ユーザーズガイド
プリンタドライバの機能説明やプリンタの操作方法、各種トラブルの
解決方法について記載しています。
LP-8700PS3をPostScriptプリンタとしてお使いになられる場合は
別冊の
「PostScriptプリンタとしてお使いのお客様へ」を併せてお読
みください。
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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。

本書は、プリンタの近くに置いてご活用ください。
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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

Win

本書中では、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。

プリンタの機種名表記について
本書は下記プリンタ機種の共通ユーザーズガイドです。
LP-8700、LP-8700PS3、LP-8100
本書の説明の中で機種名を明記していない場合は、ご購入いただいた機種としてお
読みください。機種によってプリンタの機能やオプションが異なります。異なる点
については、機種名を明記しています。また、プリンタのイラストおよびコンピュー
タのモニタに表示される画面の機種名は、LP-8700を使用しています。ご購入いた
だいた機種に置き換えてお読みください。

Windowsの画面について
本書に掲載するWindowsの画面は、特に指定がない限りWindows 98の画面を使用
しています。

Windowsの表記について
®

®

Microsoft Windows 95 Operating System 日本語版
®
®
Microsoft Windows 98 Operating System 日本語版
®
®
Microsoft Windows Millennium Edition Operating System 日本語版
®
®
Microsoft Windows NT Operating System Version 4.0 日本語版
®
®
Microsoft Windows 2000 Operating System 日本語版
本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 95、Windows
98、Windows Me、Windows NT4.0、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」のようにWindowsの表記を省略することがあります。

4

M ac
Dos

使用可能な用紙と給紙方法
ここでは、印刷 できる用紙とできない用紙、用 紙のセット方法や特
殊紙へ印刷する際の諸注意などについて説明しています。

● 用紙について ........................................ 6
● 給紙装置と用紙のセット方法....................9
● 特殊紙への印刷 ................................... 19
● 用紙タイプ選択機能 ............................. 27

1

用紙について
Win

印刷できる用紙の種類
本機は、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これ以外の用紙は使用し
ないでください。
普通紙

再生紙

Dos

複写機などで使用する一般のコピー用紙や上質紙または再生紙です。

普通紙
*1

2

紙厚は60〜90g/m の範囲内のものをお使いください。
*2

レターヘッド

罫線や会社のロ ゴなどが印刷された紙です。
本機以外のモノク ロレーザー

（プレプリント紙） プリンタ、またはカラーレーザープリンタやインクジェットプ リンタで一
度印刷した用紙をプレプリント紙として使用することはできません。
色つき*2

色上質紙など用 紙全体が染められている用紙です。
カラーレー ザープリン
タや インクジェット プリンタで印刷 された用紙や表 面にコーティング さ
れている用紙は使用しないでください。

特殊紙

官製ハガキ*4

官製 ハガキが使用 可能です。往復ハガキの場 合は、
中央 に折り目のない も

封筒*5

使 用できる定形 サイズの封筒 は洋形0号/4号、長形3号、
角 形2号です。
これ

のをお使いください。
以外のサイズの 洋形封筒に印刷するときは、
ユーザー定義サイ ズを設定し
てください。紙厚が60〜105g/m2のものをご使用ください。
ラベル紙

モノクロレーザ ープリンタ用またはコピー機用のラベル紙で、台紙全体が
ラベルで覆われているものをお使いください。

OHPシート

モノ クロレーザープリン タ用またはコピー機用 のOHPシートをお使 いく
ださい。
用 紙幅が87〜297mm、用紙長 が100〜508mm、
紙 厚が60〜135g/m2の範 囲

不定形紙

内のものをお使いください。
紙 厚が90〜135g/m 2 *3 の範 囲内の 用紙（ケント 紙を含 む）
を お使い くだ さ

厚紙

い。
用紙サイズ297mm×508〜900mm、
紙厚60〜135g/m 2の範囲内の ものをお

長尺紙

使いください。
*1 一般の室温環境下：
温 度15〜25度、湿度
40〜60%の環境 を指
します。

*1 再生紙は、一般の室温環境下 *1以外でご使用になると、印刷品質が低下したり、紙詰まりなどの不具合
が発生することがありますのでご注意ください。また、再生紙の使用において給紙不良や紙詰まりが発
生しやすい場合は、用紙を裏返して使用することにより症状が改善されることがあります。
*2 定着器の温度（約180度）によってインクなどが変質・変色する用紙は使用しないでください。
2

2

2

*3 厚紙の用紙厚は90g/m を超えて135g/m 以下のものを指しますが、本書では「90〜135g/m 」という
記載をしています。
*4 絵入りのハガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着し給紙できなくなる場合
がありますので、ご注意ください。
225 ページ
s 本書「用紙トレイ給紙ローラのクリーニング」
また、4面連刷ハガキは使用できません。
*5 封に糊の付いた封筒は使用しないでください。

p

M ac

• 紙 の種類によ っては特に 印刷面の指 定がない場 合でも、印刷す る面によっ て排
紙後の用紙の状態に差が出ることがあります。
• 用 紙がカールなどしてきれいに排紙 されない場合は印刷面を替えて 用紙をセッ
トしてください。
• 特 殊紙への印 刷の際は、用紙 別にご注意 いただく事 項が異なり ますので以 下の
ページを参照ください。
19 ページ
s 本書「特殊紙への印刷」
• 用 紙を大量に 購入する場 合は、必ず事前 に試し印刷 をして印刷 の状態をご 確認
ください。

6

用紙について

Win

印刷できない用紙

M ac

プリンタ
（給紙ローラ、
感光体、
定着器）
の故障の原因となる用紙
• イ ンクジェ ットプ リンタ用 特殊紙（スーパ ーファイ ン紙、
光 沢紙、光沢フィ ルム、
官製ハガキなど）
• アイロンプリント用紙
• 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後の用紙
• モノ クロレーザープリンタ やカラーレーザープ リンタ、
複写 機で印刷した後の用
紙
• カラーレーザープリンタやカラー複写機専用OHPシート
• モノクロレーザープリンタ用またはコピー機用以外のラベル紙
• プリンタで一度印刷した後の裏紙
• カーボン紙、ノンカーボン紙、
感熱紙、感圧紙、
酸性紙
• 糊、ホチキス、
クリップなどが付いた用紙
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙
• バインダ用の穴が開いている用紙

給紙不良、
紙詰まりを起こしやすい用紙
• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙
• 濡れている（湿っている）
用紙
• 表面が平滑すぎる（ツルツル、
スベスベしすぎる）用紙、
粗すぎる用紙
• 表と裏で粗さが大きく異なる用紙
• 折り目、カール、
破れのある用紙
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙
• ミシン目のある用紙
• 簡単にはがれてしまうラベル紙

定着器の熱
（約180度）によって変質、
変色する用紙
• 表面に特殊コート（またはプレプリント）
が施された用紙
• アイロンプリント紙

7

Dos

用紙について

Win

印刷できる領域
用紙の各端面から5mmを除く領域に印刷できます。

M ac

5mm

Dos

5mm

p

アプリケーショ ンソフトによっては印刷可能 領域が上記より小さくなる 場合があ
ります。

用紙の保管
用紙は以下の点に注意して保管してください。
• 直射日光を避けて保管してください。
• 湿気の少ない場所に保管してください。
• 用紙を濡らさないでください。
• 用紙を立てたり、斜めにしないで、
水平な状態で保管してください。
• ほこりがつかないよう、包装紙などに包んで保管してください。
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給紙装置と用紙のセット方法
Win

セットできる用紙サイズと容量
使用できる
用紙

給紙装置
標準

用紙トレイ

*1

普通紙

200枚

厚紙

10枚

*2

*3

M ac

用紙サイズ
（ ）
内は、操作パネルの
液晶表示上での表記です。

容量

Dos

A3、
A4、
A5、
B4、B5、
Letter
（LT）、
Half-Letter
（HLT）、Executive（EXE）
、
*4

ラベル紙

75枚

OHPシート
*5

Government Legal
（GLG）
、
Legal（LGL）、
Government Letter
（GLT）
、Ledger
（B）
、
F4、不定形紙

封筒

10枚

洋形0号（ヨウ0）
、洋形4号
（ヨウ4）
、

長尺紙

1枚

297mm×508〜900mm

官製ハガキ

50枚

100mm×148mm

長形3号（チョウ3）
、角形2号
（カク2）

往復ハガキ

148mm×200mm

用紙カセット

普通紙

250枚 *2

ユニバーサル

普通紙

250枚 *2

A3、
A4、
A5、
B4、B5、
Letter
（LT）、
Legal（LGL）

オプション

カセットユニット

A3、
A4、
A5、
B4、B5、
Letter
（LT）、
Legal（LGL）

（LPUC2）
大容量カセット

普通紙

500枚 *2

A4

普通紙

250枚 *2

A3、
A4、
A5、
B4、B5、
Letter
（LT）、

ユニット（LPDC7）
用紙カセット*6
（LPYC6）

Legal（LGL）

*1 用紙トレイにセットできる用紙の高さは16mm以下です。
*2 64g/m2の場合です。
*3 135g/m2 の場合です。
*4［トレイ紙サイズ］スイッチまたは［カセット紙サイズ］スイッチでは［LG14 ］に設定します。
*5 定形サイ ズ以外の封筒を使 用する場合はユー ザー定義サイズで使 用する封筒のサイ ズを設定して使用
してください。
*6 標準の用紙カセットまたはオプション（LPUC2/LPDC7）の用紙カセットと差し替えて使用します。
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給紙装置と用紙のセット方法

Win

給紙装置の優先順位
プリンタドライバやパネルの設定で給紙装置を［自動］
（初期設定）に設定すると、
プリンタ はドライ バで設定さ れた用紙サ イズおよ び用紙タイ プが一致 する用紙が
セットされている給紙装置を次の順序で検索し、給紙します。
用紙カセット1
（標準）

用紙カセット2
（オプション）

用紙カセット3
（オプション）

用紙トレイ
（標準）

すべ ての 給紙 装置 に印 刷す るデ ータ の用 紙サ イズ の用 紙を セット すれ ば標 準で
450枚（用紙カセット1＋用紙トレイ）、オプションの給紙装置（LPDC7×2段）を
装着すると最大1450枚が連続給紙ができます。

p

LP-8700/LP-8700PS3で給 紙装置の設 定を［トレイ優 先］
に変更し た場合の優 先順
位は以下のようになります。

用紙トレイ
（標準）

用紙カセット1
（標準）

用紙カセット2
（オプション）

用紙カセット3
（オプション）

10

M ac
Dos

給紙装置と用紙のセット方法

Win

用紙カセットへの用紙のセット
ここでは、標準装備の用紙カセットへの用紙のセット方法を説明します。

p

M ac

印刷できる用紙についての詳細は、
以下のページを参照してください。

Dos

「使用可能な用紙と給紙方法」
5 ページ
s 本書

A 用紙カセットのカバーを取り外します。

B ガイドクリップ、用紙ガイドをずらします。
A5、B5、A4、Letter（LT）サイズの用紙の場合：
用 紙 ガイ ド を 外側 に
ずらします。

ガイドクリップを指でつまんで
セット する用紙サイズに合わせ
ます。

11

給紙装置と用紙のセット方法
B4、A3、Legal（LGL）サイズの用紙の場合：
① 用紙カセットの左右の伸縮ロック レバーをアンロック（
す。

）位置にしま

M ac

伸縮ロックレバー

Dos

② 用紙カセ ット伸縮 部をいっぱ いに引き 出し、左右の 伸縮ロック レバーを
ロック（
）位置にします。

w

Win

この部分は持たないでください。
給紙不良の原因となります。

③ ガイドクリップ、用紙ガイドをずらします。
用紙ガイドを外側にずらします

ガイ ドクリップ を指でつま んで
セッ トする用紙 サイズに合 わせ
ます
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給紙装置と用紙のセット方法

C 用紙をセットし、用紙ガイドを用紙の側面に合わせます。
•

Win

A5、B5、A4、Letterサイズの用紙は横長にセットします。

用紙ガイドを合わせます

M ac

用紙をセットして

Dos

印刷面

• B4、A3、Legalサイズの用紙は縦長にセットします。
用紙をセットして

用紙ガイドを合わせます

印刷面

p

どちら の場合も、用紙 の四隅を そろえ、印刷す る面を上に 向けてセ ットします。用
紙 は最 大250枚（普 通紙64g/m 2）
ま で セッ ト でき ま す。最大 枚 数を 超 えて 用 紙を
セットすると、
正常に給紙できない場合があります。

D 用紙カセットにカバーを取り付けます。
用紙カセットの側面にカバーをぴったり合わせてカバーをかぶせます。
ぴったり合わせてから
かぶせます。
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給紙装置と用紙のセット方法

E 用紙カセットをプリンタに差し込みます。

Win
M ac
Dos

F ［カセット紙サイズ］スイッチをセットした用紙サイズに設定します。
設定できる用紙サイズは、A4、A3、A5、B4、B5、Letter、Legal（LG14"）です。

p
w

本機ではセットし た用紙のサイズを［カセット紙サ イズ］スイッチの設定値から検
知しま す。
［カセット紙 サイズ］スイッ チはセッ トした用紙 サイズに合 わせて正し
く設定してください。

印刷中 は［カセット紙 サイズ］スイ ッチを操作 しないでく ださい。プリ ンタが誤動
作する場合があります。

14

給紙装置と用紙のセット方法

G B4 以上のサイズの用紙に印刷する場合は、排紙用延長トレイを引き出しま
す。

Win
M ac
Dos

H 用紙サイズ表示ラベルをカセット前面に貼り付けます。

本機には、用紙サイズシールが同梱されています。セットした用紙サイズの
シールを用紙カセットや用紙トレイに貼ってご利用ください。
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給紙装置と用紙のセット方法

Win

用紙トレイへの用紙のセット

M ac

A 用紙トレイを開きます。

Dos

B 用紙ガイドを外側にずらします。

B4 以 上 のサ イ ズの 用 紙を
セットする 場合は、給紙用
延長トレイを引き出します

16

給紙装置と用紙のセット方法

C 印刷する面を上にして用紙をセットし、用紙ガイドを合わせます。

用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして、差し込み口に軽く当たるまで
入れます。

Win
M ac
Dos

横長にセットする用紙：
A4、A5、B5、
Letter（LT）、Half-Letter
（HLT）
、Executive（EXE）、
Government Letter（GLT）
、封筒*、
ハガキ

*封筒は種 類によっ てセットす る方
向が異なります。封筒のセット方向
については、以下のページを参照し
てください。
s 本書「封筒への印刷」21 ページ

縦長にセットする用紙：
A3、B4、Legal（LGL）、Government
Legal（GLG）、Ledger（B）、F4、
長尺紙、封筒*

p

2
• 最大200枚（普通紙64g/m ）セットできます。
• 長尺紙に印刷する場合は、用紙に手を添えて給紙するようにしてください。

D セットした用紙のサイズに応じて、排紙用延長トレイを引き出します。

B4 以上のサイズの用紙に印 刷する場合は、排紙用延長トレイを引き出しま
す。
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給紙装置と用紙のセット方法

E ［トレイ紙サイズ］スイッチを、セットした用紙のサイズに合わせて設定しま
す。

Win
M ac
Dos

LP-8100は［ドラ
イバで設定］

セットした用紙のサイズが、
［トレイ紙サイズ］スイッチの設定値にない場合
は次のように設定します。
• LP-8700/LP-8700PS3
［ト レイ紙サイ ズ］スイッチ を［パネルで設 定］に合わせ、操 作パネルの
［ワンタッチ設定モード2］で設定します。
s 本書「ワンタッチ設定モード2」141 ページ
• LP-8100
［トレイ紙サイズ］スイッチを［ドライバで設定］に合わせ、プリンタドラ
イバ（Windows）またはEPSONリモートパネル!（Macintosh）で設定し
ます。
s Windows：本書「［プリンタ設定］ダイアログ（LP-8100）
」57 ページ
s Macintosh：本書「「EPSONリモートパネル!（LP-8100）
」126 ページ

p
w

スイッチを［パネルで設
• 不 定形紙、長尺紙をセットした場合は［ト レイ紙サイズ］
定］
ま たは［ド ライバ で設 定］に合わ せま すが、操作 パネ ル・プリン タド ライバ・
EPSONリモートパネル!での設定は必要ありません。
•［ト レイ紙サイズ］
スイッチを［パネルで設 定］または［ドライバで設定］にしない
場 合、操作パ ネル・プリ ンタドラ イバ・EPSONリ モート パネル!の設定 は有効に
なりません。

印刷中 は［トレイ紙サ イズ］スイッ チを操作し ないでくだ さい。プリン タが誤動作
する場合があります。
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特殊紙への印刷
ここでは、ハガキや封筒など、特殊紙への印刷方法について説明します。

w

Win

両面印 刷ユニット を装着して 両面印刷を 行う場合、特 殊紙への両 面印刷はで きま
せん。

Dos

ハガキへの印刷
ハガキに印刷する前に、同じサイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向な
どの確認をしてください。

w

M ac

以下の ハガキは使 用しないで ください。プリ ンタの故 障や印刷不 良などの原 因に
なります。
• インクジェットプリンタ用ハガキ
圧着ハガキ
• 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、
熱転写プリンタ、
インクジェットプリンタで一度印刷したハガキ
•
• カラーレーザープリンタやカラー複写機で印刷した後のハガキ
• 私製ハガキ
• 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ
• 絵ハガキ
• 4面連刷ハガキ
• 大きく反っているハガキ（反りを修正してご使用ください）
絵入り ハガキを給 紙すると、絵柄 裏移り防止 用の粉が 給紙ローラ に付着し給 紙で
きなくなる場合 があります。万一給紙できな くなった場合は、以下のペー ジを参照
して給紙ローラをクリーニングしてください。
「用紙トレイ給紙ローラのクリーニング」225 ページ
s 本書
操作パネルでの設定（LP-8700/LP-8700PS3）
：
往復ハガキの場合は、
［トレイヨウシサイズ］で［W
ハガキ］に設定
LP-8100の場合は、Windowsプリンタドライバの［プ
リンタ設定］ダイアログまたはMacintoshのEPSON
リモートパネル!の［トレイ用紙サイズ］で［往復ハ
ガキ］に設定します。

［トレイ紙サイズ］スイッチの設定：
［官製はがき］
往復ハガキ の場合は［パネ ルで設定］（LP-8700/LP8700PS3）または［ドライバで設定］
（LP-8100）

給紙方法：
・用紙トレイに50枚までセット可能
・印刷面を上にしてセット

プリンタドライバの設定
官製ハガキ

Windows

ダイアログ
基本設定

（ESC/Page

項目

設定値

用紙サイズ

［ハガキ100mm×148mm］

給紙装置

［用紙トレイ］

モード）
Macintosh

用紙設定

用紙サイズ

［ハガキ］

（QuickDraw

プリント

給紙装置

［用紙トレイ］

モード）

PostScriptモード につい ては添 付の「PostScriptプリ ンタと してお 使いの お客様
へ」
（LP-8700PS3のみ）を参照してください。
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特殊紙への印刷
プリンタドライバの設定
往復ハガキ

Windows

ダイアログ
基本設定

（ESC/Page

項目

設定値

Win

用紙サイズ

［往復ハガキ148mm×200mm］

給紙装置

［用紙トレイ］

M ac

モード）
Macintosh

用紙設定

用紙サイズ

［往復ハガキ］

（QuickDraw

プリント

給紙装置

［用紙トレイ］

Dos

モード）

PostScriptモード につい ては添 付の「PostScriptプリ ンタと してお 使いの お客様
へ」
（LP-8700PS3のみ）を参照してください。

p

• 往復ハガキは用紙に折り目がないものを使用してください。
• 奥 までしっか りセットし ても給紙さ れなかった 場合は、先端を 数ミリ上に 反ら
せてセットしてください。
• 用紙トレイから給紙します（用紙カセットからの給紙はできません）
。
• 裏 面（または表 面）に印刷した ハガキの 反対面に印 刷する場合 は、ハガキの 反り
を直してからプリンタにセットしてください。

給紙の仕方
印刷面を上にして横長にセットしてください。

ハガキで宛名のある面に印字
する場合

往 復ハ ガキ で宛 名の ある 面に
印字する場合

ハガキの
「バリ」
除去について
ハガキによっ ては、裏面に「バリ」（裁断時のかえり）が大 きいために、給紙でき
ない場合があります。印刷する前にハガキ裏面を確認し「バリ」がある場合には以
下の方法に従って除去してください。
ハガキを水平な所に置いて、定規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印方
向に1〜2回こすり、「バリ」を除去します。

バリ

ハガキ裏面
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w

「バリ」
除去 の際に発 生した紙粉 をよく払っ てから給 紙してくだ さい。ハガキ に紙

Win

粉が付着したま ま給紙すると、用紙が給紙で きなくなるおそれがあり ます。万一用
紙を給紙しなくなった場合は、
給紙ローラをクリーニングしてください。
s 本書
「用紙トレイ給紙ローラのクリーニング」225 ページ

M ac
Dos

封筒への印刷
封筒の品質は、製造メ ーカーによって異な ります。大量の封筒を購入 する前には、
必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。

w

以下の 封筒は使用 しないでく ださい。プリン タの故障 や印刷不良 などの原因 にな
ります。
•
•
•
•
•

熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで一度印刷した封筒
封の部分に糊付け加工が施されている封筒
箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒
リボン、フックなどが付いている封筒
宛名用窓付きの封筒
操作パネルでの設定（LP-8700/LP-8700PS3）
：
［トレイヨウシサイズ］で［ヨウ0］
［ヨウ4］
［チョウ
3］
［カク2］の中から使用する封筒サイズを設定
LP-8100の場合は、Windowsプリンタドライバの［プ
リンタ設定］ダイアログまたはMacintoshのEPSON
リモートパネル!の［トレイ用紙サイズ］で使用する
封筒サイズを設定します。

［トレイ紙サイズ］スイッチの設定：

洋形

［パネルで設定］
（LP-8700/LP-8700PS3）または［ド
ライバで設定］
（LP-8100）

給紙方法：
長形

角形

・用紙トレイに10枚までセット可能
・印刷面を上にしてセット
洋形：
フラ ップ部を 閉じ、フラ ップ部が 用紙先端 になる ように横 長に
セット
長形 / 角形： フラップ部を開いて、フラップ部が用紙後端になるように縦長に
セット

プリンタドライバの設定
Windows

ダイアログ
基本設定

（QuickDrawモード）

設定値

用紙サイズ

［洋形0］
［洋形4］
［長形3］
［角形2］

給紙装置

［用紙トレイ］

用紙設定

用紙サイズ

［洋形0］
［洋形4］
［長形3］
［角形2］

プリント

給紙装置

［用紙トレイ］

（ESC/Pageモード）
Macintosh

項目

PostScriptモード につい ては添 付の「PostScriptプリ ンタと してお 使いの お客様
へ」
（LP-8700PS3のみ）を参照してください。
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特殊紙への印刷

p

• 封筒の定形サイズは、洋形0 号/4号、長形3 号、角形2 号です。
定形サイズ以外の封
筒 を使用する 場合はユー ザー定義サ イズで、使用す る封筒のサ イズを設定 して
ください。
• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、 先端を数ミリ上に反ら
せてセットしてください。
• 印刷効果が思う向きにならない場合は、
［逆方向から印刷］
（Windows プリンタド
ラ イバの［レイア ウト］ダイアロ グ／［180度 回転印刷］
（Macintoshプリンタ ドラ
イバの［用紙設定］
ダイアログ）
をご利用ください。

厚紙への印刷
操作パネルでの設定（LP-8700/LP-8700PS3）：
［トレイ紙 サイズ］スイッチを［パネルで設 定］に合
わせた場合は、使用する用紙サイズを［トレイヨウシ
サイズ］で設定
LP-8100で［トレイ紙サイズ］スイッチを［ドライバ
で設定］に合わせた場合は、Windowsプリンタドライ
バの［プリンタ設定］ダイアログ またはMacintoshの
EPSONリモートパネル!の［トレイ用紙サイズ］で使
用する用紙サイズを設定します。

［トレイ紙サイズ］スイッチの設定：
使用する用紙サイズに合わせ設定

給紙方法：
2

・用紙トレイに10枚（135g/m ）までセット可能
・印刷面を上にしてセット
プリンタドライバの設定
Windows

ダイアログ
基本設定

（ESC/Pageモード）

Macintosh
（QuickDrawモード）

項目

設定値

用紙サイズ 印刷データで設定した用紙のサイズを設定
給紙装置

［用紙トレイ］

用紙種類

［厚紙］

用紙設定

用紙サイズ 印刷データで設定した用紙のサイズを設定

プリント

給紙装置

［用紙トレイ］

用紙種類

［厚紙］

PostScriptモード につい ては添 付の「PostScriptプリ ンタと してお 使いの お客様
へ」
（LP-8700PS3のみ）を参照してください。

p

2

135g/m 以下の厚紙を使用してください。
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特殊紙への印刷

Win

ラベル紙への印刷
ラベル紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量のラベル紙を購入する
前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。

w

Dos

以下のラベル紙は使用しないでください。故障の原因になります。
• 簡単にはがれてしまうラベル紙
• 一部がはがれているラベル紙
• 糊がはみ出しているラベル紙
• インクジェットプリンタ用のラベル紙
• 台紙全体がラベルで覆われていないラベル紙
• モノクロレーザープリンタ用またはコピー機用以外のラベル紙
操作パネルでの設定（LP-8700/LP-8700PS3）
：
［トレイ紙サイズ］スイッチを［パネルで設定］に合
わせた場合は、使 用する用紙サイ ズを［トレイヨウ
シサイズ］で設定
LP-8100で［トレイ紙サイズ］スイッチを［ドライバ
で設定］に合わせ た場合は、Windowsプリンタドラ
イバの［プリンタ設定］ダイアログまたはMacintosh
のEPSONリモートパネル!の［トレイ用紙サイズ］で
使用する用紙サイズを設定します。

［トレイ紙サイズ］スイッチの設定：
使用する用紙サイズに合わせ設定

給紙方法：
・用紙トレイに75枚までセット可能
・ラベルが貼ってある面を上にセット
プリンタドライバの設定
Windows

ダイアログ
基本設定

（ESC/Pageモード）

Macintosh
（QuickDrawモード）

項目
用紙サイズ

設定値
印刷データで設定した用紙のサイズを設定

給紙装置

［用紙トレイ］

用紙種類

［ラベル］

用紙設定

用紙サイズ

プリント

給紙装置

［用紙トレイ］

用紙種類

［ラベル］

印刷データで設定した用紙のサイズを設定

PostScriptモード につい ては添 付の「PostScriptプリ ンタと してお 使いの お客様
へ」
（LP-8700PS3のみ）を参照してください。

p

M ac

• モノクロレーザープリンタ用またはコピー機用のものを使用してください。
2
プリンタドライバの［用紙種類］
を
［厚紙］
に設
• 紙が厚い（90 〜 135g/m ）場合は、
定してください。
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特殊紙への印刷

Win

OHPシートへの印刷

w

手の脂が付かないように、
手袋をはめるなどしてお取り扱いくだ
• OHPシートは、
さ い。OHPシ ートに 手の脂 が付着 すると、印刷 不良の 原因に なる場 合があり ま
す。
• 印刷直後のOHPシートは熱くなりますのでご注意ください。
• カラー複写機やカラーページプリンタ専用のOHPシートは使用しないでくださ
い。
故障の原因となります。

操作パネルでの設定（LP-8700/LP-8700PS3）
：
［トレイ紙サイズ］スイッチを［パネルで設定］に合
わせ た場合は、使用す る用紙サイズ を［トレイヨウ
シサイズ］で設定
LP-8100で［トレイ紙サイズ］スイッチを［ドライバ
で設 定］に合わせた場 合は、Windowsプ リンタドラ
イバの［プリンタ設定］ダイアログまたはMacintosh
のEPSONリモートパネル!の［トレイ用紙サイズ］で
使用する用紙サイズを設定します。

［トレイ紙サイズ］スイッチの設定：
使用する用紙サイズに合わせ設定

給紙方法：
・用紙トレイに75枚までセット可能
・印刷面を上にしてセット
プリンタドライバの設定
Windows
（ESC/Pageモード）

Macintosh
（QuickDrawモード）

ダイアログ
基本設定

項目
用紙サイズ

設定値
印刷データで設定した用紙のサイズを設定

給紙装置

［用紙トレイ］

用紙種類

［OHPシート］

用紙設定

用紙サイズ

プリント

給紙装置

［用紙トレイ］

印刷データで設定した用紙のサイズを設定

用紙種類

［OHPシート］

PostScriptモード につい ては添 付の「PostScriptプリ ンタと してお 使いの お客様
へ」
（LP-8700PS3のみ）を参照してください。

p

• モノクロレーザープリンタ用またはコピー機用を使用してください。
• OHPシートに付属している説明書などで裏表を確認してください。 裏表がある
場合は、表面を上に向けてセットしてください。
種類によって用紙厚が異なります。給紙が正常に行われない場合
• OHPシートは、
や、
エラーが発生する場合は、セットする枚数を減らしてください。

24

M ac
Dos

特殊紙への印刷

Win

長尺紙への印刷

w

裁断角 度が直角で ない用紙は 使用しない でください 。斜めに給紙 されるなど 給紙
不良の原因になります。

Dos
操作パネルでの設定（LP-8700/LP-8700PS3）：
［トレイヨウシサイズ］を設定する必要はありません
LP-8100の場合 も、Windowsプリン タドラ
イバまたはMacintoshのEPSONリモート
パネル!で設定する必要はありません。

トレイ紙サイズスイッチの設定：
［パネルで設定］
（LP-8700/LP-8700PS3）ま
たは［ドライバで設定］（LP-8100）

給紙方法：
・用紙トレイに1枚セット可能
・印刷する面を上にしてセット
プリンタドライバの設定
Windows

ダイアログ
基本設定

（ESC/Pageモード）

Macintosh
（QuickDrawモード）

項目
用紙サイズ

設定値
ユーザー定義サイズで設定

給紙装置

［用紙トレイ］

印刷品質

［はやい］

用紙設定

用紙サイズ

プリント

給紙装置

［用紙トレイ］

カスタム用紙で設定

モード設定

［はやい］

PostScriptモード につい ては添 付の「PostScriptプリ ンタと してお 使いの お客様
へ」
（LP-8700PS3のみ）を参照してください。

p

M ac

• 印刷する面を上に向けて、1枚ずつ手で支えて給紙してください。
• 紙が厚い（90 〜 135g/m2）場合は、
プリンタドライバの［用紙種類］
を
［厚紙］
に設
定してください。
• 印刷内容によっては、 メモリの不足で印刷できないことがあります。 この場合
は、
メモリを増設してください。
s 本書「増設メモリ/ROMモジュール/HDDの取り付け」201 ページ
• 印刷する文書は、 縦向きに印刷する時は下余白を15mm以上、 横向きに印刷す
る時は右余白を15mm以上あけて作成してください。
• ア プリケーシ ョンソフト で任意の用 紙サイズを 指定できな い場合は、長尺 紙へ
の印刷はできません。
• プリンタドライバ上の印刷解像度は［はやい］
（300dpi）
に固定されます。
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Win

不定形紙への印刷
操作パネルでの設定（LP-8700/LP-8700PS3）
：
［トレイヨウシサイズ］を設定する必要はありません
LP-8100の場合も、Windowsプリンタドライバま
たはMacintoshのEPSONリモートパネル!で設定
する必要はありません。

［トレイ紙サイズ］スイッチの設定：
［パ ネル で 設定］（LP-8700/LP-8700PS3）また は
［ドライバで設定］（LP-8100）

給紙方法：
・用紙トレイに75枚までセット可能
・印刷面を上にしてセット
プリンタドライバの設定
Windows

ダイアログ
基本設定

（ESC/Pageモード）
Macintosh
（QuickDrawモード）

項目
用紙サイズ
給紙装置

用紙設定

用紙サイズ

プリント

給紙装置

設定値
ユーザー定義サイズで設定
［用紙トレイ］
カスタム用紙で設定
［用紙トレイ］

PostScriptモード につい ては添 付の「PostScriptプリ ンタと してお 使いの お客様
へ」
（LP-8700PS3のみ）を参照してください。

p

• ア プリケーシ ョンソフト で任意の用 紙サイズを 指定できな い場合は、不定 形紙
への印刷はできません。
• 紙が厚い（90 〜 135g/m2）場合は、
プリンタドライバの［用紙種類］
を
［厚紙］
に設
定してください。
• 用 紙のセット 方向は、ユーザ ー定義サイ ズで設定し た通りにプ リンタにセ ット
してください。
＜例＞ユーザー定義サイズを
「240mm x 332mm」に設定した場合
240

332

セット方向

＜例＞ユーザー定義サイズを
「297 x 240mm」に設定した場合
297

240

セット方向
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用紙タイプ選択機能
各給紙装置にセットした用紙 のタイプを設定しておくことで、印刷実行時にプリンタドライバが
各給紙装置の用紙サイズとタ イプを調べ、目的の用紙がセットされている給紙装置から自動的に
給紙できるようになります。こ れにより同サイズの異なるタイプ（種類）の用紙をセットしてい
る場合などの誤給紙を防ぐことができます。

M ac
Dos

A 各給紙装置にセットした用紙のタイプを設定します。

設定値：普通紙 / レターヘッド / 再生紙 / 色つき /OHP シート / ラベル

p

Win

用紙カセットの場合は、
OHPシート、ラベルは選択できません。

LP-8700/LP-8700PS3：
操作パネルで階層設定モードに入り、
［キョウツウメニュー］で［トレイタイ
プ］と［カセット 1 〜 3 タイプ］を設定します。
s 本書「階層設定モード」142 ページ

操作します

LP-8100：
プリンタドライバまたはユーティリティから設定します。
• Windows の場合は、
［プリンタ設定］ダイアログの［用紙タイプ］で設定
します。
s 本書「
［プリンタ設定］ダイアログ（LP-8100）
」57 ページ
• Macintoshの場合は、EPSONリモートパネル !の［用紙タイプ］で設定し
ます。
s 本書「EPSONリモートパネル!（LP-8100）
」126 ページ
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用紙タイプ選択機能

B 印刷実行時にプリンタドライバで［給紙装置］を［自動選択］に設定し、［用
紙種類］の中から、印刷したい用紙のタイプを選択します。
印刷を実行するとプリンタドライバは、指定した用紙のセットされている給
紙装置から自動的に給紙します。
Windows［基本設定］ダイアログ

選択します

Macintosh［プリント］ダイアログ

Win
M ac
Dos

選択します
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Windows：プリンタドライバ
の機能と関連情報
プリンタドライバ（ESC/Pageモード）の詳細説明と、Windowsで
お使いの 際に関係する情報に ついて説明していま す。PostScriptプ
リンタと してお使いの場合 は、別冊の「PostScriptプリンタとして
お使いのお客様へ」を併せてご覧ください。

● プロパティの開き方 ............................. 30
●［基本設定］ダイアログ ......................... 32
●［レイアウト］ダイアログ ...................... 39
●［ページ装飾］ダイアログ ...................... 45
●［環境設定］ダイアログ ......................... 54
●［ユーティリティ］ダイアログ ................ 64
● EPSON プリンタウィンドウ !3 とは ....... 65
● プリンタを共有するには ....................... 75
● プリンタ接続先の設定
（Windows 95/98/Me）....................... 87
● 印刷の中止方法 ................................... 89
● プリンタソフトウェアの削除方法 ............ 90

2

プロパティの開き方
印刷に関する各種の設定は、プ リンタドライバのプロパティを開いて変更します。プロパティの
開き方は、大きく分けて2通りあります。この開き方によって、設定できる項目が異なります。異
なる点については、各設定項目の説明を参照してください。

アプリケーションソフトからの開き方
通常の印刷時は、この方法で設定します。アプリケーションソフトからプリンタド
ライバを開く方 法は、ソフトウェアによ って異なります。標準的な 方法は、
［ファ
イル］メニューか ら［印刷］をクリックし て［印刷］ダイアログを 表示させ、
［プ
ロパティ］ボタンをクリックします。

［プリンタ］
フォルダからの開き方
［プリン タ］フォルダでは、コンピュー タにインストールさ れているプリンタの設
定および管理と新 しいプリンタの追加 が実行できます。［プリンタ］フォルダでの
プリンタドライバの設定値は、アプリケーションソフトからプリンタドライバを開
いた際の初期値になります。
①［スタート］ボタンをクリックし、
［設 定］にカーソルを合わせてから、
［プリン
タ］をクリックします。
②［プリンタ］フォル ダ内のお使 いのプリンタ のアイコンを 右クリックし てから、
Windows 95/98/Meの場合は［プロパティ］を、Windows NT4.0の場合は［ド
キュメ ントの既定 値］を、Windows 2000の場合は［印刷設 定］をクリックし
ます。

p

Windows NT4.0/2000の場 合、プリンタ に装着し たオプシ ョンを設 定した り、フォ
ントの置き換 えを設定するときは、
［プロパ ティ］を選択する必要があり ます。プリ
ンタド ライバの設 定値を変更 する場合は、管 理者権限 のあるユー ザーでログ オン
し、
［ドキュメントの既定値］
または
［印刷設定］
を選択してください
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プロパティの開き方

Win

プリンタドライバで設定できる項目
プリンタドライバで設定できる項目の概要は以下の通りです。詳細は参照先のペー
ジをご覧ください。

M ac
Dos

印刷の基本設定
用紙サイズ、給紙方法、印刷方法など、印刷に関わる基本的な設定を行うには、以
下のページを参照してください。
s 本書「
［基本設定］ダイアログ」32 ページ

レイアウトの設定
拡大/縮小印刷や割り付け印刷 など、レイアウトに関す る設定を行うには、以下の
ページを参照してください。
s 本書「
［レイアウト］ダイアログ」39 ページ

ページ装飾
スタンプマークを重ねて印刷したり、印刷の日付や印刷を行うユーザー名を印刷し
たり、さらにオプションのフォームオーバーレイユーティリティを使ってあらかじ
め作成したフォームを重ねて印刷するには、以下のページを参照してください。
s 本書「
［ページ装飾］ダイアログ」45 ページ

プリンタの環境設定
プリンタに装着し たオプションを認識させ たり、ステータスシートを 印刷したり、
またプリンタの動作環境を設定するには、以下のページを参照してください。
s 本書「
［環境設定］ダイアログ」54 ページ

ユーティリティの起動
プリンタの状態をモニタするEPSONプリンタウィンドウ!3を起動するには、
以下の
ページを参照してください。
s 本書「
［ユーティリティ］ダイアログ」64 ページ
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［基本設定］ダイアログ
プリンタドライバの［基本設定］ダイアログでは、印刷に関わる基本的な設定を行います。
<例> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合

M ac
Dos

①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨

①用紙サイズ
アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。目的の
用紙サイズが表示されていない場合は、スクロールバーの矢印［▲］
［▼］をクリッ
クして表示させてください。

p

Win

アプリ ケーション ソフトで設 定した用紙 サイズとプ リンタド ライバの［用紙 サイ
ズ］
は必ず 一致させ てください。サ イズが異 なる場合、ア プリケーシ ョンソフ トに
よっては、
間違ったサイズで印刷したり、
印刷できない場合があります。

自動縮小印刷：
プリンタがサポートするサイズより大きいA3ノビ、A3W（ノビ）、A2を選択した
場合、
［用 紙設定確認］ダイアロ グが開きます。このダ イアログの［出力用紙］で
選択した用紙サイズに合わせて、自動縮小して印刷します。

ユーザー定義サイズ：
［用紙サイズ］リストにない用紙サイズは、
［ユーザー定義サイズ］を選択して［用
紙サイズ定義］ダイアログを開いて設定できます。
s 本書「任意の用紙サイズを登録するには」37 ページ
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②印刷方向
印刷する用紙の方向を、
［縦］・
［横］のいずれかクリックして選択します。

Win

③給紙装置

M ac

給紙装置を選択します。

Dos

自動選択：
印刷実行時に、［用紙サイズ］と［用紙 種類］の設定に合った用 紙がセットされて
いる給紙装置を探して給紙します。

用紙トレイ：
用紙トレイから給紙する場合に選択します。

用紙カセット1：
標準の用紙カセットから給紙する場合に選択します。

用紙カセット2〜3：
オプションの増設カセットユニット（ユニバーサルカセットユニットまたは大容量
カセット ユニット）に セットし ている用紙 カセット から給紙 する場合 に選択しま
す。オプションの用紙カセットは、上から2と3の番号が割り当てられています。

p

• 選 択した給紙装置に指定された用紙 サイズがセットされていない場 合や正しく
検知されない場合は、エラー
（用紙サイズチェック機能有効時）
が発生します。
s 本書「［拡張設定］
ダイアログ」59 ページ
•［自動選択］を選択して拡大 / 縮小印刷を行うと、
［レイアウト］
ダイアログの
［出
力 用紙］で設定し たサイズの 用紙がセッ トされてい る給紙装置 を自動的に 選択
して、そこから給紙します。
s 本書「［レイアウト］
ダイアログ」
39 ページ
• 用 紙トレイま たは用紙カ セットにセ ットした用 紙のサイズ は、プリンタ本 体の
［ト レイ紙サイズ］
スイッチまたは［カ セット紙サイズ］
スイッチで必ず 設定して
く ださい。また、
［トレイ紙サイズ］スイッ チに表示のない用紙サイズを 使用する
場合は、以下の設定にしてください。
LP-8700/LP-8700PS3の場合：
操 作パネルで［トレイ紙サイズ］を 設定して、
［トレイ紙サイズ］スイ ッチを
［パネ
ルで設定］に合わせます。
s 本書「ワンタッチ設定モード2」
141 ページ
LP-8100の場合：
［環 境設定］
ダイアログから［プリン タ設定］ダイアログを開いて、
［トレ イ用紙サ
イ ズ］を設 定し て、
［トレイ 紙サ イズ］スイ ッチ を［ドラ イバで 設定］に 合わせ ま
す。
s 本書「［プリンタ設定］
ダイアログ
（LP-8100）
」57 ページ
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④用紙種類
特殊紙（OHPシート、ラベル紙、厚紙）に印刷する場合、または「用紙タイプ選択
機能」を使用する場合に選択します。
s 本書「用紙タイプ選択機能」27 ページ
項目

説明

普通紙、
レターヘッド、再生紙、

普通紙タイ プの用紙に 印刷する場合 で
「用紙タ イプ選択機 能」
を使用

色つき

するときに選択します。
「給紙装置」
は［自動選択］
に設定されます。

OHPシート、
ラベル、厚紙

左記の特 殊紙に印刷す る場合に選 択します。
［給紙 装置］
は［用紙トレ
イ］
に設定されます。

指定しない

普通紙タイ プの用紙に 印刷する場合 で
「用紙タ イプ選択機 能」
を使用
しないときに選択します。

p

操作パ ネルで用紙 のタイプ を設定して いない場 合は、
「用紙タイ プ選択機 能」は使
用できません。

⑤印刷品質
印刷品質（解像度）は、
［はやい］（300dpi）、［きれい］
（600dpi）、［よりきれい］
*
（1200dpi）のいずれかに設定できます。印刷の解像度を1インチあたりのドット数
（dpi）で表し、解像度を上げれば細かいドットできれいに印刷できます。
［はやい］
は文字文書の高 速印刷（品質より印刷速 度を優先する場合）に適し ています。
［き
*
れい］や［よりきれい］は、写真のようにグラデーションのある画像（無段階に色
調が変化する画像）のモノクロ印刷に適しています。
*

LP-8100は［よりきれい］に対応していません。

p

印刷できない場 合や、メモリ関連のエラーメ ッセージが表示される場 合は、以下の
いずれかの方法で対処してください。
• 印刷データの容量や色数を減らす。
•［印刷品質］
（解像度）
を下げて印刷する。
• プリンタのメモリを増設する。

⑥［詳細設定］ボタン
グラフィックの印刷方法、RIT（輪郭補正機能）
、トナーセーブ、高速グラフィック
を設定するには、
［詳細設定］ボタンをクリックして、
［詳細設定］ダイアログを開
きます。詳しくは、以下のページを参照してください。
［詳細設定］ダイアログ」35 ページ
s 本書「

⑦部数
印刷する部数（1〜999）を設定します。

⑧部単位印刷
クリックしてチェックマークを付けると、2部以上印刷する場合に1ページ目から最
終ページまでを1部単位にまとめて 印刷します。印刷する部数は、⑦の［部数］で
指定します。
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p

• ア プリ ケー ショ ンソ フト 側で部 単位 印刷 の設 定が でき る場合 は、アプ リケ ー
シ ョンソフ トでの設定 をオフ（部単 位印刷しな い）にして、プリ ンタドライ バの
［部単位印刷］で設定してください。
• プリンタのメモリを 128MB 以上に増やすと、プリンタ本体側で部単位印刷を行
います。部単位印刷をする場合は、
プリンタメモリの増設をお勧めします。
• LP-8700PS3にオプションのハードディスクユニットを装着した場合は、ハード
ディスクにデータを一時保存して部単位印刷を行えます。

⑨［バージョン情報］ボタン
クリック すると、プリ ンタドラ イバのバー ジョン情 報を示す ダイアロ グが開きま
す。

［詳細設定］ダイアログ
［基本設定］ダイアログで［詳細設定］ボタンをクリックすると、［詳細設定］ダイ
アログが開きます。印刷条件の詳細な設定ができます。

①

②
③
④
⑤

①グラフィック
グラフィックの印刷方法を設定します。

なし：
グラフィックの印刷処理を行いません。グレイスケールや中間色を表現せず、濃淡
や色調のない画像になります。

ハーフトーン：
グラフィックイメージのハーフトーン処理を行います。グラデーションなどの無段
階に階調が変化する画像をハーフトーン処理してきれいに印刷できます。
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PGI：
*1

*1 PGI：
階調表現力を3倍に高
め、微妙な陰影やグラ
デ ーシ ョン を鮮 明に
印 刷するEPSON独自
の機能。

PGI (Photo and Graphics Improvement)処理を行います。グラデーションなどの
無段階に階調が変化する画像をPGI処理してきれいに印刷できます。ただし、
［印刷
*
品質］を［よりきれい］
（1200dpi）に設定した場合は、PGI処理を使用する必要が
ないので設定できません。
*

LP-8100は［よりきれい］に対応していません。

p

• プ リンタ のメモリ が少ない と、
［PGI］
で 印刷で きない場 合があり ます。
［PGI］処
理 で印刷するには、メモリを 増設するか、
［印刷品質］を［はやい ］
（300dpi）
に設定
してください。
• ア プリケ ーション ソフト で独自の ハーフ トーン処 理を行 っている 場合、
［PGI］
を 有効 にす ると 意図 した 印刷結 果が 得ら れな いこ とが ありま す。この 場合 は
［PGI］以外の設定にして印刷してください。

粗密：
［ハーフトーン］または［PGI］選択時の印刷粗密度を、スライドバーで調整できま
す。
［密］側にスライドするとより細かく、
［粗］側にスライドするとより粗くグラ
フィックを印 刷します。［印刷品質］を［はやい］または［き れい］に設定した場
*
合は4段階に、
［印刷品質］を［よりきれい］
（1200dpi）に設定した場合は2段階に
設定できます。
*

LP-8100は［よりきれい］に対応していません。

p

［密］
にして 印刷する とグラフィ ックの細か い微妙な 部分まで再 現できま すが、印
刷した 用紙をさら にコピーす ると、グラフィ ックの中 間調がつぶ れて真っ黒 にな
ります。
コピーをする場合は、
［密］
にしないで印刷することをお勧めします。

明暗：
［ハーフトー ン］または［PGI］選択時の印刷明度をスライドバーで調整できます。
［明］側にスライドするとより明るく、
［暗］側にスライドするとより暗くグラフィッ
クが印刷されます。

②RIT
*1

*1 RIT：
斜 線や 曲 線な どの ギ
ザ ギザ を なめ らか に
印 刷す るEPSON独 自
の輪郭補正機能です。

ク リ ック し て チ ェ ッ ク マ ー クを 付 け る と、RIT （Res olution Improv em ent
Technology）機能が有効になります。［RIT］を有効にすると大きな文字がきれい
に印刷できたり、写真 画像の斜線補正や輪 郭補正などに効果があ ります。ただし、
［印刷 品質］を［よりきれい］（1200dpi）*に設定した 場合は、RIT機能を使用する
必要がないので設定できません）
。
*

LP-8100は［よりきれい］に対応していません。

p

RIT機能を 有効にして グラデーシ ョン（無段階に階 調が変化す る画像）を印刷 する
と、
意図し た印刷結果 が得られな いことがあ ります。この場 合はRIT機能を使 用し
ないでください。

③トナーセーブ
クリックしてチェックマークを付けると、トナーセーブ機能が有効になります。文
字の輪郭はそのままに黒ベタ部分の濃度を抑えることでトナーを節約します。試し
印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。
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④高速グラフィック
クリック してチェ ックマー クを付ける と、高速グラ フィック 機能が有 効になりま
す。グラフィック（円や矩形などを重ねて描いた図形）を高速に印刷する機能です。

p
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グラフィックが 正常に印刷されなかった場合 はチェックボックスのチェ ックを外

Dos

してください。

⑤［初期値にする］ボタン
［詳細設定］ダイアログの設定を初期値に戻すときにクリックします。

任意の用紙サイズを登録するには
［用紙サ イズ］リストにあらかじめ 用意されていない用 紙サイズを［ユーザー定義
サイズ］として独自に登録することができます。

A プリンタドライバの［基本設定］ダイアログを開き、［用紙サイズ］リストか
ら［ユーザー定義サイズ］を選択します。

選択します

登録名を［用紙サイズ名］に入力し、
［単位］
、
［用紙幅］
、
［用紙長さ］を設定
B してから［保存］ボタンをクリックします。

①入力して

②設定して
③クリックします

［ユーザー定義サイズ］で設定できるサイズは以下の通りです。
用紙幅：8.70 〜 29.70cm（3.43 〜 11.69 インチ）
用紙長：10.00 〜 90.00cm（3.94 〜 35.43 インチ）
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p

• 登録できる用紙サイズの数は20までです。
•［用 紙長］
の最大 値は、
［基本設 定］ダイアロ グの［印刷品 質］の設定によ って異な
り ます。
［きれ い］
または［よ りきれ い］
で印刷 できる 用紙長の 最大値 は50.80cm
（20.00 インチ）となります。50.80cmを超え る用紙長の用紙に 印刷する場合の印
刷品質は［はやい］
に固定となります。
• す でに登録し ている用紙 サイズを変 更する場合 は、
［用紙サイズ］リ ストから変
更したい用紙サイズを選択して保存し直します。
• す でに登録さ れている用 紙サイズを 削除する場 合は、
［用紙サイ ズ］リストから
サイズ名をクリックして選択し、
［削除］ボタンをクリックします。

C ［OK］ボタンをクリックします。

クリックします

p

• 定義した用紙サイズは［用紙サイズ］
リストから選択できるようになります。
• 不 定形紙への印刷は、いくつかご注意いた だく点があります。以下のページを参
照してから印刷を実行してください。
s 本書「不定形紙への印刷」26 ページ
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プリンタドライバの［レイアウ ト］ダイアログでは、印刷するページのレイアウトに関わる設定
を行います。
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<例> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合

Dos
①

②
③
④

①拡大/縮小
拡大また は縮小し て印刷す ることがで きます。チェ ックボッ クスをク リックして
チェックマークを付けると、拡大/縮小機能が有効になります。詳しくは以下のペー
ジを参照してください。
s 本書「拡大/縮小して印刷するには」40 ページ

②割り付け
2ページまたは4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮小し、割り付
けて印刷します。割 り付けるページ数と 順序を設定するには、［割り付け設定］ボ
タンをクリックします。詳しくは以下のページを参照してください。
s 本書「1ページに複数ページのデータを印刷するには」41 ページ

p

割り 付け機 能と両 面印刷の 製本機 能を同 時に設 定して 印刷す ること はできま せ
ん。

③逆方向から印刷
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。

④両面印刷
オプションの両面印刷ユニットを装着している場合に選択できます。クリックして
チェックマークを付けると、両面印刷を行います。両面印刷時の［とじる位置］は、
［左］、［上］、
［右］いずれかをクリックしてチェックマークを付けます。また、製
本印刷の設定も行えます。製本印刷とは、1枚の用紙の両面にそれぞれ2ページずつ
印刷をし、まとめて2つ折りにすることで本のように1ページ目から順番にとじるこ
とができるように配置して印刷することです。詳しくは以下のページを参照してく
ださい。
s 本書「両面印刷/製本印刷をするには」42 ページ
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両面印刷を行う場合、
次の点に注意してください。
• 両 面印刷ユ ニットを使 って自動両 面印刷で きるのは、A3、A4、A5、B4、
B5、Letter
（LT ）
、
Half Letter（H LT ）
、
Legal（LGL）
、
Executive（EXE）
、
Government Legal

Win
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（GLG）、
Government Letter
（GLT）、
Ledger（B）
サ イズの 普通 紙だけ です。それ 以
外 のサイズの 用紙、および特 殊紙には両 面印刷ユニ ットを使用 しての両面 印刷
はできません。
• 両面印刷の製本機能と割り付け機能を同時に設定することはできません。
• 用 紙トレイや 用紙カセッ トの用紙ガ イドは、用紙サ イズの目盛 りに正しく 合わ
せ、
［ト レイ紙サ イズ］
スイッ チや
［カセッ ト紙サイズ］ス イッチを 正しく設 定し
て ください。用紙サイズが正しく検 知されないと、両面印刷ができない 場合があ
ります。
• LP-8100で両面印刷を行う場合は、プリンタメモリの増設をお勧めします。

拡大/縮小して印刷するには
［レイ アウト］ダイアログで［拡大/縮小］のチェッ クボックスをチェッ クすると、
拡大/縮小機能が有効になり、以下の項目が設定できます。
<例> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合

①
②
③

①出力用紙
プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小（フィットページ）
印刷す るには、その 用紙サイズ をリスト から選択 します。縮小 拡大率を その下の
［倍率］ボックスに表示します。

②倍率
チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、50〜200%までの任
意の倍率を1%単 位で設定できます。この 場合は、フィットペー ジ印刷は行われま
せん。

③配置
フィットページ印刷する場合、ページのどこに印刷するかを選択します。
用紙の左 上を基準にしてフィ ットページ印刷を
•［左上合わせ］を選択した場合 は、
行います。
用紙の中 央を基準にしてフィ ットページ印刷を
•［中央合わせ］を選択した場合 は、
行います。

フィットページ印刷の手順
フィットページ機能を使って用紙サ イズA3（縦長）の印刷データをA4サイズに縮
小印刷する手順は以下の通りです。

A プリンタにA4サイズの用紙がセットされていることを確認します。
40
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B ［レイアウト］ダイアログを開いて、［拡大/縮小］のチェックボックスをチェッ
クします。

Win
M ac

C ［出力用紙］リストから［A4 210×297mm］を選択します。

フィットページ時の縮小率が［倍率］ボックスに表示されます。

Dos

D フィットページの［配置］を選択します。

［左上合わせ］または［中央合わせ］のどちらかをチェックします。

E ［OK］ボタンをクリックして［レイアウト］ダイアログを閉じ、［OK］ボタ
ンをクリックして印刷を実行します。

1ページに複数ページのデータを印刷するには
［レイ アウト］ダイアログで［割り 付け］のチェックボック スをチェックして［割
り付け設定］ボタン をクリックすると、［割り付け設定］ダイ アログが開いて以下
の項目が設定できます。

①
②

③

①割り付けページ数
1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。

②割り付け順序
割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。
［印刷方向］
（縦・
横）と［割り付けページ数］によって、選択できる割り付け順序は異なります。

③枠を印刷
割り付けたページの周りに枠線を印刷するには、クリックしてチェックマークを付
けます。

割り付け印刷の手順
4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は以下の通りです。

A ［レイアウト］ダイアログを開いて、［割り付け］のチェックボックスをチェッ
クします。

B ［割り付け設定］ボタンをクリックして、［割り付け設定］ダイアログを開き
ます。
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C ［割り付けページ数］の［4 ページ分］をクリックし、［割り付け順序］を選
択します。割り付けたページの周りに枠線を入れたいときは［枠を印刷］の
チェックボックスをチェックします。

①チェックして

②選択します

必 要な らチ ェッ ク
します

D ［OK］ボタンをクリックして［割り付け設定］ダイアログを閉じます。
E ［OK］ボタンをクリックして［レイアウト］ダイアログを閉じ、［OK］ボタ
ンをクリックして印刷を実行します。

両面印刷/製本印刷をするには
［レイアウト］ダイアログで［両面設定］ボタンをクリックすると、
［両面印刷設定］
ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。

①

②

③

④

①とじしろ幅
両面印刷するときのとじしろ幅を、用紙の表と裏でそれぞれ設定します。

②1ページ目
両面印刷する場合、印刷データの1ページ目を 用紙の表から印刷するか裏から印刷
するかを選択します。

③製本する
クリックしてチェックマークを付けると、
［基本設定］ダイアログの［印刷方向］に
応じて製本した場合の開き方を選択できます。
が［縦］
の場合は、
［左開き］か
［右開き］かを選択できます。
•［印刷方向］
が［横］
の場合は、
［下開き］のみ設定できます。
•［印刷方向］
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さらに、製本するページの単位を設定できます。

Win

•［全ページ］
を選択すると、すべてのページをまとめて製本します。
•［分割す る］
を選 択して 用紙枚数 を指定す ると、指定枚数 ごとに 製本しま す。
最大
10枚毎まで分割することができます。

p

•［製 本する］
を チェック すると、両面 印刷の［とじ る位置］と［とじ しろ幅］の 設定
は無効になります。
• 部単位での印刷になります。

④［初期値にする］ボタン
両面印刷の設定を初期状態に戻すときにクリックします。

両面印刷の手順
A4サイズ（縦長）の印刷データを 用紙の左側をと じられるように 両面印刷する場
合の手順は以下の通りです。

A プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙（ここではA4）がセットされてい
ることを確認します。

B ［レイアウト］ダイアログを開いて、［両面印刷］のチェックボックスをチェッ
クします。

C ［とじる位置］の［左］をクリックします。
D ［両面設定］ボタンをクリックして、［両面印刷設定］ダイアログを開きます。
E ［とじしろ幅］を設定し、［1 ページ目］を用紙の表面から印刷するか裏面か
ら印刷するかを設定します。

F ［OK］ボタンをクリックして［両面印刷設定］ダイアログを閉じます。
G ［OK］ボタンをクリックして［レイアウト］ダイアログを閉じ、［OK］ボタ
ンをクリックして印刷を実行します。

製本印刷の手順
8ページの印刷データ（縦長）を右開きになる ように製本印刷する場合の手順は以
下の通りです。

A プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙がセットされていることを確認し
ます。
A4 サイズのデータを A4 サイズの大きさに印刷して製本したい場合は、A3
サイズの用紙をセットして、
［基本設定］ダイアログの用紙サイズを A3 に設
定してく ださい。A4 サイズの 用紙をセットした場合は、自動縮小して印刷
します。
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B ［レイアウト］ダイアログを開いて、［両面印刷］のチェックボックスをチェッ
クします。

Win
M ac

C ［両面設定］ボタンをクリックして、［両面印刷設定］ダイアログを開きます。
Dos
D ［製本する］のチェックボックスをチェックします。
E ［開き方］の［右開き］をクリックして、［全ページ］をクリックします。
F ［OK］ボタンをクリックして［両面印刷設定］ダイアログを閉じます。
G ［OK］ボタンをクリックして［レイアウト］ダイアログを閉じ、［OK］ボタ
ンをクリックして印刷を実行します。

以下のように印刷されますので、2枚の用紙をまとめて2つ折りにしてとじてくださ
い。
1枚目

2枚目

（表）

（表）
4

8

1

6

5
7

2

3

3
7

p

（裏）

2

5

（裏）

4

6

1

8

［製本する］の［分割する］
を 選択する
（例：分割数=1枚毎）
と、
以下のよう に印刷され
ます。
この場合は、
1枚ずつ2つ折りにしてからまとめてとじます。
1枚目

2枚目

（表）

（表）

2
1

4
3

1
（裏）

8
2

7

5
（裏）

6

3
5

4
6
7
8
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［ページ装飾］ダイアログは、スタンプマーク印刷、ヘッダー /フッター印刷、フォームオーバー
レイ印刷を行う場合に設定するダイアログです。

Win
M ac

<例> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合

Dos
①
②
③

①スタンプマーク
印刷データ に な どの画像や「重要」な どのテキスト を重ね合わせ て印刷するに
は、チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けます。印刷するスタン
プマークを設定 するには、
［スタ ンプマーク設定］ボタン をクリックします。詳し
くは、以下のページを参照してください。
s 本書「スタンプマークを印刷するには」48 ページ

②フォームオーバーレイ
フォームデータを重ね合わせて印刷するには、クリックしてチェックマークを付け
ます。

p

• フ ォームオ ーバーレイ とは、一定の フォーム
（書式）
デ ータとア プリケーシ ョン
ソ フトで作成 したデータ を重ね合わ せて印刷す る機能のこ とです。この機 能を
利 用すること により、あらか じめ印刷さ れた帳票な どを用意す る必要がな くな
り、
また、フォームの変更などに迅速に対応することができるようになります。
• 本 ドライバに はフォーム データは添 付されてお りません。フォ ームデータ を作
成・編 集するに は、オプショ ンのフォ ームオーバ ーレイユ ーティリ ティEPSON
Form!4が必要 です（オーバーレ イユーティリ ティをイン ストールする と、
［オー
バ ーレイ設 定］ダイアログ の機能が拡 張されます）。詳 細はフォ ームオーバ ーレ
イユーティリティに添付の取扱説明書を参照してください。
•［拡 張設 定］
ダ イア ログ の［印刷 モー ド］で［標準（PC）
］を 選択 して いる 場合 は、
フォームオーバーレイ印刷はできません。
s 本書「［拡張設定］
ダイアログ」59 ページ
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重ね合わせるフォームデータを選択するには、
［オーバーレイ設定］ボタンをクリッ
クして［オーバーレイ設定］ダイアログを開きます。

Win
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［フォーム］リスト：
フォームオーバーレイユーティリティソフト（EPSON Form!4）であらかじめ作成
して登録しておいたフォーム名を、リストから選択します。選択したフォームデー
タを重ね合わせて印刷します。フォームを登録していない場合は、フォーム名は表
示されません。

［詳細］ボタン：
•［フ ォー ム］リス ト で フ ォー ム 名 を 選 択し て［詳細］ボ タ ンを ク リ ッ クす る と、
［フォーム詳細］ダイアログが 開きます。
印 刷するフォームをこ のダイアログで選
択できます。
リ ストで［フォー ム名称 なし］
を 選択し て
［詳細］ボタ ンをクリ ックし
•［フォー ム］
た 場 合は、
［フ ォー ム 指定］ダイ ア ログ が開 き ます。フォ ー ムオ ーバ ー レイ ユー
ティリ ティソフト
（EPSON Form!4）
で作成し たフォームファイルや、LP-8700に
装着 したオプション のフォームオー バーレイROMモジュールに 登録したフォー
ムを指定できます。

ファイル指定：
コンピュータのハ ードディスクに保存して いるファイルを指定す る場合は、
［ファ
イル指定］をクリッ クして、ファイル名（保存 場所のパスを含む）を入 力します。
［参照］ボタンをクリックしてファイルを探し、直接指定することもできます。
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ROMモジュール指定：
LP-8700に装着したオプションのフォ ームオーバーレイROMモジュールにフォー
ムを登録している場合は、
［ROMモジュール指定］を選択できます。
［ROMモジュー
ル指定］をクリックしてから、使用するフォームの登録番号をリストから選択して
ください。ROMモジュールの情報を登録している場合は、［情報印刷］ボタンをク
リックして、ROMモジュール に登録しているフ ォームの情報を 印刷して確かめる
ことができます。

p

• オプションのフォームオーバーレイ ROM モジュールは、
LP-8700PS3/LP-8100
には装着できません。
• オプションのフォームオーバーレイユーティリティソフト（EPSON Form!4）を
イ ンストールすると、オーバーレイ データが作成できるように標準 の［オーバー
レ イ］ダイアロ グの機能が 拡張され ます。詳細につ いては、オプ ションの取 扱説
明書を参照してください。

③ヘッダー/フッター
ユーザー名や印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター
（下部）に印 刷するには、チェックボッ クスをクリックして チェックマークを付け
ます。印刷するヘッダー /フッターを設定するには、
［ヘッダー /フッター設定］ボ
タンをクリックします。

［ヘッダー /フッター設定］ダイアログでは、印刷位置に対応するリストから印刷し
たい項目（なし・ユ ーザー名・コンピュ ータ名・日付・日付/時刻・部番号）を選
択して、
［OK］ボタンをクリックします。

p

Windows NT4.0/2000の 場合、
［ヘッ ダー/フッ ター］の 設定は
［動 作環 境設定］
ダイ
アログでの
［ドキュメント設定］
の影響を受けます。
「［動作環境設定］
ダイアログ」
62 ページ
s 本書
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Win

スタンプマークを印刷するには
［ページ 装飾］ダイアログで［スタン プマーク］のチェックボ ックスをチェックし
て［スタンプマーク 設定］ボタンをクリッ クすると、
［スタ ンプマーク］ダイアロ
グが開きます。
ビットマップマーク選択時

（ビットマップマーク登録時のみ）
②
③

⑩

④

①

⑤
⑦

⑥

⑧

⑨
⑭
テキストマーク選択時
（テキストマーク登録時のみ）

②
③

①

④
⑤

⑪

⑥
⑦
⑧

⑫
⑬

⑨
⑭

①プレビュー部
選択しているスタンプマークが表示されます。

②マーク名
印刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。

③［追加/削除］ボタン
*1 BMP：
画 像デ ータを 保存 す
る 際の ファイ ル形 式
の1つ。

オリジナルのビット マップ(BMP*1画像)マークやテキスト（文字）マークを登録し
たり削除する には、
［追加/削除］ボタンをク リックして［追加/削除］ダイアログ
を開きます。登録/削除の手順については、以下のページを参照してください。
s 本書「オリジナルスタンプマークの登録方法」50 ページ

④1ページ目のみ印刷
クリックしてチェックマーク を付けると、用紙の1ページ目のみにスタンプマーク
を印刷します。

⑤配置
スタンプマークを文書の［前面］または［背面］どちらに配置するかを選択します。
［前面］に配 置すると、印刷データの文 字やグラフィックス がスタンプマークにか
くれてしまう場合がありますので、注意してください。

48

M ac
Dos

［ページ装飾］ダイアログ
⑥濃度
スタンプマークの印刷濃度（薄い・濃い）を調整します。

Win

⑦位置

M ac

スタンプマークの印刷位置をリストボックスから選択します。

Dos

⑧オフセット
スタンプマークの印刷位置をスライドバーで調整できます。

p

［サイズ 設定］、
［位置］
［オ フセット］
、
を 設定する 場合、スタン プマー クが印刷 可能
領域を超えないように注意してください。

⑨サイズ
印刷するスタンプマークのサイズを調整します。スライドバーを［−］側に移動す
るとより小さく、
［＋］側に移動するとより大きくスタンプマークが印刷されます。

⑩ファイル名（ビットマップマーク登録時のみ）
登録し たビット マップマ ークを［マー ク名］で選 択した場 合は、登録し たビット
マップのファイル名が表示されます。登録したビットマップファイルを変更する場
合は、
［参照］ボタンをクリックしてファイルを選択し直してください。

⑪テキスト（テキストマーク選択時のみ）
登録したテキストマークを［マーク名］で選択した場合は、登録した文字列が表示
されます。一時的に文字を追加して変更することもできます。登録した文字を変更
する場合は、
［追加/削除］ボタンをクリックして同一マーク名で上書きしてくださ
い。

⑫フォント設定（テキストマーク選択時のみ）
テキスト マークを 選択した 場合は、登録し たテキス トのフォ ントおよ びスタイル
（形状）を、リストボックスの中から選択することができます。

⑬回転（テキストマーク選択時のみ）
テキストマークを選択した場合は、テキストマークの角度を設定できます。入力欄
に角度を直接入力するか、スライドバーをスライドしてください。

⑭［初期値にする］ボタン
［スタンプマーク］ダイアログの設定を初期値に戻すときにクリックします。

スタンプマーク印刷の手順
スタンプマークを印刷する場合の手順は以下の通りです。
［スタンプマーク］のチェックボックス
A ［ページ装飾］ダイアログを開いて、
をチェックします。
ボタンをクリックして［スタンプマーク設定］ダイア
B ［スタンプマーク設定］
ログを開きます。
のリストボックスの中から印刷したいスタンプマークを選択しま
C ［マーク名］
す。
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D 印刷位置や濃度、配置など、スタンプマークの印刷条件を設定します。 Win
E ［OK］ボタンをクリックして［スタンプマーク設定］ダイアログを閉じます。 M ac
F ［OK］ボタンをクリックして［ページ装飾］ダイアログを閉じ、［OK］ボタ Dos
ンをクリックして印刷を実行します。

オリジナルスタンプマークの登録方法
すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マークやビット
マップ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて、それぞ
れの手順をお読みください。

p

オリジナルスタンプマークは10件登録することができます。

テキストマークの登録方法

A ［スタンプマーク設定］ダイアログを開いて、［追加/削除］ボタンをクリック
します。

クリックします

［マーク名］に任意の登録名を入力してから、
［テ
B ［テキスト］をクリックし、
キスト］に登録したい文字を入力します。

①クリックして

②入力して
③入力します
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p

直接［テキ スト］に文字 を入力す ると、同じ文 字が自動的 に［マーク名］
に 入力され

M ac

C ［保存］ボタンをクリックして、［OK］ボタンをクリックします。

これで［スタンプマーク設定］ダイアログの［マーク名］リストにオリジナ
ルのテキストマークが登録されました。

①クリックして
②クリックします

p

Win

ます。
入力した文字と同じマーク名を付けたい場合に便利です。

登録したスタンプ マークを削除するには、削除した いスタンプ名を［マーク名リス
ト］
から選 んで［削除］
ボ タンをクリ ックしま す。
［削除］
ボタン をクリッ クした後、
［スタン プマーク 設定］ダイア ログとプ リンタプロ パティの ダイアロ グを［OK］
ボ
タンをクリックして必ず一旦閉じてください。

D ［スタンプマーク設定］ダイアログで［OK］ボタンをクリックします。
画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを確認できます。
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ビットマップマークの登録方法

Win

A アプリケーションソフトでスタンプマークを作成し、BMP 形式で保存しま
す。

B ［スタンプマーク設定］ダイアログを開いて、［追加/削除］ボタンをクリック
します。

クリックします

［マーク名］に任意の登録名を入力してから、
［参照］
C ［BMP］をクリックし、
ボタンをクリックします。

①クリックして

②入力して
③クリックします

D Aでスタンプマークを保存したフォルダを選択し、登録するスタンプマーク
のファイル名をクリックしてから、［OK］ボタンをクリックします。

③クリックします
②クリックして
①選択して
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E ［保存］ボタンをクリックして、［OK］ボタンをクリックします。

これで［スタンプマーク設定］ダイアログの［マーク名］リストにオリジナ
ルのビットマップマークが登録されました。

Win
M ac
Dos

①クリックして
②クリックします

p

登録したスタンプ マークを削除するには、削除した いスタンプ名を［マーク名リス
ト］
から選ん で［ 削除］
ボタ ンをクリックし ます。
［削除］
ボタンを クリックした後、
［スタン プマーク 設定］ダイア ログとプ リンタプロ パティの ダイアロ グを［OK］
ボ
タンをクリックして必ず一旦閉じてください。

F ［スタンプマーク設定］ダイアログで［OK］ボタンをクリックします。
画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを確認できます。
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［環境設定］ダイアログは、お使いのOSや機種または 開き方によって画面のイメージや設定でき
る項目が異なります。以下に代表的な画面を掲載して項目の説明をします。

p

Win

オプ ショ ンの設 定は、
［プ リン タ］
フォル ダか ら［プロパ ティ］を 選択 して
［環境 設

M ac

定］
ダイ アロ グを 開か ない と設 定で きま せん。ま た、
Windows NT4.0/2000の場 合
は、
管 理者 権限 のあ るユ ーザ ー のみ が設 定を 変更 でき、
［プ ロ パテ ィ］また は
［ド

Dos

キュ メン トの 既定 値］
［印刷
/
設定］の どち らで
［環 境設 定］ダイ アログ を開 くか に
よって、設定で きる項目
（
［拡張設定］または
［動 作環境設定］
）
が異なりま す。
ダイア
ログの開き方については、
以下のページを参照してください。
s 本書
「プロパティの開き方」30 ページ
＜例＞Windows 95/98/Me

＜例＞Windows 95/98/Me（LP-8100の場合）

①

①

②
②

③

④
⑤

④
⑤

［プリンタ］フォルダから開いた場合

［プリンタ］フォルダから開いた場合

＜例＞Windows NT4.0/2000

①

②
③

②

⑤

［プリンタ］フ ォルダから［プロパテ ィ］を
選択して開いた場合
LP-8100の 場合は、［プリンタ 設定］ボタ ン
が表示されます。

④
⑤

［プリ ンタ］フォルダ から［ドキュメン トの
既定値］または［印刷設定］を選択して開い
た場合
（アプリケーションソフトから開いた場合）
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①プリンタオプション情報
［プリ ンタ］フォルダから［環境設 定］ダイアログを開くと、プ リンタに装着して
いるオプションの最新情報を表示します。本機では、実装しているメモリ容量とオ
プション（給紙装置など）の有無を表示します。オプション情報は、次のいずれか
の方法で取得します。

オプション情報をプリンタから取得：
EPSONプリンタウィンドウ!3をインストールしていれば、
プリンタドライバが自動
的にオプション情報を取得することができます。

オプション情報を手動で設定：
［設定］ボ タンをクリックして［実 装オプション設定］ダイ アログを開き、取り付
けているメモリの容量やオプションを手動で設定します。
s 本書「
［実装オプション設定］ダイアログ」56 ページ

p

• オプションの設定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「オプション装着時の設定
（Windows）
」216 ページ
• ア プ リケ ーシ ョン ソ フト から プリ ン タド ライ バの プ ロパ ティ を 開い た場 合
（Windows NT4.0の場合は［ドキ ュメントの既定値］、Windows 2000の場合は［印
刷 設定］を選択したとき）は、
最新のオ プション情報は表示されま せん。
［設定］
ボ
タンも表示されますが設定はできません。

②［ステータスシート印刷］ボタン
プリンタの状態や設定値を記載したステータスシートを印刷します。

③［プリンタ設定］ボタン（LP-8100）
LP-8100の［環境設定］ダイアログには［プリンタ設定］ボタンがあります。この
ボタンをクリックすると［プリンタ設定］ダイアログが開き、プリンタの各種機能
が設定できます。詳しくは、以下のページを参照してください。
s 本書「
［プリンタ設定］ダイアログ（LP-8100）
」57 ページ

p

LP-8100の
［プ リンタ設定］
ダイアロ グで設定する項 目は、LP-8700/LP-8700PS3で
は操作パネルから設定します。
s 本書
「操作パネルからの設定」137 ページ

④［拡張設定］ボタン
印刷モード、TrueTypeフォントの置き換え、印刷位置のオフセット値、印刷濃度、
白紙節約機能、用紙サイズチェックなどの設定を行うときにクリックします。詳し
くは、以下のページを参照してください。
［拡張設定］ダイアログ」59 ページ
s 本書「

⑤［動作環境設定］ボタン
［プリンタ］フォルダからプリンタドライバのプロパティを開き、
［環境設定］ダイ
アログを開くと、［動作環境設定］ボ タンがあります。このボ タンをクリックする
と、
［動作 環境設定］ダイアログが 開きます。詳しくは、以下の ページを参照して
ください。
［動作環境設定］ダイアログ」62 ページ
s 本書「
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Win

［実装オプション設定］ダイアログ
［プリンタ］フォルダから［環境設定］ダイアログを開き、
［オプション情報を手動
で設定］をクリックして［設定］ボタンをクリックすると、［実装オプション設定］
ダイアログが開きます。
LP-8700PS3の場合
①
②

③
④

p

設定を変更した場合は
［OK］
ボタンをクリックすることで有効になります。

①実装メモリ
標準メモリ*と増設したメモリ の容量の合計を、リスト から選択します。単位はメ
ガバイト（MB）です。
*LP-8700：16MB、LP-8700PS3：32MB、LP-8100：8MB

②オプション給紙装置
オプション給紙装置を装着していない場合は、
［オプション給紙装置なし］をクリッ
クして選択します。オプション給紙装置を装着している場合は、装着した給紙装置
名をクリックして選択します。選択を解除するには、再クリックします。

③両面印刷ユニット
オプションの両面印刷ユニットを装着した場合は、クリックしてチェックマークを
付けます。

④HDDユニット
（LP-8700PS3）
オプショ ンのハー ドディス クユニット を装着し た場合は、ク リックし てチェック
マークを付けます。
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Win

［プリンタ設定］ダイアログ（LP-8100）
［プリンタ］フォルダから［環境設定］ダイアログを開き、［プリンタ設定］ボタン
をクリックすると、
［プリンタ設定］
ダイアログが開きます。LP-8700/LP-8700PS3
にはこのダイアログはありません。

①
②
③
④
⑤

⑥

⑦
⑧
⑨

⑩

⑪

p

⑫

• 設 定を変 更し た場合 は［設定実 行］ボタン をクリ ックす ること で有効 になり ま
す。
• LP-8700/LP-8700PS3の場合は、操作パネルの階層設定モードで設定します。

①節電
節電状態に入るまでの時間を設定します。頻繁に印刷することがない場合は、本機
能により印刷待機時の消費電力を節約することができます。最後の印刷が終了して
から、指定した時間（初期設定5分）が経過する と節電状態になります。節電状態
のときは、印刷するデータを受け取るとまず数秒間ウォーミングアップを行ってか
ら、印刷を開始します。

②トレイ用紙サイズ
用紙ト レイにセ ットした用 紙サイズ を設定し ます。この設 定は、プリン タ本体の
［トレイ 紙サイズ］スイッチを［ドラ イバで設定］に合わせた 場合に有効となりま
す（
［トレイ紙サイズ］スイッチに表示のない用紙サイズを設定できます）。

p

［ト レ イ 紙 サ イ ズ］ス イ ッ チ を
［A 3］
［B4 ］
、
［B5 ］
、
［A4］、
、
［LT ］、
［官 製 ハ ガ キ］
、
［LG14"］
に設定した場合は、
［トレイ紙サイズ］
スイッチの設定が優先されます。
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③I/Fタイムアウト
インターフェイスを自動切り替えで使用しているときの、タイムアウト時間を設定
します。タイムアウト時間とは、あるインターフェイスからのデータの受信が途切
れたのち、別のインターフェイスに切り替わるまでの時間のことです。ただし、タ
イムアウト時間中も別のインターフェイスはデータを受信し、受信バッファにデー
タを蓄え ています。タ イムアウ ト時間経過 後にイン ターフェ イスが切 り替わりま
す。タイムアウト時間経過後は強制的にインターフェイスが切り替わるため、作成
途中でデータの受信が途切れていたページは、その時点で排紙されます。

④ACK幅
パラレルインターフェイスのACK信号のパルス幅を選択します。

⑤双方向
パラレルインターフェイスの双方向通信（IEEE 1284準拠）のモード設定（［ニブ
ル］
、［ECP］
、［OFF］
）を行います。

p

•［ニブル］と［ECP］
は、
どちらも双方向通信のモードです。
•［ECP］で使 用す るに は、コン ピュ ータ のパ ラレ ルイ ンタ ーフ ェイ スや アプ リ
ケーションソフトがECPモードに対応している必要があります。
• コ ンピュータやアプリケーション ソフトで特に指定がない場合 は［ニブル］に設
定してください。

⑥受信バッファ
各インターフ ェイス（パラレル・USB・オプションのI/Fカード）の受信バッファ
を設定します。
• 標準：搭載メモリを印刷描画用とデータ受信用にバランス良く配分します。
• 最大：搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。
• 最小：搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。

⑦トナー交換エラー表示
ETカートリッジのトナーがなくなったときに、
エラーメッセージを表示するかしな
いかを設定します。クリックしてチェックマークを付けると、エラーメッセージを
表示します。

⑧自動エラー解除
用紙とメモリに関する一部のエラーが発生した場合、自動的にエラー状態を解除す
るか、そのまま動作を一時停止するかを設定します。
［エラー 解除］
• チ ェックマ ークを付 けない 場合は、上記のエ ラーが発 生した 場合、
ス イッチを押 してエラ ー状態を 解除しな い限りプ リンタの 動作は停止 して処理
を再開しません。
上 記のエラ ーが発生 したとき に、
メッ
• ク リックし てチェッ クマーク を付ける と、
セージを約5秒間表示後、
エラーを自動的に解除して動作を継続します。
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⑨ページエラー回避
複雑なデータ（文字数、図形などが非常に多いデータ）を印刷する場合、印刷動作
に対し画 像データ の作成処理 が追い付か ないため にページエ ラーが発 生する可能
性があります。このとき、送られてきた画像データに相当するメモリやバッファを
確保し、あらかじめ描画してから印刷動作を開始するようにして、ページエラーを
回避することができます。ただし、場合によっては印刷時間が長くなります。ペー
ジエラーが発生するときだけクリックしてチェックマークを付けてください。

⑩用紙タイプ（トレイ・カセット1〜3）
給紙装置（トレイ・標準カセット1・オプションのカセット2〜3）ごとに異なるタ
イプの用 紙をセッ トして使 用する場合、給 紙装置ご とに用紙 のタイプ を設定しま
す。
［基本 設定］ダイアログの［用紙 種類］で用紙タイプを 指定すると、ここで設
定した同じ用紙タイプの給紙装置から自動的に給紙します。同一サイズで異なるタ
イプの用紙が各給紙装置にセットされている場合の誤給紙を防ぐことができます。
s 本書「用紙タイプ選択機能」27 ページ

⑪［初期値にする］ボタン
［プリンタ設定］ダイアログの設定を初期値に戻すときにクリックします。

⑫［設定実行］ボタン
［プリン タ設定］ダイアログの設定 を変更した場合に、設定 した内容を有効にする
ときにクリックします。

［拡張設定］ダイアログ
［環境設定］ダイアログで［拡張設定］ボタンをクリックすると、［拡張設定］ダイ
アログが開きます。
Windows 95/98/Me

Windows NT4.0/2000
①
②

③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

⑨

①印刷モード
印刷モードを選択します。

標準（PC）
：
印刷処理をコンピュータ側で行う場合に選択します。
［標準（PC）］を選択してい
る場合は、フォームオーバーレイ印刷またはフォントの置換はできません。
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標準（プリンタ）
：

Win

印刷処理をプリンタ側で行う場合に選択します。

p

• お 使いのコ ンピュー タの処 理能力が 高い場合 は［標準（PC）
］を選 択してく ださ
い。
プリンタ側の負荷を軽くすることができます。
• お 使いのコンピュータの処理能 力が低い場合は［標準
（プリンタ）］を選 択してく
ださい。コンピュータ側の負荷を軽くすることができます。

②TrueTypeフォント
TrueTypeフォントをそのまま印刷するか、プリンタ のフォントに置き換えて印刷
するかを選択します。

TrueTypeフォントでそのまま印刷：
TrueTypeフォントをそのまま印刷します。

設定したフォントだけプリンタフォントで印刷：
TrueTypeフォントを、
［フォントの置換設定］ダイアログで指定したプリンタフォ
ントに置き換える ことにより高速に印 刷できます。
［フ ォントの置換設定］ダイア
ログを開くには、［フォント設定］ボ タンをクリックしま す。詳しくは以下のペー
ジを参照してください。
s 本書「TrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換えるには」61 ページ

p

• Windows 95/98/Meの場合、
［プリンタ］
フォルダからプリンタドライバのダイア
ロ グを開いてください。アプリケー ションソフトから開いても、フォン ト置き換
えの設定を変更できません。
• Windows NT4.0/2000の場合、
［プリンタ］
フォルダからプリンタドライバのダイ
ア ログを開 き、
［フォント 置換］タブでフ ォントの 置き換えを 指定しま す。
［拡張
設 定］ダイアログの［フォント設定］ボ タンをクリックしても、置き換え フォント
のリストを表示するだけで、実際に置き換えるフォントを指定できません。

③プリンタの設定を使用する/ドライバの設定を使用する
（LP-8700/LP-8700PS3）
LP-8700/LP-8700PS3の場合、以下の④［オフセット］
、⑤［印刷濃度］
、⑥［白
紙節約する］、⑦［用紙サイズのチェックをしない］は、操作パネルとプリンタド
ライバのどちらの設定を優先するかをクリックして選択できます。

プリンタの設定を使用する：
操作パネルの設定を優先します（プリンタドライバでは設定できません）
。
本書「設定項目の説明」145
ページ
s

ドライバの設定を使用する：
ここ（プリンタドライバ）での設定を優先します（操作パネルの設定を無視します）。

p

LP-8100の場合は、
常にプリンタドライバで設定します。

④オフセット
印刷開始位置のオフセット値を［上］
（垂直位置）と［左］（水平位置）で設定しま
す。0.5mm単位で、次の範囲で設定できます。
上（垂直位置）
：-30mm（上方向）〜30mm（下方向）
左（水平位置）
：-30mm（左方向）〜30mm（右方向）
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⑤印刷濃度
印刷濃度を、1（薄い）から5（濃い）までの5段階で調整します。

Win

⑥白紙節約する

M ac

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。クリックしてチェックマークを付
けると、白紙ページを印刷しないので用紙を節約できます。

⑦用紙サイズのチェックをしない
クリックしてチェックマークを付けると、選択した給紙装置にセットされている用
紙サイズと異なるサイズの用紙に印刷しても、用紙サイズエラーにはなりません。

⑧OSのスプールを使用する（Windows NT4.0/2000）
クリックしてチェ ックマークを付けると、Windows NT4.0/2000のスプール機能
を使用します。

⑨［初期値にする］ボタン
［拡張設定］ダイアログの設定を初期値に戻すときにクリックします。

TrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換えるには
Windows 95/98/MeとWindows NT4.0/2000では、フォント置き換えを設定する
ダイアログが違います。お使いのOSに合わせて、以下の手順に従ってください。

p

［印刷モード］
が［標準
（PC）
］
の場合、
フォントの置き換えはできません。

A ［プリンタ］フォルダからプリンタドライバのプロパティを開きます。
B フォントを置き換えるためのダイアログを開きます。
•

Windows 95/98/Meの場合
①［環境設定］タブをクリックして開き、 ［拡張設定］ボタンをクリックし
ます。
②［指定したフォントだけプリンタフォントで印刷］をクリックし、 ［フォ
ント設定］ボタンをクリックします。
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［環境設定］ダイアログ
• Windows NT4.0/2000の場合
［フォント置換え］タブをクリックします。
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リストの中から、TrueTypeフォントをクリックし
C ［置換設定の組み合わせ］
て選択します。
リストから、置き換えるプリンタフォントをクリックし
D ［プリンタフォント］
て選択します。
［OK］ボタン
Cと Dを繰り返して置き換えるフォントをすべて設定したら、
E をクリックして作業を終了します。

［動作環境設定］ダイアログ
［環境設定］ダイアログで［動作環境設定］ボタンをクリックすると、
［動作環境設
定］ダイアログが開きます。
Windows 95/98/Me

Windows NT4.0/2000

①

②

①中間スプールフォルダ選択
スプール ファイル や部数印刷 する際の印 刷データ を一時的に 保存する フォルダを
指定します。通常は、設定の必要はありません。
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p

• Windows NT4.0の
［ドキュメントの既定値］とWindows 2000の［印刷設定］
から
［動 作環境設 定］
ダイアログ を開いた場 合は、現在の設 定状態を 表示するだ けで
設 定はできません。設定を変更す る場合は、
［プロパティ］から［動作 環境設定］ダ
イアログを開いてください。
• Windows NT4.0/2000で中間スプールフォルダを選択する場合は、選択するフォ
ル ダ のア クセ ス権（ま た はア クセ ス許 可）の 設定 が「変更」
ま たは「フル コン ト
ロール」になっていることを確認してから選択してください。
• 印 刷データを 一時的に保 存するフォ ルダの空き 容量が少な いと、扱うデー タに
よ っては印刷 できない場 合がありま す。このような ときに空き 容量の大き なド
ラ イブにある任意のフォルダを選択 することにより印刷ができるよ うになりま
す。

②ドキュメント設定（Windows NT4.0/2000）
ヘッダー /フッターの印刷を設定できます。
［ページ装飾］ダイアログのヘッダー /
フッターの設定は、ここでの設定によって下表のように影響を受けます。
s 本書「
［ページ装飾］ダイアログ」45 ページ
［ヘッダー/フッターの設定を許可しない］
チェックなし
−

チェックあり
［ヘッダー/フッターの印刷］
チェックなし

チェックあり

［ペ ー ジ 装飾］ダ イア ロ グ 設定を変更できます。
の
［ヘ ッ ダー/ フ ッ ター］
チェックボックス

チェ ック なし のま ま 設 チェ ック あり のま ま設

［ペ ー ジ 装飾］ダ イア ロ グ 設定を変更できます。
の
［ヘ ッ ダー/ フ ッ ター 設
定］
ボタン

ボタ ンは クリ ック で き ボタ ンを クリ ック して

定は変更できません。

定は変更できません。

ません
（設定変更不可）。 ヘッダー/ フッタ ーの印
刷内 容を 確認 でき ます
が、
設定は 変更できませ
ん。

説明

ヘッ ダー/フッ ターの 印 ヘッダ ー/フッ ターは 印 ヘッダー/ フッタ ーの印
刷は
［ペ ー ジ 装飾］ダ イ 刷できません。

刷は［動 作環 境 設 定］
ダ

アログで 設定できます。

イアログで設定 します。

管理 者 権限 のな いユ ー

［標 準設 定］ボタ ン をク

ザー でも 自由 にヘ ッ

リッ ク し て［ヘ ッダ ー/

ダー/ フッター の印刷 を

フッター設定］ダイアロ

設定できます。

グを開き、印刷位置に対
応す るリ スト から 印刷
した い 項 目
（な し・ユー
ザ ー 名・コ ン ピ ュ ー タ
名・日 付・日 付 / 時 刻・部
番号）
を選 択してくださ
い。

p

• Windows NT4.0の
［ドキュメントの既定値］とWindows 2000の［印刷設定］
から
［動 作環境設 定］
ダイアログ を開いた場 合は設定で きません。設 定を変更す る場
合は、
［プロパティ］
から
［動作環境設定］
ダイアログを開いてください。
• 管理者権限のあるユーザーしか設定できません。ヘッダー/ フッター印刷を管理
する必要がある場合はここで設定してください。
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［ユーティリティ］ダイアログ
プリンタドライバの［ユーティリティ］ダイアログでは、ユーティリティソフトのEPSONプリン
タウィンドウ!3に関わる設定を行います。
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①
②
③

①印刷中プリンタのモニタを行う
クリックしてチェックマークを付けると、印刷時にプリンタのモニタを行い、プリ
ンタのエラー状態のときにポップアップウィンドウを表示します。

p

• Windows NT4.0/2000で、
［プリンタ］
フォルダからプリンタドライバのプロパ
テ ィ を 開 い た 場 合 は表 示 さ れ ま せ ん。
［プ リ ンタ ］フォ ル ダ の［フ ァ イ ル］メ
ニ ューから［ド キュメント の既定値］
を 選択するか、ア プリケー ションソフ トか
らプリンタドライバのプロパティを開いてください。
• NetBEUIを使用した直接印刷、IPP印刷、Novel NDPS印刷時、
または16進ダンプ
モード時には［印刷中プリンタのモニタを行う］
のチェックを外してください。

②EPSONプリンタウィンドウ!3
中央のアイコンボタンをクリックすると、プリンタの状態やトナー残量がモニタで
きるEPSONプリンタウィンドウ!3が起動します。詳しくは、以下のページを参照し
てください。
s 本書「EPSONプリンタウィンドウ!3とは」65 ページ

③［モニタの設定］
EPSONプリンタウィンドウ!3の動作環境を設定する場合にクリックします。
［モニタの設定］ダイアログ」66 ページ
s 本書「
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EPSONプリンタウィンドウ!3とは
EPSONプリンタウィンドウ!3は、以下 の接続形態に おいてプリンタ の状態をコン
ピュータ上でモニタできるユーティリティです。

Win

• ローカル接続

M ac

• TCP/IP直接接続

Dos

• Windows共有プリンタ
• NetWare共有プリンタ

p

NetBEUIを使用した 直接印刷、
IPP印刷、Novel NDPS印刷の場合はモニ タすること
ができません。

プリンタの状態を表示します
ポップアップウィンドウ
印刷 を実行すると、プリンタの モニタを開始
し、エラ ー発生時にはプリンタ の状態を表示
しま す。紙詰まりなどの問題が 起こった場合
に、
［対処方法］ボタンをクリックすると、対
処方法が表示されます。
［消耗品詳細］ボタン
をク リックすると、用紙やトナ ーの残量が確
認できます。

［プリンタ詳細］ウィンドウ
プリ ンタの状態 やトナー、用紙 などの消耗
品の 残量をコンピ ュータのモ ニタ上で確認
することができます。

EPSONプリンタウィンドウ!3の画面を開きます
［ユーティリティ］ダイアログ
プ リンタ のプロ パティ からEPSONプリ ンタ
ウィンドウ!3を呼び出すことができます。

プリン タのプロパティからモニ タの設定画面
を開くことができます。

タスクバー
タ ス クバ ーの 呼 び出 しア イ コン から
EPSONプリンタウィンドウ!3を呼び出すこ
とができます。

タス クバーの呼び 出しアイコ ンからモニタ
の設定画面を開くことができます。

動作環境を設定します
［モニタの設定］ダイアログ
どのよ うな状態をエラーとして 表示するかな
ど、EPSONプリンタウィンドウ!3の動作環境
を設定することができます。

また、EPSONプリンタウィンドウ!3では、ネットワークプリンタをモニタしてプリ
ントジョブ情報を表示したり印刷終了のメッセージを表示することもできます。
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ジョブ管理を行うための条件

Win

ジョブ管理機能を使用するには、プリンタが以下のネットワーク形態で接続されて
いる必要があります。
• EpsonNet Direct Printを使ってのTCP/IP接続

Dos

• Windows NT4.0でのLPR接続
（共有プリンタをWindowsクライアントから利用する場合）
• Windows 2000でのTCP/IPまたはLPR接続
（共有プリンタをWindowsクライアントから利用する場合）

p

M ac

• LP-8700/LP-8100 をEthernetネットワークに接続して使用するには、オプション
のEthernetインターフェイスカードが必要です。
• NetWareおよびNetBEUI、EpsonNet InternetPrintを利用してネットワーク印刷
を行う場合、ジョブ管理機能は使用できません。

［モニタの設定］ダイアログ
EPSONプリンタウィンドウ!3のモニタ機能を設定します。
どのような状態を画面表
示するか、音声通知 するか、共有プリンタを モニタするかなどを設 定します。
［モ
ニタの設定］ダイアログを開く方法は、2通りあります。

［方法1］
プリンタのプロ パティを開き、［ユーティリティ］の［モニ タの設定］ボタンをク
リックします。

クリックします

［方法2］
上記［方法1］のモニタ設定時に呼び出しアイコンを設定した場合は、Windowsの
タスクバーにあるEPSONプリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンを、
マウスの右
ボタンでクリックして、メニューから［モニタの設定］をクリックします。

クリックします
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①
②

Dos

③

④

⑤
⑥
⑦

①エラー表示の選択
選択項目にあるエ ラーまたはワーニングを、画 面通知するかどうかを 選択します。
クリックしてチェックマークを付けると、ポップアップウィンドウが現われ、対処
方法が表示されます。

②音声通知
チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、エラー発生時に音声
でも通知します。

p

お使い のコンピュ ータにサウ ンド機能が ない場合、音 声通知機能 は使用でき ませ
ん。

③［標準に戻す］ボタン
［エラー表示の選択］を標準（初期）設定に戻すときにクリックします。

④アイコン設定
［呼び出しアイコン］をクリックしてチェックマークを付けると、EPSONプリンタ
ウィン ドウ!3の呼 び出しア イコンを タスク バーに表 示しま す。表示する アイコン
は、お使いのプリンタに合わせてクリックして選択できます。

p

タスク バーに設定 したアイコ ンをマウス で右クリッ クすると、メ ニューが表 示さ
れて
［モニタの設定］
ダイアログを開くことができます。
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⑤ジョブ情報を表示する
ジョブ管理ができ る場合にクリックしてチ ェックマークを付ける と、
［プリンタ詳
細］ウィンドウにジョブ情報を表示します。詳しくは以下のページを参照してくだ
さい。
s 本書「
「［ジョブ情報］ウィンドウ」70 ページ

⑥印刷終了を通知する
ジョブ管理ができる場合にクリックしてチェックマークを付けると、ジョブの印刷
終了時にメッセージを表示します。
s 本書「
［印刷終了通知］ダイアログ」72 ページ

⑦共有プリンタをモニタさせる
クリックしてチェックマークを付けると、ほかのコンピュータから共有プリンタを
モニタさせることができます。
s 本書「プリンタを共有するには」75 ページ

p

ネッ トワー クプリ ンタのジ ョブ情 報がモ ニタで きるよ うに設 定され ている場 合
に、
［ジョブ情報を表示する］
と
［印刷終了を通知する］
が表示されます。
s 本書
「ジョブ管理を行うための条件」
66 ページ

プリンタの状態を確かめるには
EPSONプリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を確かめるために、3通りの方法で
［プリ ンタ詳細］ウィンドウを 開くことができます。こ の［プリンタ詳細］ウィン
ドウは、消耗品などの詳細な情報も表示します。
s 本書「
［プリンタ詳細］ウィンドウ」69 ページ

［方法1］
プリンタのプロパティを開き、
［ユーティリティ］の［EPSONプリンタウィンドウ
!3］アイコンをクリックします。

クリックします
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［方法2］
［方法1］の画面にある［モニタの設定］ボタンから呼び出しアイコンを設定した場
合、WindowsのタスクバーにあるEPSONプリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコ
ンをダブルクリックするか、マウスの右ボタンでアイコンをクリックしてからプリ
ンタ名をクリックします。
s 本書「
［モニタの設定］ダイアログ」66 ページ
クリックします

［方法3］
アプリケーションソフトから印刷を実行すると、プリンタの状態を示すポップアッ
プウィンドウがコンピュータのモニタに現れます。
ボ タンを クリック すると［プリン タ詳細］ウィンド ウに切 り替わり
•［消耗品 詳細］
ます。
ボ タンが表示された 場合は、
ボタ ンをクリックする
• エラ ーが発生して［対処方法］
と対処方法を説明するダイアログが表示されます。

クリックします

［プリンタ詳細］ウィンドウ
EPSONプリンタウィンドウ!3の［プリンタ詳細］ウィンドウは、プリンタの詳細な
情報を表示します。

①
②

③

④

⑧
⑦

⑤
⑥

①アイコン/メッセージ
プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。

69

Win
M ac
Dos

EPSON プリンタウィンドウ !3 とは
②プリンタ
プリンタの状態を表示します。

Win

③メッセージ

M ac

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッ
セージでお知らせします。
s 本書「対処が必要な場合は」72 ページ

④［閉じる］ボタン
ウィンドウを閉じるときにクリックします。

⑤用紙残量
給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（タイプ）、そして用紙残量
の目安を表示します。オプションの給紙装置が装着されている場合は、その給紙装
置（カセット）についての情報も表示します。

⑥トナー残量
ETカートリッジのトナーがどれくらい残っているかの目安を表示します。

⑦消耗品
ジョブ管理ができる場合に［プリンタ詳細］ウィンドウを表示させるときにクリッ
クします。

⑧ジョブ情報
ジョブ管理ができる場合に［ジョブ情報］ウィンドウを表示させるときにクリック
します。詳細は、以下のページを参照してください。
s 本書「
［ジョブ情報］ウィンドウ」70 ページ

p

ネッ トワー クプリ ンタのジ ョブ情 報がモ ニタで きるよ うに設 定され ている場 合
に、
［ジョブ情報］
が表示されます。
s 本書
「［モニタの設定］
ダイアログ」
66 ページ

［ジョブ情報］ウィンドウ
ネットワ ークプリ ンタのジョ ブ情報がモ ニタでき るように設 定されて いる場合に
表示され、プリンタジョブ情報を表示します。

①
②
③

④

⑤
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①ジョブ情報
ネッ トワ ーク プリ ンタ から 取得 した プリ ント ジョ ブ情 報を 表示さ せる とき にク
リックします。

②消耗品
［プリン タ詳細］ウィンドウを表 示させるときにクリ ックします。詳細は、以下の
ページを参照してください。
s 本書「
［プリンタ詳細］ウィンドウ」69 ページ

③ジョブリスト
ジョ ブの状 態（待機中、印 刷中、印 刷済、削除 済）、文書 名、ユーザ ー名、コン
ピュー タ名を、ジョ ブごとに 表示しま す。リスト 一番左の 赤い矢印 は、印刷中の
ジョブのうち実際に印刷を行っているジョブを表しています。なお、ネットワーク
上のほかのユーザーが実行したジョブに関しては、以下の情報は表示しません。
• 印刷済みジョブと削除済みジョブ
• 待機中または印刷中の文書名

p

プリンタを直接（ロ ーカル）
接続したコンピュー タから印刷されたジョブ は表示さ
れません。

④［情報の更新］ボタン
クリックすると、最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新
します。

⑤［印刷中止］ボタン
ジョブリ ストに表 示されてい る印刷中ま たは待機 中のジョブ をクリッ クして選択
し、
［印刷中 止］ボタンをクリックす ると、そのジョブの印刷 を中止することがで
きます。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止す
ることはできません。

p

印刷中止 を実行した後でエ ラーが発生した 場合は、EPSONプリンタ ウィンドウ!3
のメッセージに従ってエラーを解除してください。
s 本書
「対処が必要な場合は」72 ページ
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［印刷終了通知］
ダイアログ

Win

印刷の終了が通知できるように設定されている場合は、ジョブの印刷終了時にメッ
セージを表示します。設定方法については、以下のページを参照してください。
s 本書「
［モニタの設定］ダイアログ」66 ページ

M ac
Dos

①

①

①印刷終了通知

②

印刷が終了したジョブのユーザー名、文書名、印刷総数、コンピュータ名を表示し
ます。

②［閉じる］ボタン
印刷の終了を確認したら、クリックしてダイアログを閉じます。

p

［ユーティリテ ィ］ダイアログの
［印刷中プリン タのモニタを行う］がチェ ックされ
ていない場合は、
印刷終了通知は行われません。
「
［ユーティリティ］
ダイアログ」64 ページ
s 本書

対処が必要な場合は
セットしてい る用紙がなくなった り、何らかの問題が起 こった場合は、EPSONプ
リン タウィ ンド ウ!3のポ ップア ップ ウィン ドウ がコン ピュ ータ のモニ タに 現れ、
メッセージを表示します。メッセージに従って対処してください。エラーが解除さ
れると自動的にウィンドウが閉じます。

②
①

③

ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。

①［消耗品詳細］ボタン
クリックすると［プリンタ詳細］ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を
表示します。
s 本書「
［プリンタ詳細］ウィンドウ」69 ページ

②［対処方法］ボタン
クリックすると順を追って対処方法を詳しく説明します。

③［閉じる］ボタン
クリックするとポップアップウィンドウを閉じます。メッセージを読んでからウィ
ンドウを閉じてください。
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Win

共有プリンタを監視できない場合は
Windows共有プリンタを監視できない場合は、
以下の設定がされているかを確認し
てください。

M ac

• 共 有プリン タを提供 している コンピュ ータ（プリント サーバ）上のネッ トワーク
コ ンピュー タのプ ロパテ ィを開き、ネッ トワーク 設定内 にMicrosoftネットワー
ク共有サービスが設定されていること。

Dos

• 共有 プリンタを提供して いるコンピュータ（プリントサ ーバ）
上に、対応するプリ
ン タのドラ イバがイ ンストー ルされ、かつ、
そ のプリ ンタの共 有設定が されてい
て、プリン タドラ イバの［ユー ティリ ティ］
ダ イアロ グ内の［モニタ の設定］で
［共
有プリンタをモニタさせる］にチェックマークが付いていること。
• プリ ントサーバ側とクライ アント側で、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 トコルが設 定されて いないこと
（Windows 95/98/Meのみ）
。

監視プリンタの設定
［監視プリンタの設定］ユーティリティは、EPSONプリンタウィンドウ!3で監視す
るプリンタの設 定を変更するための ユーティリティで、EPSONプリンタウィンド
ウ!3とともにインストールされます。通常は設定を変更する必要はありません。何
らかの理由で監視するプリンタの設定を変更したい場合のみご使用ください。
［スタート］ボタンをクリックし、
［プログラム］から［Epson］
A Windowsの
にカーソルを合わせてから、［監視プリンタの設定］をクリックします。

B 監視しないプリンタのチェックボックスをクリックしてチェックマークを外
します。

C ［OK］ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。
［キャンセル］ボタンをクリックすると設定した内容をキャンセルします。
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Win

EPSONプリンタウィンドウ!3のみのインストール手順
EPSONプリンタウィンドウ!3は、
通常プリンタドライバと一緒にインストールされ
ます。
EPSONプリンタウィンドウ!3のみを単独でインストールする手順は以下の通
りです。

A 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。
B 機種選択の画面が表示されたら、お使いのプリンタの機種名をダブルクリッ
クします。

C 下の画面が表示されたら、［EPSONプリンタウィンドウ!3のインストール］
をダブルクリックします。

ダブルクリック
します

D お使いのプリンタ名が選択されていることを確認し［次へ］ボタンをクリッ
クするとインストールを開始します。
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プリンタを共有するには
Windowsの標準ネットワーク環境でプリンタを共有する方法を説明します。

Win

Windowsのネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタを、ほか
のコンピュータから共有することができます。特別なネットワークインターフェイ
スカードやプリントサーバ機器を使用しないで、Windowsの標準ネットワーク機能
を利用します。この接続方法を「ピアトゥピア接続」と呼びます。
Win

Win

プリントサーバ

クライアント

Win

クライアント
Win

HUB（ハブ）

クライアント

プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサー
バの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリントサーバに印刷許可を受ける
クライアントになります。クライアントは、プリントサーバを経由してプリンタを
共有することになります。
ここでは、プリンタを共有させるためのプリントサーバと共有プリンタを利用する
クライアントそれぞれの設定方法を説明します。お使いのWindowsに応じた設定手
順に従ってください。
s 本書「Windows 95/98/Meでのプリントサーバ設定」76 ページ
s 本書「Windows NT4.0/2000でのプリントサーバ設定」79 ページ
s 本書「Windows 95/98/Meでのクライアント設定」80 ページ
s 本書「Windows NT4.0でのクライアント設定」82 ページ
s 本書「Windows 2000でのクライアント設定」83 ページ

p

• 以 下の設定方法は、ネットワーク環 境が構築されていること、プリント サーバと
クライアントが同一ネットワーク管理下にあることが前提となります。
画面は
Microsoftネットワークの場合です。
•
共
有プリンタ
に印刷を実 行していて 通信エラー が発生する 場合、以下の方 法で
•
回避することができます。通信エラーが発生しても印刷に問題はありません。
サーバでの設定

• EPSONプリンタウィンドウ !3の
［モニタ設定］ダイアログ
で
［共有プ リンタをモニタ させる］
に チェックマー クを付
けます。
s 本書
「［モニタの設定］
ダイアログ」66 ページ
• Windows 95/98/Meの場合は、ネットワークコンポーネント
からIPX/SPXプロトコルを削除します。

クライアントでの設定

• Windows 95/98/Meの場合は、ネットワークコンポーネント
からIPX/SPXプロトコルを削除します。
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Win

プリントサーバの設定

M ac

Windows 95/98/Meでのプリントサーバ設定
Windows 95/98/Meでプリントサーバを設定す る場合は、以下の手順に従ってく
ださい。

A Windows の［スタート］ボタンをクリックして、カーソルを［設定］に合
わせ、［コントロールパネル］をクリックします。

B ［ネットワーク］アイコンをダブルクリックします。

ダ ブ ル クリ ッ ク
します

C ［ファイルとプリンタの共有］ボタンをクリックします。

クリック
します

D ［プリ ンタ を共 有で きるよ うに する］の チェ ック ボッ クス をク リック して
チェックマークを付け、［OK］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

76

Dos
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E ［OK］ボタンをクリックします。

Win
M ac
Dos

クリックします

p

Windows 95/98/MeのCD•［ディスクの挿入］メッセージが表示された場合は、
ROMをコンピュータにセットし、
［OK］ボタンをクリックして画面の指示に
従ってください。
その後、
• 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。

Aでコントロールパネルを開いて F から設定してください。

F 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。

ダブ ル クリ ック
します
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G お使いのプリンタのアイコンを選択して、［ファイル］メニューの［共有］を
クリックします。

Win
M ac

②クリックして

Dos
③クリックします

①選択して

を選択して、
［共有名］を入力し、
［OK］ボタンをクリックします。
H ［共有する］
必要に応じて、［コメント］と［パスワード］を入力します。

①選択して
②入力して

③クリックします

p

エラーが発生す る場合がありますので共有名 には□（スペース）や−
（ハイフン）
を
使用しないでください。

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて
各クライアント側の設定を行ってください。
s 本書「Windows 95/98/Meでのクライアント設定」80 ページ
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Windows NT4.0/2000でのプリントサーバ設定

Win

Windows NT4.0/2000のプリントサーバを設定する場 合は、以下の手順に従って
ください。

M ac

A Windowsの［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせ、 Dos
［プリンタ］をクリックします。

B お使いのプリンタのアイコンを選択して、［ファイル］メニューの［共有］を
クリックします。

②選択して

③クリックします

①選択して

C ［共有する］を選択して、［共有名］を入力し、［OK］ボタンをクリックします。

①選択して
②入力して

③クリックします

p

• エ ラーが発生する場合がありますので 共有名には□（スペース）や−（ハイフン）
を使用しないでください。
•［代替ドライバ］は選択しないでください。

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて
各クライアント側の設定を行ってください。
s Windows NT4.0：本書「Windows NT4.0でのクライアント設定」82 ページ
s Windows 2000：本書「Windows 2000でのクライアント設定」83 ページ
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Win

クライアントの設定
LP-8700PS3をネットワ ーク環境 で使用する 場合は、「ネットワ ーク設定ガ イド」
（CD-ROM）を参照してください。
「ネットワーク設定ガイド」（CD-ROM）は、以
下のページを参照してご覧ください。
s スタートアップガイド「電子マニュアル（PDFファイル）を印刷するには」134
ページ
LP-8700/LP-8100をネットワーク接続するには、オプションのインターフェイス
カードが必要です。以下のページを参照してください。
s スタートアップガイド「ネットワークへの接続」41 ページ

p

Windowsでプリンタ を共有す る場合は、本機 の標準パラ レルイン ターフェイ スを
ご利用いただけ ます。プリンタ共有の方法に ついては、以下のページを参 照してく
ださい。
「プリンタを共有するには」
75 ページ
s 本書

ここでは、ネットワーク環境が構築されている状態で、ネットワークプリンタに接
続するためのセットアップ方法を説明します。

p

ここで は、サーバを 使用した 環境での一 般的な（Microsoftワーク グループ）接 続方
法につ いて説明し ます。ご利用の 環境によっ ては以下 の手順で接 続できない 場合
もあります。
その場合は、
ネットワーク管理者にご相談ください。

Windows 95/98/Meでのクライアント設定

A Windowsの［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせ
［プリンタ］をクリックします。

B ［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックし、［次へ］ボタンをクリック
します。

C ［ネットワークプリンタ］を選択してから、［次へ］ボタンをクリックします。
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D ［参照］ボタンをクリックします。

Win

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。

M ac
Dos
クリックします

入力欄に以下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。
¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名

E プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）の［＋］をクリッ
クし、ネ ットワークプリ ンタの名前を クリックして［OK］ボタンをクリッ
クします。

①クリックして

②クリックして

③クリックします

p

プリン タが接続さ れている コンピュー タ（またはサー バ）が、
プリンタ の名称を変
更している場合があります。
ご利用のネットワークの管理者にご確認ください。

F ［次へ］ボタンをクリックします。

クリックします

G この後は以下の手順へ進みます。
s 84 ページ手順Eへ進んでください。
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Windows NT4.0でのクライアント設定

p
A

Win

ロー カルマシ ンの管 理者権 限のある ユーザ ー（Administrator）
でロ グオンし て、イ
ンストールしてください。

M ac
Dos

Windowsの［スタート］ボタンをクリックし、
［設定］にカーソルを合わせ
［プリンタ］をクリックします。

B ［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックしてから、［ネットワークプリ
ンタサーバ］をクリックし、［次へ］ボタンをクリックします。

C プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）をクリックし、ネッ
トワークプリンタの名前をクリックして［OK］ボタンをクリックします。

③クリックします

①クリックして

②クリックして

入力欄に以下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。
¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名

p

プリン タの名称を
• プ リンタが接 続されてい るコンピュ ータ（または サーバ）が、
変 更している 場合がありま す。ご利用のネ ットワーク の管理者にご 確認くださ
い。
［OK ］
ボタンをクリックします。
• 以下の画面が表示された場合は、

クリックします

D この後は以下の手順へ進みます。
s
Eへ進んでください。
84 ページ手順
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Windows 2000でのクライアント設定

p

Win

• ロ ーカル マシンの 管理者権 限のある ユーザ ー（Administrator）
でログ オンして、
インストールしてください。
• クライアントのOSがWindows 2000でサーバのOSがWindows NT4.0の場合は、
ス タートアップガイドのインストール手順 に従ってプリンタドライバをインス
トールしてから、ネットワークプリンタに接続してください。
s スタートアップガイド「プリンタソフトウェアのインストール」
67 ページ

A Windowsの［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせ
［プリンタ］をクリックします。

B ［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックし、［次へ］ボタンをクリック
します。

C ［ネットワークプリンタ］を選択してから、［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

（またはサーバ）をクリックし、ネッ
D プリンタが接続されているコンピュータ
トワークプリンタの名前をクリックして［次へ］ボタンをクリックします。

①クリックして

②クリックして

③クリックします
入力欄に以下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。
¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名

p

プリン タが接続さ れている コンピュー タ（またはサー バ）が、
プリンタ の名称を変
更している場合があります。
ご利用のネットワークの管理者にご確認ください。
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E ［OK］ボタンをクリックします。

Win
M ac
Dos

クリックします

p

プリンタを直接接 続しているコンピュータにプリ ンタドライバがインストールさ
れてい て、そのコン ピュータと お使いの コンピュ ータのOSが同じ場 合、
プリンタ
ドライ バは自動的 にインス トールされ、上 の画面は表 示されま せん。また、
以降の
手順も必要ありません。

F ［ディスク使用］ボタンをクリックします。
同梱の 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プリンタソフトウェアCD-ROMをコンピュータにセットします。
H プリンタドライバが収録されているドライブ名とディレクトリ名を半角文字
で入力し、［OK ］ボタンをクリックします。

②クリックします

①半角で入力して

Windows 95/98/Me
セット先ドライブ例

入力例

Windows NT4.0
Dドライブ

Windows 2000

D:¥WIN9X

Eドライブ
D:¥WINNT40

D:¥WIX2000

E:¥WIN9X

E:¥WINNT40

E:¥WIX2000

：

：

：
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p
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• 入力方法がわからない場合は、以下の手順で指定することができます。
①［参照］ボタンをクリックします。

M ac
Dos
クリックします

②［ド ライブ］
また は［ファイル の場所］から［CD-ROM］の アイコンを 選択し、入力
例に記載されているご利用のOSフォルダを選択します。

②選択します

①選択して

• Windows 2000をご使用の場合は［デジタル署名が見つかりませんでした］とい
う メッセージ を表示するダ イアログが 表示される ことがありま す。この場合は
［は い］
をクリックして、そのままインストー ル作業を進めてください。本機に添
付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。

I お使いのプリンタの機種名をクリックして、［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

J この後は、画面の指示に従って設定してください。
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p

EPSONプリンタ ウィンドウ!3をインスト ールしたい場合は、以 下の手順に従って

Win

ください。
①EPSON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。

M ac

②機種選択の画面が表示されたら、お使いの機種名をダブルクリックします。
③下の画面が表示されたら「EPSON プリンタウィンドウ !3 のインストール」
をダ
ブルクリックします。

ダ ブル ク リ ック
します
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Dos

プリンタ接続先の設定（Windows 95/98/Me）
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
タにローカル接続している場合は、組み込んだままの設定で使用できますので変更は不要です。

p

• 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。
• こ こで設定し た内容が、アプ リケーショ ンソフトな どからプリ ンタドライ バの
設定画面を開いた場合の初期設定値になります。

A Windowsの［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせ
［プリンタ］をクリックします。

B お使 いのプリン タのアイコン を選択して、［ファイル］メ ニューの［プロパ
ティ］をクリックします。

②クリックして

①選択して

③クリックします

C ［詳細］タブをクリックし、プリンタを接続したポート（インターフェイス）
を選択して、［OK］ボタンをクリックします。
①クリックして

②選択して

③クリックします
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p

ここで説明して いる項目以外の項目につい ては、通常変更する必要はあ りません。

Win

また、ここで説明し ていない画面の項目について は、Windowsのヘルプを 参照して
ください。

M ac

印刷先のポート
プリンタを接続したポート（インターフェイス）を選択します。表示されるポート
の種類はご利用のコンピュータによって異なります。
PRN：
EPSON PCシリーズ/NEC PCシリーズ標準の14ピンプリンタポートに接続してい
る場合の設定です。PRNが表示されない場合はLPT1を選択します。
LPT：
通常のプリン タポートの設定 です。DOS/Vシリーズなどの標準パ ラレルプリンタ
ポートに接続している場合は、この中のLPT1を選択します。
EPUSBx：
USBポートです。Windows 98/Meをご利用で本機をUSBケーブルで接続した場合
に選択します。EPSONプリンタ用のUSBデバイスドライバがイ ンストールされて
いるときのみ表示されます（最後のxには数字が表示されます）。
FILE：
印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。

p

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、通 常 は
「LPT1」
に設定します。

［ポートの追加］ボタン
新しいポ ートを追 加したり、新 しいネット ワークパ スを指定 したりす るときにク
リックします。

p

ネットワークパ スを指定してポートを追加す ることでネットワーク上に 接続され
た本機に 接続することがで きます。
［参 照］
ボタンをクリッ クしてネットワ ーク構
成図からプリンタを選択してください。

［ポートの削除］ボタン
ポートの一覧からポートを削除するときにクリックします。
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印刷の中止方法

A プリンタの［印刷可］スイッチを押します。

Win

印刷可ランプが消灯し、印刷不可状態になります。

M ac
LP-8700/LP-8700PS3

LP-8100

Dos

押します

押します

B 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。
① 画面右下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。
②［プリンタ］メ ニューの［印刷ドキュメン トの削除］または［印刷ジョブ
のクリア］をクリックします。

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

C ［シフト］スイッチを押したまま［エラー解除］スイッチを押します（リセッ
ト）。
受信データが消去されます。
LP-8700/LP-8700PS3

［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。5秒以上押さ
ないでください。

w

LP-8100

［シフ ト］スイッ チを 押した まま
［エラ ー解除］ス イッ チを押 しま
す。5秒以上押さないでください。

［シフト］スイッチと［エラ ー解除］
スイッチを5秒以上押し続けると、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。
s 本書
「リセットオール」
174 ページ
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プリンタソフトウェアの削除方法
プリンタドライバを再インス トールする場合やバージョンアップする場合は、すでにインストー
ルされているプリンタソフトウェアを削除（アンインストール）する必要があります。
ここでは、Windowsの標準的な方法でプリンタソフトウェア（プリンタドライバ/
USBデバイスドライバ/EPSONプリンタウィンドウ!3）を削除する手順を説明しま
す。

p

• USB デバイスドライバは、LP-8700/LP-8100 を USB 接続している場合にインス
トールされるデバイスドライバです。
• 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て表示され
る画面からも削除することができます。

A 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
B Windowsの［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせ
て、［コントロールパネル］をクリックします。

C ［アプリケーションの追加と削除］アイコンをダブルクリックします。
ダブ ル クリ ッ ク
します

D 削除するドライバを選択して［追加と削除］ボタンをクリックします。

Windows2000 の場合は［プ ログラムの変更と削除］をクリ ックしてから、
削除対象となる項目をクリックして［変更 / 削除］ボタンをクリックします。
• プリンタドライバとEPSONプリンタウィンドウ!3を削除する場合：
［EPSONプリンタドライバ・ユーティリティ］をクリックして、以下のペー
ジへ進みます。
s 本書「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ !3 の削除」91
ページ
• USBデバイスドライバを削除する場合：
［EPSON USBプリンタデバイス］をクリックして、以下のページへ進みま
す。
s 本書「USBデバイスドライバの削除」93 ページ

p

•［EPSON USBプリンタデバイス］
は、
Windows98/MeでUSB接続をご利用の場合
にのみ表示されます。
• インストールが不完全なまま終了していると［USB プリンタデバイス］
の項目が
表 示されないことがあります。その場合は、プリンタ ソフトウェアCD-ROM内の
［Epusbun.exe］ファイルを実行してください。
① コンピュータに
「プリンタソフトウェアCD-ROM」
をセットします。
②［エクスプローラ］
などでCD-ROMに収録されたファイルを表示させます。
③［Win9x］
フォルダをダブルクリックして開きます。
④［Epusbun.exe］アイコンをダブルクリックします。
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• EPSONプリンタウィンドウ!3のみを削除する場合：
［EPSONプリンタドライバ・ユーティリティ］をクリックして、以下のペー
ジへ進みます。
s 本書「EPSONプリンタウィンドウ!3のみの削除」93 ページ
プリンタドライバを削除する場合

①選択して

②クリックします

②クリックします

プリンタドライバとEPSONプリンタウィンドウ!3の削除
以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。
s 90 ページ手順Dから続けてください。
タブをクリックし、お使いのプリンタのアイコンを選択しま
E ［プリンタ機種］
す。

①クリックして

②選択します

F ［ユーティリティ］タブをクリックし、EPSONプリンタウィンドウ!3（選択

した 機種専用）にチェッ クマークが付 いていることを 確認して［OK］ボタ
ンをクリックします。

①クリックして
②確認して

③クリックします

M ac
Dos

USBデバイスドライバを削除する場合

①選択して

Win

監 視プ リン タの 設
定 ユー ティ リテ ィ
を削除する場合は、
チ ェッ クマ ーク を
付けます。
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p

監視 プリン タの設 定ユ ーティ リティ を削除 すると、本 機以 外のEPSONプ リンタ

M ac

G EPSONプリンタウィンドウ!3の削除確認のメッセージが表示されたら、［は
い］ボタンをクリックします。
EPSON プリンタウィンドウ !3（選択した機種専用）の削除が始まります。

クリックします

p

監視プ リンタの設 定ユーティリ ティを削除 する場合は、次 の確認メッ セージが表
示されます。
［はい］
ボ タンをクリックすると、監視プリ ンタの設定ユーティリティ
の削除が始まります。

クリックします

H プリンタドライバの削除を確認するメッセージが表示されたら、［はい］ボタ
ンをクリックします。
プリンタドライバの削除が始まります。

クリックします

p

Win

ウィンドウ！3に対しても監視プリンタの設定が変更できなくなります。

ボ タンを クリッ クしま
• 関 連ファ イル削 除のメ ッセー ジが表 示され たら［はい］
す。
プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。
• 削 除したプリ ンタを［通常 使うプリン タ］として設定 していた場 合は、ほかのプ
リ ンタドライ バを［通常使 うプリンタ］に 設定します。メ ッセージが 表示された
ら、
［OK］ボタンをクリックします。

［OK］ボタンをクリックします。
I 終了のメッセージが表示されたら、
これでプリンタドライバと EPSON プリンタソフトウェア !3 の削除（アンイ
ンストール）は終了です。

クリックします
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p

プリン タドライバ を再インスト ールする場 合は、コンピュ ータを再起 動させてく

M ac

USBデバイスドライバの削除

Dos

Windows98/MeでUSB接続をご利用の場合のみ必要なドライバです。

p

Win

ださい。

• USBデバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除してください。
• USB デバイスドライバを削除すると、USB 接続しているほかのエプソン製プリ
ンタも利用できなくなります。

以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。
s 90 ページ手順Dから続けてください。

E ［はい］をクリックします。

USB デバイスドライバの削除が始まります。

クリックします

F ［はい］をクリックします。

コンピュータが再起動します。

クリックします

これでUSBデバイスドライバの削除は終了です。

EPSONプリンタウィンドウ!3のみの削除
以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。
s 90 ページ手順Dから続けてください。

E ［プリンタ機種］タブをクリックし、余白部分をクリックして何も選択されて
いない状態にします。

①クリックして
②画面の余白部
分をクリック
します
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F ［ユーティリティ］タブをクリックし、［EPSON プリンタウィンドウ!3（選
択した機種専用）］を選択して、
［OK］ボタンをクリックします。

Win
M ac

①クリックして

②選択して

③クリックします

p

監視 プリ ンタ の
設定 ユー ティ リ
ティ を削 除す る
場 合は、チ ェ ッ
クマ ーク を付 け
ます。

監視 プリン タの設 定ユ ーティ リティ を削除 すると、本 機以 外のEPSONプ リンタ
ウィンドウ！3に対しても監視プリンタの設定が変更できなくなります。

［はい］ボタンをクリックします。
G 削除を確認するメッセージが表示されたら、
EPSON プリンタウィンドウ !3（選択した機種専用）の削除が始まります。

クリックします

p

監視プ リンタの設 定ユーティリ ティを削除 する場合は、次 の確認メッ セージが表
示されます。
［はい］
ボ タンをクリックすると、監視プリ ンタの設定ユーティリティ
の削除が始まります。

クリックします

H 終了のメッセージが表示されたら、［OK］ボタンをクリックします。

これで EPSON プリンタウィンドウ !3（選択した機種専用）の削除（アンイ
ンストール）は終了です。

クリックします

p

プリンタド ライバやEPSONプリン タウィンドウ!3を再インス トールする場合は、
コンピュータを再起動させてください。
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Macintosh：プリンタドライ
バの機能と関連情報
プリン タドライバ（QuickDrawモード）の詳細説 明と、Macintosh
でお使い の際に関係する情報 について説明してい ます。PostScript
プリンタ としてお使いの場合 は別冊の「PostScriptプリンタとして
お使いのお客様へ」を併せてご覧ください。

● 設定ダイアログの開き方 ....................... 96
●［用紙設定］ダイアログ ......................... 98
●［プリント］ダイアログ ....................... 103
●［プリンタセットアップ］ダイアログ ..... 118
● EPSON プリンタウィンドウ !3 とは ..... 119
● EPSON リモートパネル !（LP-8100）.. 126
● バックグラウンドプリントを行う .......... 132
● 印刷の中止方法 ................................. 134
● プリンタソフトウェアの削除方法 .......... 135

3

設定ダイアログの開き方
実際に印刷データを作成す る前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設定します。ここで
は、SimpleTextを例に説明します。ア プリケーションソフトによっては、独自の［用紙設定］ダ
イアログを表示することが あります。その場合は、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。

p

用紙設 定をする前 に、お使いのプ リンタ用の プリンタ ドライバを セレクタで 選択
してください。
s スタートアップガイド
「プリンタドライバの選択」
74 ページ

A ［SimpleText］アイコンをダブルクリックして起動します。
ダブルクリックします

（または［プリンタの設定］など）を
B ［ファイル］メニューから［用紙設定］
選択します。

C 必要な項目を設定します。

設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。
s 本書「
［用紙設定］ダイアログ」98 ページ
s 本書「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには」99
ページ
s 本書「任意の用紙サイズを登録するには」101 ページ

D ［OK］ボタンをクリックして終了します。
この後、印刷データを作成します。
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設定ダイアログの開き方
印刷する際に、プリンタドライバ上で印刷部数などを設定します。アプリケーショ
ンソフトによっ ては、独自の［プリント］ダイア ログを表示する場合が あります。
その場合は、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。

A ［ファイル］メニューから［プリント］（または［印刷］）を選択します。

B 印刷に必要な項目を設定します。

設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。
s 本書「
［プリント］ダイアログ」103 ページ
s 本書「
［詳細設定］ダイアログ」107 ページ
s 本書「
［レイアウト］ダイアログ」111 ページ

C ［印刷］ボタンをクリックして、印刷を実行します。
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［用紙設定］ダイアログ
［用紙設定］ダイアログでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。印刷データを作成する前
に設定してください。

Win
M ac

①
②
③
④
⑤
⑥

Dos

⑦
⑧
⑨

①用紙サイズ
印刷する用紙のサイズをリストから選択します。

②印刷方向
用紙に対する印刷の向きを、
［縦］、
［横］のいずれかをクリックして選択します。

③180度回転印刷
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。

④拡大/縮小率
印刷データを拡大/縮小して印刷できます。拡大/縮小率を25%〜400%まで、1%単
位で指定できます。

⑤フォトコピー縮小
［拡大/縮小率］が100%未満の場合にクリックしてチェックマークを付けると、指
定した縮小率で用 紙中央に印刷します。こ の場合、
［精密ビ ットマップアライメン
ト］は選択できません。

⑥精密ビットマップアライメント
クリックしてチ ェックマークを付け ると、印刷領域を約4%縮 小して印刷のムラを
押さえ、よりきれい に印刷します。この場合、印 刷位置は用紙の中央に なります。
なお、
［フォトコピー縮小］を選択している場合は選択できません。

⑦［印刷設定］ボタン
印刷に関する各種の設定を行います。印刷する直前に［プリント］ダイアログでも
同様の項目を設定できます。設定できる項目については、以下のページを参照して
ください。
［プリント］ダイアログ」103 ページ
s 本書「

⑧［フォント設定］ボタン
Macintoshのディス プレイ上 で表示さ れている フォン トをプリ ンタに内 蔵されて
いるフ ォントに 置き換える ための設 定を行い ます。設定方 法につい ては、以下の
ページを参照してください。
s 本書「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには」99 ページ

p

［印刷モード］が［CRT優先］で
［180度回転印刷］
をする場合は 、
フォントの置き換え
はできません。

98

［用紙設定］ダイアログ
⑨［カスタム用紙］ボタン
クリックすると［カスタム用紙］ダイアログが表示され、用紙のカスタム（不定形）
サイズを設定で きます。設定したカスタ ム用紙サイズは、［用紙設定］ダイアログ
の［用紙サイズ］メニューから選択できます。
s 本書「任意の用紙サイズを登録するには」101 ページ

画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには
Macintoshのディスプレイ上で表示されているフォントを、プリンタに内蔵されて
いるフォントに置き換えて印刷するための置き換えフォントの設定を行います。こ
こで設定した 内容は、
［プリ ント］ダイアログや［詳細 設定］ダイアログで［プリ
ンタフォント使用］のチェックボックスをチェックしたときに有効になります。プ
リンタフォントを使用して印刷すると、印刷速度が速くなります。

p

［印刷モード］を［CRT優先］に設定して
［180度回転印刷］
をす る場合は、フォントの
置き換えはできません。

A ［用紙設定］ダイアログで［フォント設定］ボタンをクリックします。
クリックします

B ［新規設定］ボタンをクリックします。
•

すでに登録されている設定を変更する場合は、設定名称のポップアップメ
ニューから選択しDへ進みます。
• すでに登録されている設定を削除する場合は、設定名称のポップアップメ
ニューから選択し、
［設定削除］ボタンをクリックします。

クリックします
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［用紙設定］ダイアログ

C ［設定名称］ボックスに、登録名を入力します。

Win
M ac
Dos

入力します

Font］リストから置き換え対象となるフォントを選択し、
［Epson
D ［Mac
Font］リストから置き換えるプリンタフォントを選択します。
［標準読込］ボタンをクリックすると、標準で用意している置き換えフォント
の設定を読み込むことができます。

①選択して

p

②選択します

［標準］
以外 の置き換 えフォン ト登録で は、Osakaフォ ントに限 り漢字フ ォントと
英数字フォントを別々に置き換え設定できます。
①［Mac Font］
リストからOsakaフォントを選択します。
②Osaka の英数フォントを置き換えるには、
［Osaka の英数字を置き換える］
をク
リ ックして チェックマ ークを付 けます。Osakaの 漢字フォ ントを置 き換えるに
は、
［Osakaの英数字を置き換える］をクリックしてチェックマークを外します。
③
［Epson Font］
リストから置き換える英数フォントを選択します。
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E ［登録］ボタンをクリックします。
•［現在の設定］に登録されます。

Win

•［現在の設定］に登録され た置き換えの設定を削除する場合は、
［現在の設
定］の一覧から選択し、
［削除］ボタンをクリックします。

M ac
Dos

クリックします

F ほかに置き換えたいフォントがある場合は、DとEを繰り返します。
G ［OK］ボタンをクリックします。
以上で、置き換えフォントの登録が保存されました。

p

• 保 存した置き 換え方法を 使用する場 合は、
［設定名称］の ポップアッ プメニュー
から設定した名称を選択してください。
• 登 録したフ ォント置き 換えの設定 は、
［プリント］ダ イアログや［詳 細設定］
ダイ
ア ログで［プリンタフォント使用］のチェック ボックスをチェックしたときに有
効 になります。登録した置き換えフォン トの設定は、
［詳細設定］ダイアログから
も選択できます。

任意の用紙サイズを登録するには
不定形の用紙サイ ズを設定/登録したり、以前に登録した用 紙サイズを変更できま
す。

A ［用紙設定］ダイアログを開き、［カスタム用紙］ボタンをクリックします。
クリックします
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B ［新規］ボタンをクリックします。

Win
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クリックします

p

• 登録できる用紙サイズの数は、64までです。
［用紙サイズ］リ ストから変
• す でに登録し ている用紙 サイズを変 更する場合 は、
更したい用紙サイズを選択します。
［用紙サイ ズ］リストから
• す でに登録さ れている用 紙サイズを 削除する場 合は、
サイズ名をクリックして選択し、
［削除］ボタンをクリックします。

、用紙幅、用紙長、上下左右マージ
C 用紙サイズ名、単位（インチまたはcm）
ンを設定し、［OK］ボタンをクリックします。
②クリックします

①設定して

設定できるサイズの範囲は以下の通りです。
用紙幅：8.70 〜 29.70cm（3.43 〜 11.69 インチ）
用紙長：10.00 〜 90.00cm（3.94 〜 35.43 インチ）

p

•［用 紙長］
の最大 値は、
［プリン ト］ダイアロ グの［モード 設定］の設定に よって異
な り ま す。
［き れ い］ま た は［よ り き れ い］で 印 刷 で き る 用 紙 長 の 最 大 値 は
50.80cm（20.00イ ンチ）となりま す。50.80cmを超える用 紙長の用紙 に印刷する
場合の印刷品質は［はやい］
に固定となります。
• 登 録したカ スタム用紙 サイズは、
［用 紙設定］
ダイア ログの
［用紙 サイズ］リスト
から選択します。
• 不 定形紙への印刷は、いくつか注意してい ただく点がありますので、以下のペー
ジを参照してから印刷を実行してください。
s 本書「不定形紙への印刷」
26 ページ
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印刷する際、［プリント］ダイアログで印刷に関わる各種の設定を行います。
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⑧ ⑨ ⑩
②

M ac

①
③

Dos

④
⑤
⑥
⑦

①部数
1〜999の範囲で印刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を印刷
しますが、⑥の［部単位］を選択すると1部ごとにまとめて印刷します。

②ページ
すべてのページを印刷する場合は［全ページ］をクリックしてチェックマークを付
けます。一部のページを指定し て印刷する場合は、開始ページと終了 ページを1〜
9999の範囲で入力します。

③プリンタフォント使用
［フォン ト設定］ダイアログで登録 した置き換えフォン ト設定に応じて、印刷する
データの フォント をプリン タフォント に置き換 えて高速 に印刷し ます。置き換え
フォントの登録については、以下のページを参照してください。
s 本書「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには」99 ページ

漢字：
クリックしてチェックマークを付けると、文書ファイルで使用している漢字フォン
トをプリンタに搭載している漢字フォントに置き換えて印刷します。

欧文（標準）
：
クリックしてチェックマークを付けると、文書ファイルで使用している欧文フォン
トをプリンタに搭載している欧文フォントに置き換えて印刷します。

p

［印刷モード］を［CRT優先］に設定して
［180度回転印刷］
をす る場合は、フォントの
置き換えはできません。

④給紙装置
給紙装置を選択します。

自動選択：
印刷実行時に、［用紙サイズ］と［用紙 種類］の設定に合った用 紙がセットされて
いる給紙装置を探して給紙します。

用紙トレイ：
用紙トレイから給紙する場合に選択します。

用紙カセット1：
標準の用紙カセットから給紙する場合に選択します。
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用紙カセット2〜3：
オプションの増設カセットユニット（ユニバーサルカセットユニットまたは大容量
カセット ユニット）に セットし ている用紙 カセット から給紙 する場合 に選択しま
す。オプションの用紙カセットは、上から2と3の番号が割り当てられています。

p

• 選 択した給紙装置に指定された用紙 サイズがセットされていない場 合や正しく
検知されない場合は、エラー
（用紙サイズチェック機能有効時）
が発生します。
s 本書「［拡張設定］
ダイアログ」
109 ページ
•［自動選択］を選択して拡大 / 縮小印刷を行うと、
［レイアウト］
ダイアログの
［出
力 用紙］で設定し たサイズの 用紙がセッ トされてい る給紙装置 を自動的に 選択
して、そこから給紙します。
s 本書「［レイアウト］
ダイアログ」
111 ページ
• 用 紙トレイま たは用紙カ セットにセ ットした用 紙のサイズ は、プリンタ本 体の
［ト レイ紙サイズ］
スイッチまたは［カ セット紙サイズ］
スイッチで必ず 設定して
く ださい。また、
［トレイ紙サイズ］スイッ チに表示のない用紙サイズを 使用する
場合は、以下の設定にしてください。
LP-8700/LP-8700PS3の場合：
操 作パネルで［トレイ紙サイズ］を 設定して、
［トレイ紙サイズ］スイ ッチを［パネ
ルで設定］に合わせます。
s 本書「ワンタッチ設定モード2」
141 ページ
LP-8100の場合：
添 付のユーティ リティ（EPSONリモー トパネル!）
の［ト レイ用紙サイズ］
を 設定
して、
［トレイ紙サイズ］
スイッチを
［ドライバで設定］
に合わせます。
s 本書「EPSONリモートパネル!
（LP-8100）
」126 ページ

⑤用紙種類
特殊紙（OHPシート、ラベル紙、厚紙）に印刷する場合、または「用紙タイプ選択
機能」を使用する場合に選択します。
s 本書「用紙タイプ選択機能」27 ページ
項目

説明

普通紙、
レターヘッド、再生紙、

普通紙タイ プの用紙に 印刷する場合 で
「用紙タ イプ選択機 能」
を使用

色つき

するときに選択します。
「給紙装置」
は［自動選択］
に設定されます。

OHPシート、
ラベル、厚紙

左記の特 殊紙に印刷す る場合に選 択します。
［給紙 装置］
は［用紙トレ
イ］
に設定されます。

指定しない

普通紙タイ プの用紙に 印刷する場合 で
「用紙タ イプ選択機 能」
を使用
しないときに選択します。

p

操作パ ネルで用紙 のタイプ を設定して いない場 合は、
「用紙タイ プ選択機 能」は使
用できません。

⑥部単位
クリックしてチェックマークを付けると、2部以上印刷する場合に1ページ目から最
終ページまでを1部単位にまとめて 印刷します。印刷する部数は、①の［部数］で
指定します。
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p

• ア プリ ケー ショ ンソ フト 側で部 単位 印刷 の設 定が でき る場合 は、アプ リケ ー
シ ョンソフ トでの設定 をオフ（部単 位印刷しな い）にして、プリ ンタドライ バの
［部単位］で設定してください。
• プリンタのメモリを 128MB 以上に増やすと、プリンタ本体側で部単位印刷を行
います。部単位印刷をする場合は、
プリンタメモリの増設をお勧めします。
• LP-8700PS3にオプションのハードディスクユニットを装着した場合は、ハード
ディスクにデータを一時保存して部単位印刷を行えます。

⑦モード設定
印刷条件として［推奨設定］または［詳細設定］のどちらかを選択できます。

推奨設定：
一般的に推奨できる条件で印刷します。ほとんどの場合、この［推奨設定］でよい
印刷結果が得られます。

詳細設定：
*1

*1 プリセットメニュー：
あ らかじ め用 意され
て いる用 途別 の選択
肢。リストボックスの
中に、一覧で表示され
る。

［詳細設 定］をクリックすると、プリセッ トメニュー のリスト ボックスと ［設定
変更］/［保存/削除］ボタンが有効になりま す。
［設定変更］ボ タンをクリックす
ると、
［詳細設定］ダイアログが開きます。
［保存/削除］ボタンをクリックすると、
設定した内容の保存または削除ができます。

はやい/きれい/よりきれい：
印刷品質（解像度）は、
［はやい］（300dpi）、［きれい］
（600dpi）、［よりきれい］
*
（1200dpi）のいずれかに設定できます。印刷の解像度を1インチあたりのドット数
（dpi）で表し、解像度を上げれば細かいドットできれいに印刷できます。
［はやい］
は文字文書の高 速印刷（品質より印刷速 度を優先する場合）に適し ています。
［き
*
れい］や［よりきれい］は、写真のようにグラデーションのある画像（無段階に色
調が変化する画像）のモノクロ印刷に適しています。
*

LP-8100は［よりきれい］に対応していません。

p
⑧

印刷できない場 合や、メモリ関連のエラーメ ッセージが表示される場 合は、以下の
いずれかの方法で対処してください。
• 印刷データの容量や色数を減らす。
•［印刷品質］
（解像度）
を下げて印刷する。
• プリンタのメモリを増設する。
• アプリケーションソフトに割り当てたメモリを変更する。

（［拡張設定］アイコン）

印刷位置のオフセット値、印刷濃度、白紙節約機能、用紙サイズチェックなどの設
定を行うときにクリックします。詳しくは、以下のページを参照してください。
［拡張設定］ダイアログ」109 ページ
s 本書「

⑨

（［レイアウト］アイコン）

アイコンをクリックすると［レイアウト設定］ダイアログが表示され、レイアウト
に関する設定ができます。詳細については、以下のページを参照してください。
［レイアウト］ダイアログ」111 ページ
s 本書「
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⑩

（［プレビュー］アイコン）

Win

アイコンをクリ ックすると［印刷］ボタン が［プレビュー］ボタンに変 わります。
［プレビュー］ボタンをクリックすると、
［プレビュー］ダイアログが表示されて印
刷結果をモニタ上で確認できます。

M ac
Dos

p

［180度回転印刷］
を設定しても、
ページを 180 度回転し
•［用紙設定］ダイアログで
てプレビュー表示しません。
• 文字が図形より下にあっても、文字が上にプレビュー表示されます。
ダイア ログの［印刷モー ド］で［自動］
を選択し ている場合は、
［標 準］
/
•［詳 細設定］
［CRT優先］のどちらで印刷されているかが表示されます。

：表示するページを1ページごとに切り替えるボタンです。
：表示させるページ番号を直接入力します。
：
［プレビュー］ダイアログを閉じるボタンです。
：印刷を開始するボタンです。
：印刷データ（1ページ単位）の全体を表示します。
：印刷結果と同等のサイズで表示します。
：印刷データを拡大して表示します。
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Win

［詳細設定］ダイアログ
［プリ ント］ダイアログの［モ ード設定］で［詳細設定］をク リックして［設定変
更］ボタンをクリッ クすると、
［詳 細設定］ダイアログが表 示されます。印刷に関
わるさまざまな機能を詳細に設定できます。

①

②
③
④
⑤

①グラフィック
グラフィックスイメージを処理する方法を選択します。

白黒：
モノクロ印刷を行います。グレースケールや中間色は再現しません。ただし、
［モー
ド設定］で［よりき れい］
（1200dpi）* に設定した 場合は、常にハー フトーン処理
を行うので設定できません。
*

LP-8100は［よりきれい］に対応していません。

ハーフトーン：
グラフィックイメージのハーフトーン処理を行います。グラデーションなどの無段
階に階調が変化する画像をハーフトーン処理してきれいに印刷できます。

PGI：
*1 PGI：
階調表現力を3倍に高
め、微妙な陰影やグラ
デ ーシ ョン を鮮 明に
印 刷するEPSON独自
の機能。

PGI*1(Photo and Graphics Improvement)処理を行います。グラデーションなどの
無段階に階調が変化する画像をPGI処理してきれいに印刷できます。ただし、
［モー
ド設定］で［よりきれい］
（1200dpi）*に設定した場合は、PGI処理を使用する必要
がないので設定できません。
*

LP-8100は［よりきれい］に対応していません。

p

［PGI］
で 印刷で きない場 合があり ます。
［PGI］処
• プ リンタ のメモリ が少ない と、
理 で印刷するには、メモリを 増設するか、
［印刷品質］を［はやい ］
（300dpi）
に設定
してください。
［PGI］
• ア プリケ ーション ソフト で独自の ハーフ トーン処 理を行 っている 場合、
を 有効 にす ると 意図 した 印刷結 果が 得ら れな いこ とが ありま す。この 場合 は
［PGI］以外の設定にして印刷してください。

画質：
［PGI］を選択したときのみ、
［画質］を3段階に調整できます。印刷時間を短くした
い場合は［速度優先］に、印刷品質を上げたい場合は［品質優先］に設定します。
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画像調整：
［ハーフトーン］または［PGI］選択時の印刷粗密度を、スライドバーで調整できま
す。
［細かい］側にスライドするとより細かく、
［粗い］側にスライドするとより粗
くグラフィッ クを印刷します。［印刷品質］を［はや い］または［きれい］に設定
*
した場合は4段階に、［印刷品質］を［よりき れい］
（1200dpi） に設定した場合は
2段階に設定できます。
*

LP-8100は［よりきれい］に対応していません。

p

［細か い］にして 印刷す るとグ ラフィ ックの 細かい 微妙な 部分ま で再現 できま す
が、
印刷した用紙 をさらにコピーすると、グラフ ィックの中間調がつぶれ て真っ黒
になります。コピ ーをする場合は、
［細かい］
にし ないで印刷することをお 勧めしま
す。

明暗調整：
［ハーフトー ン］または［PGI］選択時の印刷明度をスライドバーで調整できます。
［薄い］側にスライドするとより明るく、
［濃い］側にスライドするとより暗くグラ
フィックが印刷されます。5段階に調整できます。

②印刷モード
印刷モードを選択します。

自動：
［標準］と［CRT優先］を自動的に選択して印刷処理を行います。

標準：
印刷処理をプリンタ側で行う場合に選択します。

CRT優先：
すべてのデータをイメージとして印刷します。グラフィックと文字を重ね合わせて
正常に印刷できない場合に選択してください。

p

［CRT優先 ］を選択して［180度回転印刷］
をする場合、
フォント の置き換えはできま
せん。

③プリンタフォント使用
［フォン ト設定］ダイアログで登録 した置き換えフォン ト設定に応じて、印刷する
データのフォントをプリンタフォントに置き換えて高速に印刷します。登録してあ
る置き換えフォントの設定は、リストから選択できます。置き換えフォントの登録
については、以下のページを参照してください。
s 本書「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには」99 ページ

漢字：
クリックしてチェックマークを付けると、文書ファイルで使用している漢字フォン
トをプリンタに搭載している漢字フォントに置き換えて印刷します。

欧文：
クリックしてチェックマークを付けると、文書ファイルで使用している欧文フォン
トをプリンタに搭載している欧文フォントに置き換えて印刷します。

p

［印刷モード］を［CRT優先］を設定して
［180度回転印刷］
する 場合、フォントの置き
換えはできません。
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④RIT
*1

*1 RIT：
斜 線や 曲 線な どの ギ
ザ ギザ を なめ らか に
印 刷す るEPSON独 自
の輪郭補正機能です。

ク リ ック し て チ ェ ッ ク マ ー クを 付 け る と、RIT （Res olution Improv em ent
Technology）機能が有効になります。［RIT］を有効にすると大きな文字がきれい
に印刷できたり、写真 画像の斜線補正や輪 郭補正などに効果があ ります。ただし、
*
［モー ド設定］で［よりきれい］（1200dpi）に設定し た場合は、RIT機能を使用す
る必要がないので設定できません）
。
*

LP-8100は［よりきれい］に対応していません。

p

RIT機能を 有効にして グラデーシ ョン（無段階に階 調が変化す る画像）を印刷 する
と、
意図し た印刷結果 が得られな いことがあ ります。この場 合はRIT機能を使 用し
ないでください。

⑤トナーセーブ
クリックしてチェックマークを付けると、トナーセーブ機能が有効になります。文
字の輪郭はそのままに黒ベタ部分の濃度を抑えることでトナーを節約します。試し
印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。

［拡張設定］ダイアログ
［プリント］ダイアログの［拡張設定］アイコンをクリックすると、［拡張設定］ダ
イアログが表示されます。プリンタの拡張設定に関わるさまざまな機能を詳細に設
定できます。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

①プリンタの設定を使用する（LP-8700/LP-8700PS3）
LP-8700/LP-8700PS3の場合、以下の②［オフセット］
、③［印刷濃度］
、④［用
紙サイズをチェックしない］、⑤［白紙節約する］は、操作パネルとプリンタドラ
イバどちらの設定を優先するかを選択できます。
操 作パネル の設定を 優先しま す
（プリ
• ク リックし てチェッ クマーク を付ける と、
ンタドライバでは設定できません）。
145 ページ
s 本書「設定項目の説明」
（プリ ンタドライバ）での設定を優先
• クリ ックしてチェックマ ークを外すと、ここ
します（操作パネルの設定を無視します）
。

p

LP-8100に はこの項 目はあり ません。
LP-8100の場合は、
常 にプリン タドライ バで
設定します。
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②オフセット
印刷開始位置のオフセット値を［上］
（垂直位置）と［左］（水平位置）で設定しま
す。0.5mm単位で、次の範囲で設定できます。
上（垂直位置）
：-30mm（上方向）〜30mm（下方向）
左（水平位置）
：-30mm（左方向）〜30mm（右方向）

③印刷濃度
印刷濃度を、1（薄い）から5（濃い）までの5段階で調整します。

④用紙サイズのチェックをしない
クリックしてチェックマークを付けると、選択した給紙装置にセットされている用
紙サイズと異なるサイズの用紙に印刷しても、用紙サイズエラーにはなりません。

⑤白紙節約する
白紙ページを印刷するかしないかを選択します。クリックしてチェックマークを付
けると、白紙ページを印刷しないので用紙を節約できます。

⑥線幅を調整する
図形の線幅を1.4倍にして印刷し ます。図形を重ね合わせて 印刷すると隙間が生じ
る場合などに隙間を埋めることができます。

⑦スプールファイル保存フォルダ
印刷処理用のスプールファイルをどこに保存するかを選択できます。

［選択］ボタン：
［拡張設 定］ダイアログで［選択］ボタン をクリックしてフォ ルダの選択ダイアロ
グを表示させ、スプールファイルを保存したいフォルダを選択してから［選択］ボ
タンをクリックします。
①選択して

②クリックします

［初期状態に戻す］ボタン：
スプールファイル の保存フォルダを初 期状態に戻すには、［拡張設定］ダイアログ
で［初期状態に戻す］ボタンをクリックします。
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［レイアウト］ダイアログ
［プリント］ダイアログで［レイアウト］アイコンをクリックすると、
［レイアウト］
ダイアログが表示されます。レイアウトに関わるさまざまな設定ができます。
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②

③

④
⑤
①

⑥

①ページ選択
印刷データの全ページを印刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ印刷するか
を選択します。

②フィットページ
印刷する 用紙のサ イズに合わ せて印刷 データを 自動的に拡 大/縮小する機能 です。
フィットページ印刷をするには［オン］を選択します。詳しくは以下のページを参
照してください。
s 本書「拡大/縮小して印刷するには」113 ページ

p

［用紙設定］
ダイアログで設定した用紙サイズに対して設定
• 拡大 / 縮小の倍率は
されます。
［拡大/縮小率］
は無効になります。
•［用紙設定］ダイアログの

③スタンプマーク
印刷データに などのイメージを重ね合わせて印刷する機能です。詳しくは以下の
ページを参照してください。
s 本書「スタンプマークを印刷するには」114 ページ
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［プリント］ダイアログ
④ヘッダー/フッター
ユーザー名や印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター
（下部）に印 刷するには、チェックボッ クスをクリックして チェックマークを付け
ます。印刷するヘッダー /フッターを設定するには、
［ヘッダー /フッター設定］ボ
タンをクリックします。

［ヘッダー /フッター設定］ダイアログでは、印刷位置に対応するリストから印刷し
たい項目（なし・ユ ーザー名・コンピュ ータ名・日付・日付/時刻・部番号）を選
択して、
［OK］ボタンをクリックします。

⑤割り付け
2ページまたは4ページ分の連続した印刷データを1枚の用紙に自動的に縮小し、割
り付けて印刷します。割り付けるページ数、順序、枠線の有無を設定できます。詳
しくは以下のページを参照してください。
s 本書「1ページに複数ページのデータを印刷するには」116 ページ

⑥両面印刷
オプションの両面印刷ユニットを装着している場合に選択できます。クリックして
チェックマークを付けると、両面印刷を行います。両面印刷時の［とじる位置］は、
［左］、［上］、
［右］いずれかをクリックしてチェックマークを付けます。詳しくは
以下のページを参照してください。
s 本書「両面印刷をするには」117 ページ

w

両面印刷を行う場合、
次の点に注意してください。
• 両 面印刷ユ ニットを使 って自動両 面印刷で きるのは、A3、A4、A5、B4、
B5、Letter
（LT ）
、
Half Letter（H LT ）
、
Legal（LGL）
、
Executive（EXE）
、
Government Legal
（GLG）、
Government Letter
（GLT）、
Ledger（B）
サ イズの 普通 紙だけ です。それ 以
外のサイズの用紙、および特殊紙には自動両面印刷はできません。
• 用 紙トレイや 用紙カセッ トの用紙ガ イドは、用紙サ イズの目盛 りに正しく 合わ
せ、
［ト レイ紙サ イズ］
スイッ チや
［カセッ ト紙サイズ］ス イッチを 正しく設 定し
て ください。用紙サイズが正しく検 知されないと、両面印刷ができない 場合があ
ります。
• LP-8100で両面印刷を行う場合は、プリンタメモリの増設をお勧めします。
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拡大/縮小して印刷するには
［レイア ウト］ダイアログ内のフィ ットページ機能を使 います。フィットページと
は、印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを拡大/縮小する機能のことです。
［フィ ットページ］の［オン］をチェッ クし、印刷する用紙のサ イズを選択してか
ら印刷を実行します。

p

• 拡大 / 縮小の倍率は
［用紙設定］
ダイアログで設定した用紙サイズに対して設定
されます。
•［用紙設定］ダイアログの
［拡大/縮小率］
は無効になります。

フィットページ印刷の手順
フィットページ機能を使って用紙サ イズA3（縦長）の印刷データをA4サイズに縮
小印刷する手順は以下の通りです。

A プリンタにA4サイズの用紙がセットされていることを確認します。
B ［レイアウト］ダイアログを開いて、［フィットページ］の［オン］をチェッ
クします。

C ［出力用紙］の［A4］を選択します。
D ［OK］ボタンをクリックして［レイアウト］ダイアログを閉じ、［OK］ボタ
ンをクリックして印刷を実行します。
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スタンプマークを印刷するには
［レイアウト］ダイアログ内のスタンプマーク機能を使います。
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①

②
③
④

①プレビュー部
ダイアロ グ左側の 印刷イメ ージ上でス タンプマ ークをド ラッグす ると、スタンプ
マークの印刷位置やサイズを変更することができます。

②マーク名
印刷するスタンプマークをリストから選択します。

③［追加/削除］ボタン

*1 PICT：
Ma cint osh の標 準グ
ラ フィ ック ファ イル
形式。

オリジナルのスタンプマークを追加したり削除するには、
［追加/削除］ボタンをク
リックします。スタンプマークは一般のアプリケーションソフトであらかじめ作成
*1
して、PICT 形式で保存しておきます。登録の手順については、以下のページを参
照してください。
s 本書「オリジナルスタンプマークの登録方法」115 ページ

④濃度
スタンプマー クの印刷濃度を、［濃度］バーで調整 します。バーを［薄い］側に移
動するとより薄く、［濃い］側に移動す るとより濃くスタン プマークが印刷されま
す。

スタンプマーク印刷の手順
スタンプマークを印刷する場合の手順は以下の通りです。

A ［レイアウト］ダイアログを開いて、［マーク名］リストボックスの中から印
刷したいスタンプマークを選択します。

B 印刷位置、サイズなどスタンプマークの印刷条件を設定します。

ダイアログ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグして印刷位置
やサイズを変更します。スタンプマークの印刷濃度を［濃度］バーで調整し
ます。

C ［OK］ボタンをクリックして［レイアウト］ダイアログを閉じ、［OK］ボタ
ンをクリックして印刷を実行します。
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オリジナルスタンプマークの登録方法
すでに登録されているスタンプマークのほかに、ピクチャ（画像）マークが登録で
きます。

A アプリケーションソフトでオリジナルのスタンプマークを作成し、PICT形式
で保存します。

B ［レイアウト］ダイアログを開いて、［追加/削除］ボタンをクリックします。
クリックします

C ［追加］ボタンをクリックします。
クリックします

Aで保存したPICTファイル名を選択し、［開く］ボタンをクリックします。
D ［作成］ボタンをクリックすると、ファイルのサンプル画像を表示します。
①選択して

②クリックします

E ［ユーザーマーク名］を入力して、［登録］ボタンをクリックします。
②クリックします

①入力して

これで［スタンプマーク］ダイアログの［マーク名］のポップアップメニュー
にオリジナルのスタンプマークが登録されました。

p

登録したスタンプ マークを削除するには、削除した いスタンプ名を［ユーザーマー
ク設定］リストから 選んで［削除］
ボタンをクリック します。
［削除］
ボタンをクリッ
クした後、
必ず一旦ダイアログを閉じてください。
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F ［スタンプマーク］ダイアログで［OK］ボタンをクリックします。

Win

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。

M ac

1ページに複数ページのデータを印刷するには
［レイ アウト］ダイアログで［割り 付け］のチェックボック スをチェックして［割
り付け設定］ボタン をクリックすると、［割り付け設定］ダイ アログが開いて以下
の項目が設定できます。

①
②

③

①割り付けページ数
1ページに割り付けるページ数を選択します。

②順序
割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。
［印刷方向］
（縦・
横）と［割り付けページ数］によって、選択できる割り付け順序は異なります。

③枠を印刷
クリック してチェ ックマーク を付けると 割り付け た各ページ の周りに 枠線を印刷
します。

割り付け印刷の手順
4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は以下の通りです。
ダイアログを開いて、
［割り付け］のチェックボックスをチェッ
A ［レイアウト］
クします。
［割り付け設定］ダイアログを開き
B ［割り付け設定］ボタンをクリックして、
ます。
ページ分］をチェックし、
［割り付け順序］を選
C ［割り付けページ数］の［4
択します。

D ［OK］ボタンをクリックして［割り付け設定］ダイアログを閉じます。
［レイアウト］ダイアログ
E 割り付けたページの周りに枠線を入れたいときは、
で［枠を印刷］のチェックボックスをチェックします。
［OK］ボタ
F ［OK］ボタンをクリックして［レイアウト］ダイアログを閉じ、
ンをクリックして印刷を実行します。
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両面印刷をするには
［レイアウト］ダイアログで［両面設定］ボタンをクリックすると、
［両面印刷設定］
ダイアログが表示され、以下の項目が設定できます。
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①
②

①とじしろ幅
用紙の表と裏について、とじしろの幅を設定します。

②1ページ目
印刷データの1ページ目を、用紙の表から印 刷するか、裏から印刷するかを選択し
ます。

両面印刷の手順
A1サイズ（縦長）の印刷データを 用紙の左側をと じられるように 両面印刷する場
合の手順は以下の通りです。

A プリンタに両面印刷が可能なサイズの用紙（ここではA4）がセットされてい
ることを確認します。

B ［レイアウト］ダイアログを開いて［両面印刷］ボタンをクリックします。
C ［とじる位置］の［左］をクリックします。
D ［両面設定］ボタンをクリックして、［両面印刷設定］ダイアログを開きます。
E ［とじしろ幅］を設定し、［1 ページ目］を用紙の表面から印刷するか裏面か
ら印刷するかを設定します。

F ［OK］ボタンをクリックして［両面印刷設定］ダイアログを閉じます。
G ［OK］ボタンをクリックして［レイアウト］ダイアログを閉じ、［OK］ボタ
ンをクリックして印刷を実行します。
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［プリンタセットアップ］ダイアログ
［プリンタセットアップ］ダイアログではプリンタの基本的な設定を行います。

Win

アップルメニューからセレクタを開いてプリンタを選択したら、
［セットアップ］ボ
タンをクリックし て、
［プリンタセ ットアップ］ダイアログ を開いて機能を設定し
てください。詳しくは、以下のページを参照してください。
s スタートアップガイド「プリンタドライバの選択」74 ページ

クリックします

①
②
③

①最大解像度
プリンタが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えます。印刷を実行
すると、アプリケーションソフトは伝えられた解像度の中から最適な解像度を選択
し、データをプリンタドライバに渡します。
標準

：本機の解像 度を72dpi/300dpiとしてアプリケー ションソフト側に伝え
ます。通常はこの設定で使用してください。
高解像度 ：本機 の解像度を72dpi/300dpi/600dpiとしてア プリケーシ ョンソフト
側に伝えます。

p

• 本 項目は、印刷時の解像度を設定す るものではありません。印刷解像度 は印刷設
定ダイアログの［モード設定］
で設定します。
使用し ているアプ リケーショ ンソフトが 対応してい る解像度に 合わ
• 本 項目は、
せて設定してください。
（600dpi）
また は［より きれ い］
• 印 刷設 定ダ イア ログ で［モー ド設 定］を［きれ い］
（1200dpi）*で 設定し、印刷 するとエ ラーが発 生するこ とがあり ます。この 場合、
本項目を［標準］
に設定すると印刷できるようになることがあります。
* LP-8100は
［よりきれい］
に対応していません。

②プリンタをモニタする
EPSONプリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を監視するかどうかを選択します。

③［ステータスシートの印刷］ボタン
ステータスシートを印刷する場合にクリックします。
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EPSONプリンタウィンドウ!3とは
EPSONプリンタウィンドウ!3は、
プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできる
ユーティリティです。

M ac

プリンタの状態を表示します
ポップアップウィンドウ
印刷を実行する と、プリンタのモニ タを開始し、
エラー発生時に はプリンタの状態 を表示します。
紙詰まりなどの 問題が起こった 場合に、
［対 処方
法］ボタンをクリックすると、対処方法が表示さ
れます。
［消耗品詳細］ボタンをクリックすると、
用紙やトナーの残量が確認できます。

［プリンタ詳細］ウィンドウ
プリ ンタの状態やトナー、用 紙などの消
耗品 の残量をコンピュータの モニタ上で
知ることができます。

EPSONプリンタウィンドウ!3の画面を開きます
［アップル］メニューから起動
［アップル］メニューから［EPSONプリンタウィ
ンドウ!3］を選択して、［プリンタ詳細］ウィン
ドウを開くことができます。

動作環境を設定します
［モニタの設定］ダイアログ
どのような場合にエラー表示するか、
音声通知す
るかなどEPSONプリンタウィンドウ!3の動作環
境を設定できます。

EPSONプ リン タウ ィン ドウ!3 を起動 し
て、［ファ イル］メ ニュ ーか ら［環境 設
定］を クリックすると、［モニタの設定］
ダイアログが表示されます。

また、EPSONプリンタウィンドウ!3では、ネットワークプリンタをモニタしてプリ
ントジョブ情報を表示したり印刷終了のメッセージを表示することもできます。

ジョブ管理を行うための条件
ジョブ管理機能を使用するには、プリンタが以下のネットワーク形態で接続されて
いる必要があります。
• AppleTalkを使ってのTCP/IP接続
（Open Transport Ver. 1.1.1以上が必要）

p

Win

LP-8700/LP-8100をEthernetネットワー クに接続して使用するには、オプ ションの
Ethernetインターフェイスカードが必要です。、
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［モニタの設定］ダイアログ
EPSONプリンタウィンド ウ!3を起動して、［ファイル］メ ニューから［環 境設定］
をクリックすると、
［モニタの設定］ダイアログが表示されます。EPSONプリンタ
ウィンドウ!3のモニタ機能を設定します。

①

②

③
④
⑤

①エラー表示の選択
選択項目にあるエ ラーまたはワーニングを、画 面通知するかどうかを 選択します。
リスト 内のエラ ー状況 を選択し て［通知する］チェック ボックス をクリ ックして
チェックマークを付けると、ポップアップウィンドウが現われ、対処方法が表示さ
れます。

②音声通知
チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、エラー発生時に音声
でも通知します。

p

お使い のコンピュ ータにサウ ンド機能が ない場合、音 声通知機能 は使用でき ませ
ん。

③［標準に戻す］ボタン
［エラー表示の選択］を標準（初期）設定に戻すときにクリックします。

④ジョブ情報を表示する
ジョブ管理ができ る場合にクリックしてチ ェックマークを付ける と、
［プリンタ詳
細］ウィンドウにジョブ情報を表示します。詳しくは以下のページを参照してくだ
さい。
s 本書「
［ジョブ情報］ウィンドウ」123 ページ

⑤印刷終了を通知する
ジョブ管理ができる場合にクリックしてチェックマークを付けると、ジョブの印刷
終了時にメッセージを表示します。
s 本書「
［印刷終了通知］ダイアログ」124 ページ

p

ネッ トワー クプリ ンタのジ ョブ情 報がモ ニタで きるよ うに設 定され ている場 合
に、
［ジョブ情報を表示する］
と
［印刷終了を通知する］
が表示されます。
s 本書
「ジョブ管理を行うための条件」
119 ページ
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プリンタの状態を確かめるには
EPSONプリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を確かめるために、2通りの方法で
［プリ ンタ詳細］ウィンドウを 開くことができます。こ の［プリンタ詳細］ウィン
ドウは、消耗品などの詳細な情報も表示します。
s 本書「
［プリンタ詳細］ウィンドウ」122 ページ

p

EPSONプリン タウィンドウ!3を起動 する前に、監視した いプリンタが［セレ クタ］
で選択されているか確認してください。

［方法1］
［アップル］メニューから［EPSONプリンタウィンドウ!3］をクリックします。
EPSONプリンタウィンドウ!3が起動し、
［プリンタ詳細］ウィンドウが表示されま
す。

［方法2］
アプリケーションソフトから印刷を実行すると、プリンタの状態を示すポップアッ
プウィンドウがコンピュータのモニタに現れます。
ボ タンを クリック すると［プリン タ詳細］ウィンド ウに切 り替わり
•［消耗品 詳細］
ます。
ボ タンが表示された 場合は、
ボタ ンをクリックする
• エラ ーが発生して［対処方法］
と対処方法を説明するダイアログが表示されます。
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［プリンタ詳細］ウィンドウ
EPSONプリンタウィンドウ!3の［プリンタ詳細］ウィンドウは、プリンタの詳細な
情報を表示します。

M ac
Dos

①
②
⑧

③
④

⑦

⑤
⑥

①プリンタ/メッセージ
プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。

②プリンタ
プリンタの状態をグラフィックで表示します。

③メッセージ
プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッ
セージでお知らせします。
s 本書「対処が必要な場合は」125 ページ

④［閉じる］ボタン
ウィンドウを閉じるときにクリックします。

⑤用紙残量
給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（タイプ）、そして用紙残量
の目安を表示します。オプションの給紙装置が装着されている場合は、その給紙装
置（カセット）についての情報も表示します。

⑥トナー残量
ETカートリッジのトナーがどれくらい残っているかの目安を表示します。

⑦消耗品
ジョブ管理ができる場合に［プリンタ詳細］ウィンドウを表示させるときにクリッ
クします。

⑧ジョブ情報
ジョブ管理ができる場合に［ジョブ情報］ウィンドウを表示させるときにクリック
します。詳細は、以下のページを参照してください。
［ジョブ情報］ウィンドウ」123 ページ
s 本書「
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ネッ トワー クプリ ンタのジ ョブ情 報がモ ニタで きるよ うに設 定され ている場 合

Win

に、
［ジョブ情報］
が表示されます。
s 本書
「［モニタの設定］
ダイアログ」
120 ページ
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［ジョブ情報］ウィンドウ
ネットワ ークプリ ンタのジョ ブ情報がモ ニタでき るように設 定されて いる場合に
表示され、プリントジョブ情報を表示します。

①
②
③

④

⑤

①ジョブ情報
ネットワ ークプリ ンタから取 得したプリ ントジョ ブ情報を表 示すると きにクリッ
クします。

②消耗品
［プリン タ詳細］ウィンドウを表 示させるときにクリ ックします。詳細は、以下の
ページを参照してください。
［プリンタ詳細］ウィンドウ」122 ページ
s 本書「

③ジョブリスト
ジョ ブの状 態（待機中、印 刷中、印 刷済、削除 済）、文書 名、ユーザ ー名、コン
ピュー タ名を、ジョ ブごとに 表示しま す。リスト 一番左の 赤い矢印 は、印刷中の
ジョブのうち実際に印刷を行っているジョブを表しています。なお、ネットワーク
上のほかのユーザーが実行したジョブに関しては、以下の情報は表示しません。
• 印刷済みジョブと削除済みジョブ
• 待機中または印刷中の文書名

p

プリンタを直接（ロ ーカル）
接続したコンピュータか ら印刷されたジョブは表示さ
れません。

④［情報の更新］ボタン
ボタンをクリックすると、最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表
示を更新します。
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⑤［印刷中止］ボタン
印刷を中止するには、ジョブリストに表示されている印刷中または待機中のジョブ
をクリックして 選択し、
［印刷 中止］ボタンをクリック します。なお、ネットワー
ク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止することはできません。

p

印刷中止 を実行した後でエ ラーが発生した 場合は、EPSONプリンタ ウィンドウ!3
のメッセージに従ってエラーを解除してください。
s 本書
「対処が必要な場合は」
125 ページ

［印刷終了通知］
ダイアログ
印刷の終了が通知できるように設定されている場合は、ジョブの印刷終了時にメッ
セージを表示します。設定方法については、以下のページを参照してください。
s 本書「
［モニタの設定］ダイアログ」120 ページ

①

②

①印刷終了通知
印刷が終了したジョブのユーザー名、文書名、印刷総数、コンピュータ名を表示し
ます。

②［閉じる］ボタン
印刷の終了を確認したら、クリックしてダイアログを閉じます。
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対処が必要な場合は
セットしてい る用紙がなくなった り、何らかの問題が起 こった場合は、EPSONプ
リン タウィ ンド ウ!3のポ ップア ップ ウィン ドウ がコン ピュ ータ のモニ タに 現れ、
メッセージを表示します。メッセージに従って対処してください。メッセージのエ
ラーが解除されると自動的にウィンドウが閉じます。

③

①
②

ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。

①［消耗品詳細］ボタン
クリックすると［プリンタ詳細］ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を
表示します。
s 本書「
［プリンタ詳細］ウィンドウ」122 ページ

②［対処方法］ボタン
クリックすると順を追って対処方法を詳しく説明します。

③［閉じる］ボタン
クリックするとポップアップウィンドウを閉じることができます。メッセージを読
んでからウィンドウを閉じてください。
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EPSONリモートパネル!
（LP-8100）
LP-8100は操作パネルからプリンタの機能を設定することはできません。LP-8100本体の機能を設
定するには、EPSONリモートパネル!をお使いください。

p

LP-8700/LP-8700PS3の場合は、
操作パネルの階層設定モードで設定します。

Win
M ac
Dos

EPSONリモートパネル!のインストール
EPSONリモートパネル!は、製品添付のEPSONプリンタソフトウェアCD-ROMに収
録されています。

A Macintoshを起動した後、EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをセッ
トします。

B CD-ROM内の［EPSONリモートパネル!］フォルダをMacintoshのハード
ディスクにドラッグしてコピーします。
Macintosh のハードディスク内なら、どこへコピーしてもかまいません。後
で探しやすい場所にコピーしてください。

ハー ドディス クに
コピーします

以上でインストールは終了です。
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Win

EPSONリモートパネル!の操作方法

A EPSON リモートパネル!をコピーしたフォルダを開いて、［EPSON リモー
トパネル!］アイコンをダブルクリックします。

Dos
ダブルクリックします

［接続方法］
を選択して、
［プリンタ選択］ボタンをクリックします。
B プリンタの
USB接続をしている場合は、
［USBポート］をクリックします。
•
• オプションのEthernetインターフェイスカードをプリンタに装着してネッ
トワーク環境に接続している場合は、
［AppleTalk］をクリックします。

①選択して
②クリックします

C プリンタ名をクリックして選択し、［OK］ボタンをクリックします。
USB接続時

AppleTalk接続時

①選択して
②クリックします
①選択して

p

M ac

②クリックします

ネットワーク上でゾーンを設定している場合に表示
• AppleTalk ゾーンの一覧は、
さ れます。プリンタを接続したゾーンを選 択してください。どのゾーンにプリン
タを接続したかは、ネットワーク管理者にご確認ください。
AppleTalk
接続の場合は、
プリンタ名が変更されている場合があります。
ネット
•
ワーク管理者にご確認ください。
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D ［設定］ボタンをクリックします。

Win
M ac
Dos
クリックします

p

［ステータスシート］
ボタンをクリックすると、
現在の設定値一覧を印刷します。

ダイアログで必要な設定を行ってから［実行］ボタンをクリックしま
E ［設定］
す。
詳細については、以下のページを参照してください。
［設定］ダイアログ」129 ページ
s 本書「

F ［終了］ボタンをクリックします。
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Win

［設定］ダイアログ
EPSONリモートパネル!の［設定］ダイアログでは、以下の機能を設定できます。

Dos

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧

⑨

p

⑩

⑪

⑫

設定を変更した場合は
［実行］
ボタンをクリックすることで有効になります。

①節電
節電状態に入るまでの時間を設定します。頻繁に印刷することがない場合は、本機
能により印刷待機時の消費電力を節約することができます。最後の印刷が終了して
から、指定した時間（初期設定5分）が経過する と節電状態になります。節電状態
のときは、印刷するデータを受け取るとまず数秒間ウォーミングアップを行ってか
ら、印刷を開始します。

②トレイ用紙サイズ
用紙ト レイにセ ットした用 紙サイズ を設定し ます。この設 定は、プリン タ本体の
［トレイ 紙サイズ］スイッチを［ドラ イバで設定］に合わせた 場合に有効となりま
す（
［トレイ紙サイズ］スイッチに表示のない用紙サイズを設定できます）。

p

M ac

プリンタ本 体の［トレイ紙サイズ］ス イッチを
［A3］、
［B4］、
［B5］
［A4］、
、
［LT］、
［官製
ハガ キ］
［LG14"］
、
に設 定した 場合は、
［ト レイ紙 サイズ］
ス イッチ の設定 が優先 さ
れます。

129

EPSON リモートパネル !（LP-8100）
③I/Fタイムアウト
インターフェイスを自動切り替えで使用しているときの、タイムアウト時間を設定
します。タイムアウト時間とは、あるインターフェイスからのデータの受信が途切
れたのち、別のインターフェイスに切り替わるまでの時間のことです。ただし、タ
イムアウト時間中も別のインターフェイスはデータを受信し、受信バッファにデー
タを蓄え ています。タ イムアウ ト時間経過 後にイン ターフェ イスが切 り替わりま
す。タイムアウト時間経過後は強制的にインターフェイスが切り替わるため、作成
途中でデータの受信が途切れていたページは、その時点で排紙されます。

④受信バッファ
各インターフ ェイス（パラレル・USB・オプションのI/Fカード）の受信バッファ
を設定します。
• 標準：搭載メモリを印刷描画用とデータ受信用にバランス良く配分します。
• 最大：搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。
• 最小：搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。

⑤トナー交換エラー
ETカートリッジのトナーがなくなったときに、
エラーメッセージを表示するかしな
いかを設定します。
•［する］
を クリックしてチェッ クマークを付ける と、
エラーメッ セージを表示しま
す。
•［しない］をクリックしてチェ ックマークを付け ると、
エラーメ ッセージを表示し
ません。

⑥自動エラー解除
用紙とメモリに関する一部のエラーが発生した場合、自動的にエラー状態を解除す
るか、そのまま動作を一時停止するかを設定します。
•［する］
を クリックしてチェッ クマークを付ける と、
上記のエラ ーが発生したとき
に、メッセージを約5秒間表示後、
エラーを自動的に解除して動作を継続します。
•［しない］をクリックしてチェ ックマークを付け ると、
上記のエ ラーが発生した場
合、
［エラ ー解除］
スイッ チを押してエラー 状態を解除しない限 りプリンタの動作
は停止して処理を再開しません。

⑦ページエラー回避
複雑なデータ（文字数、図形などが非常に多いデータ）を印刷する場合、印刷動作
に対し画 像データ の作成処理 が追い付か ないため にページエ ラーが発 生する可能
性があります。このとき、送られてきた画像データに相当するメモリやバッファを
確保し、あらかじめ描画してから印刷動作を開始するようにして、ページエラーを
回避することができます。ただし、場合によっては印刷時間が長くなります。ペー
ジエラーが発生するときだけ使用してください。
ペー ジエラー 回避機 能が有効
•［ON］をクリッ クして チェック マークを 付ける と、
になります。
をクリッ クしてチェック マークを付けると、ページエラ ー回避機能は働き
•［OFF］
ません。
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⑧用紙タイプ（トレイ・カセット1〜3）
給紙装置（トレイ・標準カセット1・オプションのカセット2〜3）ごとに異なるタ
イプの用 紙をセッ トして使 用する場合、給 紙装置ご とに用紙 のタイプ を設定しま
す。
［プリ ント］ダイアログの［用紙 種類］で用紙タイプを 指定すると、ここで設
定した同じ用紙タイプの給紙装置から自動的に給紙します。同一サイズで異なるタ
イプの用紙が各給紙装置にセットされている場合の誤給紙を防ぐことができます。
s 本書「用紙タイプ選択機能」27 ページ

⑨［リセット］ボタン
プリンタ本体に記憶されている設定値と［設定］ダイアログに表示されている設定
値を、一度に工場出荷時の初期値に戻すときにクリックします。確認のダイアログ
が表示されますので、リセットを実行するかどうかを決定してください。

⑩［初期設定］ボタン
［設定］ダイ アログの設定を初期 値に戻すときにクリ ックします。ただし、設定表
示が初期設定になるだけですので、初期設定を有効にするには必ず［実行］ボタン
をクリックしてください。

⑪［キャンセル］ボタン
変更した設定を無効にしたいときにクリックします。

⑫［実行］ボタン
設定を変更した場合は必ずクリックしてください。設定値がプリンタのメモリに書
き込まれて有効となります。
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バックグラウンドプリントを行う
バックグラウンドプリントとは、Macintoshがほかの作業を行いながら同時にプリンタで印刷を行
うことです。
バックグラウンドプリントを行う場合は、Macintoshツールバーの一番左の［アッ
プル］メニューから［セレクタ］を選び、
［バックグラウンドプリント］の［入］を
クリックしてください。

クリックします

p

［バックグラウ ンドプリント］を
［入］
に設定する と、
印刷実行中もMacintoshで他の
作業ができますが 、Macintoshによってはマ ウスカーソルが滑らかに動か なくなっ
たり、印刷時間が 長くなることがあります。印 刷速度を優先する場合は、
［バ ックグ
ラウンドプリント］
を［切］
に設定してください。

印刷状況を表示する
［セレ クタ］で［バックグラウ ンドプリント］を［入］にした 場合、印刷実行時に
EPSONプリントモニタ!3が使用 できます。EPSONプリントモニタ!3は、印刷中に
ツールバーの一番右の［アプリケーション］メニューから開くことができます。ウィ
ンドウが閉じているときは、
［ファイル］メニューの［開く］を選択します。

①

②

③

④

①プリント中
現在バックグラウンドで印刷中のファイル名が表示されます。

②プリント待ち
印刷待ちをしている印刷ファイル名が表示されます。
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バックグラウンドプリントを行う
③［プリント中止］ボタン
進行中の印刷（［プリント中］に表示されている印刷ファイルの印刷）を中止する
ときにクリックします。

p

Win
M ac

印刷 を一 時停 止し たり再 開す るに は、EPSONプ リン トモニ タ!3の［ファ イル］メ

Dos

ニューから
［一時停止］
や
［印刷再開］
を選択します。

④［削除］ボタン
印刷待ちをしてい る印刷ファイルを削 除するには、
［プ リント待ち］に表示されて
いる印刷ファイル名をクリックして、
［削除］ボタンをクリックします。
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印刷の中止方法

A プリンタの［印刷可］スイッチを押します。

Win

印刷可ランプが消灯し、印刷不可状態になります。

M ac
LP-8700/LP-8700PS3

LP-8100

Dos

押します

押します

p

Macintoshが印刷処理 を続行し ているとき は、コマンド
（
リオド
（．
）キーを押して、
印刷を中止します。

）キーを押 したままピ

（リセッ
B ［シフト］スイッチを押したまま［エラー解除］スイッチを押します
ト）。
受信データが消去されます。
LP-8700/LP-8700PS3

［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。5秒以上押さ
ないでください。

w

LP-8100

［シフ ト］スイッ チを 押した まま
［エラ ー解除］ス イッ チを押 しま
す。5秒以上押さないでください。

［シフト］スイッチと［エラ ー解除］
スイッチを5秒以上押し続けると、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。
s 本書
「リセットオール」
174 ページ
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プリンタソフトウェアの削除方法
プリンタドライバを再インス トールする場合やバージョンアップする場合は、すでにインストー
ルしているプリンタソフトウェアを削除（アンインストール）する必要があります。

A 起動しているアプリケーションソフトを終了し、Macintosh を再起動しま
す。

B EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをMacintoshにセットします。
C ［プリンタドライバのインストール］フォルダをダブルクリックして開き、さ
らにお使いのプリンタのフォルダをダブルクリックして開きます。

ダブルクリックします

D お使いのプリンタのインストーラアイコンをダブルクリックします。
ダブルクリックします

E ［続行］ボタンをクリックします。

クリックします

F インストーラの画面左上にあるメニューから［削除］を選択します。
クリックして
選択します
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プリンタソフトウェアの削除方法

G ［削除］ボタンをクリックします。

Win

プリンタドライバの削除が始まります。

M ac
Dos

クリックします

H ［OK］ボタンをクリックします。
クリックします

I ［終了］ボタンをクリックします。
これでプリンタドライバの削除は終了です。

クリックします

136

操作パネルからの設定
LP-8700/LP-8700PS3の操 作パ ネル から 設定 する場 合の 説明 と、
メッセージの 内容やスイッチ操作によって実 行できる機能について
説明しています。

● LP-8700/LP-8700PS3 の操作パネル
による設定 ....................................... 138
● IP アドレスを操作パネルから設定するには
（LP-8700/LP-8700PS3）................... 169
● 印刷待機時の消費電力を効率よく節約する
には ................................................ 171
● プリンタの状態や設定値を印刷するには .... 172
● 16 進ダンプ印刷するには.................... 173
● リセットとリセットオール................... 174
● ステータスメッセージとエラーメッセージ .... 175
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LP-8700/LP-8700PS3の操作パネルによる設定
ここではLP-8700/LP-8700PS3の操作パ ネルでの設定変更 の方法と各設定モー ドの詳細について
説明します。

p

LP-8100には パネル設定の機能 はありません。
LP-8700/LP-8700PS3のパネ ル設定
にあ る一部の 機能に ついては、LP-8100のプ リンタド ライバ やユーテ ィリテ ィソ
フトから設定することができます。
s Windows：本書「
［プリンタ設定］
ダイアログ
（LP-8100）
」
57 ページ
s Macintosh：本書「EPSONリモートパネル!
（LP-8100）
」
126 ページ

設定方法について
通常の印刷に必要な設定はプリンタドライバで実行できますので、基本的に操作パ
ネルで設定する必要はありません（ただしDOSは除く）。また、操作パネルとプリ
ンタドライバの双方で設定できる項目は、基本的にプリンタドライバの設定が優先
されます。ただし一部の設定項目については、どちらの設定を優先するかをプリン
タドライバ上で選択することができます。
s Windows：本書「
［拡張設定］ダイアログ」59 ページ
s Macintosh：本書「
［拡張設定］ダイアログ」109 ページ
設定項目の内容をご覧いただき、必要な場合に操作パネルでの設定を行ってくださ
い。ただし以下の項目については通常の印刷であっても設定が必要です。
• 用 紙 トレ イ に
［ト レ イ紙 サ イズ］ス イッ チ の設 定 値に な い サイ ズ
（A3、A4、B4、
B5、Letter、
ハガキ、Legal以外のサイズ）
の用紙をセットした場合
→セットした用紙のサイズを設定してください。

p

不定形紙・長尺紙の場合は設定する必要はありません。

• 用紙タイプの選択機能を使用する場合
→各給紙装置に用紙タイプを設定してください。
27 ページ
s 本書「用紙タイプ選択機能」
下記のメニューはプリンタの状態を表示するのみで、設定値は変更できません。
設定メニュー
現在のプリンタの状態を表示する項目

キョウツウメニュー

設定項目
カセット1ヨウシサイズ
カセット2ヨウシサイズ*
カセット3ヨウシサイズ*

キョウツウメニュー2

トナーザンリョウ
ノベインサツマイスウ

＊の付いている設定項目は、オプション装着時のみ表示されます。

p

操作 パネル での設 定にお いて、一 部の項 目およ び設定 値は、それ に関係 するオ プ
ションが装着されているときのみ表示されます。
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設定モードの種類について

Win

操作パネルでの設定変更に は、次の3つのモードがあります。ワンタッチ設定モー
ド1/2は、使用頻度の高い項目の設定変更を簡単に行うためのモードです。階層設
定モードは、すべての項目の設定変更を行うためのモードです。
モード

Dos

設定項目

ワンタッチ設定モード1

①給紙選択②用紙サイズ③縮小④用紙方向

ワンタッチ設定モード2

①プリンタモード②コピー枚数③トレイ紙サイズ④両面印刷

階層設定モード

すべての設定項目
s 本書
「設定項目の説明」145 ページ

ワンタッチ設定モード1
設定項目
給紙選択

設定項目の説明と注意事項
• 印刷時にどの給紙装置から給紙するか選択します。
• ［ジドウ］に設定すると、アプリケー ションソフト側 で設定している用 紙サイズと同じ サ
イズの用紙がセットされている給紙装置から、
給紙します。

用紙サイズ

M ac

• アプリケーションソフトで作成した印刷データの用紙サイズを選択します。
［給紙選択］
で 設定した給紙装 置にセットされ ている用紙のサ イ
• ［ジドウ］に設定する と、
ズが設定されたことになります。
と［用紙サイズ］の両方を［ジドウ］
に 設定すると、アプリケー ションソフト 側
• ［給紙選 択］
の設定に従って給紙されます。
アプリケー ションソフト側で設定していない場合は、
用紙
カセット１にセットされている用紙が給紙されます。

縮小

• 印刷データを約80%にして印刷します。

用紙方向

用 紙に対して縦方 向、
横方向 のどちらで印刷す るかを設定する 項目です。
• ［用紙方向］は、
用紙を縦にセットするか、
横にセットするかを設定する項目ではありません。

ディスプレイに［インサツカノウ］と表示されている状態から、次の手順で操作し
ます。

A ［パネル設定］スイッチを１回押します。
ワン タ ッ チ設 定 モー ド 1
（給紙選択）ランプが 点灯
します

1回押します
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B 設定を変更したい項目が割り当てられているスイッチを押します。

Win

スイッチを押すごとに、下表の順番で設定値が切り替わります。

M ac
Dos

いずれかのスイッチを
押して設定を変更します

スイッチ（割り当てられている設定項目）
［設定メニュー］スイッチ
（給紙選択）

［設定項目］スイッチ
（用紙サイズ）

設定値
ジドウ→トレイ→カセット1→カセット2 *1→カセット3*1

ジドウ→A4→A3→A5→B4→B5→ハガキ→Wハガキ *2→
LT→HLT→LGL→GLT→GLG→B→EXE→F4→ヨウ0→
ヨウ4→チョウ3→カク2

［設定値 ］スイッチ
（縮小）

OFF→80%

［設定実行］スイッチ
（用紙方向）

タテ→ヨコ

*1 オプション装着時のみ表示。
*2 往復ハガキのこと。

p

［シフト］ス イッチを押 しながらそ れぞれのス イッチを 押すと、上表と 逆の順番に
設定値が切り替わります。

C 設定を変更したら、［印刷可］スイッチを押します。

ワンタッチ設定モードが終了し、印刷可ランプが点灯して印刷可状態になり
ます。
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Win

ワンタッチ設定モード2

M ac

設定項目

設定項目の説明と注意事項

プリンタモード

の［ワンタッチ］
で設定した インターフェイスのプリンタ
• ［プリンタ モードメニュー］
モードを選択します。
各モードの詳細は以下のページを参照してください。
152 ページ
s 本書「プリンタモードメニュー」
LP-8700 は［パラレル］
の［ジドウ］
、LP-8700PS3 は
• ［プリンタモード］の初期設定は、
［ネットワ ーク］
です。コントロールコードを自動判別するため、基本的には変更する
必要はありません。
• 変更する必要があるのは次のような場合です。
ESC/Pに変更する

： 国内版DOS アプリ ケーショ ンソフト を使用し ていて、画面
とは違 う文字が 印刷され る場合、または海 外版DOSア プリ
ケーションソフトを使用する場合

ESC/Pageに変更する

： 自作プログラムを使用する場合等

コピー枚数

（1〜999）
を設定します。
• 印刷する枚数

トレイ紙サイズ

• 用紙トレイにセットした用紙サイズを［トレイ紙サイズ］スイッチで選択できない場
合に設定します。
ス イッチを
［パネルで設定］に合わせ
• 操作パネルで設定する場合は［トレイ紙サイズ］
てください。
［パネルで設定］以外に合わせていると、
操 作パネルでの設定が有効にな
りません。
［パ ネルで設定］以外に合わせ ていると、操作パ
• ［ト レイ紙サイズ］スイッチの 設定を
ネルの表示と実際の設定が異なって表示される場合があります。

両面印刷

• オプションの両面印刷ユニットを使用するかしないかを設定します。

ディスプレイに［インサツカノウ］と表示されている状態から、次の手順で操作し
ます。

A ［パネル設定］スイッチを２回押します。
ワン タ ッチ 設 定モ ー ド2
（プリンタモード）ランプ
が点灯します

2回押します

141

Dos

LP-8700/LP-8700PS3 の操作パネルによる設定

B 設定を変更したい項目が割り当てられているスイッチを押します。

Win

スイッチを押すごとに、下表の順番で設定値が切り替わります。

M ac
Dos

いずれかのスイッチを
押して設定を変更します

スイッチ
（割り当てられている設定項目）

設定値
*1

*2

［設定メニュー］スイッチ
（プリンタモード） ジドウ→ESC/PS→ESC/P→ESC/Page→PS3 →EP-GL

［設定項目］スイッチ
（コピー枚数）

1〜999

［設定値］スイッチ
（トレイ紙サイズ）

A4→A3→A5→B4→B5→ハガキ→Wハガキ →LT→HLT→

*3

LGL→GLT→GLG→B→EXE→F4→ヨウ0→ヨウ4→
チョウ3→カク2
［設定実行］スイッチ
（両面印刷）

OFF→ON

*1 LP-8700PS3の場合のみ表示。
*2 LP-8700にオプションのEP-GLモジュールを装着している場合のみ表示。
*3 往復ハガキのこと。

p

［シフト］ス イッチを押 しながらそ れぞれのス イッチを 押すと、上表と 逆の順番に
設定値が切り替わります。

［印刷可］スイッチを押します。
C 設定の変更が終了したら、
ワンタッチ設定モードが終了し、印刷可ランプが点灯して印刷可状態になり
ます。

階層設定モード
ディスプレイに［インサツカノウ］と表示されている状態から、次の手順で操作し
ます。

A 「設定項目の説明」を参照して、変更したい設定項目がどの設定メニューにあ
るかを確認します。
s 本書「設定項目の説明」145 ページ
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B ［パネル設定］スイッチを３回押します。

このときディスプレイには［テストインサツメニュー］と表示されます。

Win
M ac

階層 設定 モ ード（設 定 メ
ニュー）ランプが点灯しま
す

Dos

3回押します

C Aで確認した設定メニューの名前が表示されるまで、［設定メニュー］スイッ
チを押します。

①確認して

②押します

D Aで確認した設定項目の名前が表示されるまで、［設定項目］スイッチを押し
ます。

①確認して

②押します
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E 変更したい設定値が表示されるまで、［設定値］スイッチを押します。

Win
M ac

①確認して

Dos

②押します

p

［シフト］ス イッチを 押しながら［設 定値］
スイッ チを押す と、設定値の 切り替わる
順番が逆になります。

F ［設定実行］スイッチを押します。
変更した設定値が有効になります。
押します

p

［設定実行］スイッチ を押さないと、設定値が有効に なりません。必ず押してくださ
い。

G ［印刷可］スイッチを押します。

押します

ディスプレイの表示が［インサツカノウ］になり、階層設定モードが終了し
ます。
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Win

設定項目の説明
本機は、用途に合わせてさまざまな設定ができます。ここでは、設定変更できる項
目と各項目の内容について説明します。

p

Dos

機種によって利用できないオプション用の設定は表示されません。

で表示さ れた項目は、プリンタ ドライバで設定可 能な項目です。この項
目の設定は、プリンタドライバの設定が優先されます。
設定メニュー
テストインサツメニュー

設定項目

参照ページ
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ステータスシート
ネットワークジョウホウ*1

148

*2

148

I/Fカードジョウホウ

*1

148

PS3ステータスシート

1

148

PS3フォントサンプル

*3

キョウツウメニュー

ROMモジュールA ジョウホウ

148

I/F タイムアウト

149

セツデン

149

トレイユウセン

149

トレイヨウシサイズ

149

カセット1ヨウシサイズ

150

カセット2ヨウシサイズ

*4

150

カセット3ヨウシサイズ

*4

150
150

トレイタイプ

150

カセット1タイプ

キョウツウメニュー2

プリンタモードメニュー

カセット2タイプ

*4

150

カセット3タイプ

*4

150

ヒョウジゲンゴ

150

セッテイショキカ

150

トナーザンリョウ

151

トナーコウカン エラーヒョウジ

151

ノベインサツマイスウ

151

パラレル

152

*5

USB

152
*1

152

ネットワーク
*2

インサツメニュー

I/Fカード

152

ワンタッチ

152

キュウシ

153

ヨウシサイズ

153

ヨウシホウコウ

153

コピーマイスウ

153

シュクショウ

153

カイゾウド

153

イメージホセイ

154

ハクシセツヤク

154

ジドウハイシ

154
6

リョウメンインサツ
*6

トジホウコウ

M ac

154
154
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設定メニュー

設定項目

デバイスメニュー

RIT

パラレルI/Fセッテイメニュー

*5

USB I/Fセッテイメニュー

*1

ネットワークI/Fセッテイメニュー

参照ページ

155

トナーセーブ

155

インサツノウドレベル

155

ウエオフセット

155

ヒダリオフセット

155

ウエオフセットB*6

155

ヒダリオフセットB*6

155

カミシュ

156

ヨウシサイズフリー

156

ジドウエラーカイジョ

156

ページエラーカイヒ

157

パラレルI/F

158

ACKハバ

158

ソウホウコウ

158

ジュシンバッファ

158

USB I/F

159

ジュシンバッファ

159

ネットワークI/F

160
*7

ネットワークセッテイ
*8

IPアドレスセッテイ

160
160

IP Byte 1

*8

161

IP Byte 2

*8

161

IP Byte 3

*8

161

IP Byte 4

*8

161

SM Byte 1

*8

161

SM Byte 2

*8

161

SM Byte 3

*8

161

SM Byte 4

*8

161

GW Byte 1

*8

161

GW Byte 2

*8

161

GW Byte 3

*8

161

GW Byte 4

*8

161

ジュシンバッファ

161
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Win
M ac
Dos

LP-8700/LP-8700PS3 の操作パネルによる設定
設定メニュー

設定項目
*2

I/Fカードセッテイメニュー

162

I/Fカード
I/Fカードセッテイ

*9

162

IPアドレスセッテイ*10

162

*10

162

IP Byte 2*10

162

IP Byte 3*10

162

IP Byte 4*10

162

SM Byte 1*10

163

SM Byte 2*10

163

SM Byte 3

*10

163

SM Byte 4

*10

163

IP Byte 1

GW Byte 1

*10

163

GW Byte 2

*10

163

GW Byte 3

*10

163

GW Byte 4

*10

163

*10

163

NetWare

*10

163

AppleTalk

*10

163

NetBEUI

*10

ESC/PSカンキョウメニュー

ESC/Pageカンキョウメニュー

I/Fカードショキカ

163

ジュシンバッファ

163

レンゾクシ

164

モジコード

164

キュウシイチ

164

カッコクモジ

164

ゼロ

164

ヨウシイチ

165

ミギマージン

165

カンジショタイ

165

フッキカイギョウ

166

カイページ

166

CR

166

LF

166

FF

166

エラーコード

166

フォントタイプ

166
*11

フォームオーバーレイ
*11

*1

PS3カンキョウメニュー

参照ページ

167

フォームバンゴウ

167

PS3エラーシート

168

*1 LP-8700PS3 で表示され、選択できます。ただし、［ネットワークジョウホウ］は［ネットワークI/F］
を［ツカウ］に設定した場合のみ表示されます。
*2 LP-8700にオプションのインターフェイスカード装着時のみ表示され、選択できます。
*3 LP-8700にオプションのROMモジュールが装着されていて、ROMモジュール内に情報があるとき表示
され、印刷できます。EP-GLモジュール装着時は表示されません。
*4 オプションのカセットユニット装着時のみ表示されます。
*5 LP-8700で表示され、選択できます。
*6 オプションの両面印刷ユニット装着時のみ表示され、選択できます。
*7 印刷可能な状態になると設定が変更できなくなります。
*8［ネットワークセッテイ］を［スル］に設定すると、設定が表示されて変更できるようになります。
*9 装着しているインターフェイスカードによっては表示され、印刷可能な状態になると設定が変更できな
くなります。

*10［I/Fカードセッテイ］を［スル］に設定すると、設定が表示されて変更できるようになります。
*11 LP-8700 にオプションのフォームオーバーレイ ROMモジュールが装着され、その ROMモジュールに
フォームデータが登録されているときに表示され、選択できます。
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テストインサツメニュー
スイッチ

Win

液晶ディスプレイの表示

設定項目

ステータスシート

設定値

−

説明
現在 のプ リン タ設定 の一 覧
（ス テー タスシ ート）を印 刷し ま

M ac

す。
設定値はありませんので［設定実行］
スイッチを 押して実行し
ます。
設定項目

ネットワークジョウホウ

LP-8700PS3のインター フェイスカ ードに関す る情報を印 刷
します。
［ネ ットワークI/F］を［ツカウ］に設定した 場合のみ 表
示されます。

設定値

−

設定値はありません ので
［設定実行］スイッチを押して実 行し
ます。

設定項目

I/Fカードジョウホウ

LP-8700に オプションのイ ンターフェイス カードを装着し た
ときだけ 表示され ます。
オ プションイ ンターフ ェイスカー ド
に関する情報を印刷します。

設定値

−

設定値はありません ので
［設定実行］スイッチを押して実 行し
ます。

設定項目

PS3ステータスシート

LP-8700PS3をPostScript3プ リン タとし て使 用す る場 合の、
現在の設定一覧
（ステータスシート）を印刷します。

設定値

−

設定値はありませんので［設定実行］スイッチを押して実行し
ます。

設定項目

PS3フォントサンプル

LP-8700PS3でPostScript3プリンタ として利用 できるフォ ン
トのリストを印刷します。

設定値

−

設定値はありませんので［設定実行］スイッチを押して実行し
ます。

設定項目

ROMモジュールA

LP-8700のROMモ ジュ ールソ ケッ トに装 着さ れてい るオ プ

ジョウホウ

ションのROMモジュールに、ROMモジュール情報が 存在する
ときだけ表示します。

設定値

−

設定値はありませんので［設定実行］スイッチを押して実行し
ます。
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LP-8700/LP-8700PS3 の操作パネルによる設定

キョウツウメニュー
スイッチ
設定項目

Win

液晶ディスプレイの表示
I/F タイムアウト

説明
インター フェイス を自動切り 替えで使 用している ときの、タ

M ac

イムアウト時間を設 定します。
タイムア ウト時間とは、
あ るイ
ンターフ ェイスか らのデータ の受信が 途切れたの ち、
別の イ
ンターフェイスに切 り替わるまでの時間のことです。ただし、
タイムアウト時間中も 別のインターフェイスはデータを 受信
し、
受信バ ッファにデータを蓄えていま す。
タイムアウト 時間
経過後に インター フェイスが 切り替わ ります。タイムアウ ト
時間経過 後は強制 的にインタ ーフェイス が切り替わ るため、
作成途中 でデータ の受信が途 切れてい たページは、その時 点
で排紙されます。
設定値

20〜600 ビョウ

10秒単位で設定できます。

（初期設定60ビョウ）
設定項目

セツデン

頻繁に印 刷するこ とがない場 合は、
本 機能によ り印刷待機 時
の消費電 力を節約 することが できます。最後の 印刷が終了 し
てから、
指 定した時間が経過すると節電 状態になります。節電
状 態 のと き は、印 刷す る デ ー タ を 受 け取 る と ま ず 数 秒 間
ウォーミングアップを行ってから、
印刷を開始します。

設定値

設定項目

5フン
（初期設定）

節電状態になるまでの時間を5分に設定します。

15フン

節電状態になるまでの時間を15分に設定します。

30プン

節電状態になるまでの時間を30分に設定します。

60プン

節電状態になるまでの時間を60分に設定します。

トレイユウセン

［給 紙 装置］の設 定 が
［自 動 選択］、
か つ用 紙 トレ イ と用 紙 カ
セットに 同サイズ の用紙がセ ットされ ている場合 に、
用紙 ト
レイからの給紙を優先するかどうかを設定できます。

設定値

設定項目

シナイ
（初期設定）

用紙カセットからの給紙を優先します。

スル

用紙トレイからの給紙を優先します。

トレイヨウシサイズ

• 用 紙トレイにセッ トした用紙サ イズを設定し ます。
この 設
定は、プリンタ本体の
［トレイ紙 サイズ］
スイッチを［パネル
で 設定］
に合 わせた場合に 有効となり ます
（［トレイ紙サ イ
ズ］スイッチに表示のない用紙サイズを設定できます）
。
• プ リンタ本 体の
［ト レイ紙サ イズ］
ス イッチを［A3］
［B4］
、
、
［B5］
［A4］
、
［LT］、
、
［官製 ハガキ］、
［LG14"］
に設 定し た場 合
は、
［トレイ紙サイズ］スイッチの設定が優先されます。

設定値

A4
（初期設定）
、A3、
A5、
B4、
B5、
ハガキ、Wハガキ
（往復ハガキ）
、LT
（Letter）、
HLT（Half Letter）
、LGL（Legal）
、GLT
（Government Letter）、
GLG
（Government Legal）、
B
（Ledger）
、EXE
（Executive）、F4、
ヨウ0、ヨウ4、
チョウ3、カク2
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スイッチ

液晶ディスプレイの表示

設定項目

カセット1ヨウシサイズ

設定値

−

説明

Win

カセット１（標準の用紙カセット）にセットされている用 紙の
サイズをディスプレイに表示します。

M ac

表示のみで変更はできません。
［印刷可］スイッチを押して終了します。

設定項目

カセット2ヨウシサイズ

設定値

−

Dos

カセット2
（2段めのオプション増設カセットユニット）にセッ
トされている用紙のサイズをディスプレイに表示します。
表示のみで変更はできません。
［印刷可］スイッチを押して終了します。

設定項目

カセット3ヨウシサイズ

カセ ット3（3段 め のオ プシ ョ ン増 設 カセ ッ トユ ニッ ト）に
セットさ れている 用紙の サイズを ディス プレイに 表示し ま
す。

設定値

−

表示のみで変更はできません。
［印刷可］スイッチを押して終了します。

設定項目

トレイタイプ

給 紙装置ご とに異な るタイプ の用紙を セットし て使用す る
場 合、
給紙 装置ご とに用紙 のタイ プを設定 します。プリン タ
ド ライバで 指定する ことによ り同サイ ズの異な るタイプ の
用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。

設定値

フツウシ
（初期設定）、
レターヘッド、サイセイシ、
イロツキ、OHPシート、
ラベル

設定項目

カセット1タイプ

給紙 装置ごとに 異なるタ イプの用紙 をセット して使用す る
場合、給紙装 置ごとに 用紙のタ イプを設 定します。プリン タ
ドラ イバで指定 すること により同サ イズの異 なるタイプ の
用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。

設定値

フツウシ
（初期設定）、
レターヘッド、サイセイシ、
イロツキ

設定項目

カセット2タイプ

オプション増設カセットユ ニット装着時のみ表示されます。

カセット3タイプ

給紙装 置ごとに異な るタイプの 用紙をセッ トして使用す る
場合、給紙装置 ごとに用紙 のタイプを 設定します。プリン タ
ドライ バで指定する ことにより 同サイズの 異なるタイプ の
用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。

設定値

フツウシ
（初期設定）、
レターヘッド、サイセイシ、
イロツキ

設定項目

ヒョウジゲンゴ

ディスプ レイの表示を、日本語に するか、
英 語にするかを 選
択します。

設定値

ニホンゴ
（初期設定）

日本語で表示します。

English

英語で表示します。

設定項目

セッテイショキカ

プリンタのパネル設定値
（インターフェイスの設定は除く*）

設定値

−

をすべて初期化します
（工場出荷時の設定に戻します）。
設定値はありま せんので［設定実行］
ス イッチを押して実 行
します。
*

インターフェイスの 設定を含めたすべてのパネル設定値を初期化する には、
［エラー解除］スイッチを
押したままプリンタの電源をオンにします。
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キョウツウメニュー2
スイッチ
設定項目

液晶ディスプレイの表示
トナーザンリョウ

Win
説明

M ac

ETカートリッジ内のトナーの残量を表示します。
〈表示〉
E＊＊＊＊ F： 100％≧ トナー残量＞ 75％
E＊＊＊ F： 75％≧ トナー残量＞ 50％
E＊＊
F： 50％≧ トナー残量＞ 25％
E＊
F： 25％≧ トナー残量＞ 0％
E
F：
トナー残量＝ 0％

設定値

−

表示のみで変更はできません。
［印刷可 ］スイッチを押して終了します。

設定項目
設定値

設定項目

トナーコウカン

ETカートリッジ のトナーがな くなったときに、エラーメ ッ

エラーヒョウジ

セージを表示するかしないかを設定します。

シナイ（初期設定）

トナー交換エラーを表示しません。

スル

トナー交換エラーを表示します。

ノベインサツマイスウ

プリンタを購入してから現 在にいたるまでに印刷した 累計
枚数をディスプレイに表示します。

設定値

−

表示のみで変更はできません。
［印刷可］スイッチを押して終了します。
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プリンタモードメニュー
スイッチ
設定項目

Win

液晶ディスプレイの表示

説明

パラレル

プリンタが動作するモード をインターフェイスごとに 設定

USB

します。
ただし、利用できるイン ターフェイスは機種に よっ

ネットワーク
I/Fカード

Dos

て異なります。
はLP-8700の場合に表示されます。
• ［USB］
はLP-8700PS3の場合に表示されます。
• ［ネットワーク］
• ［I/Fカード］はLP-8700にオプションのインターフェイス
カードを装着した場合に表示されます。

設定値

ジドウ（初期設定）

受信したデ ータに合 わせて、自動的に プリンタ モードを 設
定します。
通常はこの設定で使用してください。

ESC/PS

ESC/Pスーパーモードになります。
DO S アプ リ ケー シ ョ ンソ フ トを 使 用す る 場 合は、コン
ピュータから送られてき たコマンド
（コン トロールコード）
がESC/Pで ある か、
PC-PR201H であ るか を 自動 判別 し ま
す。
ほ とん ど のDOSア プリ ケ ー ショ ン ソフ ト では、ESC/
Pageモードへ の移行がサポー トされていま すので、
この 設
定で使用できます。

ESC/P

ESC/P
（VP-1000）エミュレーションモードになります。
海外版DOSア プリケーシ ョンソフト を使用する 場合や、国
内版DOSアプ リケーショ ンソフトで、画面と は違う文字 が
印刷される場合などに設定します。

ESC/Page

ESC/Pageモードになります。
通常は設定する必要がありません。

PS3

PostScript3モードになります。
LP-8700PS3をPostScript3プ リンタと して使用 する場合 の
み設定できます。

EP-GL

EP-GLモードになります。
LP-8700にオ プションのEP-GL モジュールを 装着してい る
場合のみ設定できます。

設定項目

ワンタッチ

設定値

ネットワーク

ワ ンタッチ設 定モード2の［プリンタ モード］に割り当て る
インターフェイスを選択します。

（LP-8700PS3の初期設定）
パラレル

LP-8700PS3の 場合 のみ表 示さ れ、
ネッ トワ ークイ ンタ ー
フェイスに設定します。
パラレルインターフェイスに設定します。

（LP-8700の初期設定）
USB

LP-8700の場 合のみ 表示さ れ、
USBインタ ーフェ イスに 設
定します。

I/Fカード

M ac

LP-8700にオプショ ンのインターフェ イスカードを装着 し
た 場合のみ表 示され、オプション のインター フェイスに 設
定します。
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インサツメニュー
スイッチ

Win

液晶ディスプレイの表示

説明

M ac

設定項目

キュウシ

給紙方法を選択します。

設定値

ジドウ（初期設定）

印刷時に 指定したサイズの用紙がセットしてある給 紙装置
を自動的に探し、その給紙装置から給紙します。

トレイ

用紙トレイから給紙します。

カセット1

標準の用紙カセット1から給紙します。

カセット2

オプショ ン増設カセットユニットを装着している場 合に表
示され、2段目の用紙カセット2から給紙します。

カセット3

オプショ ン増設カセットユニットを装着している場 合に表
示され、3段目の用紙カセット3から給紙します。

設定項目

ヨウシサイズ

ア プリケーシ ョンソフト で作成した 書類
（こ れから印刷 す
る書類）の用紙のサイズを設定します。

設定値

ジドウ（初期設定）
、A4、
A3、
A5、
B4、
B5、
ハガキ、
Wハガキ
（往復ハガキ）、
LT（Letter）、
HLT（Half Letter）、
LGL（Legal）
、GLT
（Government Letter）、
GLG（Government Legal）、
B
（Ledger）、
EXE（Executive）
、F4、ヨウ0、
ヨウ4、
チョウ3、カク2

設定項目

ヨウシホウコウ

用紙方向を選択します。

設定値

タテ（初期設定）

用紙 の長辺を縦方 向として印刷 し、
印刷結 果が縦長にな り
ます。
（ポートレート）

ヨコ

用紙 の長辺を横方 向として印刷 し、
印刷結 果が横長にな り
ます。
（ランドスケープ）

設定項目

コピーマイスウ

コピ ー印 刷す る枚 数を 設定 します。印刷 する デー タが 何
ペー ジもあ る場合、ここで 設定し た枚数 を印刷し た後、次
ページのデータを印刷します。

設定値

1〜999
（初期設定：1）

設定した枚数分コピーして印刷します。

設定項目

シュクショウ

印刷データを約80%に縮小して印刷します。

設定値

OFF（初期設定）

100%原寸のまま印刷します。

80%

80%縮小して印刷します。

カイゾウド

印刷の解像度の選択をします。

設定項目
設定値

p

ハヤイ
（初期設定）

300dpiで印刷します。

キレイ

600dpiで印刷します。

ヨリキレイ

1200dpiで印刷します。

［カイゾウド］を［キ レイ］
（600dpi）
や
［ヨリキレイ］
（1200dpi）にした場合、
印 刷する
データの容量が 大きいと、メモリ不足で印刷 ができないことがありま す。このとき
は、
［ハ ヤ イ］
（300dpi ）で印 刷 し て く ださ い。
［キ レ イ］
（600dpi）や
［ヨ リ キレ イ］
（1200dpi）で印刷するためには、プリンタのメモリを増設する必要があります。
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スイッチ

液晶ディスプレイの表示

説明

Win

設定項目

イメージホセイ

イメージデータの補正方式を選択します。

設定値

1
（初期設定）

標準の 補正 方式で す。
通 常はこ の設 定で使 用して くだ さ
い。

2

• ESC/P または ESC/PS モードのとき：
罫線が正しく印刷されないときに設定します。
• ESC/Page モードのとき：
本 機に対応 してい ないド ライバ を使用 してい て、
グラ
フィックに問題があるときに設定します。

設定項目

ハクシセツヤク

印刷する データ がない まま排紙 コマン ド
（FF=0CH等）が
送られた場合 に、
白紙 ページを印 刷しないよ うにし、
用紙
を節約します。

設定値

設定項目

スル
（初期設定）

白紙ページを印刷しません。

シナイ

そのまま白紙ページを印刷
（排紙）します。

ジドウハイシ

印刷 データによって は最後に排紙コ マンドを送らない 場
合 があ りま す。
そ のよ うな 場合 に、プリ ンタ 内に 残っ た
データを自動的に印刷して排紙できます。

設定値

スル
（初期設定）

［キョウツウメニュー］
の［I/F タイムアウト］で設定した時
間 経過後、プリン タ内に 残って いるデー タを自 動的に 印
刷して、排紙します。

シナイ
設定項目

リョウメンインサツ

プリンタ内にデータが残っていても、自動排紙しません。
オプ ションの両面印 刷ユニットを装 着している場合に 表
示 されま す。
両面 印刷ユ ニット を使用す るかし ないか を
設定します。

設定値

p
設定項目

OFF
（初期設定）

両面印刷ユニットを使用しません。

ON

両面印刷ユニットを使用します。

地球資源の有 効活用のため、両面印刷ユニ ットを装着した場合は［ON］
で ご使用さ
れることを推奨します。
トジホウコウ

オプ ションの両面印 刷ユニットを装 着している場合に 表
示さ れます。
両 面印刷の際に、用紙を綴 じる位置を選択 し
ま す。
とじし ろは、
［デバイスメ ニュー］
の 各オフセット で
設定します。

設定値

ロングエッジ
（初期設定）

用紙の長辺側を綴じる位置にします。

ショートエッジ

用紙の短辺側を綴じる位置にします。
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デバイスメニュー
スイッチ

Win

液晶ディスプレイの表示

説明

設定項目

RIT

斜線や曲 線などのギザギザをな めらかにする輪郭補 正機

設定値

ON（初期設定）

輪郭を補正します。

OFF

輪郭を補正しません。

M ac

能（Resolution Improvement Technology）を設定します。

設定項目

トナーセーブ

Dos

トナーの消費量 を削減します。
ト ナーセーブを行うと、文
字の輪 郭内の黒 ベタ領域 をハーフト ーンにし、輪郭部 分
（右、
下）にエッジを付加します。

設定値

シナイ
（初期設定）

トナーセーブ機能を使用しません。

スル

トナー使用量を約50％削減します。

設定項目

インサツノウドレベル

印刷濃度を調整します。

設定値

1〜5

印刷 濃度 は、
（薄 い）
1
か ら5
（濃 い）
ま での5段 階で 調整 し

（初期設定：3）
設定項目

ウエオフセット

ます。
用紙の上 端に対して、印刷開始 位置の上下 オフセット 値
を設定します。

設定値

-30.0〜30.0mm
（初期設定：0mm）

設定項目

ヒダリオフセット

設定値

-30.0〜30.0mm

オフ セット 値を-30.0mm
（上方 向）
か ら30.0mm
（下 方向）
まで0.5mm単位で設定します。
用紙の左 端に対して、印刷開始 位置の左右 オフセット 値
を設定します。

（初期設定：0mm）
設定項目

ウエオフセットB

オフ セット 値を-30.0mm
（左方 向）
か ら30.0mm
（右 方向）
まで0.5mm単位で設定します。
オプションの両面印刷ユニットを装着している 場合に表
示されます。
用 紙裏面の上端に対して、
印刷開始 位置の上
下オフセット値を設定します。

設定値

-30.0〜30.0mm
（初期設定：0mm）

設定項目

ヒダリオフセットB

オフ セット 値を-30.0mm
（上方 向）
か ら30.0mm
（下 方向）
まで0.5mm単位で設定します。
オプションの両面印刷ユニットを装着している 場合に表
示されます。
用 紙裏面の左端に対して、
印刷開始 位置の左
右オフセット値を設定します。

設定値

-30.0〜30.0mm
（初期設定：0mm）

オフ セット 値を-30.0mm
（左方 向）
か ら30.0mm
（右 方向）
まで0.5mm単位で設定します。
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p

• オ フセット値 によっては、印 刷結果がソ フトウェア 側のマージ ン設定に対 して
ずれることがあります。
• オフセット値を 0mm 以外に設定した場合、印刷領域からはみ出した一部印刷
データが印刷されないことがあります。
• 上下左右のオフセット量は、以下のように設定します。
例2）

例1）

ヒダリオフセット-10.0mm

ウエオフセット10.0mm

データ

データ

ウエオフセット-10.0mm

ヒダリオフセット10.0mm

スイッチ
設定項目
設定値

液晶ディスプレイの表示
カミシュ

説明
紙の種類を選択します。

フツウ
（初期設定）

普通紙、
再生紙などを使用するときに選択します。

アツガミ

ハガキ、
封筒、ラベル紙などの特殊紙や厚紙を使 用する場
合に選択します。なお、
用紙サイズをハガキ、往復ハガキ、
または 封筒サイズ にした場 合は、
自動 的に
［ア ツガミ］に
切り替ります
（表示は変わりません）。

OHPシート
設定項目

ヨウシサイズフリー

OHPシートを使用するときに選択します。
［ヨウシコウカン xxxxx yyyy］と
［ヨウシサイズエラー］の
エラーを表示するかしないかを設定します。

設定値

OFF
（初期設定）

上記2つのエラー状態を検出した場合、
デ ィスプレイにエ
ラーメッセージを表示します。

ON
設定項目

ジドウエラーカイジョ

上記2つのエラーメッセージを表示しません。
［ペ ージ エラ ー オー バー ラン］、
［ヨウ シコ ウカ ン xxxxx
yyyy］
［メモリオ ーバー
、

メモリガタリマセン］
の エラー

が発生した場合、自動的にエラー状態を解除するか、その
まま動作を一時停止するかを設定します。
設定値

シナイ
（初期設定）

上記のエ ラーが発 生した場合、
［エ ラー解除］スイッチ を
押してエラー状態を解除しない限りプリンタの 動作は停
止して処理を再開しません。

スル

上記のエラーが発生したときに、メッセージを約5秒間表
示後、
エラーを自動的に解除して動作を継続します。
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スイッチ
設定項目

液晶ディスプレイの表示
ページエラーカイヒ

説明

Win

複雑なデータ（文字数、
図 形などが非常に 多いデータ）を
印刷する場合、印刷動作に対し画 像データの作成処理 が
追い付か ないため にページ エラーが 発生す る可能性 が
あります。この とき、
送 られて きた画像 データ に相当 す
るメモリやバッファ を確保し、
あ らかじめ描画してか ら
印刷動作を開始する ようにして、ページエラーを回避 す
ることが できま す。
ただ し、
場 合によっ ては印 刷時間 が
長く な り ます の で、
通常は
［O F F ］
に 設 定 し、
ペ ー ジエ
ラーが発生するときだけ
［ON］に設定します。

設定値

p

OFF
（初期設定）

ページエラー回避機能を使用しません。

ON

ページエラー回避機能を使用します。

［ページ エラーカ イヒ］を
［ON］
にする と、
［メモリオー バー メモリ ガタリマ セン］
エラーも回避できる場合があります。
なお、
［ON］
にしても
［メモリオーバー メモリ
ガタ リマセ ン］エラ ーが発 生した 場合 は、メモリ を増設 して くださ い（
［ジュシ ン
バッファの］設定 を［サイショウ］にすると、
メモリ を増設しなくてもエラ ーを回避
できる場合があります）
。
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パラレルI/Fセッテイメニュー

Win

パラレル インター フェイス に対する設 定項目で す。変更した 設定を有 効にするに
は、設定後に必ずリセットオールまたは電源の再投入をしてください。
スイッチ
設定項目

液晶ディスプレイの表示
パラレルI/F

説明
パラレル インターフ ェイスを使 用するかし ないか
（イ ン
ターフェ イス自動選 択の対象に 含めるかど うか）
を選 択
します。

設定値

設定項目

ツカウ
（初期設定）

パラレルインターフェイスを使用します。

ツカワナイ

パラレルインターフェイスを使用しません。

ACKハバ

パラレルインターフェイスのACK信号の パルス幅を選択
します。

設定値

設定項目

ミジカイ
（初期設定）

約1µSに設定します。

ヒョウジュン

約10µSに設定します。

ソウホウコウ

パラレル インタ ーフェイ スの双方 向通信（IEEE 1284準
拠）
のモード設定を行います。

設定値

p

M ac

ECP（初期設定）

双方向通信について、
ECPモードに対応します。

ニブル

双方向通信について、
ニブルモードに対応します。

OFF

双方向通信を行いません。

•［ニブル］と［ECP］
は、
どちらも双方向通信のモードです。
•［ECP］で使 用す るに は、コン ピュ ータ のパ ラレ ルイ ンタ ーフ ェイ スや アプ リ
ケーションソフトがECPモードに対応している必要があります。
• コ ンピュータやアプリケーション ソフトで特に指定がない場合 は［ニブル］に設
定してください。

設定項目

ジュシンバッファ

受信バッファを設定します。

設定値

ヒョウジュン
（初期設定）

搭載メ モリを印 刷描画 用デー タ受信 用にバラ ンス良 く
配分します。

サイダイ

搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。

サイショウ

搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。
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USB I/Fセッテイメニュー
（LP-8700）

Win

LP-8700のUSBインターフェイスに対する設定項目です。
変更した設定を有効にす
るには、設定後に必ずリセットオールまたは電源の再投入をしてください。
スイッチ
設定項目

液晶ディスプレイの表示
USB I/F

説明
USBイ ンターフェ イスを使用す るかしない か
（インタ ー
フェイス 自動選択の 対象に含め るかどうか）を選択し ま
す。

設定値

ツカウ
（初期設定）

USBインターフェイスを使用します。

ツカワナイ

USBインターフェイスを使用しません。

設定項目

ジュシンバッファ

受信バッファを設定します。

設定値

サイショウ
（初期設定）

搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。

ヒョウジュン

搭載メ モリを印 刷描画 用とデ ータ受 信用にバ ランス 良
く配分します。

サイダイ

M ac

搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。
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ネットワークI/Fセッテイメニュー
（LP-8700PS3）

Win

LP-8700PS3のEthernetインターフェイスに対する設定項目です。変更した設定を
有効にするには、設定後約5秒（設定した内容 をプリンタに保存する間）待ってか
らリセットオールまたは電源の再投入をしてください。
スイッチ
設定項目

液晶ディスプレイの表示
ネットワークI/F

Dos

説明
Ethernetイ ンターフ ェイスを 使用す るかしな いか
（イ ン
ターフェイス 自動選択の対 象に含めるかど うか）
を選 択
します。

設定値

設定項目

ツカウ
（初期設定）

Ethernetインターフェイスを使用します。

ツカワナイ

Ethernetインターフェイスを使用しません。

ネットワークセッテイ

Ethernetイ ンターフ ェイスの 設定を、操作パ ネルで行 う
か、
行わないかを選択します。

設定値

シナイ
（初期設定）

ネットワーク の設定項目は 設定できなくな ります。
プリ
ンタが印刷 可能な状態に なると、自動的に［シナイ］
に設
定されて不用意に設定を変更できなくなります。

スル

操作パ ネルでネ ットワ ークの 設定を 行うとき に選択 し
ます。

設定項目

IPアドレスセッテイ

TCP/IPのIPア ドレスの 設定方法 を選択し ます。
［I/Fカ ー
ドセッテイ］
を［スル］
に設定した場合に設定できます。

設定値

パネル
（初期設定）

IPア ドレス/サブネッ トマスク/ゲート ウェイアドレス の
値として、
操作パネルで設定した値を使用します。

ジドウ

ネットワーク上にあるDHCPサーバか らIPアドレス を自
動取得しま す。
取得し たIPア ドレスはプ リンタに記憶 さ
れな いた め、
プ リン タの リセ ット また は電 源の オフ の
後、
起動のたびにネットワークから取得します。

PING

ネットワークからARPコマンド/PINGコマンドで設 定し
たIPアドレスの値を使用します。

p

M ac

• 操作パネルからのIPアドレスの設定方法は、以下のページを参照してください。
s 本書「IP アドレスを操作パネルから設定するには（LP-8700/LP-8700PS3）」
169 ページ
• ARP コマンド /PING コマンドからの IP アドレスの設定方法については「ネット
ワーク設定ガイド」
（CD-ROM）
をご覧ください。
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スイッチ
設定項目

液晶ディスプレイの表示

説明

Win

IP Byte 1

TCP/IPのIPアドレスを0から255の範囲で設定します。

IP Byte 2

［I/F カード セッテ イ］
を［スル］
に 設定し た場合 に設定 で

IP Byte 3

きます。

Dos

IP Byte 4
設定値

0〜255

IP Byte 1からIP Byte 4を任意の値に設定 します。
設定 値

（初期設定：192.168.192.168） はネットワーク管理者にお尋ねください。
設定項目

SM Byte 1
SM Byte 2
SM Byte 3

TCP/IPのSubnet Maskを0か ら255の範 囲で設定します。
［I/F カード セッテ イ］
を［スル］
に 設定し た場合 に設定 で
きます。

SM Byte 4
設定値

0〜255
（初期設定：255.255.255.0）

設定項目

SM Byte 1か らSM Byte 4を任意の 値に設定します。設定
値はネットワーク管理者にお尋ねください。

GW Byte 1

TCP/IPのGatewayアドレスを、0から255の範囲で 設定し

GW Byte 2

ます。
［I/Fカード セッテイ］
を［スル］に設定した場合に 設

GW Byte 3

定できます。

GW Byte 4
設定値

0〜255

M ac

GW Byte 1か らGW Byte 4を 任意の 値に 設定し ます。設

（初期設定：255.255.255.255） 定値はネットワーク管理者にお尋ねください。
設定項目

ジュシンバッファ

受信バッファを設定します。

設定値

ヒョウジュン（初期設定）

搭載メモ リを印刷 描画用と データ受 信用に バランス 良
く配分します。

サイダイ

搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。

サイショウ

搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。
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I/Fカードセッテイメニュー
（LP-8700）

Win

LP-8700に装着したオプションのインターフェイスカードに 対する設定項目です。
装着したインターフェイスによって設定できる項目は異なります（設定する必要の
ない項目は表示されません）
。変更した設定を有効にするには、設定後約5秒（設定
した内容をプリンタに保存する間）待ってからリセットオールまたは電源の再投入
をしてください。
スイッチ
設定項目

液晶ディスプレイの表示
I/Fカード

説明
オプシ ョンのイ ンター フェイ スカー ドを使用 するか し
ないか
（イ ンターフェイ ス自動選択の 対象に含めるか ど
うか）
を選択します。

設定値

設定項目

ツカウ
（初期設定）

オプションのインターフェイスカードを使用します。

ツカワナイ

オプションのインターフェイスカードを使用しません。

I/Fカードセッテイ

装着している インターフェ イスカードの設 定を、
操作 パ
ネルで行うか、
行わないかを選択します。

設定値

シナイ
（初期設定）

ネットワーク の設定項目は 設定できなくな ります。
プリ
ンタが印刷 可能な状態に なると、自動的に［シナイ］
に設
定されて不用意に設定を変更できなくなります。

スル

操作パ ネルでネ ットワ ークの 設定を 行うとき に選択 し
ます。

設定項目

IPアドレスセッテイ

TCP/IPのIPア ドレスの 設定方法 を選択し ます。
［I/Fカ ー
ドセッテイ］
を［スル］
に設定した場合に設定できます。

設定値

パネル
（初期設定）

IPア ドレス/サブネッ トマスク/ゲート ウェイアドレス の
値として、
操作パネルで設定した値を使用します。

ジドウ

ネットワーク上にあるDHCPサーバか らIPアドレス を自
動取得しま す。
取得し たIPア ドレスはプ リンタに記憶 さ
れな いた め、
プ リン タの リセ ット また は電 源の オフ の
後、
起動のたびにネットワークから取得します。

PING

ネットワークからARPコマンド/PINGコマンドで設 定し
たIPアドレスの値を使用します。

p
設定項目

• 操作パネルからの IP アドレスの設定方法は、以下のページを参考にしてくださ
い。
s 本書「IP アドレスを操作パネルから設定するには（LP-8700/LP-8700PS3）」
169 ページ
• ARP コマンド /PING コマンドからの IP アドレスの設定方法については、オプ
ションのネットワークI/Fカードの取扱説明書をご覧ください。
IP Byte 1

TCP/IPのIPアドレスを0から255の範囲で設定します。

IP Byte 2

［I/F カード セッテ イ］
を［スル］
に 設定し た場合 に設定 で

IP Byte 3

きます。

IP Byte 4
設定値

0〜255

IP Byte 1からIP Byte 4を任意の値に設定 します。
設定 値

（初期設定：192.168.192.168） はネットワーク管理者にお尋ねください。
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スイッチ
設定項目

液晶ディスプレイの表示
SM Byte 1
SM Byte 2
SM Byte 3

説明

Win

TCP/IPのSubnet Maskを0か ら255の範 囲で設定します。
［I/F カード セッテ イ］
を［スル］
に 設定し た場合 に設定 で
きます。

Dos

SM Byte 4
設定値

0〜255
（初期設定：255.255.255.0）

設定項目

GW Byte 1
GW Byte 2
GW Byte 3

SM Byte 1か らSM Byte 4を任意の 値に設定します。設定
値はネットワーク管理者にお尋ねください。
TCP/IPのGatewayアドレスを、0から255の範囲で 設定し
ます。
［I/Fカード セッテイ］
を［スル］に設定した場合に 設
定できます。

GW Byte 4
設定値

0〜255

GW Byte 1か らGW Byte 4を 任意の 値に 設定し ます。設

（初期設定：255.255.255.255） 定値はネットワーク管理者にお尋ねください。
設定項目

NetWare

インターフェイスカードを装着したプリンタがNetWare
環境 で 使用 で きる かど う かを 選 択し ま す。
［I/Fカ ー ド
セッテイ］
を［スル］
に設定した場合に設定できます。

設定値

設定項目

ON（初期設定）

NetWare環境で使用できます。

OFF

NetWare環境で使用できません。

AppleTalk

インタ ーフ ェイス カー ドを装 着し たプリ ンタ が
AppleTalkネット ワークで使 用できるかど うかを選択 し
ます。
［I/Fカード セッテイ］
を［スル］に設定した場合に 設
定できます。

設定値

設定項目

ON（初期設定）

AppleTalkネットワークで使用できます。

OFF

AppleTalkネットワークで使用できません。

NetBEUI

インタ ーフェ イスカ ードを 装着し たプ リンタ が
NetBEUIを使 用でき るかど うかを 選択しま す。
［I/Fカ ー
ドセッテイ］
を［スル］
に設定した場合に設定できます。

設定値

設定項目

ON（初期設定）

NetBEUIを使用できます。

OFF

NetBEUIを使用できません。

I/Fカード ショキカ

イン ター フェ イ スカ ード の 設定 を初 期 化し ます。
［I/F
カードセッテイ］を
［スル］に設定し た場合に実行でき ま
す。

設定値

−

M ac

設定値は ありま せんの で
［設定 実行］
ス イッチ を押し て
実行します。

設定項目

ジュシンバッファ

受信バッファを設定します。

設定値

ヒョウジュン（初期設定）

搭載メモ リを印刷 描画用と データ受 信用に バランス 良
く配分します。

サイダイ

搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。

サイショウ

搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。
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ESC/PSカンキョウメニュー

Win

ESC/PSまたはESC/Pモードに対する設定項目です。
スイッチ
設定項目

液晶ディスプレイの表示
レンゾクシ

M ac

説明
• ESC/PSモードまたはESC/Pモードで有効です。
単票用紙（カット紙）
に 縮小
• 連続紙用の印刷デ ータを、
して印刷するかどうかを選択します。

設定値

OFF（初期設定）

縮小しません。

F15→B4ヨコ

381×279.4mm
（15×11 インチ）の連 続紙 へのデ ータ を
B4横長の用紙に縮小して印刷します。

F15→A4ヨコ

381×279.4mm
（15×11 インチ）の連 続紙 へのデ ータ を
A4横長の用紙に縮小して印刷します。

F10→A4タテ

254×279.4mm
（10×11 インチ）の連 続紙 へのデ ータ を
A4縦長の用紙に縮小して印刷します。

設定項目

モジコード

• ESC/P 用ソフトウェアを使用しているときに有効で
す。
• 英数カナ文字コードを切り替えます。 コード表につ
いては、別売のリファレンスマニュアルを参照 してく
ださい。

設定値

設定項目

カタカナ（初期設定）

カタカナコード表を選択します。

グラフィック

拡張グラフィックスコード表を選択します。

キュウシイチ

• ESC/P 用ソフトウェアを使用しているときに有効で
す。
• 用紙の印刷開始位置を選択します。

設定値

設定項目

8.5mm（初期設定）

8.5mmにします。

22mm

22mmにします。

カッコクモジ

• ESC/PS モードで PC-PR201H 用ソフトウェアを使用
しているときに有効です。
• 英数カ ナ文字コー ド表の一 部の記号を どの国に対 応
するかを選択します。

設定値

ニホン（初期設定）
、アメリカ、
イギリス、ドイツ、
スウェーデン

設定項目

ゼロ

• ESC/PSモードまたはESC/Pモードで有効です。
• 英数カナ文字コードの
「0」
の書体を選択します。

設定値

0（初期設定）

「 0 」を選択します。

0

「 0 」を選択します。
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スイッチ
設定項目

液晶ディスプレイの表示
ヨウシイチ

説明
• ESC/PSモードで PC-PR201H 用ソフトウェアを使用
しているときに有効です。
（136 桁）
の幅の中で、用紙をどの位
• 横方向の印字範囲
置に 合わせ るかを 選択し ます。中央を 選択 した場 合
は、
さ らにオフセ ット量を選 択できます。アプリケ ー
ション ソフトの プリンタ 設定でPC-PR201H、
シー ト
フィーダを使用にしたときは、
「チュウオウ」を選択し
てください。
なお、
アプリケーションソフトの 左右マージン設定に
よっ ては、
左 右の 一部が 印刷さ れない 場合 があり ま
す。
こ のときは、アプリケー ションソフ トで左右マ ー
ジンを大きく設定してください。

設定値

設定項目

ヒダリ（初期設定）

左合わせに設定します。

チュウオウ

中央合わせに設定します。

チュウオウ-5

中央合わせで、オフセット量を-5mmにします。

チュウオウ+5

中央合わせで、オフセット量を+5mmにします。

ミギマージン

• ESC/PSモードまたはESC/Pモードで有効です。
• 右マージンを選択します。

設定値

ヨウシハバ（初期設定）

使用する用紙の印刷可能領域いっぱいにします。

136ケタ

用 紙 サイ ズ に関 係な く136 桁
（13.6イ ン チ）
に しま す。
136桁に満た ない用紙に印 刷するときは、用紙の印刷 可
能領域を超える部分を切り捨てます。

設定項目

カンジショタイ

• ESC/PSモードまたはESC/Pモードで有効です。
• 漢字に使用する書体を選択します。

設定値

ミンチョウ（初期設定）

明朝体を選択します。

ゴシック

角ゴシック体を選択します。

165

Win
M ac
Dos
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ESC/Pageカンキョウメニュー

Win

ESC/Pageモードに対する設定項目です。
スイッチ
設定項目

液晶ディスプレイの表示
フッキカイギョウ

M ac

説明
印刷データが右マ ージン位置を超えたときに、
自 動的に
復帰 改行して次 の行の先頭か ら印刷を続 けるかを選 択
します。

設定値

設定項目

スル（初期設定）

自動復帰改行動作をします。

シナイ

自動復帰改行動作をしません。

カイページ

印刷 データが改 行のため下マ ージン位置 を超えたと き
に、自動的に改ページして次のページに印刷を続 けるか
を選択します。

設定値

スル（初期設定）

自動改ページ動作をします。

シナイ

自動復帰改行動作をしません。

設定項目

CR

CRの動作を選択します。

設定値

CRノミ（初期設定）

CR（復帰）
動作のみを行います。

CR+LF

CR（復帰）
と同時にLF（改行）
動作も行います。

設定項目

LF

LF（改行）
の動作を選択します。

設定値

CR+LF（初期設定）

LF（改行）
と同時にCR（復帰）
動作も行います。

LFノミ

LF（改行）
動作のみを行います。

設定項目

FF

FF
（改ページ）の動作を選択します。

設定値

CR+FF
（初期設定）

FF
（改ページ）と同時にCR（復帰）動作も行います

FFノミ

FF
（改ページ）動作のみを行います。

設定項目

エラーコード

文字 コード表に ない文字を受 けたときの 処理を選択 し
ます。

設定値

設定項目

OFF（初期設定）

無視します。

ON

スペースに置き換えます。

フォントタイプ

「幅」
対「高さ」
が1対2 の文字サイ ズが指定さ れたとき、2
バイ ト系文字の 全角フォント と半角フォ ントの優先 度
を選択します。

設定値

（
1 初期設定）

15ポ イント未 満は半 角フォ ントを 優先し、15ポイン ト

2

全角フォントを優先して印刷します。

3

半角フォントを優先して印刷します。

以上は全角文字を優先して印刷します。
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スイッチ
設定項目

液晶ディスプレイの表示
フォームオーバーレイ

説明

Win

フォ ームオ ーバー レイ*印刷 を実行 する/しな いを選 択
し ます。
フ ォー ムデー タが書 き込 まれた オプシ ョン の
フォ ームオーバ ーレイROMモジュー ルがLP-8700に 装
着されている場合に表示されます。

設定値

OFF（初期設定）
ON

Dos

フォームオーバーレイ印刷を実行しません。
フォームオーバー レイ印刷を実行します。
ここで 設定す
ると、ESC/Pモードでも実行できます。

設定項目

フォームバンゴウ

実行するフォームオーバーレイの番号*を選択します。
フォ ームデータ が書き込まれ たオプショ ンのフォー ム
オー バーレイROMモジュー ルがLP-8700に装着され て
いる場合に表示されます。

設定値

1〜512
（初期設定：1）

*

M ac

オプショ ンのフォームオーバー レイROMモジュー ルに
登録したフォームオーバーレイ番号を選択します。

フォームデータの作成 /使用方法や、フォームオーバーレイ ROMモジュールへの登録方法については、
オプションの「フォームオーバーレイユーティリティ（EPSON Form!4）」に添付の取扱説明書を参照
してください。
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PSカンキョウメニュー
（LP-8700PS3）

Win

LP-8700PS3をPostScriptプリンタとして使用する場合の設定項目です。
スイッチ
設定項目

液晶ディスプレイの表示
PS3エラーシート

M ac

説明
PostScriptエ ラー発生時 に、
エラ ー状態を記 載したシ ー
トを印刷するかしないかを選択します。

設定値

OFF（初期設定）

PostScriptエ ラー 発生時 にエ ラーシ ート を印刷 しま せ
ん。

ON

PostScriptエラー発生時にエラーシートを印刷します。

EP-GLカンキョウメニュー
（LP-8700）
LP-8700にオプションのEP-GLモジュール（型番：LPEPGL4）を装着してプロッ
タ代わりに使用する場合の設定項目については、オプションの取扱説明書を参照し
てください。
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IPアドレスを操作パネルから設定するには（LP-8700/LP-8700PS3）
LP-8700PS3や、LP-8700オプションのネットワークI/Fカードを装着した場合、プリンタの操作パ
ネルからIPアドレスなどのTCP/IPの設定が可能です。
ここでは、LP-8700PS3に標準搭載されているネットワークカードへのIPアドレス
を操作パネルから設定する方法を例にして説明します。

p

• 操 作パ ネル以 外の設 定方法 につい ては「ネ ットワ ーク設 定ガイ ド」
（CD-ROM）
（LP-8700PS3）またはネットワークI/Fカードの取扱説明書をご覧ください。
• IPアドレスの取得方法には［パネル］
［ジドウ］
［PING］のいずれかが選択できま
す が、操作パネルからIPアドレスの設定 を行う場合は、
［パネル（初期 設定）］を選
択してください。

I/F
A ［設定メニュー］スイッチを数回押して、ディスプレイに［ネットワーク
セッテイメニュー］を表示させます。

B ［設定項目］スイッチを押して、ディスプレイに［ネットワークI/F＝ツカウ］
になっていることを確認します。
［ネットワーク I/F ＝ツカワナイ］になっている場合は、
［設定値］スイッチ
を押して［ネットワーク I/F ＝ツカウ］にして［設定実行］スイッチを押し
てください。
を
C ［設定項目］スイッチを押して、ディスプレイに［ネットワークセッテイ］
表示させます。
スイッチを押して［ネットワークセッテイ＝スル］になったら、
［設
D ［設定値］
定実行］スイッチを押します。
アドレスセッテイ＝パ
E ［設定項目］スイッチを押して、ディスプレイに［IP
ネル］になっていることを確認します。
［IP アドレスセッテイ＝ジドウ］または［IP アドレスセッテイ＝ PING］に
なっている場合 は、
［設定値］スイッチを押して［IP アドレスセッテイ＝パ
ネル］にして［設定実行］スイッチを押してください。
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IP アドレスを操作パネルから設定するには（LP-8700/LP-8700PS3）

F 各アドレスを設定します。

① 設定する項目を表示させます。
［設定項目］スイッチを押して、ディスプレイに［IP Byte 1］と表示させ
ます。これは、現在の設定項目が IP アドレスの 1 バイト目であることを
示します。
［設定 項目］スイッチを押すたびに項 目名が以下のように切り
替わりますので、設定する項目を表示させてください。
表示される項目
IP Byte 1/2/3/4

各項目の意味
IPアドレスの1/2/3/4バイト目を設定します。
（初期設定：192.168.192.168）

SM Byte 1/2/3/4

サブネットマスクの1/2/3/4バイト目を設定します。
（初期設定：255.255.255.0）

GW Byte 1/2/3/4

ゲートウェイアドレスの1/2/3/4バイト目を設定します。
（初期設定：255.255.255.255）

② 選択した項目のアドレスを設定します。
設定したい設定値が表示されるまで［設定値］スイッチを押します。
③ 設定した値を有効にするために［設定実行］スイッチを押します。
必要に応じて①〜③の操作を繰り返します。
④［印刷可］スイッチを押して、設定メニューを終了します。
設定内容の保存には、設定終了後約 5 秒かかります。

G プリンタの電源を再投入するかリセットオールします。

設定した内容が有効になります。
リセットオールの仕方については以下のページを参照してください。
s 本書「リセットとリセットオール」174 ページ

p

ネット ワークス テータスシ ートを印 刷して、設定 したIPアドレスが 正しく認 識さ
れてい ることを確 認してく ださい。ネット ワークス テータスシ ートは、
［テス トイ
ンサツメニュー］
の
［ネットワークジョウホウ］
を実行します。
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印刷待機時の消費電力を効率よく節約するには
節電機能とは、印刷待機時の消費電力を節約する機能です。設定時間（初期設定は5分）が経過す
ると節電状態に入ります。
使用状況に応じて設定時間を変更することにより、効率的に消費電力を節約するこ
とができます。

p

• 変更した設定は、すべてのインターフェイスに対して有効です。
• 節 電状態のと きは、印刷する データを受 け取るとま ずウォーミ ングアップ を行
いますので、印刷開始まで数秒かかります。

LP-8700/LP-8700PS3での設定方法

①
②

④
③
⑤

メニ ュ ー］スイ ッチ を数 回押 して、デ ィ スプ レイ に［キョ ウツ ウメ
A ［設定
ニュー］を表示させます。

B ［設定項目］スイッチを数回押して、ディスプレイに［セツデン＝5フン］を
表示させます。
C ［設定値］スイッチを押し、設定を変更します。
［設定値］スイッチを押すたびに、値が切り替わります。
５フン

15フン

30プン

60プン

D ［設定実行］スイッチを押して設定値を確定します。

設定を確定（実行）すると、＊（アスタリスクマーク）が表示されます。

E ［印刷可］スイッチを押します。

［印刷可］ランプが点灯し、印刷可状態になります。

LP-8100での設定方法
LP-8100の節電機能は、操作パネルからではなくプリンタドライバ（Windows）ま
たはユーティリティソフト（Macintosh）で設定します。
［環境設定］ダイアログから
［プリンタ設
• Windows の場合は、プリンタドライバの
定］ダイアログを開いて、
［節電］
で設定してください。
［プリンタ設定］ダイアログ
（LP-8100）
」57 ページ
s Windows：本書「
［設定］ダイアログの
［節
• Macintoshの場合は、EPSONリモートパネル!を起動して
電］で設定してください。
［設定］ダイアログ」
129 ページ
s Macintosh：本書「
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プリンタの状態や設定値を印刷するには
プリンタの現在の状態や設定 値を印刷したものをステータスシートといいます。ステータスシー
トを印刷することにより、プリ ンタの現在の情報が得られます。ステータスシートはプリンタド
ライバからも印刷できます。
s Windows：本書「
［環境設定］ダイアログ」54 ページ
s Macintosh：本書「［プリンタセットアップ］ダイアログ」118 ページ
ステータスシートの印刷は、次の場合に行います。
• プリンタの動作に異常がないかを確認する場合。
• プリンタの現在の設定状態を確認したい場合。
• プリ ンタにオプションを装 着した場合（装着したオプション が正しく認識されて
いれば、ステータスシートの印刷内容に、
そのオプションが追加されます）。

p

ステー タスシート がうまく印 刷されない ときは、以下 のページを 参照してく ださ
い。
s 本書
「困ったときは」231 ページ

LP-8700/LP-8700PS3での印刷方法

A プリンタに用紙をセットして、電源をオン( I )にし、印刷可状態にします。
印刷可ランプが点灯します。

B ［設定実行］スイッチを押します。

ディスプレイに［ステータスシート］と表示されます。
1回押します

［設定実行］スイッチを押し、ステータスシートを印刷します。
C もう一度
• ディスプレイの表示が点滅し、ステータスシートが印刷されます（印刷を
開始するまで数秒時間がかかります）
。
• 印刷が終了すると印刷可ランプが点灯します。

LP-8100での印刷方法

A 用紙カセットに用紙が正しくセットされていること、印刷可状態になってい
る（印刷可ランプが点灯している）ことを確認します。
B 操作パネルの［シフト］スイッチを押したまま［排紙］スイッチを押します。
データランプが点滅し、ステータスシートが印刷されます（印刷を始めるま
で数秒時間がかかります）。
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16進ダンプ印刷するには
16進ダンプは、コンピュータから送られてきたデータを16進数とそれに対応する英数文字で印刷
する機能です。コンピュータから プリンタへ正しくデータが送られているかどうか確認できるの
で、自作プログラムのチェックなどに使うと便利です。

p

• この機能は、ネットワーク接続時には使用できません。
• Windows で EPSON プリンタウィンドウ !3 を使用している場合は、
［印刷中プリ
ンタのモニタを行う］のチェックを外してください。
s 本書「［ユーティリティ］
ダイアログ」
64 ページ

A プリンタに用紙をセットして、電源がオフ(○)であることを確めます。
I )にします。
B ［排紙］スイッチを押しながら、電源をオン(
•

LP-8700/LP-8700PS3 の場合は、ディスプレイに［ヘキサダンプ］と表
示されるまで［排紙］スイッチを押し続けてください。スイッチから手を
離すとディスプレイに以下のように表示され、16進ダンプモードに入りま
す。

ヘキサダンプ
• LP-8100の場合は、用紙ランプ、トナーランプ、メモリランプが点灯する
まで［排紙］スイッチを押し続けてください。スイッチから手を離すと16
進ダンプモードに入ります。

C コンピュータからプリンタへデータを送ります。

プリンタは送られてきたデータを 16 進数とそれに対応する英数文字などで
印刷します。

p

印刷中は電源をオフ(○)にしないでください。用紙詰まりの原因になります。

D 印刷が終了したら、データランプが消灯していることを確認します。
データランプが点灯している場合、プリンタ内に印刷されていないデータが
残っています。この場合は［印刷可］スイッチを押して印刷不可状態にした
後、
［排紙］スイッチを押すと、プリンタ内のデータが印刷されて排紙されま
す。

E 16進ダンプの印刷が終了したら、16進ダンプモードを解除します。
電源をオフ ( ○ ) にする、またはリセットオールすると、次の電源オンから
は通常のモードで起動します。
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リセットとリセットオール
Win

リセット
リセ ットは、デ ィス プレ イに「リセ ット シテク ダサ イ」と表 示され たと き（LP8700/LP-8700PS3）や、印刷を中止するときに行います。現在稼働中のインター
フェイスに対して、メモリに保存された印刷データの破棄と、エラーの解除を行い
ます。
［シフト］スイッチを押したまま［エラー解除］スイッチを押します。スイッ
チを5秒以上押したままにするとリセット オールされてしまいますので、注意して
ください。
LP-8700/LP-8700PS3

LP-8100
5 秒以 上 押さ な い で
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

p

プリ ンタ が印 刷デ ータの 処理 をし てい るとき、あ るい は一 部のDOSアプ リケ ー
ショ ンソフ トで印 刷中もし くは印 刷デー タ待ち のとき にパネ ル設定 を変更す る
と、
［リ セ ッ ト シ テ ク ダ サ イ］と 表 示 さ れ る こ と が あ り ま す（LP -8 70 0/L P8700PS3）
。
このときに正しくリ セットを行わないとパネル設定で変更 した内容が
有効になりませ ん。設定の変更は印刷データ 処理終了後、またはリセット 後に実行
してください。

リセットオール
リセットオールを行うと、プリンタは印刷の中止を行います。プリンタは電源をオ
ン( I )にした直後の状態まで初期化され、すべてのインターフェイスに対してメモ
リに保存された 印刷データを破棄し ます。
［シフト］スイ ッチを押したまま、ディ
スプレイに［リセットオール］と表示されるまで（約5秒間）
［エラー解除］スイッ
チを押したままにします。
LP-8700/LP-8700PS3

［シフト］
（［パネル設定］
）スイッチを押したま
ま、ディスプレイに［リセットオール］と表示
されるまで（5秒間）［エラー解除］スイッチを
押したままにします

LP-8100

［シフト］ス イッチを押 したまま、5秒 間 ［エ
ラー解除］スイッチを押します
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ステータスメッセージとエラーメッセージ
プリンタの操作パネル上にあ る液晶ディスプレイのメッセージやランプの点灯状態によってプリ
ンタ本体の状態を表示しています。

M ac

メッセージの内容には次の2種類があります。
• ステータスメッセージ
プリンタの現在の状態を示します。

Dos

• エラーメッセージ
プリ ンタに何らかのエラー が発生していて印刷 が実行できない、あるいは指定さ
れ た条 件で の印 刷が 実行 で きず にプ リン タ側 で自 動的 にエ ラー 回避 の手 段を
取ったことを表示します。

p

エラーメッセージについては以下のページを参照してください。
s 本書
「プリンタがエラー状態になっている」236 ページ

ステータスメッセージ（LP-8700/LP-8700PS3）
表示
ROMモジュール

A

カキコミチュウ

インサツカノウ

説明
ソケットAのROMモジュールにデータを書き込み中です。
印刷可状態で、
プリンタに送られているデータがない状 態
です。

ウォームアップ

ウォーミングアップ中です。

エンジンレイキャクチュウ

印刷品質を保つために定着器を冷却しています。
しばら く
すると印刷を再開します。

オフライン

［印刷可］スイッチが押されていません。

システムチェック

自己診断と、
初期化を行っています。

ジョブ

何らかの警告が表示されたときに、
リセットなどの操作 に

キャンセル

よって印刷処理を中止しました。
セツデン

節電状態で す。
データ を受信した とき、
また はリセット し
たときなどに解除されます。

トナーガ

スクナク

ナリマシタ

トナー残量が少なくなりました。
［エラー解除］スイッチを押すと、
メッセージを消去しま す
（メッセージを消去しなくても使用上問題ありません）。

ヨウシハイシチュウ

プリンタ 内に残っ ている印 刷データ を、
［排紙 ］スイッ チ
によって印刷・排紙中です。

リセット （オール）
リセットシテクダサイ

Win

リセット
（オール）処理中です。
印刷実行中にパネル設定を変更しました。
次のどちらか の
操作を行ってください。
• リセ ットまた はリセ ットオー ルを行 います。直後に 変
更が 反映され ますが、印刷デ ータは すべて削 除され ま
す。
• ［印刷可］スイッ チを押 します。印刷実 行後に 変更が 反
映されます。
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ステータスメッセージ（LP-8100）
プリンタの現在の状態を示すステータスメッセージは次の通りです。

M ac
Dos

表示
ランプ
トナー

説明
状態

点滅

トナー残量が少なくなりました。
［エラ ー解除］スイッチ を押すと、メッセ ージを消 去します
（メッセージを消去しなくても、使用上問題ありません）
。

点灯後消灯

自己診断と、
初期化を行っています。

データ

メモリ

点滅

プリンタ内に残 っている印刷デ ータを、
［排紙 ］スイッチに

印刷可

消灯

印刷可

点滅

よって印刷・排紙中です。
［印刷可］スイッチが押されていません。
ウォーミングアップ中です。
印刷品質を 保つため に定着器 を冷却し ています。しばらく
すると印刷を再開します。
印刷可

点滅
（遅い点滅）

印刷可

点灯

節電状態です。
デ ータを受信したとき、またはリセットした
ときなどに解除されます。
印刷可状態 で、
プリ ンタに送 られてい るデータが ない状態
です。

用紙

点灯

トナー

点灯

メモリ

点灯

すべて

点灯

リセット処理中です。

リセットオール処理中です。
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添付されているフォントについて
本製品のCD-ROMに収録されているバーコードフォント（Windows
のみ）の使い方と、TrueTypeフォントのインストール方法について
説明しています。

● EPSON バーコードフォントの使い方
（Windows）..................................... 178
● TrueType フォントのインストール方法 .... 190

5

EPSONバーコードフォントの使い方
（Windows）
EPSONバーコードフォントは、本機で印刷できるバーコードフォントです。バーコード印刷する
必要がある場合に、Windowsにインストールしてご利用ください。

*1 OCR-B：
光 学的 文 字認 識に 用
い る目 的 で開 発さ れ
JISX9001に 規定され
た書体の名称。

*2 チェックデジット：
読 み取 り の正 確性 を
保つために、所定の計
算 式に 基 づい て計 算
されたキャラクタ。

通常バーコードを 作成するには、データキ ャラクタ（バーコードに登 録する文字）
*1
のほかに様々なコードやキャラクタを指定したり、OCR-B フォント（バーコード
下部の文字）を指定する必要があります。
EPSONバーコードフォントは、各種のバ ーコードを簡単に 作成・印刷するための
フォントです。このフォントを使ってデータキャラクタとして必要な文字のみを入
力すれ ば、バーコー ドに必要な コードや キャラク タは自動 的に指定 され、各バー
コードの規格に従ってバーコードシンボルが簡単に作成・印刷できます。
EPSONバー コー ドフ ォ ント は、次の 種 類の バー コー ド をサ ポー ト して いま す。
EPSONバーコードフォントは、本機に同 梱のプリンタドライ バ上でのみ使用可能
です。
バーコードの
規格
JAN

フォント名称
EPSON JAN-8

OCR-B

チェック
デジット*2

あり

あり

備考
JAN（短縮 バ ージ ョン）の バー コ ー
ドを作成します。

EPSON JAN-8 Short

あり

あり

JAN（短縮バ ージョ ン）
の、バーの 高
さを 短く したバ ーコ ードを 作成 し
ま す。
日 本 国内 で の み使 用 可 能 で
す。

EPSON JAN-13

あり

あり

JAN（標準 バ ージ ョン）の バー コ ー
ドを作成します。

EPSON JAN-13 Short

あり

あり

JAN（標準バ ージョ ン）
の、バーの 高
さを 短く したバ ーコ ードを 作成 し
ま す。
日 本 国内 で の み使 用 可 能 で
す。

UPC-A

EPSON UPC-A

あり

あり

UPC-Aのバーコードを作成します。

UPC-E

EPSON UPC-E

あり

あり

UPC-Eのバーコードを作成します。

Code39

EPSON Code39

なし

なし

OCR-B、
チェックデジットの有無 を

EPSON Code39 CD

なし

あり

フォント名称で指定できます。

EPSON Code39 CD Num

あり

あり

EPSON Code39 Num

あり

なし

Code128

EPSON CODE128

なし

あり

Interleaved

EPSON ITF

なし

なし

OCR-B、
チェックデジットの有無 を
フォント名称で指定できます。

Code128のバ ーコ ード を作 成し ま
す。

2of5

NW-7

EPSON ITF CD

なし

あり

EPSON ITF CD Num

あり

あり

EPSON ITF Num

あり

なし

EPSON NW-7

なし

なし

OCR-B、
チェックデジットの有無 を

なし

あり

フォント名称で指定できます。

EPSON NW-7 CD Num

あり

あり

EPSON NW-7 Num

あり

なし

EPSON J-Postal Code

なし

あり

（CODABAR） EPSON NW-7 CD

新郵便番号

新郵 便番 号に対 応し たバー コー ド
を作成します。
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EPSON バーコードフォントの使い方（Windows）

Win

注意事項

M ac

プリンタドライバの設定について
バーコードを印刷するには、プリンタドライバで次のように設定してください。
［基本設定］の［印刷品質］：きれい（600dpi）
［基本設定］-［詳細設定］の［トナーセーブ］：チェックマークなし（OFF）
［レイアウト］の［拡大/縮小］：チェックマークなし（OFF）

p

EPSON バー コー ドフ ォン トは、LP-8700/LP-8700PS3 の
［印刷 品質］
の
［よ りき れ
い］
（1200dpi）には対応していません。

文字の装飾/配置について
• 文字の装飾（ボールド /イタリック /アンダーライン等）、
網掛けは行わないでくだ
さい。
• 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。
• 文字の回転を行う場合、回転角度は 90度、
180 度、270度以外は指定しないでくだ
さい。
• 文字間隔の変更は行わないでください。
• アプ リケーションソフト が文字間隔の自動 調整機能や、スペース
（空 白）
部分で単
語間 隔の自動調整機能を持 っている場合、その機能を使用し ないように設定して
ください。
• 文字の縦あるいは横方向のみを拡大/縮小しないでください。
• アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用しないでください。
•（例＜＝＞

）

入力時の注意について
• Code39、Code128 において、一つの行に 2 つ以上のバーコードを印刷する場合、
バーコ ードとバーコードの間はTABで区切ってください。スペース（空白）
で区切
る 場合はバー コードフ ォント以 外の書体 を選択し てスペー スを入力し てくださ
い。
• バー コードフォントを選択 したままスペースを 入力すると、スペースがバーコー
ドの一部となる場合があり、バーコードとして使用できません。
• アプリケーションソフトウェアで改行を示すマークの表示 / 非表示を選択できる
場 合、
バー コードの 部分とそ うでない 部分が 区別しや すいよう、改行マ ークが表
示される設定で使用することをお勧めします。
• 入力 した文字をバーコード に変換する際に、バーコードとし て必要なキャラクタ
を自 動的に追加するため、バーコードの 長さは文字入力時よ りも長くなる場合が
あり ます。
バーコー ドの周囲の文字列が バーコードと重複し ないように注意して
ください。
• Code39、Code128、
Interleaved 2of5、NW-7は、
バーコードの高さがバーコード
全長の15%以上に なるようにサイズを自動 調整します。
こ のため印刷されるバー
コー ドの高さが入力時より も下方向に大きくな る場合があるため、バーコードの
周囲の文字列がバーコードと重複しないように注意してください。
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EPSON バーコードフォントの使い方（Windows）
• Code128において、
アプリケーションソフトが行末に存在するスペースを削除し
た り、
連 続する 複数 のスペ ース をタブ に置 き換え るなど の処 理を自 動的 に行う
と、スペー スを含 むCode128のバー コード は正し く出力さ れない ことが ありま
す。
• バー コードのフォントサ イズは、
本書「各バーコー ドについて」の表中に記載され
てい る保証サイズで作成し ていただくことをお 勧めします。保証サイズ以外のサ
イズで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがあります。
s 本書「各バーコードの概要」
183 ページ

p

トナー の濃度や紙 質によって は、印刷された バーコー ドが読み取 り機で読み 取れ
ない場 合がありま す。お使いの読 み取り機で 認識テス トしてから ご利用いた だく
ことをお勧めします。

システム条件
EPSONバーコードフォントをご利用いただくには、Windowsでのシステム条件の
ほかに以下の条件が必要です。
s スタートアップガイド「システム条件の確認」66 ページ
ハードディスク：15〜30KBの空き容量（書体ごとに異なります）

バーコードフォントのインストール

A コンピュータの電源をオンにし、Windowsを起動します。
B 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。
C 機種選択の画面が表示されたら、お使いのプリンタの機種名をダブルクリッ
クします。
D 以下の画面が表示されたら［バーコードフォントのインストール］をダブル
クリックします。

ダブルクリ ック
します
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p

上 記 の 画 面 が 表 示 さ れ な い 場 合 は、
［マ イ コ ン ピ ュ ー タ］−
［C D - RO M］
ー

Win

［setup.exe］をダブルクリックしてください。

M ac

E イン ストールする バーコードフォ ントをチェッ クして［セットアッ プ実行］ Dos
ボタンをクリックします。
使用しないバーコードフォントは、クリックしてチェックマークを外してく
ださい。インストールされません。
クリックします

これでEPSONバーコードフォントがWindowsのフォントフォルダにインストール
されました。

バーコードの作成
ここで はWindows 95/98/Meに添付 のワー ドパッ ドを例 に、EPSONバーコード
フォントの印刷手順を説明します。

A ワードパッドを起動し、バーコード変換する文字を入力します。

入力します

p

文字はすべて半角
（1Byte）で入力してください。

B 入力した文字をマウスでドラッグして選択します。
選択した範囲が反転表示になります。

クリ ッ ク し たま ま
移動します
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C ［書式］メニューをクリックし、［フォント］をクリックします。

Win

①クリックして
②クリックします

D ［フォント］の一覧から印刷したいEPSONバーコードフォントを選択し［サ
イズ］でフォントのサイズを設定し、［OK］ボタンをクリックします。

③クリックします

①選択して

p

②選択して

Windows NT4.0/2000では96pt以上のフォントサイズは使用できません。

E 入力した文字が、モニタ上で次のようにバーコードフォント表示されている
ことを確認します。

F 印刷を実行します。

入力したデータがバーコードとして印刷されます。

p

入力 したデー タが不 適当な 場合な どプリン タドラ イバが エラー と判断し た場合
は、
画面表示と同様 のフォントが出力されます。この 場合バーコードとして読み取
りはできません。
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Win

各バーコードの概要
各バーコードの仕様や、入力するデータキャラクタの詳細/構成などについては、そ
れぞれのバーコードの規格に関する文献を参照してください。

M ac

JAN-8（JAN短縮バージョン）

Dos

として規格化されたJANの短縮バージョン（8桁）
です。
• JAN-8は「JIS X 0501」
• EPSON バーコードフォントは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラク
タは7桁です。
入力可能なキャラクタ

数字
（0〜9）

入力するキャラクタの桁数

7桁

キャラクタのサイズ

52〜130pt
（Windows NT/2000は96ptまで）
保証サイズは52pt、
65pt
（標準）
、97.5pt、130pt

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、
入力は不要です。
• レフト/ライトマージン

• レフト/ライトガードバー

• チェックキャラクタ

• OCR-B

• センターバー

印刷例

入力時

EPSON JAN-8に変換

印刷

1234567

JAN-8 Short（JAN短縮バージョン トランケーション）
• JAN-8 ShortはJAN-8のバーコードの高さを標準ポイントで11mmにしたもので、
それ以外はJAN-8と同
じ仕様です。
• バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。
• 日本国内でのみ使用可能です。JISX0501では定められていません。
入力可能なキャラクタ

数字
（0〜9）

入力するキャラクタの桁数

7桁

キャラクタのサイズ

36〜90pt
保証サイズは36pt、
45pt
（標準）
、67.5pt、90pt

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、
入力は不要です。
• レフト/ライトマージン

• レフト/ライトガードバー

• チェックキャラクタ

• OCR-B

• センターバー

印刷例

入力時

EPSON JAN-8 Shortに変換

印刷

1234567
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JAN-13
（標準バージョン）

Win

として規格化されたJANの標準バージョン（13桁）
です。
• JAN-13は「JIS X 0501」
• EPSON バーコードフォントでは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラ
クタは12桁です。
入力可能なキャラクタ

数字
（0〜9）

入力するキャラクタの桁数

12桁

キャラクタのサイズ

60〜150pt
（Windows NT/2000は96ptまで）

Dos

保証サイズは60pt、
75pt
（標準）
、112.5pt、150pt
次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、
入力は不要です。
• レフト/ライトマージン

• レフト/ライトガードバー

• チェックキャラクタ

• OCR-B

• センターバー

印刷例

入力時

EPSON JAN-13に変換

印刷

123456789012

JAN-13 Short（JAN短縮バージョン トランケーション）
それ以外はJAN-13
• JAN-13 ShortはJAN-13のバーコードの高さを標準ポイントで11mmにしたもので、
と同じ仕様です。
• バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。
• 日本国内でのみ使用可能です。JISX0501では定められていません。
入力可能なキャラクタ

数字
（0〜9）

入力するキャラクタの桁数

12桁

キャラクタのサイズ

36〜90pt

M ac

保証サイズは36pt、
45pt
（標準）
、67.5pt、90pt
次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、
入力は不要です。
• レフト/ライトマージン

• レフト/ライトガードバー

• チェックキャラクタ

• OCR-B

• センターバー

印刷例

入力時

EPSON JAN-13 Shortに変換

印刷

123456789012
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UPC-A
（UPC Symbol
• UPC-Aは、アメリカのUniversal Product Codeで制定されたUPC-AのRegularタイプです。
Specification Manual）

M ac

補足コードはサポートしていません。
• Regular UPCコードのみサポートし、
入力可能なキャラクタ

数字
（0〜9）

入力するキャラクタの桁数

11桁

キャラクタのサイズ

Win

Dos

60〜150pt
（Windows NT/2000は96ptまで）
保証サイズは60pt、
75pt
（標準）
、112.5pt、150pt

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、
入力は不要です。
• レフト/ライトマージン

• レフト/ライトガードバー

• チェックデジット

• OCR-B

• センターバー

印刷例

入力時

EPSON UPC-Aに変換

印刷

12345678901

UPC-E
• UPC-Eは、アメリカのUniversal Product Codeで制定されたUPC-AのZero Suppression
（余分な0を削除）
タイプです。
（UPC Symbol Specification Manual）
入力可能なキャラクタ

数字
（0〜9）

入力するキャラクタの桁数

6桁

キャラクタのサイズ

60〜150pt
（Windows NT/2000は96ptまで）
保証サイズは60pt、
75pt
（標準）
、112.5pt、150pt

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、
入力は不要です。
• レフト/ライトマージン

• レフト/ライトガードバー

• OCR-B

• チェックデジット

• ナンバーシステム
「0」
のみ

印刷例

入力時

EPSON UPC-Eに変換

印刷

123456
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Code39

Win

「JIS X 0503」
として規格化されたものです。
• Code39は
• EPSON バーコードフォントはチェックデジットの有無、OCR-B の有無で 4 種類のフォントを用意して
います。
• 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSON バーコードフォントは Code39 の仕様に従ってバー
コードの高さがバーコード 全長の15%以上になるように自動的に調整します。
このためバーコ ードの周
囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。
に割り当てています。スペースを表すバーコードを入力
• Code39 ではスペースを ＿（アンダーライン）
したい場合は、＿（アンダーライン）を入力してください。
• Code39で1行に2つ以上のバーコードを入力する場合、
バーコード間はTABで区切ってください。スペー
スで区切る場合は、バーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。Code39を選択し
たままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。
入力可能なキャラクタ

英数字
（A〜Z、0〜9）
記号
（−

． スペース

＄

入力するキャラクタの桁数

制限なし

キャラクタのサイズ

OCR-Bなしの場合：26pt以上

/

＋

％）

保証サイズは26pt、
52pt、
78pt、
104pt
OCR-Bありの場合：36pt以上
保証サイズは36pt、
72pt、
108pt、
144pt
（Windows NT/2000は96ptまで）
次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、
入力は不要です。
• 左/右クワイエットゾーン

• スタート/ストップキャラクタ

• チェックデジット

印刷例

入力時

EPSON Code39に変換

印刷

EPSON Code39 CDNumに変換

印刷

1234567
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Code128

Win

として規格化されたものです。
• Code128は「JIS X 0504」
B、Cをサポートしています。入力するキャラクタのコー
• EPSON バーコードフォントはコードセットA、
ドセットが途中で変わった場合、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。
• 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSONバーコードフォントは Code128の仕様に従ってバー
コー ドの高さがバ ーコード全長の15% になるように自 動的に調整し ます。
この ためバーコード の周囲
に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。
連続する 複数個のスペー スをタ
• アプ リケーションに よっては行末に 存在するスペー スを削除した り、
ブ などに置き 換えるな どの処理 を自動的 に行うも のがあり ます。
こ れらのアプ リケーシ ョンでは、ス
ペースを含むバーコードが正しく印刷されない場合があります。
Code128で1行に2 つ以上の バーコー ドを入力 する場合、バーコ ード間はTABで 区切って ください。ス
ペースで 区切る場合は、
バーコー ドフォント以外のフォントを選択して 入力してください。
Code128を
選択した ままスペースを入力するとスペースが バーコードの一部となりバーコードと して使用できま
せん。
入力可能なキャラクタ

全てのASCII文字
（95文字）

入力するキャラクタの桁数

制限なし

キャラクタのサイズ

26〜104pt
（Windows NT/2000は96ptまで）
保証サイズは26pt、
52pt、
78pt、
104pt

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、
入力は不要です。
• 左/右クワイエットゾーン

• スタート/ストップキャラクタ

• コードセットの変更キャラクタ

• チェックデジット

印刷例

EPSON Code128に変換

入力時

印刷

1234567
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Interleaved 2of5

Win

アメリカで規格化されたものです。
（USS Interleaved 2-of-5）
• Interleaved 2of5は、
• EPSON バーコードフォントはチェックデジットの有無、OCR-Bの有無で 4 種類のフォントを用意して
います。
• 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSONバーコードフォントはInterleaved 2of5の仕様に従っ
て バーコ ードの 高さ がバー コード 全長の15% 以上に なる ように 自動的 に調整 します。この ためバ ー
コードの周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。
• Interleaved

2of5は、
キャラクタを2個一組で扱います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、
EPSON

バーコードフォントは自動的にキャラクタの先頭に0を追加して偶数個になるようにします。
入力可能なキャラクタ

数字
（0〜9）

入力するキャラクタの桁数

制限なし

キャラクタのサイズ

OCR-Bの有無により異なります。
（Windows NT/2000は96ptまで）
OCR-Bなしの場合：26pt以上
保証サイズは26pt、
52pt、
78pt、
104pt
OCR-Bありの場合：36pt以上
保証サイズは36pt、
72pt、
108pt、
144pt

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、
入力は不要です。
• 左/右クワイエットゾーン

• スタート/ストップキャラクタ

• チェックデジット

• 文字列先頭への0の挿入（合計文字数が偶数でない場合のみ）
印刷例

入力時

EPSON ITFに変換

印刷

1234567

EPSON ITF CD Numに変換 印刷
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NW-7
（CODABAR）

Win

として規格化されたものです。
• NW-7は「JIS X 0503」
• EPSON バーコードフォントはチェックデジットの有無、OCR-Bの有無で 4 種類のフォントを用意して
います。
• 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSON バーコードフォントは NW-7 の仕様に従ってバー
コー ドの高さがバ ーコード全 長の15%以上にな るように自動 的に調整しま す。
この ためバーコー ドの
周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。
• スタート /ストップキャラクタのどちらかを入力すると、EPSONバーコードフォントは残りのスタート
/ストップキャラクタが同じになるように自動的に挿入されます。
• スタート/ストップキャラクタを入力しない場合は、両方とも自動的にAを挿入します。
入力可能なキャラクタ

数字
（0〜9）
、記号
（−

＄ ： / ． ＋）

入力するキャラクタの桁数

制限なし

キャラクタのサイズ

OCR-Bの有無により異なります。
（Windows NT/2000は96ptまで）
OCR-Bなしの場合：26pt以上
保証サイズは26pt、
52pt、
78pt、
104pt
OCR-Bありの場合：36pt以上
保証サイズは36pt、
72pt、
108pt、
144pt

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、
入力は不要です。
• 左/右クワイエットゾーン • スタート/ストップキャラクタ（入力しない場合）
• チェックデジット
印刷例

入力時

EPSON NW-7に変換

印刷

EPSON NW-7CDNumに変換

印刷

1234567

新郵便番号（カスタマ・バーコード）
• バーコードの詳細については、郵政省より発行の資料を参照してください。
• EPSONバーコードフォントで入力する場合、
次のように新郵便番号（3桁）
−新郵便番号
（4桁）
−住所表示番号（バーコードに変換後13桁まで）
入力します。
• 住所表示番号は入力時は桁数の制限はありませんが、バーコードに変換後 13 桁を超える部分は省略さ
れます。また住所表示番号が13桁に満たない場合は、
13桁になるように末尾にコードを挿入します。
• アプリケーションソフトにおいて、印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。
入力可能なキャラクタ
入力するキャラクタの桁数

数字
（0〜9）
、英文字
（A〜Z）、
記号（−）
制限なし。
ただし住所表示番号については、バーコードに変換後
13桁を超える桁数の文字は省略されます。

キャラクタのサイズ

8〜11.5pt
保証サイズは8pt、
9pt、
10pt、
11.5pt

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、
入力は不要です。
• バーコードの上下左右2mmの空白
• 入力時の−（ハイフン）
の削除
• スタート/ストップコード
• 住所表示番号の13桁調整
• チェックデジット
印刷例

入力時

EPSON J-Postal Codeに変換

印刷

123-4567
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TrueTypeフォントのインストール方法
ここでは、本製品に添付のTrueTypeフォントのインストール方法を説明します。

Win

本 製 品に 添 付 のEPSONプ リ ン タ ソ フト ウ ェ アCD-ROM にはEPSON TrueType
フォントが収録されています。TrueTypeフォントをインストールすることにより、
アプリケーションソフトの書体に追加され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな
書類を作成することができます。

p

CD-ROMに収録されて いるOCR-Bフォントセットには、OCR-B規格で規 定されて
いる文字 以外のものも 含まれていま す。OCR-Bフォントとし て読み取り用に 使用
される際は、トナー 状況や用紙の種類によっ て読み取れない場合があり ますので、
事前に読み取り機で読み取れることを確認してからお使いください。

Windowsでのインストール

A コンピュータの電源をオンにし、Windowsを起動します。
B 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。
C 機種選択の画面が表示されたら、お使いのプリンタの機種名をダブルクリッ
クします。
［アプリケーションのインストール］をダブルク
D 以下の画面が表示されたら、
リックします。

p

以 下 の 画 面 が 表 示 さ れ な い 場 合 は、
［マ イ コ ン ピ ュ ー タ］−
［C D - RO M］
ー
［setup.exe］をダブルクリックしてください。

ダブ ルクリック
します
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E インストールするフォントをチェックして［セットアップ実行］ボタンをク
リックします。
使用しないフォントは、クリックしてチェックマークを外してください。イ
ンストールされません。

Win
M ac
Dos

ク リック し
ます

この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

Macintoshでのインストール

A Macintoshを起動した後、EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをセッ
トします。

B ［アプリケーション］フォルダをダブルクリックして開きます。

ダブルクリックします

C インストールするアプリケーションのフォルダをダブルクリックします。
ダブルクリックします

D ［フォントインストール］アイコンをダブルクリックします。

ダブルクリックします

191

TrueType フォントのインストール方法

E フォントをインストールします。

インストールする書体を選択して、
［インストール］ボタンをクリックします。

Win
M ac
Dos

①クリックしてチェックして

②クリックします

（三角 形をクリ ックする と、イン
スト ール する フォ ント を個 別に
選択できます。
）
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オプションと消耗品について
ここでは、オプシ ョンと消耗品の紹介と装着 方法について説明しま
す。

● オプションと消耗品の紹介................... 194
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● オプション装着時の設定（Windows）.... 216
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Win

パラレルインターフェイスケーブル
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。主なコ ンピュー タの機種（シ リーズ）でご 使用い ただける パラレル インター
フェイスケーブルは、次の通りです。
メーカー
DOS/V系

EPSON

機

種

DOS/V仕様機

接続ケーブル

備考

PRCB4N

−

*1*2

IBM、富士通
東芝、他各社

PC98系

NEC

PC-98NXシリーズ

EPSON

EPSON PCシリーズデスクトップ

#8238

EPSON PCシリーズNOTE

市 販品
（ハ ーフ ピッチ20ピ ン） *1*2

PC-9821シリーズ

PRCB5N

*1

#8238

*1*2*3

をご使用ください。
NEC

（ハーフピッチ36ピン）
PC-9801シリーズデスクトップ
（14ピン）
PC-9801シリーズNOTE
（ハーフピッチ20ピン）

市 販品
（ハ ーフ ピッチ20ピ ン） *1*2*3
をご使用ください。

*1 拡張漢字（表示専用7921〜7C7E）は印刷できません。
*2 Windows 95/98/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。
*3 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

• 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。
FM TOWNSは富士通製の専用ケーブルを使用してください。
• 富士通 FM/R、
• 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。
PRCB4N をご使用
• ECP モード対応コンピュータを ECP モードで接続する場合、
ください。

接続方法については以下のページを参照してください。
s スタートアップガイド「パラレルインターフェイスケーブルの接続」38 ページ
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USBインターフェイスケーブル
（LP-8700/LP-8100）
USBインター フェイス コネク タ装備 のコン ピュー タとLP-8700/LP-8100を接続
する場合は、以下のオプションのケーブルを使用してください。
●EPSON USBケーブル（型番：USBCB1）
*1 ハブ(HUB):
複 数の コ ンピ ュー タ
を ネッ ト ワー ク環 境
へ 接続 す るた めの 中
継機。

p

*1

USBハブ を使 用して 接続 する 場合 は、コン ピュ ータ に直 接接 続され た1段目 の
USBハブに 接続し てご 使用い ただく ことを お勧め します。ま た、
お使い のハブ に
よって は動作が不 安定になる ものがあり ますので、そ のような場 合はコンピ ュー
タのUSBポートに直接接続してください。

接続方法については以下のページを参照してください。
s スタートアップガイド「USBインターフェイスケーブルの接続（LP-8700/LP8100）
」39 ページ

Ethernet接続ケーブル
（LP-8700PS3）
LP-8700PS3に標準搭載のネットワークインターフェイスに接続する場合は、以下
のいずれかのケーブルをお使いください。
●Ethernet100BASE-TXシールドツイストペアケーブル（カテゴリー 5）
●Ethernet10BASE-Tツイストペアケーブル
接続方法については以下のページを参照してください。
s スタートアップガイド「ネットワークへの接続」41 ページ

インターフェイスカード（LP-8700/LP-8100）
プリンタに標準装備されていないインターフェイスを使用したい場合や、インター
フェイスを増設したい場合に使用します。設定などについてはそれぞれのカードの
取扱説明書を参照してください。
型番
PRIF4

名称
シリアルI/Fカード

解説
本機をシリアルで接続するためのオプションです。

（バッファ：32KB）
PRIF5E
PRIF13

IEEE1284双方向

本機にIEEE1284規格準拠の双方向パラレルインターフェイスをも

パラレルI/Fカード

う1つ増設するためのオプションです。

IBM5577プリンタ

本 機に装着 するこ とで、IBM5577-H02プリ ンタの エミュレ ーショ

エミュレーション

ンを実現するオプションです。

カード
PRIFNW3

100BASE-TX/

IPX/SPX 、
TCP/IP 、AppleTalk 、
NetBEUI に対応してい ます。
本機を

10BASE-T

Ethernet接続するためには、次のいずれかのケーブルが必要です。

マルチプロトコル

• Ethernet 100BASE-TXシールドツイストペアケーブル

Ethernet I/Fカード

（カテゴリー5）
• Ethernet 10BASE-Tツイストペアケーブル

取り付け方法については以下のページを参照してください。
」210 ページ
s 本書「インターフェイスカードの取り付け（LP-8700/LP-8100）
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両面印刷ユニット
用紙の両面に印刷するための装置です。
型番
LPDSP4

M ac

商品名

備考

Dos

• 使用できる用紙種類：普通紙*

両面印刷ユニット

• 使用できる用紙サイズ：
A3、
A4、
A5、
B4、
B5、
Letter
（LT）、
Half Letter（HLT）
、Legal
（LGL）、
Executive（EXE）
、Government Legal
（GLG）、
Government Letter（GLT）
、
Ledger
（B）
*

普通紙については、以下のページを参照してください。
6 ページ
s 本書「印刷できる用紙の種類」

取り付け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「両面印刷ユニットの取り付け」212 ページ

用紙カセットユニット
オプションの用紙カセットユ ニットをプリンタ下部に2段まで自由に組み合わせて
装着することができます。
型番
LPUC2

商品名
ユニバーサルカセットユニット
（標準で付い ているカセットユニットと同じ
型です）

備考
• 使用できる用紙サイズ：
A3、
A4、
B4、
B5、
A5、Letter
（LT）、
Legal
（LGL）
• 用紙カセット容量：最大 250 枚
（普通紙
2

64g/m ）
LPDC7

大容量カセットユニット

• 使用できる用紙サイズ：A4のみ
• 用紙カセット容量：
2

最大500枚
（普通紙64g/m ）

取り付け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「オプションカセットユニットの取り付け」214 ページ
また、標準の用紙カセットまたはオプション（LPUC2/LPDC7）の用紙カセットと
差し替えて使用できる用紙カセットのみをご用意しています。
型番
LPYC6

商品名
用紙カセット

備考
• 使用できる用紙サイズ：
A3、B4、A4、
A5、
B5、
Letter
（LT）、
Legal
（LGL）
• 用紙カセット容量：
2

最大250枚
（普通紙64g/m ）
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ETカートリッジ
印刷用トナーとドラムが一体になったカートリッジです。
型番
LPA3ETC7

ETカートリッジ
（A4画占率5%で約6,000枚印刷可能）
*

LPA3ETC8

ETカートリッジ
（A4画占率5%で約10,000枚印刷可能）*

*

M ac

商品名

Dos

ETカートリッジの寿命は、トナー残量のほかに感光ドラムの回転数（印刷時や、ウォームアップおよ
び印刷終了時の回転）によって決まるため、印刷条件（画占率、用紙サイズ、印刷の間隔など）によっ
てはトナーがなくなる前にETカートリッジの寿命に達することがあります。

交換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「ETカートリッジの交換」220 ページ

増設メモリ
*1 DIMM：
D ual In-l ine Memor y
Moduleの略。
複 数個 の メモ リチ ッ
プ を 搭 載 し た 基 板。
SIMMよりも高速にメ
モ リに ア クセ スで き
る。

市販のDIMM*1 を使用するこ とにより、プリンタの内部メモリを増設することがで
きます。メモリの増設は、以下のような場合に効果があります。
• 複雑な印刷データを高解像度で印刷できます。
• コン ピュータを印刷処理か ら早く解放したり、アウトライン フォント使用時の処
理を高速化できます。
プリンタ側で部単位印刷ができます。
• 128MB以上のメモリを増設すると、
使用できるメモリの詳細については、FAXインフォメーションをご利用いただくか
インフ ォメーシ ョンセンタ ーまでお 問い合わ せくださ い。お問い合 わせ先は、ス
タートアップガイドの巻末をご覧ください。
メモリの仕様

最大メモリ容量
• LP-8700：

DIMM
*2 SPD（Serial
Presence Detect）
：
メ モ リの 持 つ パ
フ ォー マン ス やメ モ
リ のタ イプ 容 量な ど
の 情報 をメ モ リ内 に
格 納 し て お く 機 能。
BIOSによっ てはこ の
情 報に 従っ てパ ラ
メ ータ を自 動 設定 す
ることができる。

• DRAMタイプ：SDRAM（シンクロナスDRAM）

272MB（16MB+256MB）
• LP-8700PS3：

（PC100またはPC133仕様）
• 容量：64MB、128MB、
256MB

288MB（32MB+256B）

• 形状：168ピンDIMM（デュアルインラインパッケージ）
• データバス幅：64bit

• LP-8100：
264MB（8MB+256MB）

*2

• SPD ：あり
（注）標準搭載のメモリを取り外すことはできません。

取り付け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「増設メモリ/ROMモジュール/HDDの取り付け」201 ページ

EP-GLモジュール
（LP-8700）
EP-GLモジュールは、本来はプロッタ（図表出力装置）で出力するデータをプリン
タで出力でき るようにするた めのROMモジュールです。EP-GLモジュールを装着
すると、プロッタ言語のHP-GLモードをエミュレートして、Hewlett-Packard社の
HP-7550Aプロッタの代わりに使用することができます。
型番
LPEPGL4

商品名
EP-GLモジュール

取り付け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「増設メモリ/ROMモジュール/HDDの取り付け」201 ページ
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フォームオーバーレイユーティリティソフト
フォームオーバーレイとは、フォーム（書式）とデータを個々に作成し、両者を重
ね合 わせて 印刷す るこ とを指 します。フ ォー ムとデ ータ を同時 に印刷 する ため、
フォームが印刷済みの用紙を用意しなくても帳票などを印刷することができます。
フォームオーバーレイユーティリティソフトは、フォームデータを作成、登録する
ためのユーティリティです。作成したフォームデータを使用しての印刷はWindows
プリンタドライバ上で行います。
型番
EPFORM4

商品名
EPSON Form!4（Windows上で使用可能）

フォームオーバーレイROMモジュール
（LP-8700）
オプションのフォームオーバーレイユーティリティ（EPSON Form!4）で作成した
フォームデ ータ（書式のデータ）を 登録するため のROMモジュールです。フォー
ムオーバーレイROMモジュールに登録したフォームデー タは、Windowsプリンタ
ドライバ上およびDOSアプリケーションソフト上で呼び出して使用できます。
型番
LPFOLR4M2

商品名
フォームオーバーレイROMモジュール（4MB）

取り付け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「増設メモリ/ROMモジュール/HDDの取り付け」201 ページ

ハードディスクユニット（LP-8700PS3）
ハードディスクユニットを装着すると、市販のPostScriptプリンタフォントをイン
ストールしたり、プリンタ側で部単位印刷ができるようになります。
型番
LPHD3

商品名
ハードディスクユニット

取り付け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「増設メモリ/ROMモジュール/HDDの取り付け」201 ページ

専用キャビネット
消耗品や用紙の保管に最適な専用キャビネット（キャスタ付き）です。
型番
LPCBN1

商品名
専用キャビネットキャスタ付き

備考
サイズ： 580mm
（W）×650mm
（D）×520mm（H）
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リファレンスマニュアル
プリンタ制御コマンドの説明書です。ESC/PageまたはESC/Pコントロールコード
を使用してプログラムを作成する方を対象としています。
商品名
ESC/Page リファレンスマニュアル−第4版−

Dos

機種固有情報について
ESC/Page リフ ァレン スマニ ュアル の情報 にはすべ
ての機種に共 通な情報と機種固有の情報 があります。
本機の 機種固有情 報につきま しては、
LP-9200の項目
をご覧ください。

ESC/P リファレンスマニュアル−第2版−

p

M ac

本機はESC/P J84に分類されます。

上記マ ニュアル につきま してはエ プソンOAサプラ イ
（株）
にてお取 り扱いを して
います 。エプソンOAサプ ライ
（株）
のお 問い合わ せ先は、スタ ートアッ プガイ ド巻
末に記 載されて います。スタ ートアップ ガイド巻 末のFAXオーダー シートに てご
注文していただきますようお願い申しあげます。
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通信販売のご案内
EPSON製品の消耗品・オプション品・マニュアルがお近くの販売店で入手困難な場合は、以下の
通信販売をご利用ください。

M ac

お申し込み方法
エプソンOAサプライ株式会社にてお受けしております。
お電話で
FAXで

インターネットで

Dos

フリーダイヤル：0120-251-528
受付時間 AM9:30〜PM6:15（土・日・祝祭日を除く）
フリーダイヤル：0120-557-765
24時間受付
スタートアップガイド巻末の「FAXオーダーシート」をコピー
し、必要事項をご記入の上、ご注文ください。
http://www2.i-love-epson.co.jp/eos/home/

*電話番号のかけ間違いにご注意ください。

お届け方法
当日配送
お届け予定日

当日PM4:30までのご注文受付分は、即日配送いたします。
（在
庫分のみ）
本州・四国…翌日 北海道・九州…翌々日

お支払い方法
代金引換
クレジット
銀行振込

Win

商品お 受け取 り時に商 品と引き 換えに 宅配便配 送員へ 代金を
お支払ください。
UC、JCB、VISA、MC、DC、NICOS（支払回数は１回のみ）
法人でのお申し込みに限ります（新規お取り引きの場合は、事
前にご登録が必要です。下記までご連絡ください）
。
0120-251-528

送料
お買い上げ金額の合計が5,000円以上の場合は、全国どこでも送料は無料
5,000円未満の場合は、全国一律525円（消費税込）

消耗品カタログのご請求
消耗品のカタログをお送りいたします。上記の電話・FAX・インターネットにてお
送り先をご連絡ください。
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増設メモリ/ROMモジュール/HDDの取り付け
ここでは、増設メモリ/ROMモジュール/HDD（ハードディスクドライブユニット）を取り付ける
方法について説明します。プラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。

M ac

お使いの機種により、装着できるオプションが異なります。
オプション名

型番

LP-8700

LP-8100

LP-8700PS3

増設メモリ
（市販品）*2

−

○

○

○

EP-GLモジュール

LPEPGL4

○*1

装着不可

装着不可

*1

装着不可

装着不可

装着不可

○

フォームROMモジュール LPFOLR4M2
ハードディスクユニット

LPHD3

○

装着不可

*1 どちらか1つのモジュールのみ装着可能。
*2 増設できるメモリ（DIMM）の仕様は以下の通り。

*1 SPD（Serial
P rese nce Detec t）
：
メ モ リの 持つ パ
フ ォー マン スや メモ
リ のタ イプ 容量 など
の 情報 をメ モリ 内に
格 納 し て お く 機 能。
BIOSによって はこの
情 報に従 って パラ
メ ータ を自 動設 定す
ることができる。

DRAMタイプ

SDRAM（シンクロナスDRAM）
PC100またはPC133仕様

容量

64MB、128MB、256MB

形状

168ピンDIMM
（デュアルインラインパッケージ）

データバス幅

64bit

SPD*1

あり

w

Win

増設メ モリ/ROMモジュ ール/HDDの取り付 けの際、静電 気放電によ って部品 に損
傷が生じるおそ れがあります。作業の前に必 ず、接地されている金属に手 を触れる
などして、
身体に帯電している静電気を放電してください。

取り付けは以下の手順に従って行ってください。

A プリンタの電源をオフ(○)にします。

電源ケーブルとインターフェイスケーブルが接続されている場合は取り外し
ます。

B ラッチを押して、上カバーを開けます。

201

Dos

増設メモリ /ROM モジュール /HDD の取り付け

ade

Win

カバーを開けたとき、
次の部分に手を触れないようご注意ください。
• 定着器部分（内部は約180度と高温のため火傷の原因になります）
• 転写ローラ部分（印刷品質劣化の原因になります）

M ac
Dos

定着器

転写ローラ

C プリンタ正面から見て右側のカバーを外します。
ボタンを押して、右カバーの上部
を外します。

スライドさせます。

手前に倒してカバーを外します。
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増設メモリ /ROM モジュール /HDD の取り付け

D 金属のカバーを取り外します。

プラスドライバを使用して、止めネジ（2 本）をゆるめます。カバーの上側
にあるつまみを持ち、手前に外します。

Win
M ac
Dos

w

金属の カバーの止 めネジを、プリ ンタ本体の中 へ落とした り紛失しな いようにし
てください。

ROMモジュール用ソケット、ハードディスクユニッ
E 増設メモリ用ソケット、
トソケットは次の場所にあります。

増設メモリ用ソケット

ハードディスクユニット
ソケット（LP-8700PS3のみ）

このROMモジュ ールは 取り外 さな ROMモジ ュ ール 用 ソケ ッ ト
いでください。プリンタが動かなく （LP-8700のみ）
なるおそれがあります。
LP-8700PS3には モジュール が装着
されています。このモジュールは取
り外さないでください。

• 増設メモリの取り付けはFへ進んでください。
• ROMモジュールの取り付けはGへ進んでください。
• ハードディスクユニットの取り付けはHへ進んでください。
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F 増設メモリは次の手順で取り付けます。

w

Win

• 増 設メモリを装着する際に、必要以上に力 をかけないでください。部品を損傷す
るおそれがあります。作業は慎重に行ってください。
• 増設メモリは、逆差ししないように注意してください。

M ac
Dos

増設メモリは、1 枚取り付けられます。
① 増設メモリ用ソケット両側のクリップを外側に開きます。

② 増設メモリ底部の 2 つのくぼみが、ソケット内側の凸部分に合うように、
取り付け位置を決めます。

③ 増設メモリの片方をソケットに差し込み、クリップが起きあがるまで押し
込みます。

④ 増設メモリのもう一方を差し込み、クリップを持ち上げて固定します。

取り付けが終了したら I へ進んでください。
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G ROMモジュールは次の手順で取り付けます（LP-8700のみ）。

w

Win

• ROM モジュールを装着する際に、
必要以上に力をかけないでください。
部品を
損傷するおそれがあります。作業は慎重に行ってください。
• ROMモジュールは、逆差ししないように注意してください。
• 増設 ROM モジュール用ソケットの下側にある基板は、
絶対に取り外さないでく
ださい。取り外すと、
プリンタが正常に動作しなくなるおそれがあります。

① ROM モジュールをソケットにまっすぐ差し込みます。
② 図のボタンが上がるまで両端をゆっくりと均等に押し付けます。

ROMモジュール用ソケット

こ のROMモジ ュー ル は取 り外 さ
ないでく ださい。プリンタ が動か
なくなるおそれがあります。

ボタン

取り付けが終了したら I へ進んでください。
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H ハードディスクユニットは次の手順で取り付けます（LP-8700PS3のみ）。
① プリンタ本体下部のネジ（2 個）を取り外します。

Win
M ac
Dos

② ハードデ ィスクユニ ットに同梱 されてい るケーブル をプリン タ本体側の
コネクタと接続します。

コ ネ クタ から 出 てい る
ケ ー ブル の向 き が図 の
よ う にな る方 の コネ ク
タ を プリ ンタ 本 体側 に
接続してください。

p

接続ケ ーブルは、ハー ドディスク ユニットに 同梱され ているもの を必ずお使 いく
ださい。

③ ハードデ ィスクユニ ットの下側 をユニッ ト受け部に まっすぐ 差し込みま
す。
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④ ケーブルのもう一方をハードディスクユニットのコネクタに接続します。

Win
M ac

コ ネクタ から 出て いる
ケ ーブ ルの 向 きが 図 のよ
う にな る方 の コネ ク タを
ハ ード ディ ス クユ ニ ット
に接続してください。コネ
ク タの ケー ブ ルは 図 のよ
うに折ってください。

⑤ ハードディスクユニットに同梱されているネジ（1 個）で固定します。

⑥ ①で取り外したネジ（2 個）を元通りに取り付けます。
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I 金属のカバーを取り付け、ネジで固定します。

カバ ー下側のツメを本体 部分に引っかけて から、カバーを取り付 けます。2
本のネジでカバーを固定します。

Win
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J プリンタ右側のカバーを取り付けます。

図 の 方 向 にス ラ イ ド
させ、カバー上側の四
角 い 穴 に 本体 の ボ タ
ン を は め 込む と 同 時
に、カ バ ー を 前 面 カ
バーに差し込みます。

カバーをプリンタ本体に添えます。

カバー下側のツメを、図の ように
穴に差し込みます。
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K 上カバーをカチッと音がするまでしっかりと閉じます。

Win
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L 取す。り外した インタ ーフェイ スケー ブルと電 源ケー ブルを元 通りに 接続しま
M 増設メモリを取り付けた場合、プリンタが増設メモリを正しく認識している
かを次の手順で確認します。
• LP-8700/LP-8700PS3の場合
① プリンタの電源をオン ( I ) にします。
② プリンタの起動時に、液晶ディスプレイに［RAM CHECK XX.XMB］と
表示されます。こ の［XX.XMB］の値が、［標準装備のメ モリ容量＋増設
メモリの容量］であることを確認します。
* 標準装備のメモリ容量は、LP-8700 は 16MB、LP-8700PS3 は 32MB です。

• LP-8100の場合
① プリンタの電源をオン ( I ) にします。
② 用紙カセットに用紙が正しくセットされていること、印刷可能状態になっ
ている（印刷可ランプが点灯している）ことを確認します。
③ 操作パネルの［シフト］スイッチを押したまま［排紙］スイッチを押しま
す。ステータスシートが印刷されますので、印刷されたメモリ容量の値を
確認してください。

p

• Windows をお使いの場合は、
取り付けたオプションの設定をする必要がありま
す。
s 本書「オプション装着時の設定
（Windows）
」216 ページ
• 本 機は、メモリが 効率的に使 用されるよう な設定をプ リンタのコン トローラが
自 動的に行っ ていますので 、キャッシュバ ッファや受 信バッファの 容量の設定
は基本的に不要です。
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インターフェイスカードの取り付け（LP-8700/LP-8100）
ここ では、LP-8700/LP-8100 にインター フェイス カードを 取り付ける 方法につ いて説明し ます。
（LP-8700PS3には、標準でネットワークインターフェイスが搭載されています）
。
プラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。

p

イン ターフ ェイス カード によっ ては、プ リンタ への取 り付け の前に、カ ード上 の
ディ ップス イッチ や、ジャン パー スイッ チの設 定が必 要な場 合があ ります。イ ン
ターフェイスカ ードの取扱説明書に従っ て、それぞれの設定をしてく ださい。本書
では、設定 を終えたイ ンターフェ イスカード を取り付 ける手順に ついて説明 して
います。

取り付けは以下の手順に従って行ってください。

A プリンタの電源をオフ(○)にします。

電源ケーブルとインターフェイスケーブルが接続されている場合は取り外し
てください。

B 本体背面のコネクタカバーを取り外します。

C インターフェイスカードを取り付けます。
インターフェイスカードの左右両側をプリンタ内部のみぞに合わせて差し込
みます。インターフェイスカードのコネクタと、プリンタ本体のコネクタが
きちんと合うまで差し込んでください。
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インターフェイスカードの取り付け（LP-8700/LP-8100）

D 付属のネジでインターフェイスカードを固定します。

Win
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E 取り外したケーブル類を取り付け、電源をオン( I )にします。
F ステータスシートを印刷して正しく取り付けられたか確認します。
ステータスシートの印刷方法は以下のページを参照してください。
s 本書「プリンタの状態や設定値を印刷するには」172 ページ
正しく取り付けられているときは、［インターフェイス］の項目に［I/F カー
ド］と印刷されます。
< 例>
ハードウェア環境
実装メモリ容量

XXXXKB

インタフェース

パラレル

USB

給紙装置

用紙トレイ

カセット１

p

I/Fカード

インタ ーフェイス カードを使用 するために は、インターフ ェイスカー ドの設定が
必要です。
詳細はインターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。
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両面印刷ユニットの取り付け
ここでは、両面 印刷ユニット（型番：LPDSP4）を取り付ける方法に ついて説明しています。プ
ラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。

M ac

両面印刷ユニットで両面印刷ができる用紙の仕様は以下の通りです。

Dos

用紙種類

普通紙

用紙サイズ

A3、
A4、
A5、
B4、
B5、Letter
（LT）、
Half-Letter
（HLT）、
Legal（LGL）、
Executive（EXE）、
Government Legal
（GLG）、
Government Letter
（GLT）
、Ledger
（B）

p

LP-8100で両面印刷を行う場合は、
プリンタメモリの増設をお勧めします。

取り付けは以下の手順に従って行ってください。

A プリンタの電源をオフ（○）にします。
電源ケーブルとインターフェイスケーブルが接続されている場合は取り外し
てください。

B 背面のカバー（2個）を取り外します。
オ プシ ョ ン に添 付
の治具 を使って3箇
所 のフ ッ ク を外 し
ます。

Win

オ プショ ンに 添付 の
治 具を使 って カバ ー
を外してください。

C 両面印刷ユニットを取り付けます。
図のようにプリンタ背面の受け部に両面印刷ユニットのツメをかけます。
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両面印刷ユニットの取り付け

D 両面印刷ユニットのネジ（3個）を固定します。

Win
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E 取す。り外した 電源ケ ーブルと インタ ーフェイ スケー ブルを元 通りに 接続しま

p

Windowsをお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をする必要があります。
s 本書
「オプション装着時の設定
（Windows）」
216 ページ
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オプションカセットユニットの取り付け
ここでは、大容量カセ ットユニット（型番：LPDC7）とユニバーサルカセットユ ニット（型番：
LPUC2）を取り付ける方法について説明しています。
オプショ ンのカセット ユニット（LPDC7またはLPUC2）は、最大2段まで自由な
組み合わせで増設が可能です。
取り付けは以下の手順に従って行ってください。

A プリンタの電源をオフ（○）にします。

電源ケーブルとインターフェイスケーブルを接続している場合は取り外して
ください。

w

• プリンタは重い（約20kg）
ので、
持ち運びに
は 十分注意してくださ い。プリンタを持つ
と きは右図のように本体をはさ んで2人で
持 ち、取 っ手 に 手を か けて 運 んで く ださ
い。
• プ リンタ を運ぶ 際は 右図以 外の部 分に手

1人目

本
体
正
面
側

本
体
背
面
側

2人目

を かけないでください。プ リンタが破損す
るおそれがあります。

B プ リンタを 設置す る場所に 大容量 カセット ユニッ トまたは ユニバ ーサルカ
セットユニットを置き、その上にプリンタを置きます。
＜例＞ユニバーサルカセットを1段増設

オプションカセットユニットを 2 段増設する場合は、プリンタを設置する場
所に 3 段目（一番下）にするオプションカセットユニットを置き、その上に
2 段目にするオプションカセットユニットを置いてからプリンタを置いてく
ださい。
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オプションカセットユニットの取り付け

C オプションカセットユニットに同梱の取り付け用部品（4 個）で、プリンタ
本体とオプションカセットユニットを固定します。
① プリンタ本体の用紙カセットを取り出し、下図の 2 箇所に取り付け用部品
を取り付けます。

Win
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②プリンタ背面の下図の 2 箇所に取り付け用部品を取り付けます。

p

オプショ ンカセット ユニットを2段増設す る場合は、2段目のオ プションカセ ット
ユニッ トと3段 目のオプショ ンカセット ユニットを 同様の手順で 固定してく ださ
い。

D 取 り外した 電源ケ ーブルと インタ ーフェイ スケー ブルを元 通りに 接続しま
す。

p

Windowsをお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をする必要があります。
「オプション装着時の設定
（Windows）」
216 ページ
s 本書
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オプション装着時の設定（Windows）
メモリや給紙装置などのオプションを装着 した場合、Windowsプリンタドライバで装着状況を確
認させる必要があります。オプションを装着していない場合やMacintoshでお使いの場合は、設定
の必要はありません。

p

• Windows NT4.0/2000の場合、管理者権限
（Administrator）のあるユーザーでログ
オンする必要があります。
• ここではWindows 98のプロパティ画面を掲載しますが、手順は同じです。

A Windowsの［スタート］ボタンをクリックし、［設定］にカーソルを合わせ、
［プリンタ］をクリックします。

B お使 いのプリン タのアイコン を選択して、［ファイル］メ ニューの［プロパ
ティ］をクリックします。
このときに、プリンタのオプション装着状況の確認を開始します。

②クリックして

①選択して

③クリックします

p

通信エラーが 発生した場合は、
［OK］ボタンをクリックし てエラーダイアログを閉
じてください。
手動でオプション情報を設定できます。
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オプション装着時の設定（Windows）

C ［環境設定］タブをクリックし、オプション情報リストを確認します。
•［オプ

ション情報 をプリンタか ら取得］が選択さ れた状態で 自動的にオプ
ション情 報が取得でき れば、装着したオ プションを リストに表示 します。
Fへ進みます。
• 装着しているオプションがリストに表示されない場合は、手動でオプショ
ン情報を設定します。Dへ進みます。
①クリックして

②確認します

［設定］ボタンをクリック
D ［オプション情報を手動で設定］をクリックして、
します。
［実装オプション設定］ダイアログが開きます。

①クリックして

②クリックします
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［OK］ボタンをクリックします。
E 装着したオプションを選択して、
•［実装メモリ］

リストから、増設したメモリの容量を含めてプリンタの総メ
モリ容量を選択します。
•［オプション給紙装置］リストで、装着したオプション給紙装置名をクリッ
クして選択します。
• 両面印刷ユニットまたは HDD ユニット（LP-8700PS3）を装着した場合
は、チェックボックスをチェックします。

メモリ容量を選択します
オプ ション給紙装置 を選
択します

クリックします

使用す るオプションを
チェックします
（L P-8 7 0 0P S3 で は、
［HDD ユニ ッ ト］も表
示されます）

F ［OK］ボタンをクリックしてプリンタのプロパティを閉じます。

以上でオプションの設定は終了です。
ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく装着されているか確認
できます。
s 本書「プリンタの状態や設定値を印刷するには」172 ページ
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プリンタのメンテナンス
ここでは、メンテナンス方法や輸送/移動時の注意事項などについて
説明しています。

● ET カートリッジの交換....................... 220
● 用紙トレイ給紙ローラのクリーニング .... 225
● プリンタの清掃 ................................. 229
● プリンタの輸送と移動 ........................ 230
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ETカートリッジの交換
ここでは、ETカートリッジの交換方法を説明しています。

Win

LP-8700/LP-8700PS3/LP-8100で使用可能なETカートリッジは次の通りです。
• 型番：LPA3ETC7
（約6,000枚：A4、画占率5%）
*
• 型番：LPA3ETC8
（約10,000枚：A4、画占率5%）
*

Dos

* ETカートリッジの寿命は、トナー残量のほかに感光ドラムの回転数（印刷時や、ウォームアッ
プおよび印刷終了時の回転）によって決まるため、印刷条件（画占率、用紙サイズ、印刷の間
隔など）によってはトナーがなくなる前にETカートリッジの寿命に達することがあります。

w

• ト ナーは人体 に無害です が、体や衣服に 付着したと きはすぐに 水で洗い流 して
ください。
• 寒い場所から暖かい場所に ET カートリッジを移動した場合は、室温に慣らすた
め1時間以上待ってから作業を行ってください。

交換時期
または約 10,000 枚
（LPA3ETC8）
• 1 つの ET カートリッジで約 6,000枚（LPA3ETC7）
（A4、
画 占率5%）
ま で印刷でき ます。
た だし、
使用 状況によ りトナー消 費量は異な
りますので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。
トナー残量の目安を表示することができま
• EPSON プリンタウィンドウ !3 では、
す。ただし、あくまで目安ですの で、
印刷結果 から判断して交換 することをお勧め
し ます。
ト ナーが残 り少なく なると交 換を促す メッセー ジが表示 されます ので、
新しいETカートリッジと交換することをお勧 めします。
印刷がかすれている場合
は、ただちに新しいETカートリッジと交換してください。
65 ページ
s Windows：本書「EPSONプリンタウィンドウ!3とは」
119 ページ
s Macintosh：本書「EPSONプリンタウィンドウ!3とは」
［トナーガ スクナク ナリマシ
• LP-8700/LP-8700PS3 の液晶ディスプレイに
タ］と表示された場合、またはLP-8100のトナーランプが点滅し ている場合は、
ま
だ印刷が可能で す。
ETカートリッジ交換の必要はありません。ただし、
トナー残量
は目安ですので、印刷がかすれたり薄くなった場合は、
交換してください。
• LP-8700/LP-8700PS3の液晶ディスプレイに［トナーカートリッジコウカン］
と
表示さ れた場合、
またはLP-8100のトナーランプと エラー解除ランプが点灯して
いる場合も、印刷は可能ですが、
印刷結果から判断して交換してください。

p
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LP-8700/LP-8700PS3で［トナ ーコウカ ンエラー ヒョウジ］を
［ス ル］
に設定し てい
る場合、1枚印刷するごとにエラーが 発生するため［エラー解除］スイッチ を押して
エラーを解除してください。
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ET カートリッジの交換

Win

交換の手順

M ac

A ラッチを押して、上カバーを開けます。

Dos

ade
カバーを開けたとき、
次の部分に手を触れないようご注意ください。
• 定着器部分（内部は約180度と高温のため火傷の原因になります）
• 転写ローラ部分（印刷品質劣化の原因になります）

定着器

転写ローラ
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ET カートリッジの交換

B 使用済みのETカートリッジを取り出します。

Win

取っ手を持ち、使用済みの ET カートリッジを引き上げます。

M ac
Dos

abc
ETカー トリッジは 火の中に 入れないで ください。
トナ ーが飛び散 って発火 し、火傷のおそ
れがあります。

C ETカートリッジの箱を開け、梱包袋から取り出します。取り出したカート
リッジを、内部のトナーが均一な状態になるように図のように左右に傾け
ながら7〜8回振ります。

w

感光体 保護シャッ タを絶対 に開けない でください。ま た、
内部の感 光体
（青色の部
分）
には絶対に手を触れないでください。
印刷品質が低下します。

保護シャッタ
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ET カートリッジの交換

p

ETカ ートリ ッジの入 っていた 梱包袋は、プ リンタの 移動や 輸送の際、ま たは使用

Win

済みのカートリッ ジを回収する際に必要となり ます。梱包袋は、
次回の交換時まで
大切に保管してください。

M ac

D ETカートリッジを平らな場所に置き、シールドテープを引き抜きます。

カートリッジ上面に表示されている矢印をプリンタの上カバー側に向け
E ET
てETカートリッジをセットします。
両側のガイドを合わせながら底に突き当たるまで確実にセットします。この
とき、プリンタ内部のローラやギアなどには手を触れないでください。
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Dos

ET カートリッジの交換

F 上カバーをカチッと音がするまでしっかりと閉じます。

Win
M ac
Dos

w

ETカ ートリ ッジを取 り付けた まま、
プリン タを運搬 しない でくださ い。トナーが
プリンタ内部にこぼれ、
印刷品質に影響を与えたり、
故障の原因となります。

使用済みETカートリッジの回収について
資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力くださ
い。使用済みETカートリッジの回収方 法については、新しいETカートリッジに添
付されておりますご案内シートを参照してください。
やむを得ず、使用済みETカートリッジを処分される場合は、ポリ袋などに入れて、
必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

abc
使用済み のETカー トリッジは、絶 対に火の中 に入れな いでくださ い。トナーが 飛び散って
発火し、
火傷のおそれがあります。
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用紙トレイ給紙ローラのクリーニング
用紙トレイから給紙する場合、絵 入りハガキなどに使用されている絵柄裏移り防止用の粉が給紙
ローラに付着して給紙できな くなることがあります。このようなときには給紙ローラのクリーニ
ングを行ってください。

Win

用紙トレイから給紙できなくなったときは、以下の手順に従って給紙ローラを固く
絞った布でていねいに拭いてください。

Dos

A ラッチを押して、上カバーを開けます。

ade
カバーを開けたとき、
次の部分に手を触れないようご注意ください。
• 定着器部分（内部は約180度と高温のため火傷の原因になります）
• 転写ローラ部分（印刷品質劣化の原因になります）

定着器

転写ローラ
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M ac

用紙トレイ給紙ローラのクリーニング

B ETカートリッジを取り出します。

Win
M ac
Dos

p

取り 出したETカートリ ッジは、トナ ーがこ ぼれない ように、水 平に置い てくださ
い。

C ガイドをずらします。

突起部をつまんで、左右 2 つのガイドを外側へずらします。

D 給紙ローラを取り外します。
左右 2 つの給紙ローラを外側にずらして、取り外します。
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用紙トレイ給紙ローラのクリーニング

E 給紙ローラを固く絞った布でていねいに拭きます。

Win

給紙ローラは 2 個あります。

M ac
ゴム製 の部分をてい
ねいに拭きます

Dos

F 給紙ローラを取り付けます。

矢印の刻印のある面を右側にして、左右 2 つの給紙ローラを軸に取り付けま
す。

G 給紙ローラを軸に固定します。

左右 2 つの給紙ローラを内側へずらして、軸上の突起を給紙ローラの溝には
め込みます。

突起

227

用紙トレイ給紙ローラのクリーニング

H ガイドをずらして給紙ローラを固定します。

給紙ローラ軸の下にあるゴム板部分を手袋などをした指で押した状態で左右
のガイドを内側へずらし、左右 2 つの給紙ローラを固定します。

Win
M ac
Dos

プリン タ本体 前面側 のゴム が
貼られ ていな い部分 を押し 下
げてください。

w

ゴム板部分の押し 下げは、ゴムの部分には触れない ように、また必ず手袋などをし
て行ってください。
手の脂などで給紙性能が低下するおそれがあります。

I ETカートリッジを取り付けます。

J 上カバーをカチッと音がするまでしっかりと閉じます。
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プリンタの清掃
プリンタを良好な状態で使っていただくために、ときどき次のようなお手入れをしてください。

Win

プリンタの表面が汚れたときは、水を含ませて固くしぼった布で、ていねいに拭い
てください。

M ac
Dos

p

• プ リンタの 清掃は、電源を オフ
（○）
にして コンセント から電源 ケーブルを 抜い
た後で行ってください。
• ベ ンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないで ください。プ
リンタのケースが変色、変形するおそれがあります。
• プリンタを水に濡らさないよう注意して清掃してください。
• 固 いブラシや 布などでケ ースを拭か ないでくだ さい。ケースに 傷が付くお それ
があります。
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プリンタの輸送と移動
プリンタを運搬したり、移動するときには、以下のように作業を行ってください。

Win

輸送の方法

M ac
プリンタを運搬するときは、取り付けてある付属品などをすべて外し、もう一度梱
包してください。以下のものが取り付けられている場合は、取り外してください。
• 電源ケーブル
• インターフェイスケーブル
• 用紙トレイ内の用紙（用紙トレイは閉じてください）
• 用紙カセット
• ETカートリッジ
• オプションの増設カセットユニット（装着時のみ）

輸送の注意
プリンタ本体に梱包材を付けて、梱包箱に入れます。ページプリンタは精密機械で
すので、梱包方法によっては輸送中に思わぬ破損を招くことも考えられます。下記
の注意に従って、確実に梱包してください。
常に水平を保ちながら取り扱ってくださ
• 使用中 / 使用済みの ET カートリッジは、
い。トナーがこぼれることがあります。
トナーがこぼれるこ
• ET カートリッジは斜めや逆さまにして置かないでください。
とがあります。
• 製 品購入時に 使用され ていた梱 包材を使 用して購 入時の状 態で梱包し てくださ
い。

w

• プリンタからETカートリッジを必ず取り外してください。取り外したカート
リッジは、製品購入時に梱包されていた箱かビニール袋などにいれて輸送して
ください。
• 製 品購入時に取り付けられていた輸 送用の保護具を必ず取り付けて 輸送してく
ださい。

移動の方法
プリンタを設置していた台を代えたり、隣の部屋に移動する場合は、付属品をすべ
て取り外す必要はありません。以下の部品のみを取り外して、振動を与えないよう
に水平にていねいに移動してください。
• 電源ケーブル
• インターフェイスケーブル
• 用紙トレイ内の用紙（用紙トレイは閉じてください）
• 用紙カセット
• オプションの増設カセットユニット（装着時のみ）
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Dos

困ったときは
ここでは、困ったときの対処方法について説明しています。

● 印刷実行時のトラブル ........................ 232
● 用紙が詰まったときは ........................ 254
● 印刷品質に関するトラブル................... 260
● 画面表示と印刷結果が異なる................ 265
● USB 接続時のトラブル ....................... 268
● その他のトラブル .............................. 271
● どうしても解決しないときは................ 272
● お問い合わせ確認票 ........................... 273

8

印刷実行時のトラブル
Win

プリンタの電源が入らない
電源ケーブルが抜けていたり、ゆるんでいませんか?
電源ケ ーブルを プリンタ とコンセン トに、確実に 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
電気製品をそのコンセントに差し込んで、動作するかどうか確かめて
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かめて、正しい電圧で使用してください。

以上の3点を 確認の上 で電源ス イッチを オン( I )にしても 電源が入 らな
い場合 は、保守契 約店（保守 契約を されて いる場 合）、
または お買い 求め
いただ いた販売 店また はお近く のエプソ ンの修 理窓口へ ご相談く ださ
い。
エプソンの 修理窓口へのご 相談先はスター トアップガイド の巻末に
記載されています。
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印刷実行時のトラブル

Win

印刷しない
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方は、差し替えてご確認ください。
イ ンタ ーフ ェイ スケ ーブ ルが コ ンピ ュー タや 本プ リン タ 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確認します。
s スタートアップガイド「コンピュータと接続する」38 ページ
プリンタが印刷できない状態です。
プリン タの操作パ ネル上に ある液晶デ ィスプレイ の表示ま たはラン
プの状態を確認します。エラーが表示されている場合は、以下のペー
ジを参照し、対処して、
［印刷可］スイッチを押します。
s LP-8700/8700PS3：本書「LP-8700/LP-8700PS3の操作パネ
ルに ある液晶 ディスプ レイにエ ラーメ ッセージ が表示さ れてい
ませんか？」236 ページ
s LP-8100：本書「LP-8100 の操作パネル上の各ランプが点灯ま
たは点滅していませんか？」242 ページ
コンピュータが画像を処理できません。
コンピ ュータのCPUやメモリによ っては画像デ ータを処理 できない
場合があります。解像度を下げて印刷するか、メモリを増設してくだ
さい。
ネットワーク上の設定は正しいですか？
ネット ワーク上の ほかのコ ンピュータ から印刷で きるか確 認してく
ださい。ほかのコンピュータから印刷できる場合は、プリンタまたは
コンピュータ本体に問題があると考えられます。接続状態やプリンタ
ドライバの設定、コンピュータの設定などを確認してください。印刷
できない場合は、ネット ワークの設定に問題があると考えら れます。
ネットワーク管理者にご相談ください。
LP-8700PS3を お使 い の場 合は「ネ ッ トワ ーク 設 定ガ イ ド」
（CDROM）を参照して、ネットワークの設定を確認してください。
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印刷実行時のトラブル

お使い の機種のプ リンタド ライバが正 しくインス トールさ れていま
すか?
Windows：
お使いの機種のプリンタドライバが、コントロールパネルのプリンタ
フォル ダにアイ コンとし て登録さ れていま すか? また、アプ リケー
ションソフトによっては、印刷時に印刷するプリンタを選択できない
場合もありますので、通常使うプリンタとして選ばれているか確認し
てください。
(Windows)
確認方法
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。

Macintosh：
お使いの機種のプリンタドライバが、セレクタ画面で正しく選択され
ているか、選択したプリンタが実際に接続したプリンタと合っている
か確認してください。

選択 したプリ ンタドラ イバが 正し
いか確認します。
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Win
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Dos

印刷実行時のトラブル

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?
印刷途 中で印刷 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。こ
のままの状態で印刷を実行しても印刷されません。
Windows 95/98/Meの場合
①［スタート］ボタンをクリックし、
［設定］にカーソルを合わせ［プリン
タ］をクリックします。
②使用するプ リンタ名をクリックし
て［ファイル］メ ニュー内の［一時
停止］または［プ リンタをオフライ
ンにする］にチ ェックが付いている
場合はクリックして外します。

②クリックします

②クリックします

①クリックして

①確認して

Windows NT4.0/2000の場合
①［スタート］ボタンをクリックし、
［設定］にカーソルを合わせ［プリン
タ］をクリックします。
②使用するプ リンタ名のアイコンを
ダブルクリ ックし、プリンタが一時
停止状態の場合は［プリンタ］の［一
時停止］をクリ ックしてチェックを
外します。

プリンタドライバの[接続ポート]の設定が合っていません。
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 本書「プリンタ接続先の設定（Windows 95/98/Me）」87 ページ
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Win

プリンタがエラー状態になっている
コンピュータ画面上にエラーメッセージが表示されていませんか？
EPSONプリンタウィンドウ!3をイン ストールしている 場合に問題が
発生す ると、コンピ ュータの 画面上にポ ップアッ プウィンド ウが開
き、エラーメッセージが表示されます。エラーメッセージが表示され
ている場合は、その内容を一読して必要な手段を講じてください。
＜例＞WindowsのEPSONプリンタウィンドウ!3の場合
エラーメッセージ

［対処方法］ボタンがある場合には、そのボタンを
クリックすると対処方法が表示されます。対処方法
に従って問題を解決することができます。

LP-8700/LP-8700PS3の操作パ ネルにある液 晶ディスプ レイにエ
ラーメッセージが表示されていませんか？
エラーメッセージが表示されていたら、次の説明を参照して適切な処
置をしてください。
表示
I/Fカード

説明

エラー

フェイスカードが挿入されています。
ROMモジュール

処置

本 プ リ ン タで は 使 用で き な い イン タ ー 電 源を オフ に した 後、
イ ンタ ー フェ イス
A

カキコミエラー

カードを抜きます。

書 き込み 不可の カード に書き 込もう とし プリ ンタ の電 源を オフ にし た後、ROMモ
た か、
書き込み が正常に終了しま せんでし ジュールを取り外します。
た。また は、
ソ ケッ トAにROMモジ ュー ル
が装着されていません。

ROMモジュールA

フォーマットエラー

書 き込み可 能で未フォ ーマットのROMモ 初めて 書き込むROMモジュー ルであれば
ジ ュ ール がス ロッ トxに 装着 され てい ま 問題あり ません。
［エラー解除］スイッチを
す。

押して表示 を消してください。書き込み終
了後 のROMモジ ュー ルの 場合 は、
以 下の
操作を行ってください。
①
［エ ラー 解除］スイッ チを押 して 表示を
消し、
再度書き込みを行います。
②再 度この メッセ ージが表 示され た場合
は、
ROMモ ジュ ール が破 損し ている 可能
性がありま す。
プリンタ の電源をオフにし
た後、
ROMモジュールを取り外します。

ROMモジュールA

リード

エラー

本 プ リ ンタ で は利 用 でき な い R OM モ プリ ンタ の電 源を オフ にし た後、ROMモ
ジュールが装着されています。

ジュールを取り外します。
本プリ ンタで使用 可能なROMモジュール
かどうか型番などで確認してください。
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表示

説明

ServiceReq Cxxxx

サービスコールエラーが発生しました。

処置

一旦電源 をオフにし、数分後にオン（｜）
に
しま す。
再 度発生 した ときは、液晶 ディス
プレイの表 示を書き写してか ら、
保守契約

Win
M ac

店あ るいは 販売店 またはエ プソン の修理
窓口にご連 絡ください。連絡先はスタート
アップガイド巻末に記載されています。
ウエカバーガ

アイテイマス

上カバーが開いています。

上カバーを 閉じます。
エ ラー状態が自動的

カイゾウドヲ

オトシマシタ

メ モリ不 足によ り指定 された 解像度 での 印刷処理を 中止するには、コンピュータ側

に解除されます。
印 刷ができず、何らかの省略を行 って印刷 で印刷処理 を中止してから、リセットまた
しました。

はリセットオールを行います。
s 本書「リセットとリセットオール」174
ページ
印刷後に 表示を消すには、
［エ ラー解除］
ス
イッチを押します。
再度 印刷す るとき は解像度 を下げ て印刷
してくださ い。
またはメ モリを増設してく
ださい。

カセットxヲ

セットシテクダサイ

用紙カセットxがセットされていません。

指 定の 用紙 カ セッ トを セ ット する と、
エ
ラー状態を自動的に解除して印刷します。

キュウシミスデ

ヨウシガツマリマシタ

給 紙口で紙詰まりが 発生し、
正常 に給紙が 給紙口の紙 詰まりを取り除き ます。
カセッ
行われませんでした。

ト で給 紙す る 場合 は、
カ セッ ト を正 しく
セットします。
上カ バーを 開けて 用紙の有 無を確 認して
からカバー を閉じます。ウォーミングアッ
プ終了後、紙詰まりが発 生したページから
印刷が開始 されます。
こ のエラーが発生し
たと きは必 ず上カ バーを一 旦開閉 してく
ださい。
s 本書
「用 紙 が 詰 ま っ た と き は」254
ページ

サービスヘレンラククダサイ

Exxx

サービスコールエラーが発生しました。

一旦電源 をオフにし、数分後にオン（｜）
に
しま す。
再 度発生 した ときは、液晶 ディス
プレイの表 示を書き写してか ら、
保守契約
店あ るいは 販売店 またはエ プソン の修理
窓口にご連 絡ください。連絡先はスタート
アップガイド巻末に記載されています。

トナーカートリッジ

IDエラー

トナーカートリッジ

R/Wエラー

取 り付けたET カートリッ ジは使用 できま 正しいET カートリッ ジを取り 付けてくだ
せん。

さい。

ET カートリッ ジの状態に 関する情 報を読 正しいET カートリッ ジを取り 付けてくだ
み書きする際にエラーが発生しました。

さい。
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表示

トナーカートリッジ

説明

コウカン

処置

ET カートリッ ジのトナー がなくな りまし ETカートリッジを交換してください。
た。

s 本書「ETカートリッジの交換」220 ページ
このメッセージは、
［エラー解除 ］
スイッチ

Win
M ac

を押 すと一 時的 に消去 できま す。
た だし、
［ト ナ ー コウ カ ンエ ラ ーヒ ョ ウジ］を
［ス
ル］
に 設定している場合は、1枚印刷するご
とにエラー が発生します。エラーが発生す
るた びに［エラー 解除］スイッ チを 押して
エラーを解除してください。
s 本書「トナーコウカン エラーヒョウジ 」
151 ページ
トナーカートリッジ

ジュミョウ

取 り付けら れているETカ ートリッ ジは使 新しいET カートリッ ジと交換 してくださ
用 でき なく なり まし た。
新 しいET カー ト い。
ET カートリ ッジをセ ットし、上カバー
リッジに交換するまで印刷できません。

を閉じると、エラー状態 が自動的に解除さ
れます。
s 本書「ETカートリッジの交換」220 ページ

トナーカートリッジヲ

イレテクダサイ

ETカートリッジがセットされていません。 ETカートリッジをセットし、
上カバーを閉
じると、エラー状態が自 動的に解除されま
す。
s 本書「ETカートリッジの交換」220 ページ

ハイシブデ

ヨウシガツマリマシタ

プ リンタ 内部の 定着器 付近で 紙詰ま りが 上 カバ ーを 開 けて 用紙 を 取り 除き、上カ
発生しました。

ヨウシガツマリマシタ

バーを閉じ ます。
エラー 状態が自動的に解

プ リン タ内部（給紙 口以外）で紙 詰ま りが 除されます。ウォーミン グアップを行った
後、
紙 詰まりが発生した ページから印刷が
発生しました。
再開されます。
s 本書
「用 紙 が 詰 ま っ た と き は」254
ページ

ブスウシテイ

デキマセンデシタ

指 定した 部数の 印刷デ ータを 扱うた めの プリ ンタド ライバ で解像度 を下げ て印刷
メ モリが足りないた め、
１部だけ 印刷しま することで、プリンタが 扱う印刷データの
す。

量が少なく なり、
複数部 の印刷が可能にな
る場合があります。
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表示

ページエラー

オーバーラン

説明

処置

印 刷内容が複雑で、プリンタの処 理が追い ［デ バイスメニュー］の
［ジ ドウエラーカイ
つきません。

ジ ョ］
が［シナ イ］に設 定 さ れて い る 場合
は、
次 のどちらかの操作 を行ってください

Win
M ac

（［ジドウエ ラーカイジョ］を
［ス ル］
にして
お くと、一 定時 間
（5 秒）
後 に、自動 的 にエ
ラー状態を解除します）
。
「ジ ド ウ エ ラ ー カ イ ジ ョ」156
s 本書
ページ
• ［エラー解除］
スイッチを押します。
• リ セットま たはリセ ットオー ルを行い
ます。
s 本書
「リ セット とリセ ットオ ール」
174 ページ
［デ バイスメニュー］の
［ペ ージエラーカイ
ヒ］
を［ON］にすると、このエ ラーは発生し
ません。
s 本書「ページエラーカイヒ 」
157 ページ
また、解像 度を下 げて 印刷す る、
あ るいは
［印 刷モ ード］を
［標 準
（PC）］
（Windows）
ま
たは［CRT優先］
（Macintosh）にすることに
よっ てエラ ーの発 生を回避 できる 場合が
あります。
s Windows：本 書
「［拡張 設 定］
ダ イ アロ
グ」59 ページ
s Macintosh：本書
「［詳細設定］ダイアロ
グ」107 ページ
メモリオーバー

メモリガタリマセン

処 理中にメモリ不足 が発生し、
動 作が続行 ［デ バイスメニュー］の
［ジ ドウエラーカイ
できなくなりました。

ジョ］が
［シ ナイ］の場 合は、次の どち らか
の操 作を行 って くださ い
（［ジドウ エラー
カイ ジョ］を
［ス ル］
に して おく と、
一 定時
間
（5 秒）
後 に、
自 動的に エラー 状態 を解除
します）
。
s 本書
「ジ ド ウ エ ラ ー カ イ ジ ョ」156
ページ
• ［エラー解除 ］
スイッチを押します。
• リ セットま たはリセ ットオー ルを行い
ます。
s 本書
「リ セット とリセ ットオ ール」
174 ページ
再度印刷す るときは、
プ リンタドライバで
解像度を下 げるか、
アプ リケーションソフ
トの 取扱説 明書を 参照して 解像度 を下げ
てく ださ い。
また は、
メ モリを 増設 してく
ださい。
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表示

メモリノ

ゾウセツヲ

説明

オススメシマス

処置

印 刷処理中にメモリ 不足が発生しました。 印刷処理を 中止するには、コンピュータ側
印刷は続行します。

で印刷処理 を中止してから、リセットまた
はリセットオールを行います。

Win
M ac

s 本書「リセットとリセットオール」174

Dos

ページ
印刷後に表示を消すには、
［エラー解除］
ス
イッチを押します。
再度印刷す るときは、
解 像度を下げて印刷
してくださ い。
またはメ モリを増設してく
ださい。
ヨウシカクニン

xxxxx

yyyy

ESC/Pageコマンドでマ ニュアルフィード 給紙 装置に 正しい サイズの 用紙を セット
モ ードが指定された とき、
印刷を 開始する しま す。
ま た、
［トレ イ紙 サイ ズ］
ス イッチ
前 に選択された 給紙装置
（xxxxx）
と 用紙サ ある いは［カセッ ト紙 サイズ］スイ ッチの
イズ（yyyy）
を表示します。

設定 がセッ トした 用紙サイ ズと一 致して
いることを確認してください。
［エ ラー解除］スイッ チまた は
［印刷 可 ］
ス
イッチを押すと、
印刷を開始します。

ヨウシコウカン

xxxxx

yyyy

給 紙 を 行お う とし た 給紙 装 置
（xxxxx）
に ［デ バイスメニュー］の
［ジ ドウエラーカイ
セ ットされている用 紙サイズと、印刷する ジ ョ］
が［シナ イ］に設 定 さ れて い る 場合
用紙サイズ（yyyy）
が異なっています。

は、
以 下の3つのうち、どれかの操作を行っ
て くだ さ い
（［ジド ウ エラ ー カ イジ ョ］
を
［ス ル］
にして おくと、
一定 時間
（5秒）後に、
自動的にエラー状態を解除します）
。
s 本書
「ジ ド ウ エ ラ ー カ イ ジ ョ」156
ページ
• 給 紙装置に 正しいサ イズの用 紙をセッ
ト しま す。
［エラ ー解除］ス イッ チを押
して印刷します。
• 用紙を交換しないで

［エラー解除］
ス

イッ チを押します。
セットされている用
紙に印刷します。
• リ セットま たはリセ ットオー ルを行い
ます。
s 本書
「リ セット とリセ ットオ ール」
174 ページ
ヨウシサイズ

エラー

給 紙した 用紙と 設定さ れてい る用紙 サイ ［デ バイスメニュー］の
［ジ ドウエラーカイ
ズが異なっています。

ジ ョ］
が［シナ イ］に設 定 さ れて い る 場合
は、
［エラー解除］
スイッチを押します。
s 本書
「ジ ド ウ エ ラ ー カ イ ジ ョ」156
ページ
［デ バ イ スメ ニ ュー］の
［ヨ ウ シサ イ ズフ
リー］を
［ON］に設定 しておくこと により、
［ヨ ウシ サイズ エラー］のメ ッセー ジは表
示されなくなります。
s 本書「ヨウシサイズフリー 」
156 ページ

ヨウシタイプ

エラー

印 刷時に 指定し た用紙 サイズ と用紙 タイ メッセ ージは［エラー 解除］
ス イッチを押
プ の用紙 がセッ トされ ている 給紙装 置が すと 消え ます。
操 作パ ネルの 設定 で、
各給
見 つからないため、用紙サイズの み一致す 紙装 置の用 紙タイ プの設定 を確認 してく
る給紙装置から給紙しました。

ださい。
s 本書「キョウツウメニュー 」
149 ページ
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表示

ヨウシナシ

xxxxx

説明

yyyy

以下のような場合に表示されます。

処置

Win

（1）の場合

（1）
印刷 のために給紙しようと した給紙装 給紙 装置に 正しい サイズの 用紙を セット
置（xxxxx）
に、用 紙サ イ ズ
（yyyy）が セッ ト すると、エラー状態を自 動的に解除して印
されていません。

刷します。

Dos

（2）
すべ ての給紙装置に用紙が セットされ （２）の場合
ていません。

いず れかの 給紙装 置に用紙 をセッ トする
と、
エ ラー状態を自動的 に解除して印刷し
ます。

リョウメンインサツ

デキマセン

オ プショ ンの両 面印刷 ユニッ トで両 面印 操 作 パ ネ ル で 設 定 す る
［デ バ イ ス メ
刷 実行時、
用紙 のサイズまたは種 類が両面 ニュー］の
［ジド ウエラーカイジ ョ］
によっ
印 刷不可能な設定の ため、
両面印 刷の実行 て以下のように異なります。
を中止します。

s 本書
「ジ ド ウ エ ラ ー カ イ ジ ョ」156
ページ
• ［ジド ウエラ ーカイ ジョ］が
［シ ナイ］
の
場 合、
［エ ラー 解 除］
ス イッ チ を押 しま
す。
［エ ラー 解除］
ス イッチ を押 すと、
片
面印刷で印刷を再開します。
• ［ジド ウエラ ーカイ ジョ］が
［ス ル］
の場
合、一定 時間
（5 秒）
後に 片面印 刷で印刷
を再開します。

リョウメンインサツ

メモリガタリマセン

［デ バ イ ス メ
オ プショ ンの両 面印刷 ユニッ トで両 面印 操 作 パ ネ ル で 設 定 す る
［ジド ウエラーカイジ ョ］
によっ
刷 実行時、
印刷 データを扱うため のメモリ ニュー］の
が 足りないため裏面 側が印刷できません。 て以下のように異なります。
「ジ ド ウ エ ラ ー カ イ ジ ョ」156
こ の 場合、表面 側 のみ 印刷 し て排 紙し ま s 本 書
す。

ページ
• ［ジド ウエラ ーカイ ジョ］が
［シ ナイ］
の
場 合、
［エ ラー 解 除］
ス イッ チ を押 しま
す。
［エラー解除］スイッチを 押すと、
裏
面 側のデー タが次の 用紙の表 面に印刷
され、排紙されます。
• ［ジド ウエラ ーカイ ジョ］が
［ス ル］
の場
合、一定 時間
（5 秒）
後に 裏面側 のデータ
が次 の用紙の表面に印刷され、
排紙され
ます。

リョウメン

カバーガ

アイテイマス

オ プションの両面印 刷ユニット装着時、両 オプ ション の両面 印刷ユニ ットの カバー
面 ユニットのカバー が開いています。また を 確実 に閉 じ ます。カバ ーを 閉 じる とエ
は確実に閉じていません。

リョウメンユニットデ

ヨウシヅマリ

ラー状態は自動的に解除されます。

オ プショ ンの両 面印刷 ユニッ トで用 紙詰 両面 印刷ユ ニット のカバー を開け て用紙
まりが発生しました。

を取 り除 き、
カバ ーを 閉じま す。
エ ラー状
態が自動的 に解除されます。ウォーミング
ア ップ を行 っ た後、紙詰 まり が 発生 した
ページから印刷が再開されます。
s 本書
「用 紙 が 詰 ま っ た と き は」254
ページ

リョウメン

ヨウシサイズ

エラー

M ac

［エ
オ プショ ンの両 面印刷 ユニッ トで両 面印 両面印刷可 能な用紙をセット した後で
刷 できない用紙サイ ズです。
裏面 側の印刷 ラー 解除］スイッ チを 押すと、両面 印刷を
が 終了して排紙した 時点で、
印刷 を停止し 実行します。
ます。

241

印刷実行時のトラブル

LP-8100の操作パネル上の各ラ ンプが点灯または点 滅していません
か？
ランプが点灯または点滅していたら、次の説明を参照して適切な処置
をしてください。

表示
ランプ
用紙

状態
点滅

説明

処置

給 紙した 用紙と 設定さ れてい る用紙 サイ Windowsプ リンタドライバの［プリンタ設
ズが異なっています。

定］
ダ イアログま たはMacintosh用EPSON
リモートパネル!で
［自動エラー解除］が無
効に なっ てい る場 合は、
［エラ ー解 除］
ス
イッチを押します。
「［プリ ン タ 設定］ダイ
s Windows：本 書
アログ（LP-8100）」
57 ページ
［設 定］ダイ ア ロ グ」
s Macintosh：本書「
129 ページ
プリンタド ライバで
［用 紙サイズのチェッ
ク をし ない］を有 効 にし てお く こと によ
り、
このエラーは表示されなくなります。
「［拡張 設 定］
ダ イ アロ
s Windows：本 書
グ」59 ページ
「［拡張設定］ダイアロ
s Macintosh：本書
グ」109 ページ

印 刷時に 指定し た用紙 サイズ と用紙 タイ ［エ ラー 解除］
ス イッ チを押 すとエ ラー状
プ の用紙 がセッ トされ ている 給紙装 置が 態を解除し ます。
Windowsプリンタドライ
見 つからないため、用紙サイズの み一致す バ の
［プ リ ン タ 設 定］ダ イ ア ロ グ また は
る給紙装置から給紙しました。

Macintosh用EPSONリモートパネル!で、
各給 紙装置 の用紙 タイプの 設定を 確認し
てください。
「［プリ ン タ 設定］ダイ
s Windows：本 書
アログ（LP-8100）」
57 ページ
［設 定］ダイ ア ロ グ」
s Macintosh：本書「
129 ページ
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表示
ランプ

説明

状態

Win

処置

用紙

点滅

給 紙を行 おうと した給 紙装置 にセッ トさ Windowsプ リンタドライバの［プリンタ設

エラー解除

点滅

れ ている用紙サイズ と、
印刷する 用紙サイ 定］
ダ イアログま たはMacintosh用EPSON
ズが異なっています。

リモートパネル!で
［自動エラー解除］が無
効 にな っ てい る 場合 は、以 下 の3つ のう
ち、
ど れかの操作を行 ってください（
［自動
エラ ー解 除］
を有 効に してお くと、一定時
間
（5 秒）
後 に、
自 動的に エラー 状態 を解除
します）
。
s Windows：本 書
「［プリ ン タ 設定］ダイ
アログ（LP-8100）」
57 ページ
s Macintosh：本書「
［設 定］ダイ ア ロ グ」
129 ページ
• 給 紙装置に 正しいサ イズの用 紙をセッ
ト しま す。
［エラ ー解除］ス イッ チを押
して印刷します。
• 用紙を交換しないで
［エ ラ ー 解 除］
ス
イッ チを押します。
セットされている用
紙に印刷します。
• リ セットま たはリセ ットオー ルを行い
ます。
s 本書
「リ セット とリセ ットオ ール」
174 ページ

用紙

点滅

エラー解除

点灯

用紙カセットがセットされていません。

指 定の 用紙 カ セッ トを セ ット する と、
エ
ラー状態を自動的に解除して印刷します。

以下のような場合に表示されます。

（1）の場合

（1）
印刷 のために給紙しようと した給紙装 給紙 装置に 正しい サイズの 用紙を セット
置に、用紙がセットされていません。

すると、エラー状態を自 動的に解除して印

（2）
すべ ての給紙装置に用紙が セットされ 刷します。
ていません。

（2）の場合
いず れかの 給紙装 置に用紙 をセッ トする
と、
エ ラー状態を自動的 に解除して印刷し
ます。
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表示
ランプ

説明

状態

Win

処置

用紙

点灯

ESC/Pageコマンドでマ ニュアルフィード 給紙 装置に 正しい サイズの 用紙を セット

エラー解除

点滅

モ ードが指定された とき、
印刷を 開始する しま す。
ま た、
［トレ イ紙 サイ ズ］
ス イッチ
前 に選択 された 給紙装 置と用 紙サイ ズの ある いは［カセッ ト紙 サイズ］スイ ッチの
確認を促します。

設定 がセッ トした 用紙サイ ズと一 致して
いることを確認してください。
［エ ラー解除］スイッ チまた は
［印刷 可 ］
ス
イッチを押すと、
印刷を開始します。

オ プショ ンの両 面印刷 ユニッ トで両 面印 Windowsプ リンタドライバの［プリンタ設
刷 実行時、
用紙 のサイズまたは種 類が両面 定］
ダ イアログま たはMacintosh用EPSON
印 刷不可能な設定の ため、
両面印 刷の実行 リモートパネル!で設定する
［自動エラー解
を中止します。

除］
によって以下のように異なります。
s Windows：本 書
「［プリ ン タ 設定］ダイ
アログ（LP-8100）」
57 ページ
s Macintosh：本書「
［設 定］ダイ ア ロ グ」
129 ページ
• ［自 動 エ ラ ー 解 除］
が 無 効 の 場 合、
［エ
ラー 解除］
スイッチを押します。
［エラー
解 除］
ス イッチを 押すと、片面 印刷で印
刷を再開します。
• ［自動エラー解除］が有効の場合、
一定時
間（5秒）
後に片面印刷で印刷を再開しま
す。

［エ
オ プショ ンの両 面印刷 ユニッ トで両 面印 両面印刷可 能な用紙をセット した後で
刷 できない用紙サイ ズです。
裏面 側の印刷 ラー 解除］スイッ チを 押すと、両面 印刷を
が 終了して排紙した 時点で、
印刷 を停止し 実行します。
ます。
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表示
ランプ

説明

状態

用紙

点灯

エラー解除

点灯

上カバーが開いています。

Win

処置

上カバーを 閉じます。
エ ラー状態が自動的
に解除されます。

給 紙口で紙詰まりが 発生し、
正常 に給紙が 給紙口の紙 詰まりを取り除き ます。
カセッ
行われませんでした。

ト で給 紙す る 場合 は、
カ セッ ト を正 しく
セットします。
上カ バーを 開けて 用紙の有 無を確 認して
からカバー を閉じます。ウォーミングアッ
プ終了後、紙詰まりが発 生したページから
印刷が開始 されます。
こ のエラーが発生し
たと きは必 ず上カ バーを一 旦開閉 してく
ださい。
s 本書
「用 紙 が 詰 ま っ た と き は」254
ページ

プ リンタ 内部の 定着器 付近で 紙詰ま りが 上 カバ ーを 開 けて 用紙 を 取り 除き、上カ
発生しました。

バーを閉じ ます。
エラー 状態が自動的に解

プ リン タ内部（給紙 口以外）で紙 詰ま りが 除されます。ウォーミン グアップを行った
後、
紙 詰まりが発生した ページから印刷が
発生しました。
再開されます。
s 本書
「用 紙 が 詰 ま っ た と き は」254
ページ
オ プションの両面印 刷ユニット装着時、両 オプ ション の両面 印刷ユニ ットの カバー
面 ユニットのカバー が開いています。また を 確実 に閉 じ ます。カバ ーを 閉 じる とエ
は確実に閉じていません。

ラー状態は自動的に解除されます。

オ プショ ンの両 面印刷 ユニッ トで用 紙詰 両面 印刷ユ ニット のカバー を開け て用紙
まりが発生しました。

を取 り除 き、
カバ ーを 閉じま す。
エ ラー状
態が自動的 に解除されます。ウォーミング
ア ップ を行 っ た後、紙詰 まり が 発生 した
ページから印刷が再開されます。
s 本書
「用 紙 が 詰 ま っ た と き は」254
ページ

トナー
エラー解除

点灯

取 り付けたET カートリッ ジは使用 できま 正しいET カートリッ ジを取り 付けてくだ

点灯

せん。

さい。

ET カートリッ ジの状態に 関する情 報を読 正しいET カートリッ ジを取り 付けてくだ
み書きする際にエラーが発生しました。

さい。

ET カートリッ ジのトナー がなくな りまし ETカートリッジを交換してください。
た。

このエ ラー状態 は
［エラー 解除 ］スイッチ
を押 すと一 時的 に消去 できま す。
た だし、
一枚 印刷す るごと に再度エ ラー状 態にな
ります。
s 本書「ETカートリッジの交換」220 ページ

取 り付けら れているETカ ートリッ ジは使 新しいET カートリッ ジと交換 してくださ
用 でき なく なり まし た。
新 しいET カー ト い。
ET カートリ ッジをセ ットし、上カバー
リッジに交換するまで印刷できません。

を閉じると、エラー状態 が自動的に解除さ
れます。
s 本書「ETカートリッジの交換」220 ページ

ETカートリッジがセットされていません。 ETカートリッジをセットし、
上カバーを閉
じると、エラー状態が自 動的に解除されま
す。
s 本書「ETカートリッジの交換」220 ページ
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表示
ランプ

メモリ

説明

状態

点滅

Win

処置

メ モリ不足により、指定された解 像度での 印刷処理を 中止するには、コンピュータ側
印 刷ができず、何らかの省略を行 って印刷 で印刷処理 を中止してから、リセットまた
しました。

はリセットオールを行います。
s 本書「リセットとリセットオール」174
ページ
印 刷後 にエ ラー 状態 を 解除 する とき は、
［エラー解除］スイッチを押します。
再度 印 刷す ると きは［はや い］
（300dpi）
で
印刷し てください。
［き れい］
（600dpi）
で印
刷するには、
メモリの増設が必要です。

指 定した 部数の 印刷デ ータを 扱うた めの プ リ ン タ ドラ イ バ で 解 像 度 を
［は や い］
メ モリが足りないた め、
１部だけ 印刷しま （300dpi）に設定す ることで、プリンタが扱
す。

う印刷デー タの量が少なくな り、
複数部の
印刷が可能になる場合があります。

印 刷処理中にメモリ 不足が発生しました。 印刷処理を 中止するには、コンピュータ側
印刷は続行します。

で印刷処理 を中止してから、リセットまた
はリセットオールを行います。
s 本書「リセットとリセットオール」174
ページ
印 刷後 にエ ラー 状態 を 解除 する とき は、
［エラー解除］スイッチを押します。
再度印 刷するとき は、
［はやい］
（300dpi）
で
印刷し てください。
［き れい］
（600dpi）
で印
刷 する ため に は、
メ モリ の増 設 が必 要で
す。
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ランプ

説明

状態

メモリ

点灯

エラー解除

点滅

Win

処置

• 印刷内容が複雑で、プリンタの処理が追 Windowsプ リンタドライバの［プリンタ設
いつきません。

定］
ダ イアログま たはMacintosh用EPSON

［自動エラー解除］が無
• 処理中にメモリ不足が発生し、動作が続 リモートパネル!で
行できなくなりました。

効 にな っ てい る 場合 は、以 下 の2つ のう
ち、
ど れかの操作を行 ってください（
［自動
エラ ー解 除］
を有 効に してお くと、一定時
間
（5 秒）
後 に、
自 動的に エラー 状態 を解除
します）
。
s Windows：本 書
「［プリ ン タ 設定］ダイ
アログ（LP-8100）」
57 ページ
s Macintosh：本書「
［設 定］ダイ ア ロ グ」
129 ページ
• ［エラー解除］
スイッチを押します。
• リ セットま たはリセ ットオー ルを行い
ます。
s 本書
「リ セット とリセ ットオ ール」
174 ページ
印刷内容が 複雑で、
プリ ンタの処理が追い
つ かな い場 合 は、
解 像度 を下 げ て印 刷す
る、
あるいは
［印 刷モ ー ド］
を［標 準
（PC ）］
（Windows）ま たは
［CRT優先］
（Macintosh）
にす ること によっ てエラー の発生 を回避
できる場合があります。
s Windows：本 書
「［拡張 設 定］
ダ イ アロ
グ」59 ページ
s Macintosh：本書
「［詳細設定］ダイアロ
グ」107 ページ
メモ リ不足 で動作 が続行で きない 場合に
再度印刷す るときは、
プ リンタドライバで
解像度 を
［はやい］
（300dpi）に設定 するか、
アプ リケー ション ソフトの 取扱説 明書を
参 照し て解 像 度を 下げ て くだ さい。また
は、
メモリを増設してください。

オ プショ ンの両 面印刷 ユニッ トで両 面印 Windowsプ リンタドライバの［プリンタ設
ダ イアログま たはMacintosh用EPSON
刷 実行時、
印刷 データを扱うため のメモリ 定］
［自動エラー解
が 足りないため裏面 側が印刷できません。 リモートパネル!で設定する
によって以下のように異なります。
こ の 場合、表面 側 のみ 印刷 し て排 紙し ま 除］
す。

s Windows：本 書
「［プリ ン タ 設定］ダイ
アログ（LP-8100）」
57 ページ
s Macintosh：本書「
［設 定］ダイ ア ロ グ」
129 ページ
• ［自 動 エ ラ ー 解 除］
が 無 効 の 場 合、
［エ
ラー 解除］
スイッチを押します。
［エラー
解 除］
ス イッチを 押すと、裏面 側のデー
タが 次の用紙の表面に印刷され、
排紙さ
れます。
• ［自動エラー解除］が有効の場合、
一定時
間（5秒）
後に裏面側のデータが次の用紙
の表面に印刷され、排紙されます。

メモリ

点灯

本 プ リ ン タで は 使 用で き な い イン タ ー 電 源を オフ に した 後、
イ ンタ ー フェ イス

エラー解除

点灯

フェイスカードが挿入されています。

カードを抜きます。
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表示
ランプ

状態

全点灯→全消灯

説明

サービスコールエラーが発生しました。

Win

処置

一旦電源 をオフにし、数分後にオン（｜）
に
しま す。
再 度発生 した ときは、エラ ーコー

→エラーコード点灯
用紙ランプ

ド点灯（用紙ランプ・トナーラン プ・メモリ

トナーランプ

ラ ンプ の点 灯 組み 合わ せ）
を 記 録し てか

メモリランプ

ら、
保 守契約店あるいは 販売店またはエプ

の点灯組み合わせ

ソンの修理 窓口にご連絡くだ さい。
連絡先

→全消灯

はス タート アップ ガイド巻 末に記 載され

上記 の順序 でラン プの 点灯・消灯が 繰り返

ています。

されます。

「LPT1に書き込みができませんでした」エラーが発生する
プリンタドライバの設定が正しくありません。
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。
• ECPモードでご利用の場合、ECPモード対応のケーブルで接続して
いることを確認し、コンピュータのBIOS設定を「ECP」
（ECPがな
い 場合 は「Bi-directional」）に、ポート を「ECPプリン タポ ート
（LPT1）」に設定して印刷を行ってみてください。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。

セレクタでプリンタを選択していない
正しいプリンタドライバが選択されていません。
本プリンタのプリンタドライバを選択してください。
s スタートアップガイド「プリンタドライバの選択」74 ページ

正しいゾーン、プリンタが選択されていません。
プリンタが接続されているゾーンを確認して、印刷するプリンタを選
択してください。

ご利用の環境に合ったプリンタドライバを選択しましたか?
Macintoshのプリンタドライバは、ご利用の環境別に2種類あります。
ご利用の環境に合ったプリンタドライバを選択してください。
s スタートアップガイド「プリンタドライバの選択」74 ページ
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セレクタにプリンタドライバまたはプリンタが表示されない
QuickDraw GXを使用していませんか？
本プリンタドライバは、QuickDraw GXに対応していません。
QuickDraw GXを使用停止にしてください。
s スタートアップガイド「システム条件の確認」71 ページ
AppleTalkネットワークゾーンの設定が違います。
プリンタの接続されているゾーンを選択してください。

プリンタ名を変更していませんか？
ネットワークの管理者に確認して、変更したプリンタを選択してくだ
さい。

エラーが発生する
MacOS7.6以降を使用していますか？
プリンタドライバの動作可能環境は、MacOS7.6以降です。
s スタートアップガイド「システム条件の確認」71 ページ

印刷設定ダイアログの印刷モードの設定が［きれい］、または［より
きれい］
（LP-8700/LP-8700PS3のみ）になっていませんか？
プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。印
刷ダイアログの印刷モード設定を［はやい］にすると印刷できる場合
があります。それでも印刷できない場合は、次項目を参照してくださ
い。
Macintoshのシステムメモリの空き容量は十分ですか？
Macintoshのプリンタドライバは、Macintosh本体のシステムメモリ
の空きエリアを使用してデータを処理します。コントロールパネルの
RAMキャッシュを減らしたり、使 用していないアプリ ケーションソ
フトを終了して、メモリの空き容量を増やしてください。
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給排紙されない
プ リン タを プリ ンタ の底 面よ り 小さ な台 の上 に設 置し て いま せん
か？
プリン タの底面よ り小さな 台の上に設 置すると正 常な給排 紙ができ
ません。プリンタの設置場所を確認してください。
プリンタは水平な場所に設置されていますか？
プリンタの下にはさまれている物はありませんか？
設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれている
と正常に排紙されない場合があります。プリンタの設置場所の環境を
再確認してください。
本機で印刷可能な用紙を使用していますか？
印刷可能な用紙を使用してください。
s 本書「用紙について」6 ページ

両面印刷ユニットを使用した両面印刷時に、印刷可能な用紙を使用し
ていますか？
両面印刷で使用できる用紙種類、サイズには制限があります。以下の
ページを参照してください。
s 本書「両面印刷ユニット」196 ページ
用紙をセットする前によくさばいていますか？
用紙を複数枚セットする場合は、セットする前に用紙をよくさばいて
ください。

［トレイ紙サイズ］スイッチ、
［カセット紙サイズ］スイッチをセット
した用紙のサイズに合わせて正しく設定してありますか？
プリン タはセット した用紙 のサイズを スイッチの 設定から 検知しま
す。セットした用紙サイズとスイッチの設定は必ず一致させてくださ
い。
s 本書「用紙カセットへの用紙のセット」11 ページ
s 本書「用紙トレイへの用紙のセット」16 ページ
また［トレイ紙サイズ］スイッチを［パネルで設定］
（LP-8700/LP8700PS3）や［ドライバで設定］
（LP-8100）に設定した場合は、必
要 に 応じ て 操 作 パネ ル あ る い はプ リ ン タ ドラ イ バ（Windows）/
EPSONリモートパネル!（Macintosh）で設定を行ってください。
s LP-8700/LP-8700PS3：本書「ワンタッチ設定モード 2」141
ページ
s LP-8100 Windows：本書「［プリンタ設定］ダイアログ（LP8100）
」57 ページ
LP-8100
Macintosh：本書「
［設定］ダイアログ」129 ページ
s
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用紙カセットがプリンタに正しくセットされていますか？
用紙カセットを正しくセットしてください。
s 本書「用紙カセットへの用紙のセット」11 ページ

M ac
Dos

セ ット して いる 用紙 とプ リン タ ドラ イバ の設 定は 一致 し てい ます
か？
ステータスシートまたは操作パネルで、用紙トレイまたは用紙カセッ
トの用紙サイズを確認してください。
s 本書「プリンタの状態や設定値を印刷するには」172 ページ
s 本書「設定項目の説明」145 ページ
用紙サイズが正しく検知されていることを確認し、その用紙サイズを
プリンタドライバでの設定と一致させてください。
プリンタドライバで給紙したい給紙装置を選択していますか？
プリンタドライバで使用する給紙装置を選択してください。
［基本設定］ダイアログ」32 ページ
s Windows：本書「
［プリント］ダイアログ」103 ページ
s Macintosh：本書「
アプリケーションソフトの給紙装置の設定は合っていますか？
給紙装置の設定は、アプリケーションソフトの設定が優先する場合が
あります。
アプリ ケーション ソフトの 取扱説明書 を参照して 給紙装置 の設定を
確認してください。
改ページ命令がアプリケーションソフトから送られていますか？
アプリケーションソフトによっては、データの最後に排紙命令を出さ
ないものもありま す。
［印刷可］スイッチを押 して印刷可ランプを消
してから［排紙］スイッチを押してください。
給紙ローラが汚れていませんか？
用紙トレイから給紙されない場合は、給紙ローラを拭いてください。
s 本書「用紙トレイ給紙ローラのクリーニング」225 ページ

紙詰まりエラーが解除されない
詰まった用紙をすべて取り除きましたか？
上カバーを一旦開閉してみてください。それでもエラーが解除されな
い場合 は用紙を取 り除く際 に用紙が破 れてプリン タ内部に 残ってい
るかもしれません。この ような場合には無理に取り除こうと せずに、
エプソンフィールドセンターまたは保守契約店にご連絡ください。エ
プソン フィールド センター の連絡先は スタートア ップガイ ドの巻末
に記載されています。
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用紙を二重送りしてしまう
用紙どうしがくっついていませんか？
用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合は、1枚ずつセットし
てください。

官製ハガキや封筒の先端が下向きに反っていませんか？
先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。

「通信エラーが発生しました」と表示される
プリンタに電源が入っていますか?
コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの電源
をオン( I )にします。

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、差し換えてご確認ください。）
イ ンタ ーフ ェイ スケ ーブ ルが コ ンピ ュー タや 本プ リン タ の仕 様に
合っていますか?（ローカル接続時）
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「パラレルインターフェイスケーブル」194 ページ
プ リン タ ドラ イ バの 設 定で 双 方向 通 信 機能 を 選択 し てい ま すか?
（ローカル接続時）
Windows 95/98/Meの場合、双方向通信機能の設定を確認してくだ
さい。
s 本書「プリンタ接続先の設定（Windows 95/98/Me）」87 ページ
I/Fカ ー ドが コン ピュ ー タや 本プ リン タ の仕 様に 合っ て いま すか?
（LP-8700/ LP-8100）
NetWare共有プリンタを監視するには、監視するプリンタにインター
フェイスカード（PRIFNW3）を装着する必要があります。
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Win

他のインターフェイスから印刷していませんか？
印刷の終了後に再度印刷を実行してみてください。

M ac
Dos

p

お使い のネットワ ーク環境（NetBEUI 接続時やEpson Internet Print使用時 など）に
よっては、EPSON プリンタウィン ドウ!3が ネットワークプ リンタを監視で きない
ために 印刷を実行 すると通信 エラーとな る場合があ ります。エラ ーが表示さ れて
も印刷 は正常に 終了しま す。このよう な場合に は、
［ユーティ リティ］タブ 内の
［印
刷中プリンタのモニタを行う］
のチェックを外してお使いください。
s 本書
「［ユーティリティ］
ダイアログ」64 ページ
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用紙が詰まったときは
紙 詰 まり が 発 生し た とき は、液 晶 ディ ス プ レイ に メ ッセ ー ジが 表 示 され た り（LP-8700/LP8700PS3）、ランプの点灯状態でお知らせします（LP-8100）。本書の手順に従って用紙を取り除
いてください。
紙詰まりの主な原 因は次のようなものです。紙 詰まりが繰り返し発生 するときは、
以下の点を確認してください。
• プリンタが水平に設置されていない
• OHPシートの場合、セットする前によくさばいていない
• 用紙カセットや用紙トレイに用紙が正しくセットされていない
• 用紙カセットが正しくセットされていない
• 本機で使用できない用紙を使用している
• 吸湿して波打ちしている用紙を使用している

w

用紙 を取り 除く際 に、用紙を 破か ないよ う注意 してく ださい。用 紙が破 れた場 合
は、
破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。

給紙部で用紙が詰まったときは

A 用紙トレイの用紙を取り除き、詰まった用紙があるか確認します。
用紙トレイの給紙口で用紙が詰まっているときは、図のように用紙を引き抜
きます。
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B 用紙カセットを引き抜き、詰まった用紙があるか確認します。

カセットユニット内やプリンタ底部で用紙が詰まっているときは、図のよう
に用紙を引き抜きます。
カセ ット 挿入口 の奥 も
必ず確認してください

Win
M ac
Dos

用紙カセットは、残りの用紙がカセットに正しくセットされていることを確
認してからプリンタ本体にセットし直します。

C プリンタの上カバーを一旦開閉します。
用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いたあと、プリンタの上
カバーを開閉することで解除されます。
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用紙が詰まったときは

Win

プリンタ内部で用紙が詰まったときは

M ac

A 上カバーを開け、ETカートリッジを取り出します。

Dos

ade
カバーを開けたとき、
次の部分に手を触れないようご注意ください。
• 定着器部分（内部は約180度と高温のため火傷の原因になります）
• 転写ローラ部分（印刷品質劣化の原因になります）

定着器

転写ローラ

w

ETカートリッジを取り出してから、
詰まった用紙を取り除いてください。
ETカー トリッジを取り出 さずに詰まった用 紙を無理に引き出 すと、
印字不良等の
原因になります。
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B 詰まっている用紙を引き抜きます。

w

Win

こちら側 からは引っ張らな いでください。印刷 汚れや
用紙の巻き付きの原因となります。

Dos

C ETカートリッジを取り付け、上カバーを閉じます。
ディスプレイの表示が［ウォームアップ］→［インサツカノウ］へと戻るこ
とを確 認します（LP-8700/LP-8700PS3）。正常に印刷排紙できなかった
ページは自動的に再度印刷されます。

p

M ac

• 用 紙トレイや 用紙カセット の給紙口か ら詰まった 用紙を引き抜 いた場合、用紙
を 引き抜いた後もLP8700/LP-8700PS3の液晶ディスプレ イに［ヨウシガツマリ
マ シタ］と表示されて いたり、LP-8100の用紙 ランプとエラー 解除ランプが点灯
し ていることがあります。これは、プリンタの 上カバーを開閉しないと紙詰まり
の エラーが解除されないためです。プリン タ内部に詰まった紙がなくても、上カ
バーの開閉を１回行ってください。
• 詰 まった紙を 取り除く際に 、用紙の一部が ちぎれて手 の届かないと ころに残っ
て しまった場 合などは、無 理に取り除 こうとせず に、エプソンの 修理窓口、また
は 保守契約を されている場 合は契約店 にご連絡く ださい。エプソン の修理窓口
の連絡先はスタートアップガイドの巻末に記載されています。
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Win

両面印刷ユニット内で用紙が詰まったときは

A 両面印刷ユニット上カバーを開けて、詰まった用紙を取り除きます。

M ac
Dos

上カバーを元通りに閉じます。

B 両面印刷ユニット下カバーを開けて、詰まった用紙を取り除きます。

下カバーを元通りに閉じます。

258

用紙が詰まったときは

C プリンタの上カバーを一旦開閉します。

用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いたあと、プリンタの上
カバーを開閉することで解除されます。

Win
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Dos

p

上記の 手順で詰ま った用紙を 取り除いて もエラーが 解除され ない場合は、両 面印
刷ユニ ットをプリ ンタ本体か ら取り外し、プ リンタ本 体背面下部 の開口部で 紙詰
まりが発生していないかを確認してください。

開口部

用紙が詰まって いた場合は、その用紙を取り 除いた後、両面印刷ユニット を元通り
に取り付けてください。
s 本書
「両面印刷ユニットの取り付け」
212 ページ
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印刷品質に関するトラブル
Win

きれいに印刷できない
［RIT］機能を使用して印刷していますか？
文字をきれいに印刷したい場合は［RIT］機能を使用して印刷してく
ださい。ただし、写真など複雑なトーンがあるデータの場合は、
［RIT］
機能を使用しないほうがきれいに印刷できる場合があります。
［詳細設定］ダイアログ」35 ページ
s Windows：本書「
［詳細設定］ダイアログ」107 ページ
s Macintosh：本書「
解像度が［はやい］
（300dpi）に設定されていませんか？
解像度を［きれい］（600dpi）または［よりきれい］
（LP-8700/LP8700PS3の1200dpi）に設定して印刷してくだ さい。ただし、複雑
な印刷データの場合、メモリ不足で印刷できない場合があります。そ
の場合は、解像度を［はやい］
（300dpi）に戻すか、メモリを増設し
てください。
［基本設定］ダイアログ」32 ページ
s Windows：本書「
［プリント］ダイアログ」103 ページ
s Macintosh：本書「
文字と グラフィッ クスデー タが重なっ た印刷デー タを印刷 していま
せんか？
文字とグラフィックスを重ねていて問題がある場合は、印刷モードを
［CRT優先］に設定して印刷してください。
［詳細設定］ダイアログ」107 ページ
s Macintosh：本書「
［PGI］の設定が速度優先に設定されていませんか？
［PGI］の設定を品質優先に設定します。
s Macintosh ：本書「［詳細設定］ダイアログ」107 ページ

ETカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。
新しいETカートリッジに交換してください。
s 本書「ETカートリッジの交換」220 ページ

印刷の濃淡が思うように印刷できない
トナーセーブ機能を使用していませんか？
トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使
用ください。
s Windows：本書「
［詳細設定］ダイアログ」35 ページ
s Macintosh：本書「
［詳細設定］ダイアログ」107 ページ
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プリンタドライバの［明暗］の設定を確認してください。
Windowsの場合は、
［グラフィック］の［明暗］設定を、Macintosh
の場合は、
［PGI］/［ハーフトーン］の明暗設定を調整してください。
s Windows：本書「
［詳細設定］ダイアログ」35 ページ
s Macintosh：本書「
［詳細設定］ダイアログ」107 ページ
印刷濃度の設定は適切ですか？
印刷濃度を調整してみてください。
s Windows：本書「
［拡張設定］ダイアログ」59 ページ
s Macintosh：本書「
［拡張設定］ダイアログ」109 ページ

印刷が薄いまたはかすれる
用紙が湿気を含んでいます。
新しい用紙と交換してください。
印刷濃度の設定が正しくありません。
印刷濃度を調整してください。
s Windows：本書「
［拡張設定］ダイアログ」59 ページ
s Macintosh：本書「
［拡張設定］ダイアログ」109 ページ
ETカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。
新しいETカートリッジに交換してください。
s 本書「ETカートリッジの交換」220 ページ
ETカートリッジにトナーが残っていません。
新しいETカートリッジに交換してください。
s 本書「ETカートリッジの交換」220 ページ
トナーセーブ機能を使用していませんか?
トナーセーブ機能を解除してください。
s Windows：本書「
［詳細設定］ダイアログ」35 ページ
s Macintosh：本書「
［詳細設定］ダイアログ」107 ページ

黒点が印刷される
使用中の用紙が適切ではありません。
印刷できる用紙の種類」を確認し、印刷できる用紙を使用してくださ
い。
s 本書「印刷できる用紙の種類」6 ページ
ETカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。
何回か用 紙を排紙しても改 善されない場合 は、新しいETカートリッ
ジに交換してください。
s 本書「ETカートリッジの交換」220 ページ
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Win

周期的に汚れがある

M ac

プリンタ内の用紙経路が汚れています。
用紙を数枚印刷してください。

Dos

ETカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。
何回か用紙 を排紙しても改善 されない場合は 新しいETカートリッジ
に交換してください。
s 本書「ETカートリッジの交換」220 ページ

指でこするとにじむ
用紙が湿気を含んでいます。
新しい用紙と交換してください。
使用中の用紙が適切ではありません。
以下のページを参照して、印刷できる用紙を使用してください。
s 本書「印刷できる用紙の種類」6 ページ

黒い部分に白点がある
使用中の用紙が適切ではありません。
以下のページを参照して、印刷できる用紙を使用してください。
s 本書「印刷できる用紙の種類」6 ページ
用紙の表裏が逆にセットされている場合があります。
表（印刷）面を上に向けてセットしてください。

用紙全体が黒く印刷されてしまう
ETカートリッジが正しくセットされていません。
ETカートリッジを正しくセットし直してください。
ETカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。
新しいETカートリッジに交換してください。
s 本書「ETカートリッジの交換」220 ページ
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Win

黒線が印刷される
ETカートリッジが損傷または劣化している可能性があります。
新しいETカートリッジに交換してください。
s 本書「ETカートリッジの交換」220 ページ

何も印刷されない
ETカートリッジのシールドテープが引き抜かれていません。
ETカートリッジを取り出し、シールドテープを引き抜いてください。
一度に複数枚の用紙が搬送されています。
用紙をよくさばいて、セットし直してください。
ETカートリッジにトナーが残っていません。
新しいETカートリッジに交換してください。
s 本書「ETカートリッジの交換」220 ページ
ETカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。
新しいETカートリッジに交換してください。
s 本書「ETカートリッジの交換」220 ページ

白抜けがおこる
用紙が湿気を含んでいます。
新しい用紙と交換してください。
使用中の用紙が適切ではありません。
適切な用紙を使用してください。
s 本書「印刷できる用紙の種類」6 ページ
印刷濃度の設定が正しくありません。
印刷濃度調整を調整してください。
s Windows：本書「
［拡張設定］ダイアログ」59 ページ
s Macintosh：本書「
［拡張設定］ダイアログ」109 ページ
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Win

裏面が汚れる

M ac

用紙経路が汚れています。
用紙を数枚印刷してください。

Dos
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画面表示と印刷結果が異なる
Win

画面と異なるフォント/文字/グラフィックスで印刷される
プリンタの使用環境に問題はありませんか？
画面と異なるフォン トや文字、グラフィックスで印刷される 場合は、
まず印刷を中止してください。
s Windows：本書「印刷の中止方法」89 ページ
s Macintosh：本書「印刷の中止方法」134 ページ
再度印 刷を実行 してみて ください。再度 同様の現 象が発生す る場合
は、次の点を確認してください。
• 使 用環境の 仕様に合 った推奨 ケーブル が正しく 接続されて います
か。
• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していますか。
• プ リンタド ライバの テスト印 刷やステ ータス印 刷が正常に できま
すか。
TrueTypeフォントをプリンタフォントに置換していませんか？
プリンタドライバでTrueTypeフォントをプリンタフォントに置換し
ないように設定してください。
• Windows
［拡 張 設定］ダ イ アロ グ の［TrueTypeフ ォン ト］設 定［TrueType
フォントでそのまま印刷］をクリックします。
［拡張設定］ダイアログ」59 ページ
s 本書「
Macintosh
•
［プ リント］ダイアログまたは［詳細設 定］ダイアログにある［プリ
ンタフォント使 用］の［漢字］/［欧文］をクリックしてチェックを
外します。
［プリント］ダイアログ」103 ページ
s 本書「
［詳細設定］ダイアログ」107 ページ
s 本書「
プリンタモードの設定が間違っていませんか？
通常は［ジドウ］
（初期設定）に設定してください。
s 本書「プリンタモードメニュー」152 ページ

DOSアプリケーシ ョンソフトで正しい文字コー ドを選択しています
か？
文字コード表を確認して、正しい文字コードを選択してください。

画面の表示が旧JISで表示されていませんか？
本機は、新JISコード（JISX0208-1990）を使用しています。アプリ
ケーションの取扱説明 書を参照して、画面の表示を新JISコードの設
定にしてください。
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プログラムを組む際に、コントロールコードが間違っていませんか？
ESC/PまたはESC/Pageのコ ントロール コードで プログラム してく
ださい。ESC/Pでは、先頭行に［ESC@］のコードを入れてください。
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ESC/Page対応のアプリケ ーションソフト（ドラ イバ）のバージョ
ンが古くありませんか？
LP-8700/LP-8700PS3の場合は、パネル設定で［インサツメニュー］
の［イメージホセイ］を［2］に設定してください。
s 本書「イメージホセイ」154 ページ

画面と異なる位置に印刷される
アプリ ケーション ソフトで 設定した用 紙サイズと プリンタ ドライバ
で設定した用紙サイズが異なっていませんか？
アプリケーションとプリンタドライバの設定を合わせてください。
s Windows：本書「
［基本設定］ダイアログ」32 ページ
s Macintosh：本書「
［用紙設定］ダイアログ」98 ページ
アプリケーションソフトによっては、印刷開始位置の設定が必要にな
る場合があります。
プリンタドライバまたは操作パネルで［オフセット］の調整をしてく
ださい。
s Windows：本書「
［拡張設定］ダイアログ」59 ページ
s Macintosh：本書「
［拡張設定］ダイアログ」109 ページ
s 操作パネル：
「デバイスメニュー」155 ページ

罫線が切れたり文字の位置がずれる
アプリ ケーション ソフトで お使いのプ リンタの機 種名を使 用するプ
リンタに設定していますか？
各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、使用するプリン
タをお使いのプリンタの機種名に設定してください。
エプソンPCシリ ーズ、NECPC-9800シリーズを使用 している場合
に、メモリスイッチの設定が合っていますか？
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→24ピン系を選択します。
• NECPC-9800シリーズ→16ピン系を選択します。
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画面表示と印刷結果が異なる

ESC/PSモードで印刷する場合、右マージンの設定が適切でない場合
があります。
LP-8700/LP-8700PS3の場合は、パネル設定で［ESC/PSカンキョ
ウメニュー］の［ミギマージン］設定を修正してください。
s 本書「ミギマージン」165 ページ
ESC/Page対応のアプリケ ーションソフト（ドラ イバ）のバージョ
ンが古くありませんか？
LP-8700/LP-8700PS3の場合は、パネル設定で［インサツメニュー］
の［イメージホセイ］を［2］に設定してください。
s 本書「イメージホセイ」154 ページ

設定と異なる印刷をする
パネル設定、アプリケーションソフト、プリンタドライバの設定が一
致していますか？
印刷条件の設定は、パネル設定、アプリケーションソフト、プリンタ
ドライバそれぞれで設定できます。各設定の優先順位は、ご利用の状
況により異なります ので、設定と違う印刷をプリンタが行う 場合は、
各設定を確認してください。

楕円のような模様が印刷される
トナー残量が残り少ない可能性があります。
トナー 残量が少な いと楕円 のような模 様が印刷さ れること がありま
す。トナー残量を確認してトナーを交換してください。

外字データまたはフォーマットデータが印刷できない
I/Fタイムアウトの設定が短くありませんか？
I/Fタイムアウトの設定を長くしてください。
s LP-8700/LP-8700PS3：本書「I/F タイムアウト」149 ページ
s LP-8100 Windows：本書「［プリンタ設定］ダイアログ（LP8100）
」57 ページ
［設定］ダイアログ」129 ページ
s LP-8100 Macintosh：本書「
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インストールできない
お使い のコンピュー タはWindows 98/Me/2000プレイン ストール
マシ ンまた はWindows 98プレ インス トール され ていてWindows
Me/2000にアップグレードしたマシンですか？
Windows 95からWindows 98/Me/2000へ アッ プ グレ ード し たコ
ンピュ ータやUSBポートの動作が 保証されてい ないコンピ ュータは
正常に印刷できません。お使いのコンピュータについてはコンピュー
タメーカーへご確認ください。
s スタートアップガイド「OSおよびコンピュータの条件」39 ペー
ジ

印刷できない（Windows）
プリンタドライバの接続先は正しいですか？
新たにUSB対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると、
印刷先のポートの設定が変わることがあります。印刷先のポートの設
定を確認してください。
①［スタート］ボ タンをクリッ クし、
［設 定］にカーソルを 合わせて
［プリンタ］をクリックします。
② お使いの機種名のアイコンをクリックし、
［ファイル］メニューの
［プロパティ］をクリックします。
②クリック
して

①クリックして

③クリック
します
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③［詳細］タブをクリックして［印刷先のポート］を確認します。
USB接続で本機をご 利用の場合は［EPUSBx: (EPSON LP-XXXX
（お使 いの機 種名）)］（Windows 98/Me）/［USBx］（Windows
2000）と表示さ れているこ とを確認しま す。この表示があ れば、
USBプリンタとしてのプリ ンタドライバが正常に 組み込まれてい
ます。
①クリックして

②確認します

p

• パラレルケーブルでご利用の場合は、リストボックスからLPT1を選択します。
• Windows 98/Meをお使いの場合で上記の表示がないときは、USBデバイスドラ
イ バがインス トールされ ていないか、正 常にインス トールされ ていない可 能性
が あります。プリ ンタソフト ウェアを一 旦削除して から再イン ストールし てく
ださい。
s 本書「プリンタソフトウェアの削除方法」90 ページ

印刷先のポートに、使用するプリンタ名が表示されない
プリンタの電源がオンになっていますか？
プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識で
きないため、ポートが正しく表示されません。プリンタの電源をオン
にして、USBケーブルを一度抜き差ししてください。

正しく表示されていない

プリンタ名が表示されていない
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USBハブに接続すると正常に動作しない
本機をUSBハブの１段目以外に接続していますか？
USBは仕様上、USBハブを5段まで縦列接続できます。コンピュータ
に直接 接続された１ 段目以外のUSBハブに本機 を接続して いて正常
に動作しない場合は、USBハブの1段目に接続してお使いください。
また、別のハブをお持ちの場合は、ハブを替えて接続してみてくださ
い。
USBハブが正しく認識されていますか？
Windowsの［デバイスマネージャ］の＜ユニバーサルシリアルバ
ス＞の下に、USBハブが正しく認識されているか確認してください。

p

• 正しく認識されている場合は、コンピュータのUSBポートから、
USBハブをすべ
て 外してから、本 機のUSBコ ネクタをコ ンピュータ のUSBポー トに直接接 続し
てみてください。
• USBハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合せください。
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漏洩電流について
本機は、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」の項を参照してください。

印刷に時間がかかる
TrueTypeフォントを使用して印刷していませんか？
TrueTypeフォントはグラフィックとして処理されますので、印刷が
遅くなる場合があります。TrueTypeフォントをプリンタフォントに
置き換えて印刷してください。
s Windows：本書「TrueTypeフォントをプリンタフォントに置き
換えるには」61 ページ
s Macintosh：本書「画面の表示フォントをプリンタフォントに置
き換えるには」99 ページ
アプリケーションソフトへのメモリの割り当ては十分ですか？
アプリ ケーション ソフトへ のメモリの 割り当て量 を増やし てくださ
い。

バックグラウンドプリントを［入］にしていませんか？
ご利用のMacintoshによっては、バッ クグラウンドプリン トを［入］
にしておくと印刷に時間がかかることがあります。バックグラウンド
プリントを［切］に設定して印刷してください。
s 本書「バックグラウンドプリントを行う」132 ページ

プログラムリスト/ハードコピーがとれない
エプソンPCシリ ーズ、NECPC-9800シリーズを使用 している場合
に、メモリスイッチの設定が合っていますか？
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→24ピン系を選択します。
• NECPC-9800シリーズ→16ピン系を選択します。
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どうしても解決しないときは
症状が改善されない場合は、ま ずプリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラブルかを判断しま
す。

Win

ステータスシートを印刷します。

M ac

• LP-8700/LP-8700PS3
パネル 設定の
［テストイン サツメニュー］
から
［ステータスシー ト］
を選択して実
行します。

Dos

• LP-8100
操作パネルの［シフト］
スイッチを押したまま［排紙］
スイッチを押します。
印刷できる

印刷できない

プリンタ本体のトラブルです。
プリンタ本体に問題はありません。
プ リン タ ド ライ バ 上 か らス テ ー タス 保守契約をされていますか？
シートが印刷でき ますか？（DOSを除
く）
できる

できない

している

エプ ソ ンイ ンフ ォ • ド ラ イ バ の 設 保守契 約店にご相
定、接 続 ケ ー ブ 談ください。
メーション セン
ル の仕様 や状態
ター に ご相 談く だ
さ い。ご相 談 先 は
を 再確認 してく
スタ ー トア ップ ガ
ださい。
イド の 巻末 に記 載 • ネ ットワ ーク接
されています。
続 してい る場合
は、ネ ッ ト ワ ー
ク 管理者 にご相
談ください。

p

していない

以下 のペ ー ジを ご覧
ください。
s 本書「保守サービ
ス」278 ページ
ご相 談先 は スタ ート
アッ プガ イ ドの 巻末
に記載されています。

お問い 合わせの 際は、ご使用の 環境（コンピ ュータの 型番、使用アプ リケーシ ョン
とそのバージ ョン、その他の周辺機器の型 番など）と、
本機の名称をご確 認のうえ、
ご連絡ください。
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コピーしてお使いください。
電話にてエプソンインフォメ ーションセンターへお問い合せいただく際にご使用ください。あら
かじめご記入のうえ電話をお かけいただくことにより、トラブルの解決がよりスムーズに行えま
す。
*印については次のページを参照してください。

プリンタ機種名
コンピュータメーカー名
コンピュータOS

*1

Ver.

□Windows 98 *1

Ver.

□Windows 95

□Windows Me
□Windows NT4.0

Ver.
*1

Ver.

□Windows 2000 *1

Ver.

*2

Ver.

□MacOS

接続ケーブル

□MS-DOS

Ver.

□その他

Ver.

EPSON製
その他

□PRCB4N

□PRCB5N

□メーカー名

□パラレル

□USB

型番

バッファ、切替機など

□有り □無し

セルフテスト印刷

□正常 □正常でない
お問い合せの際は念のため、お手元に印刷結果をご用意ください。

プリンタドライバ

プリンタドライバのバージョン

Ver.

CD-ROMのリビジョン*4

Rev.

*3

*5

テストページの印刷
□正常 □正常でない

プリンタドライバの再インストール
□行った □行っていない
アプリケーションソフト メーカー名
ソフト名
バージョン Ver
上記アプリケーションソフトで他のデータを印刷した場合
□正常に印刷できる □正常に印刷できない
他のアプリケーションから印刷を行った場合
使用アプリケーション名
□正常に印刷できる □正常に印刷できない
今回のようなトラブルの現象は以前からありましたか？
□以前からあった

□以前はなかった

今回のようなトラブルはどのくらいの頻度で発生しますか？
□毎回必ず発生する

□ほとんどの場合に発生する

お客様IDコード（取得済みの方のみ）

□発生したりしなかったり
*6

プリンタの製造番号
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Win

*1 Windowsのバージョン（Ver.）の確認方法
［スタート］から［設定］−［コントロールパネル］を開きます。
［システム］のアイコンをダブルクリックして開き、
［情報］
（［全般］のタブの画面の［システム］
の部分に記載されている部分が該当します。
*2 Mac OSバージョン（Ver.）の確認方法
［アップルメニュー］から［このコンピュータについて］を選択します。ウィンドウの右上にバー
ジョンが表示されます。
*3 プリンタドライバのバージョン（Ver.）の確認方法
Windowsの場合：
プリンタドライバのプ ロパティのウィンドウで［基本設 定］タブを選択し、右下の［バージョン
情報］ボタンをクリックします。開いたウィンドウの中にバージョン番号の記載があります。
Macintoshの場合：
［印刷］ダイアログや［用紙設定］ダイアログの上部に表示されます。
*4 プリンタドライバのリビジョン（Rev.）の確認方法
お客様がプリンタドライバのインストールに使用されたCD-ROMに記載の「Rev.」が該当します。
*5 テストページの印刷方法
Windowsの場合：
プリンタドライバのプロパティのウィンドウで［環境設定］タブを選択し、
［ステータスシート印
刷］ボタンをクリックします。
Macintoshの場合：
［アッ プル］メニュ ーから［セレク タ］を選択し て、プリンタド ライバの選 択とプリ ンタまたは
ポートの選択を実行した後、
［セットアップ］ボタンをクリックします。開いたダイアログの［ス
テータスシート印刷］ボタンをクリックします。
*6 プリンタの製造番号の確認方法
プリンタの保証書、もしくはプリンタ本体背面に貼ってあるシールに記載があります。
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● プリンタの仕様 ................................. 291

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・サポートは次の通りです。

Win

エプソンFAXインフォメーション

M ac

EPSON製品に関する最新情報を24時間、FAXでお引き出しいただけます。FAX付
属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種）からおかけください。
FAX番号 ：スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。
情報内容 ：製品情報（カタログ、機能概要）
技術情報（Q&Aなど）
パソコンスクール、サービスセンター情報など

エプソンインフォメーションセンター
EPSONプリンタに関する様々なご質問やご相談に電話でお答えします。
受付時間 および電 話番号につ きましては スタート アップガイ ド巻末の 一覧表をご
覧ください。

インターネット・パソコン通信サービス
EPSON製品に関する最新情報などを できるだけ早くお知 らせするために、パソコ
ン通信による情報の提供を行っています。また、プリンタドライバは、エプソン販
売（株）WWWサーバおよびパソコン通信による提供が行われています。最新プリ
ン タ ド ラ イ バ を 組 み 込 む 場 合 は、ダ ウ ン ロ ー ド し た 圧 縮 フ ァ イ ル を 解 凍 後、
SETUP.EXEを実行してインストールしてください。
• インターネット エプソン販売WWW SERVER
http://www.i-love-epson.co.jp
（ソフトウェアダウンロードサービス）
• パソコン通信名 @niftyパソコン通信サービス*
EPSON information Forum（コマンド：GO□FEPSONI）
□は、半角スペースです。
*@nifty（アット・ニフティ）会員のうち、旧NIFTY SERVE会員のみ利用可能。

ショールーム
EPSON製品を見て、触れて、操作できるシ ョールームです。所 在地およびオープ
ン時間などにつきましては、スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。

パソコンスクール
スキャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。でも、分厚い解説本を見た
とたん、どうもやる気が失せてしまう。エプソンデジタルカレッジでは、そんなあ
なたに専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方法を楽しく、わ
かりやすく、効果的にお教えいたします。もちろん目的やレベルに合わせた受講が
できるので、趣味にも仕事にもバッチリ活かせる技術が身につきます。お問い合わ
せはスタートアップガイド巻末の一覧をご覧ください。
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最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法
弊社プリ ンタドラ イバは、アプ リケーショ ンソフト のバージ ョンアッ プなどに伴
い、バージョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいプリンタドライ
バをご使用ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど新し
いバージョンとなります。

最新のプリンタドライバ入手方法
最新のプリンタドライバは、下記の方法で入手してください。
• パソコン通信をご利用の方は、下記BBS よりダウンロード が可能です。
@nifty：EPSON Information Forum（コマンドGO□FEPSONI）
□は、半角スペースです。
*1

*1 BBS：
（Bulletin
Board System）
パ ソコ ン 通信 上の 電
子掲示板サービス。

*2 ダウンロード：
ホ スト コ ンピ ュー タ
に 登録 され てい る
データを、ネットワー
ク 通信 な どを 介し て
自 分の コ ンピ ュー タ
に取り出す（コピーす
る）こと。

*2

*@nifty（アットニフティ）会員のうち、旧NIFTY SERVE会員のみ利用可能

• インターネットの場合は、次のWWWサーバでダウンロードできます。
【サービス名】
ドライバ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
けたまっております。

p

各種ドライバの最新バージョンについては、EPSON FAXインフォメーションにて
ご確認くださ い。FAXインフ ォメーションの詳細 については、スタートアッ プガイ
ドの裏表紙にてご案内しております。

インストール手順
*3

*3 圧縮：
1 つ、ま たは 複数 の
デ ー タ を ま と め て、
デ ータ 容 量を 小さ く
すること。

*4 解凍：
圧 縮さ れ たデ ータ を
展開して、元のファイ
ルに復元すること。

ダウンロードした最新 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
*4
の手順でファイルを解凍 してからインストールしてください。

p

インストールを 実行する前に、旧バージョン のプリンタドライバを削 除（アンイン
ストール）
する必要があります。
s Windows：本書「プリンタソフトウェアの削除方法」90 ページ
s Macintosh：本書「プリンタソフトウェアの削除方法」135 ページ

A プ リンタド ライバ をハード ディス ク内のデ ィレク トリへダ ウンロ ードしま
す。
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B ［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、表示される
ページを参照して、解凍とインストールを実行してください。
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クリックします

画面はインターネ ットエクスプローラを 使用してエプソン販
売のホームページへ接続した場合です。

保守サービス
「故障 かな？」と思ったときは、あ わてずに、まず本書「困 ったときは」をお読み
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。

保守サービスの受け付け窓口
保守サービスに関してのご相談、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
• エプソンフィールドセンターまたはエプソン修理センター
（スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください）
受付日時：月曜日〜金曜日
（土日祝祭日・弊社指定の休日を除く）
受付時間：9:00〜17:30

保守サービスの種類
エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、次の保守サービスを用意して
います。使用頻度や使用目的に合せてお選びください。詳細については、お買い求
めの販売店、最寄りのエプソンフィールドセンターまたはエプソン修理センターま
でお問い合わせください。
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種類
年間保守契約

概要
出張保守

• 製 品が故 障し た場合、最優先 で技 術者が 製

修理代金と支払方法
保証期間内

保証期間外

年間一定の保守料金

品 の設置 場所 に出向 き、
現地 で修 理を行 い
ます。
はい ただきませんの で予算化ができ便 利で
す。
• 定 期点 検
（別 途料 金）
で、故障を 未然 に防 ぐ
ことができます。
＊消耗品
（トナー、用紙等）
は 保守対象外となり
ます。
• 製 品が故 障し た場合、お客様 に修 理品を お

年間一定の保守料金

持 ち込み また は送付 いただ き、
一 旦お預 り
して修理をいたします。
• 修理のつど発生する修理代・部品代 * の費用
はい ただきませんの で予算化ができ便 利で
す。
• 持込 保守契約締結 時に
【保守 契約登録票】を
製品に貼付していただきます。
＊消耗品
（トナー、用紙等）
は 保守対象外となり
ます。
スポット出張修理

• お客 様からご連絡い ただいて数日以内 に製

無償

品 の設置 場所 に技術 者が出 向き、現地で 修 （LP-8100の
理を行います。
• 故 障し た 製品 をお 持ち 込み で きな い場 合
持込/送付修理

出張料＋技 術
料＋部品代

み出張料が

修 理 完 了 後、

別途必要）

そのつどお 支
払いください

に、ご利用ください。
• 故 障が発 生し た場合、お客様 に修 理品を お

無償

基本料＋技 術

持 ち込み また は送付 いただ き、
一 旦お預 り

料＋部品代

して修理いたします。

修理完了品 を

• お 持ち込 みま たは送 付の際 には、必ず巻 末

お届けした と

の【修理 依 頼票】を 製品 に 添付 し てく だ さ

きにお支払 い

い。

ください

• 【修理 依頼票】は修 正箇 所を すばや く、
的確
に 把握し、修理 時間を 短縮す るた めの貴 重
な資料となります。
ドアtoドアサービス

• 指定 の運送会社がご 指定の場所に修理 品を
引き取りに伺うサービスです。

有償
（ドアtoドア

有償
（ドアtoドア

• 保証期間外の場合は、ドアtoドアサービス料 サービス料金 サービス料金
金とは別に修理代金が必要となります。
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• 修理のつど発生する修理代・部品代 * の費用

持込保守

Win

のみ）

+修理代
のみ）

持込/送付修理される方へ
「持込/送付修理」をされる場合は、スタートアップガイド巻末の「修理依頼票」を
コピーして、必要事項をご記入のうえ必ず製品に添付してください。
「修理依頼票」
は修理箇所をすばやく的確に把握し、修理時間を短縮するための貴重な資料となり
ます。

279

フロッピーディスクについて（Windows）
添付のプリンタドライバは、CD-ROMで提供しております。3.5インチのフロッピーディスクから
のインストールをご希望のお 客様は、以下の手順でセットアップディスクを作成してからインス
トールを行ってください。

Win

セットアップディスク作成ユーティリティは、お使いのコンピュータにCD-ROMド
ライ バが なく て も、お近 くにCD-ROMと フロ ッピ ー ディ スク を使 用で きる コン
ピュータがあれば、セットアップディスクを作成できるユーティリティです。この
ユーティ リティを 使用してセ ットアップ ディスク を作成して からプリ ンタドライ
バのインストールを行います。

Dos

フロッピーディスクを作成する

A 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。
B 機種選択の画面が表示されたら、お使いのプリンタの機種名をダブルクリッ
クします。
［フロッピーディスク版セットアップディスクの
C 以下の画面が表示されたら、
作成］をダブルクリックします。

ダ ブルクリック
します

D フロッピーディスクを作成するプリンタソフトウェアを選択します。

EPSONプリ ンタ ソ
フトウェア!3用のフ
ロッ ピ ー デ ィ ス ク
を作 成 す る 場 合 に
選択してください。

ご利用 のOSを 選択
してください。

E この後は、画面の指示に従ってディスクを作成してください。
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ローカル接続時のインストール
フロッピーディスクをご利用の場合、CD-ROMからのインストールとは手順が多少
異なり ます。以下の 説明とスタ ートアッ プガイド を併せて ご覧いた だき、インス
トールを実行してください。
フロッピーディスクをご 利用の場合、EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMの代
わりに「セットアップディスク1」をセットします。ただし、
「セットアップディス
ク1」をセットしても以下の画面は表示されません。

以下の手順に従ってください。

A 画面下の［スタート］ボタンをクリックし、［ファイル名を指定して実行］を
クリックします。

B セット したドライブ名と実行コ マンド「EPFDINST.EXE」を半角文字で入
力して、［OK］ボタンをクリックします。
＜入力例＞ A ドライブにセットした場合：
A:¥EPFDINST.EXE

①入力して
②クリックします
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C インストール方法を選択して、インストールを開始します。
•［インストールする］を選択して［開始］ボタンをクリックすると、ローカ
ルハー ドディ スクのテ ンポラ リフォ ルダにCD-ROMでの イメー ジを展開
します。以降は画面のメッセージに従ってフロッピーディスクを入れ替え
てください。
•［ハードディスクにコピーする］を選択して［開始］ボタンをクリックする
と、上記のCD-ROMでのイメージを任意のフォルダに展開することができ
ます。

D プリンタドライバのインストールが終了すると、B で展開された CD-ROM
でのイメージがハードディスクから自動的に削除されます。

p

EPSONプリン タウィンドウ!3をインス トールする場合 は、プリンタドライ バと同
様にセットアップディスクを作成してインストールを実行してください。
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Printer Status Page（ Windows 2000）について
Printer Status Page（プリンタステータスページ）とは、Windows 2000からWebブラウザを使用
して、プリンタの状態を確認することができるユーティリティソフトです。
Printer Status Pageは、本製品 に添付されてい るWindows 2000対応プリンタド
ライバに 含まれて います。Windows 2000のネッ トワーク上 でお使い いただけま
す。
Printer Status Pageを使用するための手順の概要は以下の通りです。
① Printer Status Pageを使用するコンピュータと、管理するプリンタの設定をし
ます。
② Printer Status Pageを起動します。
③ プリンタの状態を確認します。

動作環境
Printer Status Pageの動作環境は以下の通りです。

サーバ
Windows 2000 Server/Professional

クライアント/ブラウザ
• Windows 2000 Server/Professional
• Microsoft Internet Explorer Ver.4.01サービスパック2以降
• 表示色：256色以上

p

Printer Status Page は、
Windows 2000 で 共 有さ れ て い る プリ ン タ の 状態 を
Windows 2000クライ アントからWebブラウ ザ経由で 確認できる ユーティリ ティ
のため、
プリンタへの直接印刷の場合はご利用いただけません。
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Win

環境設定
Printer Status Pageを使うコンピュ ータと、Printer Status Pageで管理するプリ
ンタの設定をします。

M ac
Dos

サーバおよびクライアントの設定

A サーバとなるWindows 2000に、インターネットインフォメーションサー

ビス（IIS）Ver.5.0以降があることを確認します。
確認の手順は以下の通りです。
① マイコンピュータのコントロールパネルで「アプリケーションの追加と削
除」をダブルクリックし、
「Windows コンポーネントの追加と削除」アイ
コンをクリックします。
② Windows コンポーネントの画面で「インターネットインフォメーション
サービス（IIS）
」にチェックが付いていることを確認します。チェックが
ない場合は、クリックしてチ ェックを付けてインストール してください。
他のコンポーネントのチェックは外しておいてください。

確認します

Printer Status Pageを使うWindows 2000に、Webブラウザ
B （Microsoft
Internet Explorer Ver.4.01サービスパック２以降）が
あることを確認します。
インストールされていない場合は、ソフトウェアに添付の取扱説明書を参照
してインストールしてください。
Status Pageを使用するコンピュータに、TCP/IPが正しく設定さ
C Printer
れていることを確認します。
設定方法の詳細は、以下の取扱説明書をご覧ください。
LP-8700PS3 をお使いの場合：添付の｢ネットワーク設定ガイド（PDF）｣
LP-8700/LP-8100 をお使いの場合：オプション I/F カードに添付の取扱説
明書
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インストールの手順
Printer Status Pageは、本製品 に添付のWindows 2000用プリンタ ドライバに含
まれてい るユーテ ィリティ です。以下の手 順に従っ てプリン タドライ バをインス
トールすることにより、同時にPrinter Status Pageもインストールされます。

p

• ｢ スター トアッ プガイ ド｣に記 載されて いる手 順でプ リンタ ドライ バをイン ス
ト ー ル する と、Printer Status Page がイ ン スト ー ルさ れ ませ ん。Printer Status
Pageをイ ンストールしたい場 合は、必ず以下の手順 でインストールして くださ
い。
• ｢ スタートアップガイド｣の手順でプ リンタドライバをインストール 済みの場合
は、
一 旦アンインストール（削除）
して から、以下の手順で再インストー ルしてく
ださい。

Printer Status Pageで管理するプリンタの設定をします。
手順の概要は以下の通り
です。

A IPアドレスが正しく設定されていることを確認します。

設定方法の詳細は、以下の取扱説明書をご覧ください。
LP-8700PS3 をお使いの場合：添付の｢ネットワーク設定ガイド（PDF）｣
LP-8700/LP-8100 をお使いの場合：オプション I/F カードに添付の取扱説
明書

B ｢プリンタの追加ウィザード｣を使用して、プリンタドライバをインストール
します。
手順の詳細な説明は、以下の取扱説明書をご覧ください。
LP-8700PS3 をお使いの場合：添付の｢ネットワーク設定ガイド（PDF）｣
LP-8700/LP-8100 をお使いの場合：オプション I/F カードに添付の取扱説
明書
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起動方法
Printer Status Pageを起動させる方法には次の2つがあります。

M ac

「詳細」をクリッ
方法1： Windows 2000のプリンタフォルダでプリンタを選択し、
クして起動させます。

①選択し

②クリック
します

方法2： Windows 2000のイン ターネッ ト印刷 画面か ら起動 させま す。インター
ネット印刷画面から起動させる手順は以下の通りです。

A サーバを指定します。

Internet Explorerを起動して、①〜③のいずれかの書式で URLを指定します。
① http://Windows 2000 サーバのホスト名（DNS 名）/Printers
② http://Windows 2000 サーバのコンピュータ名（WINS 名）/Printers
③ http://Windows 2000 サーバの IP アドレス /Printers
①の例：http://Server/Printers
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B プリンタを指定します。

Win

プリンタの一覧から使用するプリンタをクリックします。
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①
②
③
④
⑤
⑥

項目

内容

①プリンタ名

共有プリンタのプリントキューです。

②状態

プリントキューの状態です。

③場所

プリンタを追加するときに指定した場所が表示されます。

④ジョブ

プリントジョブ数が表示されます。

⑤モデル

プリンタモデル名です。

⑥コメント

プリンタを追加するときに指定したコメントが表示されます。

C Printer Status Pageを起動します。

以下の画面が表示されたら、メニューの［デバイスの状態］をクリックしま
す。Printer Status Page 画面が表示されます。

クリ ック
します

p

上 記画 面 の左 に あ るメ ニ ュー か ら、印 刷の 制 御が で きま す。詳 し くはWindows
2000の取扱説明書またはHELPを参照してください。
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各項目の説明
Printer Status Page画面で表示される項目は以下の通りです。

M ac

デバイスの状態

Dos

④
③

①

②

項目
①プリンタイメージ

内容
プリンタの状態とイメージ画像が表示されます。
プリンタにエラーが発生した場合は、
エラー情報が表示されます。

②ステータスメッセージ

プリンタの状態が表示されます。

③
［サマリー情報］タブ

タブをクリックすると、
プリンタの消耗品や用紙残量が表示されます。

④
［ネットワーク情報］タブ

タブを クリックする と、
プリン タまたはI/Fカ ードのネット ワーク情報が
表示されます。

288

Printer Status Page（Windows 2000）について

サマリー情報

Win
M ac
Dos
②
③
④

①

⑤

項目

内容

①給紙装置名

トレイ、
カセットなど、給紙装置の名称を表示します。

②用紙サイズ

給紙装置にセットされた用紙のサイズを表示します。

③用紙種類

給紙装置にセットされた用紙の種類を表示します。

④残量

用紙の残量を 表示します。
残量 が少ないときは、グラフを赤色で表示しま
す。

⑤トナー残量

トナーの残量 を表示します。
残 量が少ないときは、色名表示の左のアイコ
ンが点滅します。
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ネットワーク情報
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見たい項目のタブをクリックしてください。
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②
④

③
⑤

①

⑥

項目

内容

①Ethernet

ネットワークI/Fの情報を表示します。

②TCP/IP

ネットワークI/FのTCP/IP情報を表示します。

③NetWare
（R）

ネットワークI/FのNetWare情報を表示します。

④AppleTalk
（R）

ネットワークI/FのAppleTalk情報を表示します。

⑤NetBEUI

ネットワークI/FのNetBEUI情報を表示します。

⑥SNMP

ネットワークI/FのSNMP情報を表示します。
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プリンタの仕様
基本仕様
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プリント方式

半導体レーザービーム走査＋乾式1成分磁性トナー電子写真方式

解像度

LP-8700/LP-8700PS3

： 300dpi/600dpi/1200dpi

LP-8100

： 300dpi/600dpi

M ac
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dpi：25.4mm
｛1インチ｝あたりのドット数（Dots Per Inch）
プリント速度
（標準用紙カセット）

片面印刷時
LP-8700/LP-8700PS3

（A4横送り）
、13.5PPM
（B4）
、11.6PPM
（A3）
： 21.6PPM

LP-8100

（A4横送り）
、10.8PPM
（B4）
、9.5PPM
（A3）
： 17.3PPM

両面印刷時
LP-8700/LP-8700PS3

（A4横送り）
、8.5PPM
（B4）
、7.8PPM
（A3）
： 16.6PPM

LP-8100

（A4横送り）
、7.9PPM
（B4）
、7.3PPM
（A3）
： 15.9PPM
PPM＝枚/分
（Pages Per Minute）

ウォームアップ時間

13秒以内
（22℃定格電圧にて）
*節電モードから7秒以内

ファーストプリント
（用 紙 ト レイ/ 標 準 用
紙カセット）

印刷可能時
はやい
（300dpi）

： 7.6秒
（A4）

きれい
（600dpi）

： 9.5秒
（A4）

よりきれい
（1200dpi）

： 10.5秒
（A4）

節電時
きれい
（600dpi）

： 15.4秒
（A4）

よりきれい
（1200dpi）

： 16.4秒
（A4）

（1200dpi）
には対応していません。
• LP-8100は［よりきれい］
稼働音
（本体のみ）

待機時：約 32dB（A）
稼働時：約 50dB（A）

文字仕様
文字コード

JISX0208-1990 準拠

書体

欧文
ローマン、サンセリフ
Windows対応TrueType互換14書体
• DutchTM 801（Medium/Italic/Bold/Bold Italic）
• SwissTM 721（Medium/Italic/Bold/Bold Italic）
• Courier（Medium/Italic/Bold/Bold Italic）
• Symbol
• WingBats
和文
ゴシック
• 明朝、
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用紙関係
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給紙装置

使用できる用紙

用紙トレイ*1

標準

容量

普通紙

200枚*2

厚紙

10枚*3

ラベル紙

Half-Letter（HLT）
、Executive（EXE）
、Legal
（LGL）*4、
Ledger（B）
、
F4、不定形紙

OHPシート
10枚

洋 形0号（ヨウ0）
、洋形4 号
（ヨ ウ4）
、
長 形3号（チョウ3）、
角
形2号（カク2）

長尺紙

1枚
*6

50枚

普通紙

250枚

ユニ バーサルカセット 普通紙

250枚

用紙カセット
オプション

297mm×508〜900mm

官製ハガキ

100mm×148mm（往復はがき148mm×200mm）
*2

A3、A4、
A5、
B4、
B5、
Letter
（LT）、
Legal（LGL）

*2

A3、A4、
A5、
B4、
B5、
Letter
（LT）、
Legal（LGL）

*2

A4

*2

A3、B4、A4、
A5、
B5、
Letter
（LT）、
Legal（LGL）

ユニット（LPUC2）
大容量カセット

普通紙

500枚

普通紙

250枚

ユニット（LPDC7）
*7

用紙カセット
（LPYC6）

*1 用紙トレイにセットできる用紙の高さは16mm以下です。
2

*2 64g/m の場合です。
2

*3 135g/m の場合です。
*4［トレイ紙サイズ］スイッチまたは［カセット紙サイズ］スイッチでは［LG14 ］に設定します。
*5 定形サイズ以外の封筒を使用する場合はユーザー定義サイズで使用する封筒のサイズを設定して使用してください。
2

*6 190g/m の場合です。4面連刷ハガキは使用できません。
*7 標準の用紙カセットまたはオプション（LPUC2/LPDC7）の用紙カセットと差し替えて使用します。
2

排紙容量

最大 250枚
（普通紙64g/m ）

用紙の種類

普通紙

（ 用紙 を大 量に購 入す る場合、購 • 60〜90g/m

2

入前 に 通紙 印字 品質 チェ ック を • 一般に適用しているコピー用紙、再生紙、
色つき、レターヘッド
してください。
）

特殊紙

M ac

A3、A4、
A5、
B4、
B5、
Letter
（LT）、
Government Legal（GLG）
、
Government Letter
（GLT）
、

75枚

封筒*5

用紙サイズ
（ ）内は、
操作パネルの液晶表示上での表記です。

*1

• ラベル紙、官製ハガキ
、不定形紙、
（往復ハガキ）、
封筒、OHPシート、厚紙
（90〜135g/m ）
2

長尺紙
*1 用紙トレイからのみ給紙できます。
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用紙サイズと給紙方法
用紙サイズ

Win
用紙
トレイ

用紙
カセット*1

大容量
カセット*2

両面印刷
の可否*3

A3

297×420mm

○

○

−

○

A4

210×297mm

○*4

○*4

○*4

○

A5

148×210mm

○*4

○*4

−

○

B4

257×364mm

○

○

−

○

○

*4

−

○

○*4

−

○

○

−

−

○

○

○

−

○

○

−

−

○

○

−

−

○

−

−

○

−

−

○

*4

B5

182×257mm

○

Letter
（LT）

215.9×279.4mm

○*4

（8.5×11インチ）
Half-Letter
（HLT）

139.7×215.9mm

*4

（5.5×8.5インチ）
Legal（LGL）
（LG14"）
/

215.9×355.6mm
（8.5×14インチ）

Executive（EXE）

184.15×266.7mm

*4

（7.25×10.5インチ）
Government Legal（GLG）

215.9×330.2mm
（8.5×13インチ）

Government Letter（GLT）

203.2×266.7mm

○

*4

（8×10.5インチ）
Ledger
（B）

279.4×432mm

○

（11×17インチ）
F4

210mm×330mm

○

不定形紙

用紙幅87〜297mm

○

*5

−

−

−

−

−

−

長尺紙

297×900mm

○

*5

−

−

−

官製ハガキ

100×148mm

○

−

−

−

往復ハガキ

200×148mm

○

−

−

−

封筒

洋形0号

120×235mm

○

*4

−

−

−

洋形4号

105×235mm

○

*4

−

−

−

長形3号

235×120mm

○

−

−

−

角形2号

332×240mm

○

−

−

−

用紙長100〜900mm

*1 標準装備のカセット1、オプションのユニバーサルカセットユニット（LPUC2）および用紙カセット（LPYC6）です。
*2 オプションの大容量給紙ユニット（LPDC7）です。
*3 オプションの両面印刷ユニット（LPDSP4）です。
*4 用紙の給紙方向に対して横長になる向きでセットします。
*5 アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は印刷できません。
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印刷可能領域

Win

用紙の各端面から5mmを除く領域に印刷可能
a

b

M ac

c

Dos

d

e

印刷可能領域

f

定形紙（単位：ドット、
600dpi）
名

称

a

b

c

d

e

f

A3

120

6776

120

120

9680

120

A4

120

4720

120

120

6776

120

A5

120

3256

120

120

4720

120

B4

120

5832

120

120

8360

120

B5

120

4060

120

120

5832

120

Letter
（LT）

120

4860

120

120

6360

120

Half Letter（HLT）

120

3060

120

120

4860

120

Legal（LGL）

120

4860

120

120

8160

120

Executive（EXE）

120

4110

120

120

6060

120

Government Legal（GLG）

120

4860

120

120

7560

120

Government Letter（GLT）

120

4560

120

120

6060

120

Ledger
（B）

120

6360

120

120

9960

120

F4

120

4720

120

120

7556

120

官製ハガキ

120

2122

120

120

3256

120

往復ハガキ

120

4484

120

120

3256

120

封筒

洋形0号

120

2594

120

120

5310

120

洋形4号

120

2240

120

120

5310

120

長形3号

120

2594

120

120

5310

120

角形2号

120

5430

120

120

7602

120

a

b

c

d

e

f

最小サイズ

120

1886

120

120

3256

120

最大サイズ

120

6776

120

120

21020

120

不定形紙
名称

p

ESC/Pageモードの場合です。
他のモードでは、
多少違う場合があります。
• 図と表は、
• アプリケーションソ フトで任意の用紙長を 指定できない場合は、不 定形紙および長尺紙 への印刷は
できません。
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電気関係

Win

定格電圧

AC100V±10%

定格電流

9.5A

周波数

50/60Hz±3Hz
（国内向）

消費電力

M ac

最大

Dos

： 950W以下

連続プリント時 ： 450W以下
節電時

： 10W以下（ヒーターオフ時）

環境使用条件
動作時

温度

：5〜35度

湿度

：15〜85%（ただし結露しないこと）

気圧
（高度）

：740 hPa以上（2500m 以下）

水平度

：傾き5度以下

照度

：3000lx以下
（ただし直射日光を照射させないこと）

周囲スペース

：上方400mm、左側方200mm、右側方200mm、前方700mm、
後方200mm（両面印刷ユニット非装着時）、
後方300mm（両面印刷ユニット装着時）

保存・輸送時

温度

：0〜35度

湿度

：15〜80%（ただし結露しないこと）

コントローラ基本仕様
CPU

R5000
（200MHz）

RAM

標準

： LP-8700

16MB

LP-8700PS3

32MB

LP-8100

8MB

オプション増設時 ： 標準搭載メモリ＋最大256MB
インターフェイス

標準

： LP-8700/LP-8700PS3/LP-8100

パラレル

IEEE1284準拠双方向

コンパチブル、ニブルモード、
ECPモード

ROMモジュールソケット

LP-8700/LP-8100

USB

LP-8700PS3

Ethernet

オプション

： LP-8700/LP-8100

オプション

： LP-8700

Type B I/F
（1スロット）
EP-GLモジュール、
フォームオーバーレイモジュール

プリンタ設定

パネル設定

： LP-8700/LP-8700PS3

2

記憶素子E PROM
（シリアルタイプ、
16Kbit）

内蔵モード

標準

： ESC/Page モード（双方向機能）
： ESC/Pモード（VP-1000エミュレーション）
ESC/PSモード（PC-PR201HエミュレーションとESC/Pを自動判別）

オプション

： EP-GLモード（LP-8700のみ）

その他

： EJLモード（双方向機能）

外観仕様
外形寸法

幅478mm×奥行き454*mm×高さ320mm

重量

約19.3kg（消耗品、
オプション類は含まない）

*用紙カセットを最大に伸ばすと625mmになります。
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寸法図

Win

上面図

側面図

M ac
Dos
566mm
478mm
320mm

454mm

454mm
614mm
625mm

オプション装着時
ユニバーサルカセットユニット
（LPUC2）
装着時

幅478mm×奥行き454*mm×高さ399mm

大容量カセットユニット
（LPDC7）
装着時

幅478mm×奥行き454*mm×高さ428mm

ユニバーサルカセットユニット
（LPUC2）
2段装着時

幅478mm×奥行き454*mm×高さ479mm

ユニバーサルカセットユニット
（LPUC2）
および

幅478mm×奥行き454*mm×高さ507mm

*用紙カセットを最大に伸ばすと625mm
*用紙カセットを最大に伸ばすと625mm
*用紙カセットを最大に伸ばすと625mm
大容量カセットユニット
（LPDC7）
装着時

*用紙カセットを最大に伸ばすと625mm

大容量カセットユニット
（LPDC7）
2段装着時

幅478mm×奥行き454*mm×高さ536mm

両面印刷ユニット
（LPDSP4）装着時

幅478mm×奥行き517mm×高さ320mm

*プリンタ本体の用紙カセットを最大に伸ばすと625mm
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パラレルインターフェイス仕様

Win

転送形式

8 ビットパラレル（IEEE1284準拠）

同期方法

外部供給ストローブパルス信号

ハンドシェイク

ACKNLG または BUSY 信号

ロジックレベル

TTL レベルと同等

適合コネクタ

57-30360 AMPHENOLE相当

M ac
Dos

信号説明
ピン番号

信号名

I/O

1

STROBE

2

DATA1

I/O

3

DATA2

I/O

4

DATA3

I/O

5

DATA4

I/O

6

DATA5

I/O

7

DATA6

I/O

8

DATA7

I/O
I/O

9

DATA8

10

ACKNLG

O

11

BUSY

O

12

PE

O

13

SLCTOUT

O

14

AUTOFEED

15

NC

16

GND

−

17

CHASSIS-GND

18

Peripheral Logic High

O

19〜30

GND

−

31

INIT

32

ERROR

O

33

GND

−

*1

−
*1

−
*2

34

NC

35

＋5V

−

36

SLCTIN

*3

−

I＝入力信号、O＝出力信号、NC＝未使用
LOWアクティブ信号の場合、信号名の上に横棒が入っています。
*1 CHASSIS- GNDとGNDはプリンタ内でつながっています。
*2 プリンタに電源が入っていることをホストに知らせる＋5Vの出力信号です。
*3 電源ではありません。
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USB
（Universal Serial Bus）
インターフェイス仕様
（LP-8700/LP-8100）
規格

Win
M ac

Universal Serial Bus Specification Revision 1.1
Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Device Version 1.1

転送速度

12Mbps（Full Speed Device）

データフォーマット

NRZI

適合コネクタ

USB Series B

許容ケーブル長

2m

Dos

入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号の説明）
ピン番号

信号名

入力/出力

機能

1

VCC

−

ケーブル電源、最大電流100mA

2

-Data

双方向

データ

3

+Data

双方向

データ、1.5k Ω の抵抗を経由して+3.3Vにプルアップ

4

Ground

Ground

Ground
Pin #2

Pin #1

Pin #3

Pin #4
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I
I/Fカード（操作パネル）............................ 152, 162

索引

I/Fカードジョウホウ（操作パネル）................... 148
I/Fカードショキカ（操作パネル）.......................163
I/Fカードセッテイ（操作パネル）.......................162

数字

I/Fカードセッテイメニュー（操作パネル） ........ 162

1ページ目（Macintosh）..................................... 117

I/Fタイムアウト（Macintosh）............................ 130

1ページ目（Windows）......................................... 42

I/Fタイムアウト（Windows）................................ 58

16進ダンプ ......................................................... 173

I/Fタイムアウト（操作パネル） .......................... 149

180度回転印刷（Macintosh） ............................... 98

Interleaved 2of5 .................................................. 188
IP Byte 1（操作パネル） ............................ 161, 162

A

IP Byte 2（操作パネル） ............................ 161, 162

ACK幅（Windows） .............................................. 58

IP Byte 3（操作パネル） ............................ 161, 162

ACハバ（操作パネル）........................................ 158

IP Byte 4（操作パネル） ............................ 161, 162

AppleTalk（操作パネル）.................................... 163

IPアドレスセッテイ（操作パネル）........... 160, 162

C
CODABAR ......................................................... 189

J

Code39 ............................................................... 186

JAN-8 ................................................................. 183

Code128 ............................................................. 187

JAN-8 Short ........................................................ 183

CR（操作パネル）............................................... 166

JAN-13 ...............................................................184
JAN-13 Short ......................................................184

E
EP-GLカンキョウメニュー（操作パネル）......... 168

L
LF（操作パネル）................................................ 166

EP-GLモジュール .............................................. 197
EPSON TrueTypeフォント ................................ 190

N

EPSONバーコードフォント .............................. 178

NetBEUI（操作パネル）...................................... 163

EPSONプリンタウィンドウ!3（Macintosh） ..... 119

NetWare（操作パネル）...................................... 163

EPSONプリンタウィンドウ!3（Windows）.. 64, 65

NW-7 .................................................................. 189

EPSONプリントモニタ!3（Macintosh）............. 132

O

EPSONリモートパネル!（Macintosh）............... 126

OCR-B ....................................................... 178, 190

ESC/Pageカンキョウメニュー（操作パネル）... 166
ESC/PSカンキョウメニュー（操作パネル）...... 164

OHPシート ......................................................6 , 24
OSのスプールを使用する

Ethernetケーブル ............................................... 195

（Windows NT4.0/2000） ....................................... 61

ETカートリッジ ................................................. 197

P

ETカートリッジ回収 .......................................... 224

PGI（Macintosh） ............................................... 107

ETカートリッジ交換 .......................................... 220

PGI（Windows） ................................................... 36

F

Printer Status Page（Windows 2000）............... 283
PS3ステータスシート（操作パネル） ................ 148

FF（操作パネル） ............................................... 166

PS3フォントサンプル（操作パネル） ................ 148

G
GW Byte 1（操作パネル） ......................... 161 , 163

PSエラーシート（操作パネル）.......................... 168

GW Byte 2（操作パネル） ......................... 161 , 163

PSカンキョウメニュー（操作パネル）............... 168

GW Byte 3（操作パネル） ......................... 161 , 163
GW Byte 4（操作パネル） ......................... 161 , 163

R
RIT（Macintosh）................................................ 109
RIT（Windows）.................................................... 36

H
HDD取り付け ..................................................... 201
HDDユニット（Windows）................................... 56

RIT（操作パネル） .............................................. 155
ROMモジュールAジョウホウ（操作パネル） ..... 148
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ROMモジュール指定（Windows）........................ 47

印刷モード（Macintosh）.................................... 108

ROMモジュール取り付け .................................. 201

印刷モード（Windows） ....................................... 59
インターフェイスカード .................................... 195

S
SM Byte 1（操作パネル） .......................... 161 , 163
SM Byte 2（操作パネル） .......................... 161 , 163

インターフェイスカード取り付け ..................... 210

う

SM Byte 3（操作パネル） .......................... 161 , 163

ウエオフセット（操作パネル）........................... 155

SM Byte 4（操作パネル） .......................... 161 , 163

ウエオフセットB（操作パネル） ........................ 155
ウォームアップ時間 ........................................... 291

T
TCP/IPの設定 ..................................................... 169

え

TrueTypeフォント ............................................. 190

エラーコード（操作パネル） .............................. 166

TrueTypeフォント（Windows） ........................... 60

エラー表示の選択（Macintosh）......................... 120
エラー表示の選択（Windows）............................. 67

U

エラー表示（ランプ点灯点滅）........................... 242

UPC-A ................................................................ 185

エラーメッセージ ...................................... 175, 236

UPC-E ................................................................ 185
USB（操作パネル） ............................................ 152

お

USB I/F（操作パネル）....................................... 159

往復ハガキ ............................................................. 6

USB I/Fセッテイメニュー（操作パネル） .......... 159

［オーバーレイ設定］ダイアログ（Windows） ..... 46

USBインターフェイスケーブル ......................... 195

オプション給紙装置（Windows） ......................... 56

あ

オプション設定（Windows） .............................. 216
アイコン設定（Windows）.................................... 67

オフセット（Macintosh）.................................... 110

厚紙 ................................................................. 6, 22

オフセット（Windows） ....................................... 60

アンインストール（Macintosh）......................... 135

音声通知（Macintosh） ....................................... 120

アンインストール（Windows） ............................ 90

音声通知（Windows） ........................................... 67

か

い
イメージホセイ（操作パネル）........................... 154

階層設定モード .................................................. 139

色つき .................................................................... 6

階層設定モード（操作パネル設定手順） ............ 142

印刷可能領域 ................................................. 8 , 294

階層設定モード（設定一覧） .............................. 145

印刷先のポート（Windows）................................ 88

カイゾウド（操作パネル） .................................. 153

印刷終了通知（Macintosh）................................ 124

解像度 ................................................................. 291

印刷終了通知（Windows）.................................... 72

解像度（Macintosh）........................................... 105

印刷終了を通知する（Macintosh）..................... 120

解像度（Windows）............................................... 34

印刷終了を通知する（Windows）......................... 68

ガイドクリップ .................................................... 11

［印刷設定］ボタン（Macintosh）......................... 98

カイページ（操作パネル） .................................. 166

［印刷中止］ボタン（Macintosh）....................... 124

拡大/縮小（Windows） .......................................... 39

［印刷中止］ボタン（Windows）........................... 71

拡大/縮小率（Macintosh）..................................... 98

印刷中プリンタのモニタを行う（Windows）....... 64

［拡張設定］アイコン（Macintosh） ................... 105

印刷濃度（Macintosh）....................................... 110

［拡張設定］ダイアログ（Macintosh）................ 109

印刷濃度（Windows）........................................... 61

［拡張設定］ダイアログ（Windows）.................... 59

インサツノウドレベル（操作パネル）................ 155

［拡張設定］ボタン（Windows）........................... 55

印刷品質（Macintosh）....................................... 105

画質（Macintosh） .............................................. 107

印刷品質（Windows）........................................... 34

カスタマ・バーコード ....................................... 189

印刷方向（Macintosh）......................................... 98

［カスタム用紙］ボタン（Macintosh）.................. 99

印刷方向（Windows）........................................... 33

カセット1タイプ（操作パネル）......................... 150

インサツメニュー（操作パネル）....................... 153

カセット1ヨウシサイズ（操作パネル） .............. 150
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カセット2タイプ（操作パネル）......................... 150

実装メモリ（Windows） ....................................... 56

カセット2ヨウシサイズ（操作パネル）.............. 150

ジドウエラーカイジョ（操作パネル）................ 156

カセット3タイプ（操作パネル）......................... 150

自動エラー解除（Macintosh） ............................ 130

カセット3ヨウシサイズ（操作パネル）.............. 150

自動エラー解除（Windows） ................................ 58

［カセット紙サイズ］スイッチ ............................. 14

自動縮小印刷（Windows）.................................... 32

画像調整（Macintosh）....................................... 108

ジドウハイシ（操作パネル） .............................. 154

カッコクモジ（操作パネル） .............................. 164

シュクショウ（操作パネル） .............................. 153

カミシュ（操作パネル） ..................................... 156
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