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USB メモリプリントメーカー オンラインヘルプ NPD1721 -00

USB メモリプリントメーカー
とは
機能の概要
USB メモリプリントメーカーは、「Microsoft Word」など市販のアプリケーションソフトを使って作成したファイルを
EPN ファイルに変換するソフトウェアです。
EPN ファイルとは、USB メモリをプリンタへ直接接続して印刷する方法に対応した形式のファイルです。お使いのコン
ピュータに接続した USB メモリに直接保存します。この USB メモリを USB メモリからの直接印刷に対応したエプソン
製のプリンタに接続すると、簡単に印刷ができます。
UA00100

EPN ファイルを作成する方法は、以下の 2 通りあります。
• デスクトップ上の「USB メモリプリントメーカー」アイコンにドラッグ＆ドロップする
「ドラッグ＆ドロップで作成」4
• 市販のアプリケーションソフトの印刷画面からプリンタに［EPSON USB メモリプリンタ］を選んで印刷
「アプリケーションソフトの印刷機能で作成」6

次のアプリケーションソフトに関連付けられているファイルは、ドラッグ＆ドロップで EPN ファイルが作成できま
す。
• Microsoft Word 2000 以降
• Microsoft Excel 2000 以降
• Microsoft PowerPoint 2000 以降
• 一太郎 Ver.13 以降
• Adobe Acrobat 6.0 以降
• Adobe Reader 6.0 以降
上記以外のアプリケーションソフトに関連付けられたファイルは、各アプリケーションソフトの印刷画面から作成
します。
また、プリンタドライバの［割り付け］や［スタンプ機能］を有効にした EPN ファイルも、ドラッグ＆ドロップす
る手順では作成できません。各アプリケーションソフトの印刷画面から作成してください。

機能の概要
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EPN ファイルの保存先と命名規則
作成された EPN ファイルは、指定したドライブに、次のルールで保存されます。

EPN ファイル作成に使用したプリンタドライバ名称。
＜例＞
EPSON LP-S6500

フォルダ名

［EPN ファイル作成時の日時］（17 桁）＋［ドキュメント名］＋［. 拡張子 EPN］
ドキュメント名が長い場合は切り詰めます。
＜例＞
20050823 11035945Microsoft Word - 文書１ .doc.epn
（2005 年 8 月 23 日 11 時 3 分 59.45 秒に文書１ .doc から作成した場合 )

ファイル名

フォルダ名およびファイル名として使用できない文字が含まれていた場合は、その文字を「_」
（アンダースコア）に
置き換えます。

USB メモリ使用時のご注意
次の 3 点にご留意ください。

本製品の不具合に起因する付随的損害について
万一、本製品の不具合によってデータの記録、またはコンピュータ、その他の機器へのデータ転送が正常に行えなかった
場合、そのことから生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得
られたであろう利益の喪失等）は、補償致しかねます。

動作確認とバックアップのお勧め
本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品が正常に機能することをご確認ください。また、USB メモリ内の
データは、必要に応じて他のメディアにバックアップしてください。次のような場合、データが消失または破損する可能
性があります。
• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
• 誤った使い方をしたとき
• 故障や修理のとき
• 天災による被害を受けたとき
なお、上記の場合に限らず、弊社はデータの消失または破損については、いかなる責も負いません。

USB メモリを譲渡 / 廃棄するときのご注意
USB メモリを譲渡 / 廃棄する際は、市販のデータ消去用ソフトウェアを使って、USB メモリ内のデータを完全に消去す
ることをお勧めします。コンピュータ上でファイルを削除したり、フォーマット（初期化）したりするだけでは、市販の
データ復元用ソフトウェアで復元できる可能性があります。また廃棄時には、USB メモリを物理的に破壊することもお
勧めします。

機能の概要
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使い方
ドラッグ＆ドロップで作成
デスクトップ上の［USB メモリプリントメーカー］アイコンにドラッグ＆ドロップして EPN ファイルを作成する手順を
説明します。

• 次のアプリケーションソフトに関連付けられているファイルは、ドラッグ＆ドロップで EPN ファイルが作成でき
ます。
Microsoft Word 2000 以降
Microsoft Excel 2000 以降
Microsoft PowerPoint 2000 以降
一太郎 Ver.13 以降
Adobe Acrobat 6.0 以降
Adobe Reader 6.0 以降
上記以外のアプリケーションソフトに関連付けられたファイルは、各アプリケーションソフトの印刷画面から
EPN ファイルを作成してください。
「アプリケーションソフトの印刷機能で作成」6
• デスクトップ上に［USB メモリプリントメーカー］アイコンがない場合は、USB メモリプリントメーカーのみを
単独でインストールし直してください。このとき、
［環境設定］画面で［デスクトップに USB メモリプリントメー
カーのショートカットアイコンを作成する］のチェックを外さないでください。
• Windows XP の場合、ユーザーの簡易切り替えでログオンしたときは、ドラッグ＆ドロップする手順で EPN ファ
イルは作成できません。各アプリケーションソフトの印刷画面から EPN ファイルを作成してください。
「アプリケーションソフトの印刷機能で作成」6
• プリンタドライバの［割り付け］や［スタンプ機能］を有効にした EPN ファイルは、ドラッグ＆ドロップする手
順では作成できません。各アプリケーションソフトの印刷画面から EPN ファイルを作成してください。
「アプリケーションソフトの印刷機能で作成」6

1.

USB メモリをコンピュータの USB ポートに接続します。
コンピュータが USB メモリを認識したことを確認します。

2.

市販のアプリケーションソフトを使って作成したファイルを、デスクトップ上の［USB メモリプリントメーカー］ア
イコンにドラッグ＆ドロップします。
UB00100

3.

USB メモリが接続されているドライブであることを確認し、 ［OK］をクリックします。

ドラッグ＆ドロップで作成

4

All Rev.C2

USB メモリプリントメーカー オンラインヘルプ NPD1721 -00

UB00101

管理者権限のあるユーザーでログオンしていないときは、ドライブの変更ができません。

4.

［コンバートファイル一覧］の［進捗状況］に「コンバート正常終了」と表示されたことを確認し、 ［閉じる］
をクリックします。
UB00102

以上で、ドラッグ＆ドロップで EPN ファイルを作成する手順は終了です。
この後は、USB メモリをコンピュータから取り外し、プリンタに接続して印刷してください。

• USB メモリから直接印刷する方法は、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。
• 作成した EPN ファイルが不要になった場合は、USB メモリから削除してください。

ドラッグ＆ドロップで作成
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アプリケーションソフトの印刷機能で作成
市販のアプリケーションソフトの印刷画面からプリンタに［EPSON USB メモリプリンタ］を選んで EPN ファイルを作
成する手順を、「Microsoft Word」を例にして説明します。

次のような場合は、アプリケーションソフトの印刷画面から EPN ファイルを作成してください。
• 以下のドラッグ & ドロップする手順に対応しているアプリケーションソフトに関連付けられたファイル以外のド
キュメントの場合
Microsoft Word 2000 以降
Microsoft Excel 2000 以降
Microsoft PowerPoint 2000 以降
一太郎 Ver.13 以降
Adobe Acrobat 6.0 以降
Adobe Reader 6.0 以降
• プリンタドライバの［割り付け］や［スタンプ機能］を有効にした EPN ファイルを作成したい場合

1.

USB メモリをコンピュータの USB ポートに接続します。
コンピュータが USB メモリを認識したことを確認します。

デスクトップ上の「USB メモリプリントメーカー」アイコンをダブルクリックするか、
［スタート］ー［すべてのプ
ログラム］
（または［プログラム］）ー［EPSON］ー［USB メモリプリントメーカー］ー［USB メモリプリントメー
カー］の順にクリックすると、［環境設定］画面が表示され、現在設定されている EPN ファイルの保存先ドライブ
が確認できます。実際の USB メモリの接続先ドライブと異なる場合は、この画面でドライブを変更しておきます。
ただし、管理者権限のあるユーザーでログオンしていないときは、ドライブの変更はできません。また、C ドライ
ブなどの固定ドライブは保存先ドライブとして設定できません。
UB00200

2.

アプリケーションソフトを起動して、作成したファイルを開きます。

3.

アプリケーションソフト上で、
［ファイル］メニューをクリックして、
［印刷］
（または［プリント］など）をクリッ
クします。

4.

プリンタに［EPSON USB メモリプリンタ］を選択します。
必要に応じて、そのほかの各項目を設定します。

アプリケーションソフトの印刷機能で作成
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UB00201

• 印刷部数は「1」にしてください。複数部数を指定したい場合は、プリンタのパネルで設定してください。
• プリンタドライバで［両面印刷］や［印刷部数］を有効にして EPN ファイルを作成しても、印刷時はプリンタの
パネル設定が優先されます。

5.

印刷を実行します。

ファイルの命名規則に従って保存されたか、以下を参照して USB メモリ内を確認してください。
「EPN ファイルの保存先と命名規則」3

以上で、市販のアプリケーションソフトの印刷画面から EPN ファイルを作成する手順は終了です。
この後は、USB メモリをコンピュータから取り外し、プリンタに接続して印刷してください。

• USB メモリから直接印刷する方法は、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。
• 作成した EPN ファイルが不要になった場合は、USB メモリから削除してください。

アプリケーションソフトの印刷機能で作成
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困ったときは
トラブル対処方法

EPN ファイルが作成されない
「出力ファイルの作成に失敗しました」または「データの書き込みに失敗しました」と表示される
• 現在設定されている EPN ファイルの保存先ドライブが、実際の USB メモリの接続先ドライブと異なります。デス
クトップ上の［USB メモリプリントメーカー］アイコンをダブルクリックするか、
［スタート］－［すべてのプロ
グラム］
（または［プログラム］）ー［EPSON］ー［USB メモリプリントメーカー］ー［USB メモリプリントメー
カー］の順にクリックして表示された［環境設定］画面で、EPN ファイル保存先ドライブを実際の USB メモリの
接続先ドライブに変更してください。
• USB メモリの空き容量が不足しています。USB メモリの空き容量を増やしてから作成し直してください。

「コンバートに使用するプリンタの情報が確認できません。再セットアップを実行してください。」と表示される
プリンタの名前を「EPSON USB メモリプリンタ」から変更していませんか？プリンタの名前を変更すると起動しま
せん。プリンタの名前を「EPSON USB メモリプリンタ」に戻してください（「EPSON」と「USB」の間は、半角の
スペース 1 つ分あきます）。

印刷ポートを変更していませんか？
印刷ポートを変更すると EPN ファイルは作成できません。
［EPSON USB メモリプリンタのプロパティ］画面でポー
トの設定を［EPSON￥USBMemory:］に戻してください。

思い通りに EPN ファイルが作成できない
複数のシートを含む Microsoft Excel のファイルを思い通りの EPN ファイルにできない
• ドラッグ＆ドロップで EPN ファイルを作成すると、保存時に表示していたシートしか作成されません。複数のシー
トを EPN ファイルにしたいときは、Microsoft Excel の［印刷］画面で印刷対象を設定してください。
• 複数のシートを選択して EPN ファイルを作成すると、EPN ファイルが複数作成されることがあります。作成され
た EPN ファイルから、どのシートのファイルであるかを判断することはできません。

指定したファイル以外のファイルが EPN ファイルとして作成されてしまった
EPN ファイル作成中に他のアプリケーションソフトで印刷を実行すると、そのファイルも EPN ファイルとして作成
されてしまうことがあります。印刷を実行する前に、アプリケーションソフトの印刷画面で、使用するプリンタを確
認してください。

トラブル対処方法
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作成した EPN ファイルが印刷できない
作成した EPN ファイルが印刷できない
• 暗号化などセキュリティ設定された USB メモリに保存した EPN ファイルは、プリンタ側で読み込むことができな
いため、印刷されません。セキュリティ設定をしていない USB メモリをお使いください。
• USB メモリに複数のパーティションが存在する場合は、セキュリティ設定をしていない最初のパーティションを
選択してください。これ以外のパーティションに保存した EPN ファイルは印刷できません。
• 現在設定されている EPN ファイルの保存先ドライブが、USB メモリの接続先ドライブと異なっている可能性があ
ります。ドライブ構成を変更したら、デスクトップ上の［USB メモリプリントメーカー］アイコンをダブルクリッ
クするか、［スタート］－［すべてのプログラム］（または［プログラム］）ー［EPSON］ー［USB メモリプリン
トメーカー］ー［USB メモリプリントメーカー］の順にクリックして表示された［環境設定］画面で、EPN ファ
イル保存先ドライブを実際の USB メモリの接続先ドライブに変更してください。

EPSON USB メモリプリンタで使用するドライバを変更していませんか？
使用するドライバを変更しても EPN ファイルを作成することはできますが、印刷はできません。
［EPSON USB メモ
リプリンタのプロパティ］画面で、ドライバを元の設定に戻してください。

その他のトラブル
「プリンタの削除に失敗しました」と表示される
USB メモリプリントメーカーのアンインストールは、［プログラムの変更と削除］をクリックして、［USB メモリプ
リントメーカー］を選択し、
［削除］をクリックして行ってください。それ以外の削除方法では、完全に削除されな
いため、上記エラーメッセージが表示されます。

途中で EPN ファイルの作成を中止したい
USB メモリプリントメーカーの［進捗状況］画面でファイルの作成を中止することはできません。途中で中止した
いときは、次のどちらかの操作を行ってください。
• 各アプリケーションソフトの、印刷を中止するボタンをクリック
•［プリンタと FAX ］
（または［プリンタ］）フォルダの［EPSON USB メモリプリンタ］アイコンをダブルクリック
してスプーラを開き、印刷データを右クリックし［キャンセル］（または［印刷中止］）をクリック

トラブル対処方法
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付録
商標など

商標
• Adobe、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標です。
• Microsoft、Windows および Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
• そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

表記
• Microsoft（R）Windows（R）98 operating system 日本語版
• Microsoft（R）Windows（R）Millennium Edition operating system 日本語版
• Microsoft（R）Windows（R）2000 operating system 日本語版
• Microsoft（R）Windows（R）XP Home Edition operating system 日本語版
• Microsoft（R）Windows（R）XP Professional operating system 日本語版
• Microsoft（R）Windows Server（TM）2003 Enterprise Edition 日本語版
• Microsoft（R）Windows Server（TM）2003 Standard Edition 日本語版
本オンラインヘルプでは、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、
Windows XP、Windows Server 2003 と表記しています。また、これらを総称する場合は「Windows」と表記しています。

著作権
写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内に
おいて使用する以外、著作権者の承認が必要です。

商標など
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ヘルプ
ここでは、オンラインヘルプの使い方を記載しています。

使用上のご注意
• オンラインヘルプをご覧いただくには、Microsoft Internet Explorer 5.0 以上の使用をお勧めします。
• オンラインヘルプには、製品の取り扱い方法は記載されていません。
製品に添付されている取扱説明書を必ず読み、製品の基本的な操作や用紙の取り扱いなどの詳細について一通り理解
した上で、オンラインヘルプを利用してください。
• オンラインヘルプでは、特に指定がない限り Windows XP の画面を使用して説明しています。ご使用の OS の画面に
置き換えてお読みください。画面の内容や操作方法が異なる場合のみ、OS ごとに説明しています。

本文中で使用している記号
ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱い
をすると、製品の故障や、動作不良の原因となる可能性があります。
補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。

各ボタンとハイパーリンク
トップページへ：
オンラインヘルプの最初のページ（トップ画面）を表示します。

もくじ：
オンラインヘルプのもくじのページを表示します。

参照（マニュアル内）
：
参照先を記載しています。参照先がオンラインヘルプ内にある場合は、参照先のぺージへジャン
プします。
参照（ページ内）：
参照先を記載しています。参照先がページ内にある場合は、参照先へジャンプします。

印刷時のご注意
オンラインヘルプは、Web ブラウザでの表示を前提に制作してあります。そのため、印刷される場合は以下の点につい
てあらかじめご了承ください。
• 複数ページに渡って印刷する場合、ページのつなぎ目で画像や文章が印刷されない個所が発生することがありま
す。

ヘルプ
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• 本文中の表示用のオブジェクトなどが正しく印刷されない場合があります。
• ページの右側が印刷されずに切れてしまう場合は、Web ブラウザの［ファイル］－［ページ設定］の順にクリッ
クして、左右の余白を 10 ミリ以下に設定してください。
• ページ上の背景色などが印刷できない場合は、以下の手順に従って設定を変更してください。

1） ［表示］
（Microsoft Internet Explorer 5.0 の場合は［ツール］）－［インターネットオプション］の順にクリックします。
2） ［詳細設定］タブをクリックしてから、スクロールバーで設定項目をスクロールさせます。
3） ［印刷］の項目にある［背景の色とイメージを印刷 ...］をチェックし、
［OK］をクリックします。
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