• リボンパ ック（#7755）
を使用することで、カートリッジ内部のリボンだけを交換
することもできます。
• リ ボンカートリ ッジは純正品
（型 番：#7753
（黒）、VP600CRC
（カラ ー））をご使用
になることをお勧めします。
• リ ボンカート リッジを 乱暴に扱う と印字不良 の原因にな りますので、
て いねい
に扱ってください。
• プ リンタ の電源 がオン の状態 で以下 の手順 を行う と故障の 原因に なりま すの
で、必ず電源がオフの状態で行ってください。

A ［電源］スイッチをオフにします。
ade
プリ ンタを使用した 後はプリントヘッ ドが熱くなって いますので、
プリント ヘッド
にはしばらく触らないでください。

B プリンタカバーを開けます。

奥側のカバーを手前に起こしてから、プリンタカバー左右の取手に指をかけ
ゆっくりと手前に起こして開けます。

取手

p
w

リ ボンカ ートリ ッジの 取り付 けやすい 位置に プリン トヘッ ドがない 場合
は、プ リンタカバーを閉じてから［電源］スイッチ をオンにしてください。プ
リ ントヘッド が自動的に リボンカート リッジ交換 の位置に移 動します。
再
度［電源］スイッチをオフにしてから以下の操作を続けてください。

プ リンタの、
［電源］スイッチをオフにしてから 再びオンにするときは、
最低
5秒待 ってから オンにして ください。
オ ン/オフ の間隔が短 かすぎる とプリ
ンタの電源部が故障する恐れがあります。

75

Paper.book 76 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

C リボンカートリッジを外します。

リボンカートリッジの両端を持ち、上に引き上げるようにして取り外します。

p

• 細部をご覧いただくためにイラストはプリンタカバーを取り外した状態の
ものを使用していますが、
プリンタカバーを取り外す必要はありません。
• 使用済み のリボンカー トリッジは、
ポリ 袋などに入 れてリサイク ルに出
すか、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。
また弊社 では、環境保全 活動の一環と して、
「使用済み カートリッ ジ回収
ポスト」を全国のパソコンショップに設置し 、
使用済みカートリッジの回
収、再資源化 に取り組ん でいます。
使用 済みカート リッジは、
ぜひ 最寄り
の回収拠 点までお持ち いただき、
回収ポ ストに投函 してください ますよ
うご協力をお願いいたします。

D 新しいリボンのたるみを取ります。

ツマミを矢印の方向に回して、リボンのたるみを取ります。

E リボンカートリッジを取り付けます。

プリンタ両側の溝にリボンカートリッジの突起を合わせて、固定されるまで
押し込みます。
インクリボンはプリントヘッドの上に乗った状態になります

カートリッジの両端を軽く押して、傾き、がたつきのないことを確認してください。

76

Paper.book 77 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

リボンカートリッジの交換

F インクリボンを印刷面側にずらします。

ボールペンなどを使って、奥側に送り込みます。

インクリボン

G リボンのたるみを取ります。
再びリボンカートリッジのツマミを矢印方向に回してリボンのたるみを取り
ます。リボンが自由に動くのを確認してください。

ツマミ

リボン

H プリンタカバーを閉じます。
以上でリボンカートリッジの取り付けは終了です。

77

Paper.book 78 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

カットシートフィーダの取り付けと使い方
カットシートフィーダは、単票紙を連続して給紙することのできるオプションです。

カットシートフィーダの取り付け

A カットシートフィーダを組み立てます。
カットシートフィーダの取扱説明書に従って、カットシートフィーダを組み
立てます。

B ［電源］スイッチがオフになっていることを確認します。

C プリンタカバーを一段目まで開けます。
D 用紙ガイドを取り外します。

後ろにずらしてから、持ち上げるようにして取り外します。

p

78

（プルトラク タ）
にある場合 は、
プリン
• トラクタ ユニットが プリンタ上 部
タ後部（プッシュトラクタ）に取り付けます。
カットシート フィーダを 取り付ける前 に連続
• 連続紙を 使用する場合 は、
紙をセットします。

Paper.book 79 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

カットシートフィーダの取り付けと使い方

E カットシートフィーダを取り付けます。

カットシートフィーダを両手で持ち、少し手前に傾けた状態で左右のカット
シートフィーダ固定レバーの先端をプリンタ内部のピンに合わせて差し込み
ます。

p

カ ットシー トフィーダ の取り外し は、
プリンタの［電 源］スイッチを オフに
した後、取り付けと逆の順序で行ってください。

79

Paper.book 80 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

カットシートフィーダの使い方

A レリースレバーを単票紙（

）位置に倒します。

B CSF（カットシートフィーダ）のエッジガイドの位置を調整します。

CSF のエッジガイド（左）の位置をマーク（ ）に合わせてから CSF のエッ
ジガイド（ 右）の位置を用紙の幅より、少し広い位置に移動します。

p

80

カッ トシートフ ィーダのセ ンターサポー トは、
用紙幅に 合わせたエ ッジガ
イ ド（右）および（左）の中 央に合わせ てくださ い。
センター サポート位 置が
片寄っていると正しく給紙されないことがあります。

Paper.book 81 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

カットシートフィーダの取り付けと使い方

C 用紙セットレバーを手前に倒します。

D 用紙をセットします。
用紙はよくさばいてから用紙の端をそろえ、用紙をセットします。
CSF のエッジガイド（右）を用紙の側面に軽くあて左右の用紙セットレバー
を起こします。

p

用 紙とのCSFの エッジガイ ドとの間に すき間があ る場合は、
CSFの エッジ
ガ イド（左）を右へ 動かしてす き間をな くしてくだ さい。
CSFのエッ ジガイ
ド を用紙に強 く押し付け た状態で給紙 すると、
給紙不 良を起こす ことがあ
ります 。

E 用紙ガイドの用紙サポート金具を取り外します。

81

Paper.book 82 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

F カットシートフィーダに同梱されている用紙サポート金具を用紙ガイドに取
り付けます。

G 用紙ガイドをカットシートフィーダに取り付けます。

p

カッ トシートフ ィーダから 給紙された用 紙は、
用紙ガイ ド上に排紙 されま
す。用紙ガイ ドで保持できる用紙枚数は、カットシートフ ィーダにセットで
きる用紙容量（紙厚5mm以下）の約半分の用紙枚数（紙厚2.5mm以下）
です。

H 左右のエッジガイドを左右に開きます。

I プリンタカバーを閉じて、［電源］スイッチをオンにします。

コンピュータからデータを送ると、自動的に給紙して印刷されます。

82

Paper.book 83 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

カラーアップグレードキットの取り付けと使い方
カラーアップグレードキッ トは、本機でカラー印刷を実現するためのオプションです。キットに
は、カラーリボンカートリッジとモーターユニットが入っています。

A ［電源］スイッチをオフにし、プリンタカバーを取り外します。
B リボンカートリッジ（黒）を取り外します。

C モーターユニット接続カバーを取り外します。

D モーターユニットを取り付けます。

プリンタ右側に、モーターのギヤがプリンタの中央に向くようにモーターユ
ニットを取り付けます。

83

Paper.book 84 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

E モーターユニットプラグを取り付けます。

F プリントヘッドをプリンタの中央に移動します。

G カラーリボンカートリッジを開封し、リボンのたるみを取ります。

リボンガイドを留めているテープを取り外して、リボンガイドをカートリッ
ジの中央に移動します。次につまみを矢印の方向に回してリボンのたるみを
取ります。

84

Paper.book 85 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

カラーアップグレードキットの取り付けと使い方

H カラーリボンカートリッジを取り付けます。

プリンタ側のスロットにカラーリボンカートリッジのフックを合わせるよう
に、両端をカチッと差し込みます。カートリッジのノブを回して、リボンの
よじれやシワを取ります。
この 中に プリ ント ヘッ ドが
納まるようにセットします

I プリンタカバーを取り付けます。

以上でカラーアップグレードキットの取り付けは終了です。

J 動作確認をします。

本書の「動作確認」の手順に従って印字パターンを印刷します。
s 本書「動作の確認」29 ページ

位置

改行/改ページ

給紙/排紙

用

微小送り

［改行/改ページ］スイッチを押しながら
電源スイッチをオンにします

p

カ ラーアップ グレードキ ットを使用 して、
「漢字モー ド」
での動作 確認はで
きません。

85

Paper.book 86 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

K 印刷 結果の 文字の 上端や下 端の色 が異な るよう な場合に は、調整レ バーを
使ってリボンの角度を調整します。

ゆっくり前 後に
動かします

p

86

• カラーリ ボンカートリ ッジを使って 印刷すると きは、
印字速度が おそく
なることがあります。
• 黒の リボ ンカ ート リッジ と交 換す ると きは、図 のよ うに カラ ーリボ ン
カートリ ッジを一度起 こしてから上 方に取り外 します。
モーター ユニッ
トは取り外さなくても黒リボンカートリッジの交換と印刷ができます。

Paper.book 87 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

困ったときは

● 用紙が詰まったときは .......................... 88
● ランプが点灯しない ............................. 91
● ランプが点灯していても印刷できない ......92
● 紙送りがうまくいかない ....................... 96
● 排紙が正常にできない .......................... 98
● 印刷結果が画面表示と異なる.................. 99
● 印刷品質がよくない ........................... 103
● その他のトラブル .............................. 104
● どうしても解決しないときは................ 105
● Windows を使用した環境でのトラブルについては
取扱説明書
（PDFマニュアル）をご覧ください。

7

Paper.book 88 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

用紙が詰まったときは
プリンタ内部で用紙が詰まった場合は、む やみに用紙を引っ張ったりせずに、次の手順で取り除
いてください。

w

印刷終了 直後はプ リントヘッ ドが熱くな っていま す。
プリントヘ ッドの温度 が十
分に下がるまでは触れないように注意してください。

処理方法

A ［電源］スイッチをオフにします。
B プリンタカバーを開けて、レリースレバーを連続紙位置（

）にします。

C 詰まっている用紙を取り除きます。

詰まっている用紙を完全に取り除いた場合は、G へ進みます。上記の方法で
取り除けなかった場合、またはプリンタ内に紙くずが残ってしまった場合は、
D の手順で取り除いてください。

p

88

細部をご 覧いただくためにイラストはプリンタカバー を取り外した状態の
ものを使用していますが、プリンタカバーを取り外す必要はありません。

Paper.book 89 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

用紙が詰まったときは

D レリースレバーをいったん単票紙位置（

）に戻します。

E ノブを時計回りに回して用紙を取り除きます。

ノブをゆっくりと回しながら、用紙を静かに引き抜きます。

w

• 紙送りノブを回すときは、必ず［電源］スイッチをオフにしてください。
ラベ ル紙がプ
• ラベル 紙は給紙方向 と逆方向に引 き抜かない でください。
リンタ内部に貼り付くことがあ ります。
ラベル紙を取り除く場合は、ラベ
ル紙がプリンタに給紙される手前 で切り離してからノブを時計回りに回
して用紙を送ってください。

F ［電源］スイッチをオンにして、用紙をセットし直します。
G プリンタカバーを閉じます。

89

Paper.book 90 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

用紙詰まりの予防
用紙詰まりを発生させないように、以下の点に注意してください。
• 使用可能な用紙を使用してください。
s 本書「使用可能な用紙」40 ページ
• 用紙を正しくセットしてください。
s 本書「連続紙のセットと排紙」44 ページ

*1 重送：
カットシートフィーダ
からの給紙で複数枚の
紙を送ってしまうこと
です。

s 本書「単票紙のセットと排紙」62 ページ
• 用紙ガイドにセットできる用紙枚数は単票紙は1枚のみ、単票複写紙は1部
のみです。
• カットシートフィーダに用紙をセットするときは、用紙をよくさばき、端
をそろえてセットしてください。
許容枚数を超える用紙をセットしないでください。
• カットシートフィーダに用紙をセットするときはセットされている用紙をすべて
*1
給紙してから新しい用紙をセットしてください （用紙の追加は重送 の原 因と
なります）
。
• 連続ラベル紙を使用する場合は、プリンタ底面から給紙するプルトラクタ
を使用してください。
s 本書「連続紙のセット（プルトラクタ）
」51 ページ
• 連続紙をセットするときはスプロケットの間隔を適切にセットしてくださ
い。スプロケットの間隔が広すぎると紙の張りが強く、用紙のピン穴が破
れ用紙詰まりの原因になります。スプロケットの間隔が狭すぎて用紙がた
るんでいても用紙詰まりの原因となります。セットして長時間経過してい
る連続紙は、印刷前に破れがないことを確認してください。

90

Paper.book 91 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

ランプが点灯しない
［電源］スイッチをオンにしても操作パネルのランプが1つも点灯しないときは、次の3点を確認し
てください。
チェック

チェック

チェック

電源がコンセントから抜けていませんか？
電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。

電源コンセントに問題があることがあります。
コンセントがスイッチ付きの場合は、スイッチをオンにします。
ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確認
してください。
正しい電圧（AC100V）のコンセントに接続していますか？
コンセントの電圧を確認して、正しい電圧で使用してください。

以上3点を確認の 上で電源 スイッチを オン
（｜）にしても ランプが点 灯し
ない場合は、保守契約店ま たは販売店、
またはエプソンの修 理窓口へご相
談くだ さい。保守サ ービスに ついては「保 守サービ スのご案 内」114 ペー
ジを参照してください。

91

Paper.book 92 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

ランプが点灯していても印刷できない
リボンカートリッジの取り付けを確認しましょう
チェック

リボンカートリッジが正しく取り付けられていますか？
以下のページを参照してリボンカ ートリッジを正しく取り付けて
ください。
s 本書「リボンカートリッジの取り付け」26 ページ

プリンタとコンピュータの接続を確認しましょう
チェック

チェック

チェック

チェック

92

インターフェイスケーブルが外れていませんか？
プリ ンタ側 のコ ネクタ とコン ピュ ータ側 のコネ クタ にイン ター
フェ イスケ ーブ ルがし っかり 接続 されて いるか 確認 してく ださ
い。
また、ケーブルが断線していない か、変に曲がっていないかを確
認してください（予備のケーブル をお持ちの場合は、差し替えて
ご確認ください）
。
コネクタのピンが折れたりしていませんか？
コネクタ部分のピンが折れてい たり曲がったりしていると、プリ
ンタとコンピュータの通信が正しく行われない場合があります。

インターフェイスケーブルがコン ピュータや本機の仕様に合って
いますか？
インターフェイスケーブルの 型番・仕様を確認し、コンピュータ
の種 類やプ リン タの仕 様に合 った ケーブ ルかど うか を確認 しま
す。
s 本書「コンピュータとの接続」32 ページ
コンピュータとプリンタはケーブルで直結していますか？
プリンタとコンピュータの接続に、プリンタ切替機、プリンタバッ
ファおよび延長ケーブルを使用 している場合、組み合わせによっ
ては正常に印刷できないことがあります。
プリン タとコンピ ュータをイ ンターフェ イスケーブ ルで直結 し、
正常に印刷できるか確認してください。

Paper.book 93 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

ランプが点灯していても印刷できない

プリンタドライバが正しくインストールされているか確認しましょう
チェック

本プリンタ用のプリン タドライバが正しくインストールされてい
ますか？
本プ リンタ 用のWindowsプリ ンタド ライバ がコン トロー ルパネ
ルやアプリケーショ ンで、通常使うプリンタとして選択されてい
るか確認してください。
①［ス タート］ボタンをクリ ッ
クしカーソルを［設定］に合
わ せ、
［プリ ンタ］をクリ ッ
クします。
②使 用するプリンタ名を選択 し
［ファイル］メ ニューを確 認
します。

［通 常 使う プ リン タ］の 設定 に
なっているか確認します。

エラーが発生していないか確認しましょう（プリンタ側）

p

印刷可ランプ が点滅して印刷しない、
あ るいは印刷が突然止まっ た場合は、
ヘッド
ホット 状態（プリント ヘッドの 温度が許容 範囲を超え た高温に なったため に自動
的に印 刷が中断 された状態）に なってい る可能性 があります。こ のような 場合は、
ヘッド の温度が下 がると自 動的に印刷 を再開しま すので、
しば らくそのま までお
待ちください。

チェック

印刷可ランプが消えていませんか？
［印刷可］スイッチを押して印刷可ランプを点灯させてください。

チェック

プリンタカバーが浮いていませんか？または、開いていませんか？
プリンタカバーをしっかり閉じてください。

チェック

用紙がなくなっていませんか？
用紙をセットしてください。用紙を変更したときは、一旦電源を切
り、入れ直してください。
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土曜日

午後３時４９分

チェック

[レリースレバー ]の設定が合っていますか？
レリースレバーの設定を確認してください。単票紙を給紙する場合
は 側へ、連続紙を給紙する場合は 側へ倒します。

チェック

データを受信するインターフェイスの設定が合っていますか？
プリン タ設定値のI/F選択は［自動］または 接続している インター
フェイスの値に設定してください。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ

チェック

用紙やリボンや保護材などが詰まっていませんか？
［電源］スイッチをオフに し、プリンタカバーを開け て取り除いて
ください。

チェック

プリンタがハング（異常な状態で停止）していませんか？
一旦［電源］スイッチをオフにしてからしばらく待ち、再度［電源］
スイッチをオンにして印刷をしてください。

エラーが発生していないか確認しましょう
チェック

チェック

94

プ リンタを接続し たポートと、プリン タドライバのプリ ンタ接続
先が合っていますか？
プ リンタドライ バの［接続ポート］の設 定を実際に接続 している
ポートに合わせてください。
s PDFマニュアル「プリンタ接続先の設定」
プ リントマネー ジャのステータ スが［一時停止］になっ ていませ
んか？
印 刷を中断した り、何らかのトラブ ルで印刷停止し た場合、プリ
ン トマネージャ のステータス が［一時停止］になり ます。印刷を
開始するためには［一時停止］のチェック（✓）を解除するか［再
開］を選択することが必要です。
s PDFマニュアル「印刷の中止方法」

Paper.book 95 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

ランプが点灯していても印刷できない

チェック

チェック

チェック

「LPT1に書き込み ができませんでした」エラー が発生していませ
んか？
以下の項目を確認してください。
• プリ ンタプロパ ティの［詳細］タブ の［印刷先の ポート］が正
しく設定されているかを確認して印刷を実行してください。
• プリンタプロパティの［詳細］タブの［スプールの設定］で［プ
リンタ に直接印刷デ ータを送る］の設 定に変更して 印刷を行っ
てみてください。
• 本機は ECP モードに対応しておりません。お使いのコンピュー
タがECPモードになっている場合は、BIOS設定をノーマルまた
はスタンダードモードに変更してください。
• BIOS設定についての詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書
を参照してください。
コンピュータの画面に「プリンタが接続されていません」
「用紙が
ありません」と表示されていませんか？
仕様に合ったイ ンターフェイスケ ーブルで正しく接 続されている
か、プリンタの電 源がオンになっ ているか、用紙が正 しくセット
されているかを 確認してくださ い。インターフェイス ケーブルに
ついては、以下のページを参照してください。
s 本書「コンピュータとの接続」32 ページ
Windows NT4.0/2000でプッ シュトラクタまたはCSF（カット
シートフィーダ）から給紙していませんか。
Windows NT4.0/2000 で、リ ア プッ シ ュ ト ラ ク タ ま た はCSF
（カットシートフィーダ）を使用する場合は、
［オプション設定］ダ
イアログでそれ ぞれの給紙方法に 対して使用する用 紙サイズを設
定しな いと給 紙がで きませ ん。
［オ プショ ン設定］ダ イアロ グは
［プリ ンタ］フ ォルダ で本機 のアイ コンを 右クリ ックし［プ ロパ
ティ］を選択して表示させます。
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土曜日

午後３時４９分

紙送りがうまくいかない
チェック

チェック

仕様に合った用紙を使用していますか？
用紙厚さ・用紙枚数や紙質など仕様 に合った用紙を使用してくだ
さい。
使用可能な用紙については以下のページを参照してください。
s PDFマニュアル「プリンタの仕様」
連続紙の置き場所に問題はありませんか？
連続紙が引っかからないよう に、連続紙の置き場所は、プリンタ
から1m以内の 場所でプ リンタに 対してま っすぐ給 紙され る位置
に置いてください。

1m以内

チェック

チェック

チェック

チェック
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エッジガイドの間隔は適切ですか？
単票紙がスムーズに給紙できる よう、エッジガイドの間隔を調整
してください。
エッジ ガイドの間 隔が狭すぎ ると用紙が 詰まること がありま す。
逆に広すぎると用紙が傾いて給紙されることがあります。
手差し給紙で、単票紙はしっかりと差し込まれていますか？
手差し給紙するときは、エッジガ イドに用紙をセットし、用紙の
端部中央を指で押すように差し込んでください。
s 本書「単票紙のセットと排紙」62 ページ
連続紙がプッシュ /プルトラクタから外れていませんか？
連続紙をトラクタに正しくセットし直してください。
」48 ページ
s 本書「連続紙のセット（プッシュトラクタ）

連続紙が 傾いた状態で プッシュ /プルトラ クタにセット されてい
ませんか？
連続紙の両端の穴が左右ずれた状 態でトラクタにセットされてい
ると正常な紙送りが行えません。
左右のスプロケットのゴムピン の位置を揃えます。連続紙の左右
の穴 位置は スプ ロケッ トのゴ ムピ ンに揃 えてセ ット してく ださ
い。

Paper.book 97 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

紙送りがうまくいかない

チェック

連続紙をセットする際にスプロケットの間隔は適当ですか？
連続紙がたるんだり、強 く張りすぎたりしないように左右のスプ
ロケットの位置を調整してください。
s 本書「連続紙のセット（プッシュトラクタ）」48 ページ
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土曜日

午後３時４９分

排紙が正常にできない
チェック

チェック

チェック

チェック

チェック

［改行/改ページ］スイッチを使用して排紙していませんか？
単票紙を排紙する場 合は、
［給紙/排紙］スイッチを使用してくだ
さい。

印刷が終わると急に紙送りされませんか？
自動ティアオフ機能が設定されています。設定を解除する場合は、
プリンタの設定値を変更してください。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ
ミシン目スキップ（25.4mm {1インチ} 幅の空白行）が実際のミ
シン目とズレていませんか？
ミシン目がカット位置 に来ない場合は、以下の２点を確認してく
ださい。
• ソ フトウェア上の用紙サイ ズまたはページ長（連続紙）と、お
使いの用紙サイズを合わせてください。
給紙位置を調整してください。
•
s 本書「用紙位置の微調整」59 ページ
連続紙が排紙されずに給紙位置に残っていませんか？
排紙する前に印刷の終了 している連続紙をミシン目で切り離して
ください。

ラベル紙が詰まったり引っかかったりしませんか？
ラベル紙を［給紙/排紙］スイッチで排紙しようとしています。ラ
ベル紙を排紙（逆送り）する と、プリンタ内部に貼り付くことが
あります。
印刷後のラベル紙を 取り出すときは、
［改行/改ページ］スイッチ
で排紙してください。ラベル紙から他の用紙に切り替えるときは、
トラクタ側のミシン目 で切り離し、ラベル紙を取り除いてくださ
い。再度ラベル紙を使用す るときは、ラベル紙をセットし直して
ください。

プリンタ内 部にラベル 紙が貼り 付いて正常 に印刷でき ない場合は、無理
に取り除かずに保守契約店（保 守契約されている場合）または販売 店また
はエプソ ンの修理窓 口へご相 談ください。
保 守サービ スについて は、
「保
守サービスのご案内」114 ページを参照してください。
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土曜日

午後３時４９分

印刷結果が画面表示と異なる
印刷される文字が画面表示と異なる
チェック

チェック

チェック

チェック

チェック

本書でご案内している インターフェイスケーブルを使用していま
すか？
本書でご案内している 推奨ケーブル以外のケーブルを接続に使用
すると正常に印刷できない場合があります。
s 本書「コンピュータとの接続」32 ページ
文字が化けたり、記号がカタカナで印刷されていませんか？
コード表の選択が合っていますか？プリンタ設定値の「コード表」
の設定を確認してください。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ
特定の文字や記号が違う文字や記号に化けませんか？
国 際文字 の選 択が間 違っ ていま す。ソフ トウェ ア側 からコ ント
ロー ルコードを 送るときは、コ ード（ESC Rn）に より、使用す
る国の文字に変更してください。
文字が混入したり、まったく違う文字記号に化けていませんか？
• PC-98系コンピュータを使用しているときは、プリンタ設定の
[ESC/Pスーパー ]を[ON]にしてください。ソフトウェア上のプ
リンタ設定がエプソンプリンタのときは、[ESC/Pスーパー ]を
[OFF]にしてください。海外 版ソフトウェ アを使用し ていると
きは、
［ESC/Pスーパー ]の設定を[OFF]にしてください。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ
• プリンタ設定のI/F選択は［自動］が設定されているため、設定
した固定解除時間が経過する前にも う一方のインターフェイス
からデータが送られています。設定 した固定解除時間が経って
からデ ータを送 るか、I/F選択の設 定を使 用して いるイ ンター
フェイス（パラレルまたはシリアル）に設定してください。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ
• コン ピュー タ側 のパ ラレ ルイ ンター フェ イス の設 定が［ECP
モード］になっている場合は［ノ ーマルモード］または［スタ
ンダードモード］に変更してくだ さい。設定変更の方法につい
ては、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。
• シリアルインターフェイスの設定に 問題がある場合に文字化け
が発生することがあります。設定値を確認してください。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ
画面の表示が旧JIS漢字で表示されていませんか？
本 プリ ンタ で印 刷す る 漢字 はJIS X0208-1990に準 拠 して いま
す。旧JISとの違いについては、以下のページを参照してください。
s PDFマニュアル「旧JIS（JIS C6226-1978）との違いについ
て」
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土曜日

午後３時４９分

印刷位置（結果）が画面表示と異なる
チェック

チェック

および
チェック

100

行の長さが違っていませんか？
• 改 行量 の設 定が 不適切 な場 合は、行 間隔が 広く なっ たり 狭く
な ったりします。アプリケーションソフト の改行量を正しく設
定してください。
• す べての行間に空白行が追加される場 合は、プリンタ設定の自
動改行が［ON］に設定されている可能性があります。
ソ フトウェアから改行命令が送られる ときは、自動改行する必
要 はありません。プリンタ設定値 の自動改行を［OFF］に設定
してください。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ
• 左 右のマージン（余白）が大きすぎると行の 途中で改行されま
す。プリンタドライバで設定を変更してください。
空白行が入ったり、改ページが正し く行われずに印刷されていま
せんか？
• ア プリケーションソフトやプリンタで設定 されているページ長
ま たは用紙サイズと実際に使用している用 紙の長さまたは用紙
サイズが異なっています。
ア プリケーションソフトやプリンタの設定 を実際に使用してい
る用紙の長さまたは用紙サイズと合わせてください。
連続紙のページ長は、プリンタ設定値の「ページ長（連続紙）」
で設定してください。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ
プ リンタドライバから用紙サイズを設 定している場合は、正し
い用紙サイズを選択してください。
s PDFマニュアル「プリンタドライバの設定項目」
• プ リンタ 設定のミ シン目 スキップ が［ON］に設定されて いま
す。プ リンタ設定のミシン目スキ ップを［OFF］に設定してく
ださい。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ

チェック

エッジガイドの設定位置がガイドマーク に合っていますか？
用紙ガ イドまたは カットシー トフィーダ のエッジガ イド位置 は、
単票紙の左マージン（余白）に影響します。
ガイドマーク側のエッジガイドを ガイドマークに合わせてくださ
い。もう一方のエッジガイドは用紙の幅に合わせてください。
s 本書「単票紙のセットと排紙」62 ページ
本書「カットシートフィーダの使い方」80 ページ

チェック

連続紙の使用時、スプロケットの位置を確認してください。
連続紙の使用時、スプロケ ット（左）の位置は、左マージン（余
白）に影響します。スプロケットの位 置を調整して印刷してくだ
さい。
s 本書「連続紙のセットと排紙」44 ページ

Paper.book 101 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

印刷結果が画面表示と異なる

チェック

チェック

改行されずに重なって印刷されていませんか？
改行命令がコンピュ ータから送られていません。プリンタ設定値
の自動改行を［ON］にしてください。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ
ミシン目付近に印刷されていませんか？
連続紙の実際のページ 長とプリンタ設定値のページ長が異なって
います。
アプリケーションソフ トやプリンタ設定を実際に使用している用
紙の長さと合わせてください。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ

罫線がずれる
チェック

チェック

プリンタ設定値の印字方向が双方向に設定されていませんか？
プリンタ設定値の印字方向を［単方向］に設定してください。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ

罫線が切れたり、印刷がずれたりしていませんか？
アプリケーショ ンソフトのプリンタ設定に問題があります。以 下
の内容を順番に確認してください。
① アプリケーションソフト上の用紙設定を、プリンタで使用する
用紙と合わせてください。
② プリンタにカットシートフィーダを取り付けているときは、ア
プリケ ーショ ンソフト 上でカッ トシート フィーダ が使用で き
るかどうか確認してください。
カットシートフィーダが使用可能なときは、ソフトウェア上で
カットシートフィーダを使用する設定をしてください。
カット シート フィーダ の記載が ないとき またはプ リンタ設 定
でPC-PR系のプリンタ(PC-PR201Hなど）を選択したときは、
プリンタからカットシートフィーダを取り外してください。

チェック

チェック

PC-98系 コ ンピ ュ ー タの メ モリ ス イッ チ の 設定 は 正し い で す
か？
各コンピュータ の取扱説明書を参照して、メモリスイッチの設 定
をしてください。
• エプソンＰＣシリーズﾞ→24ピン系を選択します。
• NEC PC-9800シリーズ→16ピン系を選択します。
変更したパネル設定値は有効になっていますか？
プ リンタ の設定 値を 印刷し て現 在の設 定状態 を確 認して くだ さ
い。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ

101

Paper.book 102 ページ ２００１年１１月３日

土曜日

午後３時４９分

設定と異なる印刷をする
チェック

102

パネル設定、プリンタドライバ、アプ リケーションソフトから異
なった条件で設定されていませんか？
印刷条件の設定は、パネル設定、プ リンタドライバ、アプリケー
ションソフトそれぞれで設定 できます。各設定の優先順位は、ご
使用の状況により異なりますので、設定と違う印刷を行う場合は、
各設定を確認してください。
例えば、書体の選択をした場合、Windowsプリンタドライバやア
プリケーションソフトによる書 体の選択が優先され、パネル設定
は無視されます。
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印刷品質がよくない
印刷ムラがある・汚い
チェック

チェック

チェック

横一列にところどころ抜けていませんか？
プリントヘッ ドのピンが折れています。保守契約 店（保守契約さ
れている場合）ま たは販売店またはエプソンの修理 窓口へご相談
ください。保守サ ービスについては以下のページを を参照してく
ださい。
s 本書「保守サービスのご案内」114 ページ
印刷の下の部分が欠けていませんか？
リボンカート リッジが正しく取り付けられてい ません。印刷を中
止し、以下のペー ジを参照して、リボンカートリッジ を取り付け
直してください。
s 本書「リボンカートリッジの取り付け」26 ページ
斜めの線が入っていませんか？
リボンがた るんだり、ねじれたりしています。印 刷を中止し、以
下のページを 参照して、リボンカートリッジを取り 付け直してく
ださい。
s 本書「リボンカートリッジの取り付け」26 ページ

印刷が薄い
チェック

印刷が薄くなっていませんか？
• リボンのインクが薄くなっています。
印刷を中止し、新しいリボンカートリッジと交換してください。
s 本書「リボンカートリッジの交換」75 ページ
• アジャストレバーの設定が適切ではありません。
アジャストレバーを紙厚に適した設定にしてください。
s 本書「アジャストレバーの設定」42 ページ
• プリンタドライバ の［印刷品質］の設定が［ドラフ ト］になっ
ていませんか？
［正式文書］に設定して印刷してみてください。
s 本書「操作パネルからの設定」69 ページ
• DOS環境下で高速印字が設定されています。
操作パネルの［書体］スイッ チを押して、高速の設定 を解除し
てください。
s 本書「操作パネル」18 ページ
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その他のトラブル
印刷中に印刷速度が遅くなった、途中で止まった
印刷中に印刷可ランプが点滅をして印刷速度が遅くなったり、印刷を停止した場合
は、ヘッドホット状態（プリントヘッドの温度が許容範囲を超えた高温になったた
めに自動的に印刷が中断された状態）になっている可能性があります。ヘッドの温
度が下が ると自動的 に印刷を 再開しま すので、しばら くそのま までお待 ちくださ
い。

漏洩電流について
本機は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパソ
コン業界基準（PC-11-1988）に適合しています。しかし、多数の周辺機器を接続
している環境下では、本機に触れた際に電気を感じることがあります。
このようなときには、本機または本機を接続しているコンピュータなどからアース
（接地）を取ることをお勧めします。本機からアースを取る場合には、インフォメー
ションセンターまたはエプソンの修理窓口までお問い合わせください。エプソンの
修理窓口に関する詳細は「保守サービスのご案内」（114 ページ）の項を参照して
ください。
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どうしても解決しないときは
「故障かな？ と思ったら」の内容を確 認しても、現在の症状が改善 されない場合は、トラブルの
原因を判断してそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。

プリンタ本体の故障なのか、
ソフトウェアのトラブルなのかを判断
します。
→動作確認実行
本機は、本機の機能が正常に動作しているかを確認するための印字パターンをプリ
ンタ内部に持って います。コンピュータと接続 していない状態で印刷 できるので、
プリンタの動作や印刷機能に問題がないかを確認できます。

A ［電源］スイッチをオフにし、インターフェイスケーブルを外します。
B ［改行/改ページ］スイッチか［給紙/排紙］スイッチを押したまま［電源］ス
イッチをオンにします。

C 単票紙をセットします。

自動的に用紙を給紙し、動作確認を開始します。印刷しないときは
［電源］スイッチをオフにして B からやり直してください。

正常に印刷できない場合
保守契約（保守契約されている場合）または販売店またはエプソンの修理窓
口 へご相 談くだ さい。保守 サービ スにつ いては、「保守 サービ スのご 案内」
114 ページを参照してください。

正常に印刷できる場合
プリンタは故障していません。続いて、プリンタドライバ類のトラブルなの
か、アプリケーションソフトのトラブルなのかを判断します。判断のしかた
は、次の項目を参照してください。
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プリン タドライバ類のトラブ ルなのか、アプリケー ションソフトのトラブ
ルなのかを判断します。
Windows 95/98/Me/NT4.0/2000標準添付のワードパッドで簡単な印刷が
行えるかどうかを確認します。
ワードパッド を起動した後、数 文字入力し てか
らファイルメニューの［印刷］を実行します。

正常に印刷できない場合
プリンタドライバのインストール・設定・バージョンなどに問題があると考
えられます。プリンタドライバをインストールし直してください。

正常に印刷できる場合
• プリンタドライバをバージョンアップすることにより、正常に印刷できる
ようになる場合があります。プリンタドライバをバージョンアップしてみ
てください。
• ご使用のアプリケーションソフトでの設定が正しくされていない可能性が
あります。
各アプリケーションソフトの取扱説明書を確認して、アプリケー
ションソフトのお問い合わせ先へご相談ください。
それで もトラブルが解 決できない場合 は、
エプソンインフ ォメーションセ ンターへ
ご相談ください。
s インフォメーションセンターのご相談先は裏表紙にあります。
お問い 合わせの際は、ご 使用の環境（コンピ ュータの型番、ア プリケーション ソフト
の名称やバージョン、その他周辺機器 の型番など）
と、本機の名称、製造番号をご確認
の上、ご連絡ください。
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付録

● プリンタドライバ・ユーティリティ
CD-ROM について ............................ 108
● PDF マニュアルの見方 ....................... 109
● 取扱説明書 (PDF) のもくじ ................. 111
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プリンタドライバ・ユーティリティCD-ROMについて
添付の プリンタド ライバ・ユー ティリティ CD-ROMには、Windows用プリン タドライ バとユー
ティリティ及び本機の詳細な情報を記載したPDFマニュアルが収録されています。

p

Windows 3.1/NT3.51のプリ ンタド ライバ は、
プリン タドラ イバ・ユー ティリ ティ
CD-ROMには添付されていません。下記の方法で入手してください。
• インターネットのホームページでダウンロードできます。
【サービス名】ダウンロードサービス
【アドレス】http://www.i-love-epson.co.jp
• 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。

メニューの開き方
プリンタドライ バ・ユーティリティ CD-ROMをコンピュータにセッ トすると以下
のメニューが自動的に開きます。
メニューからインストールの実行やマニュアルの閲覧などができます。
プリンタドライバのインストール方法については、PDFマニュアルを参照してくだ
さい。
s PDFマニュアル「Windowsでのセットアップ」
PDFマニュアルの見方については、次ページを参照してください。
本機の詳細 について記載された
PDFマニュアルを表示します。
Windows用のプリンタドライバ
などをインストールします。
コンピュータ上でプ リンタの状
態な どが 確認 でき るEPSONプ
リン タ ウ ィン ド ウ! 3 をイ ン ス
トールします。
イ ンタ ー ネッ ト を通 じ てユ ー
ザ ー登 録 を行 う こと が でき ま
す。
Windows環境から、プリンタド
ライバ、EPSONプリンタウィン
ドウ!3をアン インストール しま
す。
Windows 用の プ リン タ ドラ イ
バ、EPSONプリンタウィンドウ
!3のフロッピ ーディスク 版を作
成します。

p
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プリンタドライバ・ユーティリティCD-ROMをコ ンピュータにセットしても、
自動
的にメニ ューが表 示されない 場合は、
［マイコ ンピュー タ］内の［CD-ROM］アイコ
ンをダブルクリックします。
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PDFマニュアルの見方
本機をWindowsでご使用いただくための方法とプリンタの仕様、漢字コード、コントロールコー
ドについては、プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM収録のPDF マニュアルに記載してい
ます。この章では、PDF マニュアルを見るための情報について記載しています。

p
®

Adobe

PDFマニュアルには、上記内容のほか本書の内容も併 せ、
本機をご使用いただく上
で必要なすべての情報を記載しています。

®

Acrobat ReaderとPDFファイルについて
本製品に同梱 のプリンタドライ バ・ユーティリティ CD-ROMに収録されています
オンラインマニュ アルは、PDF（Portable Document Format）というファイル形
®
®
式で 作 成さ れて いま す。こ のPDFファ イル を開 くた め には、「Adobe Acrobat
Reader」が必要です。

PDFマニュアルの見方
以下 のメ ニ ュー から、PDFマ ニュ アル を起 動 しま す。ご利 用の コ ンピ ュー タに
Acrobat Readerがインストールされていない場合は、自動的にAcrobat Readerの
インストーラが起動します。画面の内容をご確認の上、インストールを実行してく
ださい。

A Windows を起動して、本製品に同梱のプリンタドライバ・ユーティリティ
CD-ROMをコンピュータにセットします。

B ［「PDFマニュアル」を見る］をダブルクリックします。

ダブルクリックします

p

上 記の画面が自動的に表 示されない場合は、
［マイコ ンピュータ］内の［CDROM］アイコンをダブルクリックしてください。
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Acrobat Readerの使い方
ここでは、Acrobat Readerの基本的な使い方を説明します。Acrobat Readerの詳
細は、オ ン ラ イン ヘ ル プ かAdobe社 の ホ ーム ペ ー ジ をご 覧 く ださ い。（http://
www.adobe.co.jp）
ページをクリックすれば、右側の画面表示がそのページへジャンプします。
④

②

③

①

ポインタのマークが変わる場所は、関連したページなどへのリンクが貼って
あります。クリックすれば、そのページへジャンプします。

①しおりとページ
ボタンをクリッ クすると、目次を表 示します。見たいペー ジをクリック
すると、右側の画面表示がそのページにジャンプします。

②表示切り替え
開始ページを表示します。/
前ページを表示します。
次ページを表示します。/
最終ページを表示します。

③ヘルプ
オンラインヘルプを表示するほか、インターネットに接続されている場合は、
A do b e 社 の ホ ー ム ペ ー ジ の 表示 や ユ ー ザ ー 登 録 な どが 実 行 で き ま す。
Acrobat Readerに関する詳細はこちらをご利用ください。

④印刷
表示さ れているマ ニュアルを印 刷する場合は[ファイル]メニューの[印刷]を
クリックします。
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取扱説明書（PDF）
のもくじ
取扱説明書の種類と使い方 ............................2

連続紙（プッシュトラクタ）と

本書中のマーク、画面、
表記について ................3

単票紙の切り替え ......................................73

もくじ........................................................5

連続紙から単票紙への切り替え..........................73

10.Windowsからの印刷
Windowsでのセットアップ ..........................8

単票紙から連続紙への切り替え..........................74

12.プリンタ設定値の変更

システム条件の確認 .................................................8

プリンタ設定の方法 ...................................76

プリンタソフトウェアのインストール ................9

操作パネルで設定する ..........................................76
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用紙サイズ（ユーザー定義サイズ）の登録方法 20

16進ダンプ印刷 .........................................81

印刷の中止方法 .........................................21
EPSONプリンタウィンドウ!3 ....................22
EPSON プリンタウィンドウ !3 とは................. 22

13.オプションと消耗品
オプションと消耗品の紹介 ..........................84

プリンタの状態を確認するには ......................... 23

パラレルインターフェイスケーブル .................84

モニタの設定........................................................... 25

シリアルインターフェイスケーブル .................84

プリンタを共有するには ............................. 27

USB 変換ケーブル .................................................84

プリントサーバの設定
（Windows 95/98/Me）....................................... 28
プリントサーバの設定
（Windows NT4.0/2000）...................................31

カットシートフィーダ ..........................................85
プルトラクタユニット ..........................................85
カラーアップグレードキット..............................85
リボンカートリッジ / リボンパック .................85

クライアントの設定 .............................................. 32

ESC/P リファレンスマニュアル ........................85

プリンタ接続先の設定 ................................39

リボンカートリッジの交換 ..........................86

プリンタソフトウェアの削除 .......................41

カットシートフィーダの取り付けと使い方.....89
仕様 ...........................................................................89

11.使用可能な用紙と給排紙
使用可能な用紙 .........................................44
連続紙（連続複写紙）.............................................. 44

カットシートフィーダの取り付け......................90
カットシートフィーダの使い方..........................92

カラーアップグレードキットの

ラベル連続紙........................................................... 47

取り付けと使い方 ......................................95

単票紙（単票複写紙）.............................................. 49

通信販売のご案内 ......................................99

アジャストレバーの設定 ............................. 51
給紙経路の設定方法 ................................... 52

14.困ったときは

連続紙のセットと排紙 ................................53

用紙が詰まったときは ..............................102

トラクタユニットの付け替え ............................. 53

処理方法 ................................................................102

連続紙のセット（プッシュトラクタ）................. 57
連続紙のセット（プルトラクタ）......................... 60
排紙の仕方............................................................... 64

用紙詰まりの予防................................................104

ランプが点灯しない .................................105
ランプが点灯していても印刷できない .........106

ティアオフ機能 ...................................................... 66

リボンカートリッジの取り付けを

用紙位置の微調整 ..................................................68

確認しましょう....................................................106

単票紙のセットと排紙 ................................71
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フロッピーディスクについて .................... 163

EPSONプリンタウィンドウ!3でのトラブル122

フロッピーディスクを作成する .......................163

通信エラーが発生する ....................................... 122

インストール方法 ................................................164

EPSON プリンタウィンドウ !3 を削除
（アンイン

最新のプリンタドライバについて .............. 165

ストール）できない ............................................. 123

最新のプリンタドライバ入手方法 ...................165

USB変換ケーブル接続時のトラブル ...........124

インストール手順 ................................................165

インストールできない

Windows 3.1/NT3.51 のプリンタドライバにつ

（Windows 98/Me/2000）................................ 124

いて .........................................................................166

その他のトラブル ....................................126

索引 ...................................................... 167

印刷中に印刷速度が遅くなった、

修理依頼票 ............................................. 170

途中で止まった.................................................... 126

FAXオーダーシート ................................ 171

漏洩電流について................................................ 126
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サービス・サポートのご案内
弊社が行っている各種サービス、サポートをご案内いたします。

サービス・サポート
名称

説明

連絡先

エプソンFAXインフォメーション

EPSON製 品に関 する 最新 情報を24 時間FAXで 本書裏表紙を

エプソンインフォメーションセンター

EPSONプリ ンタ に関す るご質 問や ご相談 に電 い。

インターネット

インタ ーネットによる 情報の提供を行 っていま

ショールーム

EPSON製 品を見 て、
触 れて、操作 でき るシ ョー

パソコンスクール

EPSON製品 のさ まざま な使用 方法 をお教 えす

お引き出しいただけます。

ご 覧 くだ さ

話でお答えします。
す。
ルームです。
るスクールです。

保守サービスのご案内
「故障か な？」と思ったときは、あわ てずに、まず本書の「困っ たときは」をよく
お読みください。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。

保証書について
保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サー
ビスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。
保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。
「お買い上げ年月日」
「販
売店名」に 記入もれがな いかご確認く ださい。これらの 記載がない場 合は、
保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載も
れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。保
証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書を
ご覧ください。

保守サービスの受付窓口
保守サービスのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。
• お買い求めいただいた販売店
• エプソンサービスコールセンター
電話番号：本書巻末の一覧表をご覧ください。
受付時間：午前9:00〜午後5:30
月曜日〜金曜日（土日・祝日および弊社指定の休日を除く）
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印字方向 ......................................................70, P-78

索引

印字領域（単票紙）............................................ P-50
印字領域（連続紙）.................................. P-45, P-48

参照ページがP-XXとなっているものは、プリ
ンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM収録
の取扱説 明書(PDFマニュアル)の該当ペー ジ
を示します。数字のみのものは本書中 のペー
ジを示します。

数字

インストール ................................................. 36, P-9
インターネット・パソコン通信サービス ........P-160
インフォメーションセンター ..........................P-160

う
運搬 .................................................................P-131

え
英数カナ文字モード ..................................30, P-143

16進ダンプ印刷 ................................................. P-81

エッジガイド ........................................................ 15

A

エラー表示の選択 ..............................................P-26
Acrobat Reader .................................................. 109

E

お
お手入れ ..........................................................P-130

EPSONプリンタウィンドウ!3 .......P-8, P-22, P-122

オプション ......................................74, P-84, P-120

ESC/Pスーパー ........................................... 70, P-78

音声通知 ............................................................P-26

ESC/Pリファレンスマニュアル .................. 74, P-85

か

F

改行/改ページスイッチ ........................................ 19
FAXインフォメーション ................................. P-160

解像度 ................................................................P-18

FAXオーダーシート ........................................ P-171

カット位置 ..................................................59, P-68

I

カットシートフィーダ ................74, 78, P-85, P-89
I/F固定解除時間 ..........................................70, P-78

紙送りノブ ..................................................... 15, 24

I/F選択 ......................................................... 70, P-78

紙詰まり ..........................................................P-102

P

カラーアップグレードキット ......74, 83, P-85, P-95
PC-98系コンピュータ .....................................P-157

カラーリボンカートリッジ .................................. 74

PDFマニュアル .................................................. 109

漢字コード表 ...................................................P-146
漢字モード ........................................................... 30

U
USB変換ケーブル ....................................... 74, P-84

き
給紙/排紙スイッチ ................................................ 18

W

給紙位置 ......................................59, 61, P-68, P-70

Windows ............................................................... 36

給紙経路 ......................................................43, P-52

あ
アイコン設定 ..................................................... P-26

旧JIS ................................................................P-152

アジャストレバー .................................17, 42, P-51

給紙方向（単票複写紙）.....................................P-50

アンインストール ............................................. P-41

給紙方法（プリンタドライバ）.......................... P-17
共有 ................................................................... P-28

い

共有プリンタのエラー通知を受信する ............. P-26

色 ....................................................................... P-19

共有プリンタをモニタさせる ............................P-26

印刷可スイッチ .................................................... 19
印刷可ランプ ........................................................ 19

く

印刷先のポート ................................................. P-40

グラフィックスダイアログ ............................... P-18

印刷手順 ............................................................P-12

黒リボンカートリッジ ......................................... 74

印刷の中止方法 ................................................. P-21

こ

印刷の向き ........................................................P-17

コントロールコード ........................................P-140

印刷品質 ............................................................P-19

コンピュータとの接続 ......................................... 32

印刷ムラ .................................................. 103, P-117

コンピュータの準備 ............................................. 35
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さ

デバイスオプションダイアログ ....................... P-18
サービス・サポート ............................... 114, P-160

電源 ......................................................................25

削除 .................................................................. P-41

電源スイッチ ........................................................15

し

と
シートごとのページ ......................................... P-17

動作の確認 ............................................................29

システム条件 ...................................................... P-8

綴じ方（連続紙）............................................... P-45

自動改行 ..................................................... 70, P-78

ドライバのインストール .................................... P-8

自動ティアオフ .......................................... 70, P-78

トラクタユニット ....................................... 44, P-53

修理依頼票 ...................................................... P-170

の

仕様 ................................................................ P-132
使用可能な用紙 .......................................... 40, P-44
詳細オプションダイアログ ..................... P-15, P-18

濃度 .................................................................. P-19

は
ハードコピー .................................................. P-157

詳細ダイアログ ................................................ P-18

排紙ユニット ........................................................17

消耗品 ................................................................... 74

排紙（ラベル紙）......................................... 56, P-65

ショールーム .................................................. P-160

排紙（連続紙） ............................................ 55, P-64

書体スイッチ ........................................................ 19

パケット通信 .............................................. 71, P-79

書体ランプ ............................................................ 19

パソコンスクール ........................................... P-160

シリアルインターフェイス ............................ P-139

パラレルインターフェイス ............................ P-135

シリアルインターフェイスケーブル .... 32, 74, P-84

パラレルインターフェイスケーブル .... 32, 74, P-84

シリアルインターフェイスコネクタ .................... 16

パラレルインターフェイスコネクタ ....................16

す

パリティ ..................................................... 71, P-79
スプロケット ........................................................ 16

せ

ひ
左マージン .................................................. 61, P-70

接続先の設定（プリンタドライバ）.................. P-39
設置スペース ........................................................ 23
設定項目（操作パネル）.............................. 69, P-77

標準に戻す（EPSONプリンタウィンドウ!3） .. P-26

ふ
ブザー鳴動 .................................................. 71, P-79

設定項目（プリンタドライバ）......................... P-15

部数 .................................................................. P-17

設定方法（操作パネル）.............................. 69, P-80

付属品 ................................................................... 24

設定方法（プリンタドライバ）......................... P-14

プッシュトラクタ ........................46, 48, P-55, P-57

セットアップ ................................................ 36, P-8

プリンタカバー ....................................................15

ゼロスラッシュ .......................................... 70, P-78

プリンタ詳細ウィンドウ .................................. P-24

そ

プリンタソフトウェアのインストール .............. P-9
操作パネル ...................................................... 15, 18

プリンタドライバ .................................. P-14, P-165

双方向通信 .................................................. 71, P-79

プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM ..108

た

プリンタの共有 ................................................ P-28
単票紙のセット .......................................... 62, P-71

プリンタの設定値 ....................................... 67, P-75

単票紙（単票複写紙） ................................. 41, P-49

プリントヘッド ....................................................17

つ

プルトラクタ ...............................44, 51, P-53, P-60
通信販売 ........................................................... P-99

プルトラクタユニット ................................ 74, P-85
フロッピーディスク ....................................... P-163

て
ティアオフ .................................................. 57, P-66

へ

ディザリング .................................................... P-19

ページ設定ダイアログ .............................P-15, P-18

データ長 ..................................................... 71, P-79

ページの順序 .................................................... P-17

手差し待ち時間 .......................................... 71, P-79

ペーパーカッター ................................................. 17
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連続給紙口（ボトム） ........................................... 16
ポートの削除 ..................................................... P-40

連続紙のセット ........................... 48, 51, P-57, P-60

ポートの追加 ..................................................... P-40

連続紙のセットと排紙 ......................................... 44

ボーレート .................................................. 71, P-79

連続紙のページ長 ........................................69, P-77

保守サービス ........................................... 114, P-161

連続紙（連続複写紙） ..................................40, P-44

保証書 ............................................................. P-161

み

ろ
漏洩電流 ..........................................................P-126
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ミシン目（連続紙）............................................ P-46

も
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文字仕様 .......................................................... P-133
文字品位 ...................................................... 69, P-77
モニタの設定 ..................................................... P-25
モニタの設定ダイアログ ................................... P-26

ゆ
ユーザー定義サイズ ..........................................P-20

よ
用紙/品質ダイアログ ............................... P-15, P-18
用紙ガイド ..................................................... 15, 24
用紙ガイドの取り付け ......................................... 24
用紙カット位置スイッチ ...................................... 18
用紙カット位置ランプ ......................................... 18
用紙が詰まったとき ............................................. 88
用紙サイズ ........................................................P-16
用紙仕様 .......................................................... P-133
用紙ダイアログ ................................................. P-15
用紙チェックランプ ............................................. 18
用紙詰まりの予防 .....................................90, P-104
用紙の切替 .................................................. 64, P-73
用紙のセット ........................................................ 39

ら
ラベルサイズ ..................................................... P-48
ラベル連続紙 ............................................... 41, P-47

り
リアプッシュトラクタ ......................................... 16
リスト出力 ...................................................... P-157
リボンカートリッジ ....................................... 17, 26
リボンカートリッジ/リボンパック ...................P-85
リボンカートリッジの交換 ......................... 75, P-86
リボンパック ........................................................ 74
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EPSON ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
PC-9800シリーズ、PC-9821シリーズ、PC-98 NXシリーズ、PC-H98は日本電気株式会社の商標です。
IBM PC、IBMはInternational Business Machines Corporationの商標または登録商標です。
Microsoft、Windows、WindowsNTは米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における
登録商標です。
Adobe、Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意
本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポー
トなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このよう
な国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負い
かねますのでご了承ください。

電波障害自主規制について

−注意−

この装 置は、情報処理装 置等電波障 害自主規制協 議会(VCCI)の基準に 基づくクラ スB情報技術装置で
す。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受
信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
本装置の接続において指定 ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を超えることが考えられ
ますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について
本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。
電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等 を使用されることをお勧めします。
（社団法
人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下
対策ガイドラインに基づく表示）

漏洩電流自主規制について
この装置 は、社団法人電子情 報技術産業協会（社 団法人日本電子 工業振興協会）のパソ コン業界基準
(PC-11-1988)に適合しております。

電源高調波について
この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

国際エネルギースタープログラムについて
当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラ
ムの基準に適合していると判断します。

ご注意
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
本書の内容については、万全を期し て作成いたしましたが、万一ご不審な点 や誤り、記載もれなど、お気づきの点
がありましたらご連絡ください。
運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
本製品がお客様により不適当に使用 されたり、本書の内容に従わずに取り扱わ れたり、またはエプソンおよびエプ
ソン指定の者以外の第三者により修 理・変更されたこと等に起因して生じた障 害等につきましては、責任を負いか
ねますのでご了承ください。
エプソン純正品および、エプソン品質 認定品以外のオプションまたは消耗品を 装着し、それが原因でトラブルが発
生した場合には、保証期間内であって も責任を負いかねますのでご了承くだ さい。この場合、修理などは有償で行
います。
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