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取扱説明書の種類と使い方
スタートアップガイド
セットアップの方法および本機を使用する上で必
要となる主な情報と困ったときの対処方法につい
て詳しく説明しています。
Windows での使用 方法やプリンタ の仕様、コン
トロールコード、英数カナ文字コード、漢字コー
ドなど詳細については、取扱説明書（PDF マニュ
アル）を参照してください。PDF マニュアルの見
方につきまし ては、77 ページを参照し てくださ
い。

取扱説明書（PDF マニュアル）
本機 を使 用す る上で 必要 とな るす べて の情報 と
困ったときの対処方法について詳しく説明してい
ます。

Windows の表記について
Microsoft® Windows® Operating System Version 3.1 日本語版
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® WindowsNT® Operating System Version 4.0 日本語版
Microsoft® WindowsNT® Operating System Version 3.51 日本語版
Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版
Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版
Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版
Microsoft® Windows Vista® Professional Operating System 日本語版
本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 3.1、Windows
95、Windows 98、Windows Me、Windows NT4.0、Windows NT3.51、Windows
2000、Windows XP ､ Windows Vista と表記しています。またこれらを総称する場合
は「Windows」
、複数の Windows を併記する場合は「Windows 95/98/NT4.0」のよ
うに Windows の表記を省略することがあります。

PC-98 系の表記について
本書中では、EPSON PC シリーズ、PC-9801 シリーズ /PC-9821 シリーズを総称し
て PC-98 系 と表記します。

本書中のマーク、画面、表記について
マークについて
本書では、い くつかのマークを用 いて重要な事項を 記載しています。マーク が付いて
いる記述は必ずお読みください。
それぞれのマークには次のような意味があります。

w

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する
可能 性が 想定さ れる 内容、お よびプ リン タ本 体やプ リン タド ライバ、
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。

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。

給紙方法の呼称について
本書で説明する給紙方法とプリンタドライバ上の表記は以下のようになります。
給紙方法

プリンタドライバの表記

単票紙を「用紙ガイド」から手差し給紙する

手差し

単票紙をカットシートフィーダ A から給紙する

カットシートフィーダまたはビン #1

単票紙をカットシートフィーダ B から給紙する

カットシートフィーダまたはビン #2

連続紙を給紙する

プッシュトラクタまたはトラクタフィーダ

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

p

は本製品に 標準添付されている プ

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

ハガキについて
本書では、日本郵政公社製のハガキを郵便ハガキと記載しています。

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

abc
ade

この表示を無視して 、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可
能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して 、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定
される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。

この記号は、分解禁止を示しています。

この記号は、濡れた手で製品に触ることの禁止を示しています。

この記号は、必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示し
ています。

安全上のご注意

abc
煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないで
ください。
感電や火災の原因となります。
すぐに［電源］スイッチをオフにし、電源コードをコンセントから抜
いて、お買い求めいただいた販売店またはエプソン修理センターへ修
理をご依頼ください。
お客様による修理は危険ですから絶対しないでください。
異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでく
ださい。
感電や火災の原因となります。
すぐに［電源］スイッチをオフにし、電源コードをコンセントから抜
いて、お買い求めいただいた販売店またはエプソン修理センターへ修
理をご依頼ください。
通風口など開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込ん
だり、落としたりしないでください。
感電や火災の原因となります。

この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。
取扱説明書で指示されている以外の分解や改造はしないでください。
けがや感電や火災の原因となります。
この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示していま
す。

この記号は、アース接続して使用することを示しています。

電源プラグの取り扱いには注意してください。
取り扱いを誤ると火災の原因となります。
電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。
• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま使用しない
• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む
安全にお使いいただくために −
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ab c
濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となります。

添付されている電源コードを他の機器で使用しないでください。
感電や火災の原因となります。

漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行ってください。
アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、感電や火災の
原因となります。電源ケーブルのアースを必ず次のいずれかに取り付
けてください。
• 電源コンセントのアース端子
• 銅片などを 650mm 以上地中に埋めた物
• 接地工事（第 3 種）を行っている接地端子
アース線の取り付け / 取り外しは、電源プラグをコンセントから抜い
た状態で行ってください。ご使用になる電源コンセントのアースを確
認してください。アースが取れない場合やアースが施されていない場
合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

破損した電源コードを使用しないでください。
感電や火災の原因となります。
電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。
• 電源コードを加工しない
• 電源コードの上に重いものを載せない
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
• 熱器具の近くに配線しない
電源コードが破損したら、お買い求めいただいた販売店またはエプソ
ン修理センターへ修理をご依頼ください。

次のような場所には、絶対にアース線を接続しないでください。
• ガス管（引火や爆発の危険があります）
• 電話線用アース線および 避雷針（落雷時に大量の電気が流れる可能
性があるため危険です）
• 水道管や蛇口（配管の途中が プラスチックになっている場合はアー
スの役目を果たしません）
たこ足配線、テーブルタップやコンピュータなどの裏側にある補助電
源への接続はしないでください。
発熱による火災や感電のおそれがあります。定格電圧 100V のコンセ
ントに単独で差し込んでください。
表示されている電源（AC100V、15A）以外は使用しないでください。
指定外の電源を使うと、感電や火災の原因となります。
（本製品の定格電流は 100V/1.1A です）
添付されている電源コード以外の電源コードは使用しないでくださ
い。
感電や火災の原因となります。

2−

a bc
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電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と
刃の間を清掃してください。
電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラ
グの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災の原因となるおそ
れがあります。

a de
小さなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでくだ
さい。
落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。
湿気やホコリの多い場所に置かないでください。
感電や火災の危険があります。

ad e

a de

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

各種コード（ケーブル）は、取扱説明書で指示されている以外の配線
をしないでください。
配線を誤ると、火災の危険があります。

本製品の上に乗ったり、重い物を置かないでください。
特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意ください。倒れたり、壊
れたりしてけがをする危険があります。

本製品の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを抜き差しし
ないでください。
電源プラグが変形し、発火の原因となることがあります。

本製品の通風口をふさがないでください。
通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の危険があります。
次のような場所には設置しないでください。
• 押し入れや本箱など風通しの悪い狭いところ
• じゅうたんや布団の上
• 毛布やテーブルクロスのような布をかけない
壁際に設置する場合は、壁から 10cm 以上のすき間をあけてください。

電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜
いてください。
電源コードを引っ張ると、コードが傷付いて、火災や感電の原因とな
ることがあります。

長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセ
ントから抜いてください。

本製品を移動する場合は、
［電源］スイッチをオフにし、電源プラグを
コンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行っ
てください。
インターフェイスケーブルを装着するときは、必ず本製品の［電源］
スイッチをオフにして、電源コードを抜いてから行ってください。
感電の原因となることがあります。

リボンカートリッジは、子供の手の届かない場所に保管してください。
印刷用紙の端を手でこすらないでください。
用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをすることがあります。
インクが皮膚についてしまったり、目や口に入ったときは以下の処理
をしいてください。
• 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。
• 目に入ったときは、す ぐに水で洗い流してください。そのま ま放置
するとめの充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。異常 がある
ときは、速やか医師に相談してください。
• 口に入ったときは、す ぐに吐き出し、速やかに医師に相談し てくだ
さい。

使用中または使用直後に、プリンタカバーを開けたときはプリント
ヘッド部分に触れないでください。
高温になっているため、火傷のおそれがあります。
本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでくださ
い。
ガスが滞留して引火による火災などの原因となるおそれがあります。

安全にお使いいただくために −
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本製品の特長
本製品は、双方向通信機能を備えた 24 ピン漢字プリンタです。主な特長は以下の通り
です。

本製品の紹介

●各種用紙に対応
連続紙や単票紙をはじめ、複写紙、ハガキなどの用紙が使用できます。

●スーパーマルチウェイローディング機構

● 本製品の特長........................................................6
● 各部の名称と働き ..................................................7

連続紙を前方、後方、底面の 3 方向から給紙することができ、多様な使い方に対応で
きます。また、連続紙をセットしたままの状態で単票紙が使用できます。

●専用プリンタドライバ添付（Windows）
本製 品の 機能 を フル に活 かす Windows の専 用プ リ ンタ ドラ イバ（Windows 3.1/
NT3.51 を除く）を添付し ています（Windows 3.1/NT3.51 のプリンタ ドライバは、
インターネットからダウンロード可能）
。
s 取扱説明書（PDF マニュアル）
「Windows 3.1/NT3.51 のプリンタドライバについ
て」

●プリンタの状態を監視する EPSON プリンタウィンドウ !3
EPSON プリンタウィンドウ !3 を利用すると、Windows 環境においてプリンタの状態
を監視することがで きます。紙詰まりなどが 発生するとコンピュ ータの画面上でお知
らせします。

● USB インターフェイス対応
Windows 98/Me/2000/XP/Vista でご利用いただける USB（Universal Serial Bus）
インターフェイスを使用して、プリンタとコンピュータを接続できます。

●インターフェイス自動選択機能
インターフェイス自動選 択機能により、パラレルインタ ーフェイスと USB インター
フェイス、またはオプ ションのインターフ ェイスカードを装着 した場合など、データ
を受信したインター フェイスをプリンタが 自動的に判断して使用 するインターフェイ
スを切り替えます。

6−

本製品の紹介

各部の名称と働き

背面 / 底面

正面

①紙送りノブ

②スプロケット

イラストは用紙ガイド（後）を装着したものです。

③トラクタ
ユニット（後）

⑧連続紙給紙口（ボトム）

②エッジガイド（後）
①プリンタカバー
③用紙ガイド（後）

⑤操作パネル

④レリースレバー
⑦ACインレット

⑥フロントカバー

⑦電源スイッチ

① プリンタカバー
リボンカ ートリッジの取り付 けや交換をするとき、詰ま った用紙を取り除く ときなど
に開けます。通常は閉じておきます。

② エッジガイド（後）
単票紙を用紙ガイド（後）から１枚ずつ給紙するときに単票紙の幅に合わせます。

③ 用紙ガイド（後）

＜プリンタ底面＞
④コネクタカバー ⑤ USB インター
フェイスコネクタ

⑥パラレルインター
フェイスコネクタ

① 紙送りノブ
用紙がプリンタ 内に詰まったとき など、用紙を手動で送り 出す場合に使用しま す。通
常は使用しません。

w

プリンタの［電源］スイッチがオンになっているときは、紙送りノ ブを回さな
いでください。

用紙ガイド（後）から単票紙を手差し給紙することができます。

④ レリースレバー

② スプロケット

給紙経路を切り替えるレバーです。
s 本書 27 ページ「給紙経路の設定方法」

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

⑤ 操作パネル

③ トラクタユニット（後）

スイッチ を操作して、プリンタの 機能を設定あるい は実行します。各種のラ ンプはプ
リンタの状態を表示します。
s 本書 9 ページ「操作パネル」

連続紙を給紙するときに使用します。

④ コネクタカバー

⑥ フロントカバー

⑤ USB インターフェイスコネクタ

用紙ガイド（前）から給紙するときに開けます。

⑦ 電源スイッチ
プリンタの電源をオン／オフします。

オプションのインターフェイスカードを差し込むスロットのカバーです。
USB ケーブルを接続します。

⑥ パラレルインターフェイスコネクタ
パラレルケーブルを接続します。

⑦ AC インレット
電源コードの差し込み口です。
本製品の紹介 −
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⑧ 連続紙給紙口（ボトム）

⑤ ペーパーカッター

プリンタ底面 から連続紙を給紙す ることができます。プリ ンタ底面から給紙す るため
にはトラクタユニットの付け替えが必要です。
s 本書 32 ページ「連続紙のセット（プルトラクタ）
」

連続紙をミシン目で切り離すときに使用します。

内部

⑥ トラクタユニット（前）
連続紙を給紙する ときに使用します。用 紙ガイド（前）を取り付け るときは取り外し
ます。

⑦ 用紙ガイド（前）

①アジャストレバー

用紙ガイド（前）から単票紙を手差し給紙することができます。トラクタユニット（前）
を取り外してから取り付けます。

④排紙ユニット

②リボンカートリッジ

⑤ペーパーカッター

⑧ エッジガイド（前）
単票紙を前の用紙ガイドから１枚ずつ給紙するときに単票紙の左側面に合わせます。

③プリントヘッド

＜用紙ガイド（前）を装着した場合＞
⑥トラクタユニット（前）

⑦用紙ガイド（前）
⑧エッジガイド（前）

① アジャストレバー
用紙の厚さや枚数に合わせて印字面とプリントヘッドの間隔を調整します。
s 本書 26 ページ「アジャストレバーの設定」

② リボンカートリッジ
印字するため のリボンを収めた 物です。印字が薄くなっ たら、リボンカートリ ッジを
交換します。
s 本書 54 ページ「リボンカートリッジの交換」

③ プリントヘッド
印刷をする部分です。精密部品ですのでネジを緩めたり分解したりしないでください。

④ 排紙ユニット
用紙を排紙す るためのユニットで す。プルトラクタを使用 して連続紙に印刷す る場合
は、排紙ユニットを取り外してから、この位置にトラクタユニットを取り付けます。
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④ ［給紙 / 排紙］スイッチ

操作パネル
操作パネ ル上のランプによ り、プリンタの状態を 知ることができま す。また、スイッ
チを操作して各種機能の設定や実行ができます。
①［書体］
スイッチとランプ

②［高速印字］
スイッチとランプ

③［用紙カット位置］ ④［給紙 / 排紙］
スイッチとランプ
スイッチ

⑥用紙チェック
ランプ

連続紙のとき

プッシュトラクタに連続紙をセットした状態でスイッチを 押すと給紙します。印刷位置に
給紙されている状態でスイッチを押すと、プッシュトラクタ位置へ排紙します。

単票紙のとき

カットシートフィーダ（オプション）から用紙を給紙します。
印刷位置に用紙がある状態でスイッチを押すと、排紙します。

p

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

⑤ ［改行 / 改ページ］スイッチ

⑤［改行 / 改ページ］
スイッチ

⑦［印刷可］
スイッチとランプ

連続紙のとき

スイッチを短く押すと改行します。
スイッチを数秒押し続けると改ページします。

単票紙のとき

スイッチを短く押すと改行します。
スイッチを数秒押し続けると排紙します。

⑥ 用紙チェックランプ

明朝体またはゴシックを選択します。

用紙がない状態またはレリースレバーの設定に問題がある場合に点灯します。
用紙が詰まったときまたは正常に排紙されなかったときに点滅します。

印字例

⑦ ［印刷可］スイッチとランプ

① ［書体］スイッチとランプ

＜明朝体＞

＜ゴシック体＞

② ［高速印字］スイッチとランプ
高速印字が選択されているときに点灯します。高速に設定すると、文字パターンのドッ
トを間引きして通常より高速に印字します（DOS 環境下で有効）。試し印刷やリボン
カートリッジの消耗を抑えたいときに設定してください。

p

印刷可状態と印刷不可状態を切り替えます。印刷可状態のときにランプが点灯します。
また、プリントヘ ッドが熱くなりす ぎたとき（ヘッドホ ット状態）に点滅し、印刷 を
一時的に停止します。
用紙位置（印刷位置）の微調整
［印刷可］スイッチをブザーが鳴るまで 3 秒以上押すと、用紙位置（印刷位置）を微調
整できます。
s 本書 40 ページ「用紙位置の微調整」

プリンタドライバを経由する場合は、プリンタドライバの印刷条件の設定で［印
刷品質］を［ドラフト］に設定してから、［高速印字］スイッチを押して印刷を
行ってください。
s 取扱説明書（PDF マニュアル）「プリンタドライバの設定項目」

③ ［用紙カット位置 / ビン選択］スイッチとランプ
連続紙に 印刷する場合、印刷終了 後にスイッチを押 すと、連続紙が用紙カッ ト位置に
紙送りされます。連続紙が用紙カット位置にあるときにランプが点滅します。用紙カッ
ト位置にない場合は消灯します。
s 本書 39 ページ「自動ティアオフ機能」
また、ダブルビンカットシートフィーダ使用時に給紙するビンを選択します。

本製品の紹介 −
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スイッチを 2 つ以上押す場合

ランプによる状態表示

操作パネルのスイッチを 2 つ以上同時に押すと、スイッチを単独で押したときとは異
なる機能が実行できます。
スイッチ
［書体］+［高速印字］
［高速印字］+［用紙カット位置 / ビン選択］
［改行 / 改ページ］+［電源］オン
［給紙 / 排紙］+［電源］オン
［改行 / 改ページ］+［印刷可］+［電源］オン

［給紙 / 排紙］+［印刷可］+［電源］オン

［改行 / 改ページ］+［給紙 / 排紙］+［電源］オン

操作パネルのランプで、プリンタの状態を表示します。
プリンタ状態

機能

［印刷可］

［ 用紙チェッ ［用紙カット位
［高速印字］
ク］
置 / ビン選択］

バッファをクリアします。
s 本書 38 ページ「排紙の仕方」

印刷可

点灯

消灯

ー

ー

ー

用紙なしエラー

消灯

点灯

ー

ー

ー

プリンタ設定モードにします。
s 本書 50 ページ「設定値の変更の方法」

レリースレバーエラー

消灯

ー

ー

ー

ー

排紙エラー

消灯

点滅

ー

ー

ー

プリン トヘッ ド温 度異
常

点滅

ー

ー

ー

ー

プリン タ設定 モードの 項目制 限（パネル ロックア ウ
ト）を行います。
s 本書 51 ページ「操作パネルからの設定を制限す
る（パネルロックアウトモード）
」

微小送り

点滅

ー

ー

ー

ー

用紙カット位置

ー

ー

※１

ー

ー

ビン選択

ー

ー

※１

ー

ー

プリン タ設定 モードの 項目制 限（パネル ロックア ウ
ト）自体をオン / オフします。
s 本書 51 ページ「操作パネルからの設定制限（パ
ネルロックアウト）をオン / オフする」

高速印字

ー

ー

ー

点灯

書体

ー

ー

ー

ー

※2

ロック アウト され た機
能を押下

同期して３秒間点滅

ー

ー

ー

上記以外のエラー

点滅

点滅

点滅

点滅

セルフテストを行います。
s 本書 17 ページ「動作の確認」

16 進ダンプ印刷します。
「16 進ダンプ印刷」
s 取扱説明書（PDF マニュアル）

点滅

※1
連続紙選択時

単票紙使用時

※2

連続紙が用紙カット位置にある場合

両方のランプが点灯

連続紙が用紙カット位置にない場合

両方のランプが消灯

CSF ビン 1 選択状態

両方のランプが消灯

CSF ビン 2 選択状態

右側のランプだけが点灯

ハガキモード選択状態

左側のランプだけが点灯
●消灯、○点灯

自動
右側のランプだけが点灯
明朝
左側のランプだけが点灯
ゴシック
両方のランプが点灯
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本製品は、次のような場所に設置してください。
水平で安定した場所

風通しの良い場所

次の気温と湿度の場所

5〜35℃
10〜80%

水 平

本製品は精密な 機械・電子部品で作ら れています。次のような 場所に設置すると動 作
不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。
直射日光の当たる場所 ホコリや塵の多い場所 温度変化の激しい場所 湿度変化の激しい場所

火気のある場所

水に濡れやすい場所

揮発性物質のある場所 冷暖房機具に近い場所

ベンジン

震動のある場所

震

w

加湿器に近い場所

動

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

プリンタの準備 −
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取り扱い上のご注意

設置スペースに関するご注意
• 本製品を「プリン タ底面より小さい台」の上に設置しないでくださ い。プリンタ底
面のゴム製の 脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力が かかり、印刷や紙
送りに悪影響 を及ぼします。必ずプリンタ本体より広く平らな面の上 にプリンタを
設置してください。
• 用紙やリボンカ ートリッジの交換などが簡単にできるようにスペース を確保してく
ださい。
• 本製品の外形寸法は次の通りです。

本製品は以下の点 に注意して取り扱っ てください。正しい取り 扱いをしないと、動作
不良や印字不良、プリンタの故障の原因となります。

プリンタ本体について
•
•
•
•

用紙やリボンカートリッジが取り付けられていない状態で印刷しないでください。
印刷中はプリンタカバーを開けないでください。
印刷中に [ 電源 ] スイッチをオフにしないでください。
プリンタの[電源 ]スイッチをオフにしてから再びオンにするときは、最低5秒待って
からオンにしてください。
• 用紙の厚さに対してアジャストレバーの設定値が大きすぎると、印刷がかすれたり、
印刷抜けを起こす場合があり ます。逆に設定値が小さすぎると、インクリボンや用
紙が傷んだり、用紙が汚れたり、用紙が正しく送られない場合があります。
• 連続紙が給紙されない場合は、連続紙をセットし直してください。
• 連続紙が斜めに給紙された場合は、[ 電源 ] スイッチをオフにしてから用紙を取り除
き、新しい連続紙をセットし直してください。

リボンカートリッジについて
• リボンカートリッジは、ていねいに扱ってください。
• リボンカートリッジの取り付 けや交換の際は、プリンタの電源をオフにしてくださ
い。
• インクリボンがたるんだ状態で印刷しないでください。
カットシートフィーダ A/B（VP880CSFA ＋ VP880CSFB）取り付け時

408mm

41
43

4m

7.
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5m

m

m

m
4m

56

用紙について
• 連続紙（連続複写紙）は、用紙の表面 / 裏面ともに、染み、ピンホール、汚れ、し
わ、破れ、複写紙のめくれ、反りや毛羽 立ちおよびのり付けのない用紙を使用して
ください。
• 連続紙は、印字領域内に穴などの段差がないものを使用してください。
• 連続複写紙は、[ 両側点のり綴じ（千鳥綴じ）]、[ 両側紙ホチキス綴じ（ダブルギャ
ザー）]、[ 片側点のり綴じ（千鳥綴じ）+ 片側紙ホチキス綴じ（ダブルギャザー）]
の用紙を使用してください。[ 棒のり綴じ ]、[ 金属ホチキス綴じ ] の複写紙は使用し
ないでください。
」
s 本書 21 ページ「連続紙（連続複写紙）
• 単票複写紙は、天のり綴じの用紙を使用してください。
• 単票複写紙の綴じののり付けは、用紙一端面全面にあるものを使用してください。
• 単票複写紙ののり付け部が波打 ったり硬くなったりしていないものを使用してくだ
さい。
• 連続ラベル紙を使用してくだ さい。単票ラベル紙は、台紙から剥がれてプリンタ内
部に貼り付くおそれがありますので、使用しないでください。
• 厚紙や特殊紙に印刷する場合 は、印字領域に注意してください。ソフトウェアで印
字領域を 設定する際 は、必ず印字可能 領域内で印 刷するように 設定してく ださい。
アジャストレバーの設定値が 大きいときに印刷可能領域外で印刷すると、プリント
ヘッドを損傷するおそれがあります。

付属品の取り付け

C

プリントヘッドを手で中央に移動します。
プリントヘッド

付属 品な どを取 り付け て本 製品を セット アッ プしま す。リボ ンカー トリッ ジと 電源
ケーブル以外の付属品は、使用する用紙や使い方に応じて取り付けてください。

リボンカートリッジの取り付け

w
A

• リボンカートリッジを乱暴に扱うと印字不良の原因になりますので、ていね
いに扱ってください。
• プリン タの電源 がオンの 状態で以 下の手順 を行うと 故障の原 因になり ます
ので、必ず電源がオフの状態で行ってください。

D

リボンカートリッジを袋から取り出して、リボンガイドを外します。
リボンカートリ ッジに固定されてい るリボンガイドを下 図のようにつまんで、カー ト
リッジから外します（外すだけで取り外す必要はありません）
。

プリンタの［電源］スイッチがオフになっていることを確認してから、プリンタカバー
を取り外します。
排紙ガイドを手前に倒してから、プリンタカバーを手前に起こして上に引き抜きます。

排紙ガイド

B

排紙ユニットを取り外します。

E

リボンカートリッジを取り付けます。
プリンタ両側の 突起にリボンカート リッジの溝を合わせ て、合わせた部分を支点に し
て固定される まで奥に倒し込みま す。カートリッジの両 端を軽く押して、傾き、が た
つきのないことを確認してください。

排紙ユニ ット両側のレバーを 後方に押しながら、そのま ま回転させるように して取り
外します。

排紙ユニット

突起

溝

プリンタの準備 −
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F

インクリボンのリボンガイドをプリントヘッドに取り付けます。
リボンガイドの穴をプリントヘッドの両側のピンに通して取り付けます。

H

排紙ユニットを取り付けます。

I

プリンタカバーを取り付けます。

排紙ユニット両側の フックをプリンタ側 にひっかけ、排紙ユニッ トの下部を押し込む
ようにして固定します。

リボンガイド

ピン

プリントヘッドと
リボンガイドが
同じ高さになるまで
差し込みます。

G

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

ツマミ

リボン

14 − プリンタの準備

以上でリボンカートリッジの取り付けは終了です。

用紙ガイド（後）の取り付け

用紙ガイド（前）の取り付け

用紙ガイ ド（後）は単票紙やハガキ などを給紙する場 合に取り付けます。連 続紙を給
紙する場合は、用紙ガイド（後）を起こさず寝かせた状態にしておいてください。

A

プリンタカバーの排紙ガイドを手前に起こします。

用紙ガイド
（前）は単票紙やハガキなどを本製品の前から給紙する場合に取り付けます。

A

フロントカバーを開けます。

排紙ガイド
フロントカバー

B

用紙ガイド（後）を取り付けます。
用紙ガイド（後）を両手で持ち、図のようにプリンタの溝にはめ込んで固定します。

B

トラクタユニットを取り外します。

用紙ガイド

トラクタユニット（前）

C

C

用紙ガイド（前）を取り付けます。

プリンタカバーの排紙ガイドを戻します。

以上で用紙ガイド（後）の取り付けは終了です。

以上で用紙ガイド（前）の取り付けは終了です。

プリンタの準備 −
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電源との接続

ade

本書 1 ページ「安全にお使いいただくために」を参照の上、正しくお取り扱い
ください。

A

［電源］スイッチがオフ（○）になっていることを確認します。

B

プリンタ背面の AC インレットに電源コードを差し込みます。

C

アース線を接続してから、AC100V のコンセントに電源コードのプラグを正しく差し
込みます。

w

• プリンタの電源をオフにしてから再びオンにするときは、最低５秒待ってか
らオンにしてください。オフ / オンの間隔が短かすぎると、プリンタの電源
部が故障するおそれがあります。
• 印刷の途中で電源をオフにしないでください。

以上で電源の接続は終了です。
次にプリンタに異常がないか、動作の確認を行います。

16 − プリンタの準備

C

動作の確認
付属品の取り付けが終わったら、A4 縦の単票紙を使用してプリンタの動作や印刷の状
態を確認します。本製品は、プリンタが正常に動作するかを確認するための印字パター
ンをプリ ンタ内部に持ってい ます。以下の手順で印 字パターンの印刷が できれば、本
製品は正 常に機能しています。動 作の確認は、コンピュ ータと接続しない状 態で行い
ます。

p
A

• A4 より小さいサイズを使用すると用紙からはみ出して印刷します。
• 動作の確認は連続紙（用紙幅 228.6mm｛9 インチ｝以上）でもできます。連
続紙のセット方法については、以下のページを参照してください。
s 本書 28 ページ「連続紙のセットと排紙」

レリースレバーを奥側に倒して、単票紙給紙（

エッジガイドの位置を調整します。
用紙ガ イド（左）を用紙 ガイド のマーク（
を A4 縦の単票紙の幅に合わせます。
ここではまだ用紙をセットしません。

エッジガイド

）に切り替えます。

p
D
B

）に合 わせてか ら、エッジ ガイド（右）

プリンタカバーを開け、アジャストレバーを「0」に設定します。
１枚の単票紙に印字する場合は「0」に設定してください。それ以外の用紙に印字する
場合は、以下のページを参照してください。
s 本書 26 ページ「アジャストレバーの設定」

左右のエッジガイドの間で用紙がなめらかに動くようにエッジガ イドの位置を
合わせてください。

［改行 / 改ページ］または［給紙 / 排紙］どちらかのスイッチを押したまま、
［電源］ス
イッチをオンにします。
［改行 / 改ページ］：英数カナ文字モードになります。
［給紙 / 排紙］：漢字モードになります。
ブザーが 3 回鳴り、電源ランプと用紙チェックランプが点灯したらスイッチから指を
を離してください。

どちらかを押したまま
電源をオンにします

プリンタの準備 −
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E

単票紙を手差し給紙して、動作確認を実行します。
エッジガイドに沿って、A4 縦の単票紙を差し込みます。
単票紙の先端が突き当たるまで差し込むと、自動的に給紙して動作確認を実行します。
裏面に印字されます

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

p
F

＜英数カナ文字モード＞

• 印刷中に［印刷可］スイッチを押すと印刷は停止します。再度押すと印刷を
再開します。
• 1 枚目の印刷が終了し、 続いて２枚目の用紙に印刷する場合は、次の用紙を
セットすると自動的に印刷します。

動作確認を終了します。
［印刷可］スイッチが押されるまで繰り返し印字を行います。
［印刷可］スイッチを押して印刷を中止し、［電源］スイッチをオフにします。

w

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

p

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

18 − プリンタの準備

G

印刷の状態を確認します。
E の印刷結果のように印刷されていればプリンタは正常に機能しています。
次にコンピュータと接続します。

p

• プリンタのセットアップ終了後、印刷できないなどのトラブルが発生した場
合は、この動作確認を行ってプリンタの状態を確認してください。
プ リンタが 正常に 動作して いる場合 は、インター フェイ スケーブ ルやコン
ピュータの状態を確認してください。
• 手順通りに実行しても印刷できない、プリンタが動作しないときは、お買い
求めいただいた販売店またはエプソン修理センターへご相談ください。修理
に関するお 問い合わせ先は 79 ページ「サービス・サポートのご案内」をご
覧ください。

A

コンピュータとの接続
本製品は、以下の接続方法でコンピュータとローカル接続してください。
• パラレル接続
• USB 接続
• シリアル接続
シリアル 接続をするには、シリア ルインターフェイスカ ードと市販の接続ケ ーブルが
必要です。インターフェイスカードの装着は以下のページを参照してください。
s 本書 63 ページ「インターフェイスカードの取り付け」
ここでは、パラレル接続と USB 接続について説明します。
接続ケー ブルは、お使いのコンピ ュータや接続環境 によって異なるため、本 製品には
同梱され ていません。以下の説明 を参照してご利用の環 境に合ったケーブル をお買い
求めください。

w

B

プリンタの［電源］ス イッチとコンピュ ータの［電源］スイッチ がオフになってい る
ことを確認します。
インターフェイスケーブルをプリンタに接続します。
＜ USB ケーブル＞

＜パラレルケーブル＞

推 奨ケーブ ル以外の ケーブル を使用 すると正 常に印刷 できない 場合があ りま
す。
USB ケーブルをプリンタ側のコネクタにしっ
かり差し込みます。

＜ 2005 年 7 月現在＞

ケーブル

機種

パラレル
DOS/V 系
インターフェイス
ケーブル

USB
−
インターフェイス
ケーブル
*

［電源］スイッチをオフにします。

メーカー

シリーズ

EPSON、
DOS/V 仕様機
IBM、富士通、
東芝、他各社

ケーブル名

備考

パラレ ルケーブ ルをプリ ンタ側 のコネク タに
しっかり差し込み、左右のコネクタ固定金具を
内側に倒して固定します。

PRCB4N

NEC

PC-98NX シリーズ

EPSON

USB ケーブルが接続で USBCB2
きる機種（Window 98/
Me/2000/XP/Vista）

C
*

もう一方のコネクタをコンピュータのコネクタに差し込みます。
以上でコンピュータとの接続は終了です。
次にご利用の環境に応じてコンピュータの準備をします。
s 本書 20 ページ「環境ごとのセットアップ方法」

USB 接続するためには、次の条件を満たしている必要があります。
・USB に対応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピュータ
・Windows 98/Me/2000/XP/Vista のいずれかがプレインストールされているコンピュータ（購入時、すで
にインストールされているコンピュータ）、またはプレインストールされていて Windows Me/2000/XP/
Vista にアップグレードしたコンピュータ

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。
• 富士通 FM/R、FM TOWNS は富士通製の専用ケーブルを使用してください。
• 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止
のためのプロテクタ（ハードウェアキー）などを、コンピュータとプリンタ
の間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合
があります。

プリンタの準備 −
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環境ごとのセットアップ方法

p

プリンタをコ ンピュータに接続した だけではプリンタを正 しく使用することは できま
せん。コ ンピュ ータ にイン ストー ルさ れてい るオペ レー ティン グシス テム やアプ リ
ケーションソ フト側で使用するプ リンタを設定し、ソフト ウェア的にプリンタ をコン
ピュータに認識させる必要があります。

Windows で使用する場合は、本製品に同梱のプリンタドライバ・ユーティリティ CDROM から Windows 用プリンタドライバをインストールしてください。インストール
方法については、取扱説明書（PDF マニュアル）を参照してください。
s 取扱説明書（PDF マニュアル）「Windows でのセットアップ」
印刷の条件は、お 使いのアプリケーシ ョンソフトあるいは プリンタドライバで 設定し
ます。
s 取扱説明書（PDF マニュアル）「Windows からの印刷」
Windows での使用方法の詳細は、プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM
に収録されている取扱説明書（PDF マニュアル）に記載されています。取扱説
明書（PDF マニュアル）の見方については以下のページをご覧ください。
s 本書 77 ページ「取扱説明書（PDF マニュアル）の見方」

DOS 環境でお使いの場合
DOS 環境でお使いの場合、プリンタドライバなどのソフトウェアを別途インストール
する必要はありません。お使いの DOS アプリケーションソフト上でプリンタ名を選択
して印刷を実 行します。印刷の条件 は、アプリケーションソ フト上またはプリ ンタの
操作パネルから設定します。
s 本書 49 ページ「操作パネルからの設定」

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

プリンタ名

1

VP-880

2

VP-870

3

ESC/P24-J84

4

VP-850

5

ESC/P24-J83

6

VP-800
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• 表中のプリンタ名を選択しても正しく印刷できないときは、プリンタ設定値
の［ESC/P スーパー］を［オン］ に設定してください。
s 本書 49 ページ「操作パネルからの設定」

ソフトウェア上に前述のプリンタ名がないときには、次の表から選択します。

Windows でお使いの場合

p

• 用 紙のペー ジ先頭位 置はソフ トウェア 上で選択 したプリ ンタ名に よって異
なります。
s 本書 40 ページ「用紙位置の微調整」

優先順位

プリンタ名

1

VP-135K (PC)

2

VP-130K (PC Ⅱ )

3

VP-130K (PC)

4

PC-PR201H

p

• 表中の 4 機種の中からプリンタを選択したときは、プリンタ設定値の［ESC/
P スーパー機能］の設定が［オン］になっていることを確認してください。
s 本書 49 ページ「操作パネルからの設定」
• 用紙の給紙位置はソフトウェアで選択したプリンタによって異なります。

使用可能な用紙
本製品では一般 的な連続紙や単票 紙のほかに、複写紙やラ ベル、ハガキなどの用紙 も
使用できます。説明をよくお読みいただき正しい用紙をご使用ください。

使用可能な用紙と給排紙
● 使用可能な用紙 .................................................. 21
● アジャストレバーの設定....................................... 26
● 給紙経路の設定方法............................................. 27
● 連続紙のセットと排紙.......................................... 28
● 単票紙のセットと排紙.......................................... 42
● 連続紙（プッシュトラクタ）と単票紙の切り替え ....... 46

p

• カットシートフ ィーダ（オプション）で 使用できる用紙 の詳細について は、
以下のページを併せてお読みください。
s 本書 56 ページ「カットシートフィーダの取り付けと使い方」
• 給紙ミスや紙詰まりを防止するために以下の項目をご参照ください。
s 本書 67 ページ「用紙詰まりの予防」

連続紙（連続複写紙）
• プッシュトラクタでプリンタ前面、後方から給紙するか、プルトラクタでプリンタの
前面、後方、底面から給紙します。
• 上質紙 *、再生紙あるいは複写紙（ノンカーボン紙）を使用してください。
• 最大 5 枚までの複写紙（オリジナル +4 枚）を使用することができます。
• スプロケット穴は真円形のものを使用してください。
• 再生紙は一般室温環境（温度 15 〜 25 ℃、湿度 30 〜 60％）で使用してください。
*

上質紙：上質紙や事務用普通紙（複写紙などで使用するもの）を総称して表記します。

w

• 用紙の表面 / 裏面ともに、染み、ピンホール、汚れ、しわ、破れ、複写紙のめ
くれ、反りや毛羽立ちおよびのり付けのない連続紙を使用してください。
• 印字領域内に穴などの段差がないものを使用してください。
• 綴じ穴は、直径 5mm 以下のものをご使用ください。
• 連続紙（連続複写紙）の切り口が乱れた用紙や切り残しのある用紙は、 ミシ
ン目にそって正しく切り直してから使用してください。

項目

１枚紙

品質

上質紙、再生紙

用紙幅

101.6 〜 254mm｛4 〜 10 インチ｝

ページ長

101.6 〜 558.8mm｛4 〜 22 インチ｝

折り畳み長

101.6 〜 558.8mm｛4 〜 22 インチ｝

用紙厚

0.065 〜 0.1mm

用紙連量

*

45 〜 70kg
（坪量 52 〜 82g/m2 ）

複写紙
ノンカーボン紙

0.1 〜 0.39mm
34 〜 50kg ＜ 1 枚当たり＞
（坪量 40 〜 58g/m2）

連量：四方判（788x1091mm2 ）の用紙 1000 枚の重量を kg で表したものです。

使用可能な用紙と給排紙 −

21

p

ページ長（ミシン目から次のミシン目までの長さ）が 101.6mm｛4 インチ｝未
満の場合、用紙の折り畳み長は 101.6mm｛4 インチ｝以上の用紙をお使いくだ
さい。

連続複写紙の綴じ方
複写紙を使用する 場合は、必ず以下の綴じ 方の連続紙を使用し てください。本製品で
最も推奨する綴じ方は両側点のり綴じ（千鳥綴じ）です。
名称

両側点のり綴じ
（千鳥綴じ）

両側紙ホチキス綴じ
（ダブルギャザー）

片側点のり綴じ（千鳥）＋
片側紙ホチキス綴じ
（ダブルギャザー）

綴じ方

w

連続複写紙の推奨組み合わせ
構成枚数と連量（kg）は次の表の通りです。
1P

2P

3P

4P

1 枚目

45 〜 70

50

50

43

5P
43

2 枚目

−

43

34

34

34

3 枚目

−

−

43

34

34

4 枚目

−

−

−

43

34

5 枚目

−

−

−

−

43

次の綴じ方をしている用紙や、折れ、めくれ、印字面への膨らみのある用紙は
使用しないでください。
• 棒のり綴じ
•
•
•
•

金属ホチキス
紙ホチキス（シングルギャザー）
片側のみ綴じたもの（片側フリー）
テープホチキス
棒のり綴じ

金属ホチキス

シングルギャザー

印字領域
以下の領域に印刷することができます。

*1 用紙幅が 241.3mm より大きい場合は、13mm 以上になります。
*2 用紙幅が 254mm の場合は、26mm になります。
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紙ホチキスの折れ、めくれ

紙ホチキスの印字面への膨らみ

ミシン目の入れ方

スプロケット穴の形状

• ミシン目のカット、アンカットの比率は約 3：1 〜 5：1 としてください。

スプロケット穴の形状は以下のような真円形のものを使用してください。

• 横ミシン目の両端部 A のアンカット寸法は 1mm 以上としてください。

スプロケット穴の形状

w

スプロケット穴が次のようにずれているものは使用できません。

• 縦ミシン目と横ミシン目との交点はカットしないでください。
×：交点カット

○：交点アンカット

ラベル連続紙

折り畳み部分のふくらみ
連続紙の折り畳み部分を平らに伸ばしたときのふくらみは、1.0mm 以下のものを使用
してください。

• ラベル紙は、プッシュト ラクタでプリンタ前面から給紙するか、プルトラク タでプ
リンタの前面、底面から給紙します。プリンタ後方から給紙することはできません。
• 一般室温環境（温度 15 〜 25 ℃、湿度 30 〜 60%）で使用してください。
• プリンタ底面または後方からラベル紙を引き抜かないでください。
• 使用しないときは、プリンタから取り外してください。
• 台紙または印字領域以外の部分には印字しないでください。
• 単票ラベル紙は使用できません。
• ティアオフ機能は使用しないでください。
• アジャストレバーを設定して印刷してください。
s 本書 26 ページ「アジャストレバーの設定」
項目

詳細

品質

上質紙

台紙用紙幅

101.6 〜 254mm｛4 〜 10 インチ｝

台紙ページ長

101.6 〜 558.8mm｛4 〜 22 インチ｝

台紙折り畳み長

101.6 〜 558.8mm｛4 〜 22 インチ｝

用紙厚（台紙を含む）

0.16 〜 0.19mm（台紙 0.07 〜 0.09mm）

ラベル連量

55kg（坪量 62g/m2 ）

使用可能な用紙と給排紙 −
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ラベル紙の種類

p

ラベル紙にはカストリ * なしの用紙とカストリありの用紙があります。カストリなしの
用紙を使用することをお勧めします。
• 台紙全体がシールに覆われているラベル紙（カストリなし）

次の条件でめくれないラベルを使用してください。
巻付ドラム径 ：φ27mm
巻付角度
：180°
巻付時間
：24 時間
周囲温度
：40 ℃
周囲湿度
：30％

ハガキ
• 台紙全体がシールに覆われていないラベル紙（カストリあり）
ラベルの角に R2.5mm 以上の丸みが付いているラベル紙を使用してください。

*

• ハガキは、郵便ハガキ（通常ハガキ）または往復郵便ハガキを使ってください。
• 郵便ハガキは、用紙ガイド（前 / 後）
、カットシートフィーダ B（オプション）から給紙
します。
• 往復郵便ハガキは、
用紙ガイド（後）
またはカットシートフィーダ B から給紙します。
• 往復郵便ハガキは、中央に折り跡がないものを使ってください。
• 一般室温環境（温度 15 〜 25 ℃、湿度 30 〜 60％）で使用してください。
• アジャストレバーをハガキ（レバー位置：2）に設定して印刷してください。また、
プリンタドライバの用紙サ イズを「はがき」にするなど、必要な設定を行ってくだ
さい。
s 本書 26 ページ「アジャストレバーの設定」

カストリ：ラベル以外の粘着シールをはぎとること。

印字領域と使用可能なラベルサイズ

項目
品質
用紙幅

用紙長

w

• ラベル紙を取り外すときは、フロントプッシュトラクタの位置で切り離して
から、必ず［改行 / 改ページ］スイッチを押して排紙してください。
［給紙 /
排紙］スイッチは使用しないでください。ラベルが台紙からはがれてプリン
タ内部に貼り付くことがあります。
• ティアオ フ機能 は使用し ないでく ださい。ラ ベル紙が 後方に送 られると き
に、ラベルがはがれてプリンタ内部に貼り付くことがあります。
• ラベル紙をプリンタに取り付けたまま放置しないでください。丸まって用紙
が詰まることがあります。
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詳細
上質紙＜郵便ハガキ（通常ハガキ）＞ 往復郵便ハガキ

用紙ガイド（前）

100 〜 148mm｛3.9 〜 5.8 インチ｝

用紙ガイド（後）
、
カットシートフィーダ B

100 〜 148mm｛3.9 〜 5.8 インチ｝

用紙ガイド（前）

148mm｛5.8 インチ｝

用紙ガイド（後）
、
カットシートフィーダ B

100 〜 200mm｛3.9 〜 7.8 インチ｝

用紙厚

0.22mm

用紙連量

165kg（坪量 192g/m 2）

*

ー

ー

ハガキ下端から 13.5mm の位置まで印字できますが、下端 22 〜 13.5mm の範囲は、紙送り精度の保証がで
きません。

使用できる定形用紙

単票紙（単票複写紙）
• 用紙ガイド（前 / 後）、カットシートフィーダ A/B（オプション）から給紙します。
単票 複写紙は用紙ガイド（前）から給紙します。カットシート フィーダで使用でき
る用紙については、以下のページを参照してください。
s 本書 56 ページ「カットシートフィーダの取り付けと使い方」
• 上質紙、再生紙、複写紙（ノンカーボン紙）を使用してください。
• 最大 5 枚までの複写紙（オリジナル +4 枚）を使用することができます。
• 一般室温環境（温度 15 〜 25 ℃、湿度 30 〜 60％）で使用してください。
• ミシン目の入った用紙は使用できません。

w

• 用紙の表面 / 裏面ともに、染み、ピンホール、汚れ、しわ、破れ、複写紙のめ
くれ、反りや毛羽立ちおよびのり付けのない連続紙を使用してください。
• 印字領域内に穴などの段差がないものを使用してください。
• 綴じ穴は、直径 5mm 以下のものをご使用ください。

用紙サイズ

用紙ガイド（ 後）* 1

用紙ガイド（前） カットシートフィーダ（A/B）*1

A4（210 × 297mm）

縦長

縦長

縦長

A5（148 × 210mm）

縦長、横長

縦長、横長

縦長、横長 *2

A6（105 × 148mm）

縦長、横長

縦長、横長

縦長、横長 *2

B4（257 × 364mm）

縦長

縦長

縦長

B5（182 × 257mm）

縦長、横長

縦長、横長

縦長、横長

*1 複写紙は使用できません
*2 カットシートフィーダ B のみ

単票複写紙の綴じおよび給紙方向
用紙の上端全面、あるいは側端全面がのり付けされた用紙を使用してください。また、
綴じてある方から給紙してください。
単票複写紙（天のり）

項目

一般紙

品質

複写紙

上質紙、普通紙、PPC 用紙、再生紙

用紙幅

用紙長

用紙厚

用紙重量
（連量）

用紙ガイド（前）

ノンカーボン紙

100 〜 257mm｛3.9 〜 10.1 インチ｝

用紙ガイド（後）

100 〜 257mm｛3.9 〜 10.1 インチ｝

ー

カットシートフィーダ A

182 〜 216mm｛7.2 〜 8.5 インチ｝

ー

カットシートフィーダ B

100 〜 216mm｛3.9 〜 8.5 インチ｝

ー

用紙ガイド（前 / 後）

w

100 〜 364mm｛3.9 〜 14.3 インチ｝

カットシートフィーダ A

210 〜 364mm｛8.2 〜 14.3 インチ｝

ー

カットシートフィーダ B

100 〜 364mm｛3.9 〜 14.3 インチ｝

ー

用紙ガイド（前 / 後）

0.065 〜 0.14mm

カットシートフィーダ A/B

0.07 〜 0.14mm

• 単票複写紙は、天のり綴じの用紙を使用してください。

0.12 〜 0.39mm
ー

用紙ガイド（前 / 後）

45 〜 78kg
（坪量 52 〜 90g/m2 ）

カットシートフィーダ A/B

55 〜 78kg
（坪量 64 〜 90g/m2 ）

34〜 50kg<1 枚当たり>
（坪量 40 〜 58g/m2 ）
ー

• 綴じののり付けは、用紙一端面全面にあるものを使用してください。
• のり付け部が波打ったり硬くなったりしていないものを使用してください。

単票複写紙の推奨組み合わせ
構成枚数と連量（kg）は次の表の通りです。
1P

2P

3P

4P

1 枚目

45 〜 70

50

50

43

5P
43

2 枚目

ー

43

34

34

34

3 枚目

ー

ー

43

34

34

4 枚目

ー

ー

ー

43

34

5 枚目

ー

ー

ー

ー

43
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印字領域

アジャストレバーの設定
給紙する用紙の厚さに合わせてアジャストレバーを設定します。
アジャストレバーの操作は、プリンタカバーを開けてから行ってください。

*1 カットシートフィーダ A（オプション）使用の場合 182 〜 216mm
カットシートフィーダ B（オプション）使用の場合 100 〜 216mm
*2 カットシートフィーダ A（オプション）使用の場合 210 〜 364mm
*3 用紙幅が 209.2mm 以下の場合
（用紙幅が 209.2mm より大きい場合、最大印字領域（203.2mm）を引いた値を均等配置）

用紙の種類・枚数（紙厚）
1 枚紙

複写紙

アジャストレバーの設定値 ＊
0

1

連続紙
（0.065 〜 0.10mm）

○

単票紙
（0.065 〜 0.14mm）

○

○

2 枚紙（〜 0.18mm）

○

○

3 枚紙（〜 0.25mm）

○

4 枚紙（〜 0.32mm）

2

165kg（0.22mm）

ラベル

（0.07 〜 0.19mm）
紙厚

*
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設定値 6、7 は使用しません。

4

5

○

○

○

0.26 〜
0.32mm

0.32 〜
0.36mm

0.36 〜
0.39mm

○
○

5 枚紙（〜 0.39mm）
ハガキ

3

○

○
○
0.06 〜
0.12mm

0.12 〜
0.19mm

0.19 〜
0.26mm

w

p

• 厚紙や特殊紙に印刷する場合は、印刷領域に注意してください。ソフトウェ
アで印刷領域を設定する際、必ず印刷可能領域内で印刷するように設定して
ください。アジャストレバーの設定値が大きいときに印刷可能領域外で印刷
すると、プリントヘッドを損傷するおそれがあります。
• 表の値は目安です。用紙の厚さに対してアジャストレバーの設定値が大きす
ぎると、印刷がかすれたり、印刷抜けを起こす場合があります。逆に設定値
が小さすぎると、インクリボンや用紙が傷んだり、用紙が汚れたり、用紙が
正しく送られない場合があります。大量に印刷する場合は、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。

気温 5 ℃以下または 35 ℃以上の環境下でのご使用は、印字品質が低下する場
合があります。アジャストレバーの設定を 1 段階下げて印字すると、品質の低
下を軽減できる場合があります。

給紙経路の設定方法
給紙経路に合わせてレリースレバーを切り替えます。
レリースレバー

使用する用紙と給紙経路
給紙経路

レリースレバー
の設定

給紙方法

単票紙

用紙ガイド（前後）またはカッ
トシ ート フィ ーダ（オ プシ ョ
ン）から給紙します。

連続紙

プッシュトラクタ を使用して、
プリンタ後方から 給紙します。
給紙経路によっては、トラクタ
などの 部品 を付け 替え る必 要
があります。
プッシュトラクタ を使用して、
プリンタ前面から 給紙します。
給紙経路によっては、トラクタ
などの 部品 を付け 替え る必 要
があります。
プルトラクタを使用して、プリ
ンタ前面、後方、底面から給紙
します。トラクタなどの部品を
付け替える必要があります。

使用可能な用紙と給排紙 −
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連続紙のセットと排紙
本製品は、トラクタユニットを付け替えることで、プッシュトラクタ（前）、プッシュ
トラクタ（後）、プルトラクタ、プッシュプル（前）、プッシュプル（後）、プッシュプ
ル（前後）6 つの給紙方法で連続紙を給紙することができます。
s 本書 27 ページ「給紙経路の設定方法」

p

連続紙のセット（プッシュトラクタ）
プッシュトラクタ（前）からの給紙
プリンタ前方から連続紙を給紙します。
連続紙をスムーズに給紙するために、以下のような配置でプリンタをお使いください。

工場出荷時は、プッシュトラクタ（前後）位置 にトラクタユニットが取り付け
られています。

操作上のご注意
印刷開始位置 がずれたりプリンタ 内に用紙が詰まるな どの動作不良や、故障の 原因と
なりますので、次の操作は絶対にしないでください。
• プリンタの［電源］スイッチがオンのとき、紙送りノブを回す。
• プリンタの［電源］ス イッチがオンのとき、連続紙がプリンタ内に給紙 された状態
で、トラクタから用紙を外して引き抜く。
プリンタの［電源］スイッチがオンのとき、
［給紙 / 排紙］スイッチを押し、用紙が
•
完全に排紙されない状態で、用紙を引き抜く。
• プリンタの［電源］ス イッチがオフのとき、紙送りノブを使用して用紙 をプリンタ
内部に送る。
• プリンタの動作中に用紙をカットする。
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p
A

• 連 続紙が机 の角やケ ーブルに 触れると 印刷位置 がずれる 場合があ りますの
で、触れないようにプリンタを配置してください。
• 連 続紙がひ っかか らないよ う、プリンタ に対して まっす ぐ給紙し てくださ
い。
• 連続紙が箱に入っていて給紙しにくい場合は、箱から取り出して置いてくだ
さい。

プリンタの［電源］スイッ チがオフになって いることを確認し てから、以下の作業を
行ってください。
• 用紙ガイド（後）を装着している場合
用紙ガイドを斜め奥に引き上 げ①、後ろに倒してから②、エッジガイドを中央に移
動させます③。

• 用紙ガイド（前）を装着している場合
用紙ガイドを斜め上にしてから引き抜きます。

D

E
B

C

レリースレバーをプッシュトラクタ（前）
（

）側に設定します。

連続紙をトラクタユニットにセットします。
s 本書 37 ページ「トラクタユニットへの連続紙のセット」

フロントカバーを取り外します。

p

トラクタユニットをプッシュトラクタ（前）位置に取り付けます。

F

連続紙がたるんだり、きつく張りすぎている場合は、スプロケッ トの位置を調
整してください。連続紙のスプロケットの穴が変形しない程度の 位置が理想で
す。

フロントカバーを取り付けて閉じます。

使用可能な用紙と給排紙 −
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G

［電源］スイッチをオンにします。

プッシュトラクタ（後）からの給紙

［電源］ランプと［印刷可］ランプが点灯します。印刷データを受信すると用紙は自動
給紙されて、印刷を開始します。

w

• プリンタの電源がオンになっているときは、紙送りノブを回さないでくださ
い。
• 連続紙が給紙されない場合は、連続紙をセットし直してください。
• 連続紙が斜めに給紙された場合は、電源をオフにしてから紙送りノブを回し
て用紙を取り除き、連続紙をセットし直して給紙してください。

p

• 給紙位置の調整については、以下のページを参照してください。
s 本書 40 ページ「用紙位置の微調整」
• ティアオフ機能を使用すると、印刷終了後に連続紙を簡単に切り離すことが
でき、また用紙の節約にもなります。
s 本書 39 ページ「自動ティアオフ機能」

プリンタ後方から連続紙を給紙します。
連続紙をスムーズに給紙するために、以下のような配置でプリンタをお使いください。

w

プッシュトラクタ（後）からラベル紙を給紙することはできません。

p

• 連 続紙が机 の角やケ ーブルに 触れると 印刷位置 がずれる 場合があ りますの
で、触れないようにプリンタを配置してください。
• 連 続紙がひ っかか らないよ う、プリンタ に対して まっす ぐ給紙し てくださ
い。
• 連続紙が箱に入っていて給紙しにくい場合は、箱から取り出して置いてくだ
さい。

A

プリンタの［電源］スイッチがオフになっていることを確認してから、用紙ガイド（後）
を外します。
プリンタカバーの排紙ガイドを手前に起こし、用紙ガイドを取り外します。

用紙ガイド（後）

排紙ガイド
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B

トラクタユニットをプッシュトラクタ（後）位置に取り付けます。

E

左右のエッジ ガイドを用紙幅の中 央の位置に移動さ せてから①、用紙ガイ ド（後）を
取り付け②、後ろに少し引いて倒します③。
用紙ガイドは排紙される連続紙がプリンタに引き込まれるのを防止します。

C

レリースレバーをプッシュトラクタ（後）（

）側に設定します。

エッジガイド

F

D

連続紙をトラクタユニットにセットします。

［電源］スイッチをオンにします。
［電源］ランプと［印刷可］ランプが点灯します。印刷データを受信すると用紙は自動
給紙されて、印刷を開始します。

w

• プリンタの電源がオンになっているときは、紙送りノブを回さないでくださ
い。
• 連続紙が給紙されない場合は、連続紙をセットし直してください。
• 連続紙が斜めに給紙された場合は、電源をオフにしてから紙送りノブを回し
て用紙を取り除き、連続紙をセットし直して給紙してください。

p

• 給紙位置の調整については、以下のページを参照してください。
s 本書 40 ページ「用紙位置の微調整」
• ティアオフ機能を使用すると連続紙を簡単に切り離すことができ、また用紙
の節約にもなります。
s 本書 39 ページ「自動ティアオフ機能」

s 本書 37 ページ「トラクタユニットへの連続紙のセット」

p

連続紙がたるんだり 、きつく張りすぎている場合は、スプロケットの位置を調
整してください。連続 紙のスプロケットの穴が変形しない程度の位置が理想で
す。
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連続紙のセット（プルトラクタ）

B

プリンタの前面、後方、底面から連続紙を給紙します。
連続紙をスムーズに給紙するために以下のような配置でプリンタをお使いください。

排紙ユニットを取り外します。
排紙ユニット両側の レバーを後方に押し ながら、そのまま回転さ せるようにして取り
外します。

排紙ユニット

w
p
A

プリンタ後方からラベル紙を給紙することはできません。

C

トラクタユニットをプルトラクタ位置に取り付けます。

D

レリースレバーをプルトラクタ（

• 連続紙が 机の角や ケーブル に触れる と印刷位 置がずれ る場合が あります の
で、触れないようにプリンタを配置してください。
• 連続紙が ひっか からない よう、プリン タに対 してまっ すぐ給紙 してくだ さ
い。
• 連続紙が箱に入っていて給紙しにくい場合は、箱から取り出して置いてくだ
さい。

プリンタの［電源］スイッチがオフになっていることを確認してから、プリンタカバー
を取り外します。
排紙ガイドを手前に倒してから、プリンタカバーを手前に起こして上に引き抜きます。

排紙ガイド
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）位置に設定します。

E

連続紙をプリンタに差し込みます。
使用したい給紙経路から連続紙を差し込み、1 ページ目のミシン目がリボンと同じ位置
になるまで引き出します。
プリンタ 後部から連続紙を差 し込む場合は、印刷位置目 盛りを目安にして差 し込みま
す。
＜プリンタ前部から給紙＞

p
F

＜プリンタ底部から給紙＞

G

プリンタカバーを取り付けます。

H

［電源］スイッチをオンにします。

＜プリンタ後部から給紙＞

印刷位置目盛りについては以下のページを参照してください。
s 本書 41 ページ「給紙位置（横方向）の調整」

［電源］ランプと［印刷可］ランプが点灯します。印刷データを受信すると連続紙は自
動給紙されて、印刷を開始します。

w

• プリンタの電源スイッチがオンになっているときは、紙送りノブを回さない
でください。
• 連続紙が給紙されない場合は、連続紙をセットし直してください。
• 連続紙が斜めに給紙された場合は、電源をオフにしてから紙送りノブを回し
て用紙を取り除き、新しい連続紙をセットし直して給紙してください。

連続紙をトラクタユニットにセットします。
印刷位置 を合わせ、連続紙がたる んでいる場合は、後ろ から少し引いてたる みを取り
ます。
s 本書 37 ページ「トラクタユニットへの連続紙のセット」

p

• 給紙位置の調整については、以下のページを参照してください。
s 本書 40 ページ「用紙位置の微調整」
• ティアオフ機能を使用すると連続紙を簡単に切り離すことができ、また用紙
の節約にもなります。
s 本書 39 ページ「自動ティアオフ機能」

w

プルトラクタに用紙 をセットするときは、紙送りノブは絶対に使用しないでく
ださい。用紙がたるんでいる場合は微小送り機能を使用してください。
s 本書 40 ページ「用紙位置の微調整」
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連続紙のセット（プッシュ / プルトラクタ）
プリンタの前面、後方から連続紙を給紙します。
後方からの 給紙の場合は、プッシ ュトラクタ（前）を外して プルトラクタ位置に 取り
付けます。
前面からの 給紙の場合は、プッシ ュトラクタ（後）を外して プルトラクタ位置に 取り
付けます。
これによりプッシュ + プルトラクタで紙送りができ、連 続紙の紙送り精度を向上させ
ることができ ます。オプションのトラ クタユニットをプル トラクタ位置に取り 付ける
と、プルトラクタを取り付けたまま、プッシュトラクタ（前）とプッシュトラクタ（後）
からも給紙することができます。
連続紙をスムーズに給紙するために、以下のような配置でプリンタをお使いください。

A

w

プリンタ後方からラベル紙を給紙することはできません。

p

• 連続紙が 机の角や ケーブル に触れる と印刷位 置がずれ る場合が あります の
で、触れないようにプリンタを配置してください。
• 連続紙が ひっか からない よう、プリン タに対 してまっ すぐ給紙 してくだ さ
い。
• 連続紙が箱に入っていて給紙しにくい場合は、箱から取り出して置いてくだ
さい。

プリンタの［電源］スイッチがオフになっていることを確認してから、トラクタユニッ
トをプッシュトラクタ、プルトラクタの位置に取り付けます。
• プッシュトラクタ位置への取り付け
s 本書 28 ページ「連続紙のセット（プッシュトラクタ）
」
• プルトラクタ位置への取り付け
s 本書 32 ページ「連続紙のセット（プルトラクタ）
」
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B

C

D

レリースレバーをプッシ ュトラクタ（前）
（

）またはプッ シュトラクタ（後）
（

）

側に設定します。

［電源］スイッチをオンにします。
［電源］ランプと［印刷可］ランプが点灯します。

連続紙をプリンタに差し込み、
［給紙 / 排紙］スイッチを押して用紙を給紙します。
以下を参照して、使用したい給紙経路から連続紙を差し込みます。
• プッシュトラクタ（前）から給紙する場合
s 本書 28 ページ「プッシュトラクタ（前）からの給紙」
• プッシュトラクタ（後）から給紙する場合
s 本書 30 ページ「プッシュトラクタ（後）からの給紙」
プリンタ後部から連 続紙を差し込む場合 は、印刷位置目盛りを目 安にして差し込みま
す。
押します

p
E

• 印刷位置目盛りについては以下のページを参照してください。
s 本書 41 ページ「給紙位置（横方向）の調整」
• プルトラクタに用紙をセットするときは、紙送りノブは絶対に使用しないで
ください。用紙がたるんでいる場合は微小送り機能を使用してください。
s 本書 40 ページ「用紙位置の微調整」

トラクタユニットの付け替え
トラクタユニッ トは自由に付け替え ることができます。給紙 経路に合わせて取り付 け
位置を変えてください。
連続紙の給紙方 法を変更しない場合 は、トラクタユニットの 付け替えを行う必要は あ
りません。以下のページを参照して連続紙をセットしてください。
s 本書 28 ページ「連続紙のセット（プッシュトラクタ）」
s 本書 32 ページ「連続紙のセット（プルトラクタ）」

［改行 / 改ページ］スイッチを数秒押して用紙を 1 ページ分送って、プルトラクタにセッ
トします。

トラクタユニットの取り外し

A
押します

F

トラクタユニットの左右のレバーをつまみ、上に持ち上げるようにして取り外します。
トラクタユニッ トがどの位置に取り 付けられていても同 じ手順で取り外せます。イ ラ
ストはプッシュ トラクタ（前）に取り付け られているトラクタ ユニットを取り外す 場
合の例です。

プリンタカバーを取り付けて閉じます。
印刷データを受信すると連続紙は自動給紙されて、印刷を開始します。

次にトラクタユニットを以下の 3 つの位置に取り付けます。
• プッシュトラクタ（前）位置 s36 ページ
• プッシュトラクタ（後）位置 s36 ページ
• プルトラクタ位置 s36 ページ

w

• プリンタの電源がオンになっているときは、紙送りノブを回さないでくださ
い。
• 連続紙が給紙されない場合は、連続紙をセットし直してください。
• 連続紙が斜めに給紙された場合は、電源をオフにしてから紙送りノブを回し
て用紙を取り除き、新しい連続紙をセットし直して給紙してください。

p

• 給紙位置の調整については、以下のページを参照してください。
s 本書 40 ページ「用紙位置の微調整」
• ティアオフ機能を使用すると連続紙を簡単に切り離すことができ、また用紙
の節約にもなります。
s 本書 39 ページ「自動ティアオフ機能」
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プッシュトラクタ（前）位置への取り付け

プルトラクタ位置への取り付け

A

フロントカバーを開け、用紙ガイド（前）を取り外します。

A

用紙ガイド（後）
、排紙ユニットを取り外します。

B

トラクタユニットの左右のレバーを持ち、図のように取り付けます。

B

トラクタユニットを 両手で持ち①、トラクタ のツメをプリンタの 穴に引っかけるよう
にして②、後ろに倒して取り付けます③。
細部をご覧いただく ために、プリンタカバー を取り外した状態の イラストを使用して
いますが、プリンタカバーを取り外す必要はありません。

以上で付け 替え作業は終了で す。用紙ガイド（前）を、用紙を セットした後に取 り付
けます。用紙のセット方法については、以下のページを参照してください。
」
s 本書 28 ページ「連続紙のセット（プッシュトラクタ）

プッシュトラクタ（後）位置への取り付け

A

用紙ガイド（後）を取り外します。

B

トラクタユニットを両手で持ち①、
図のくぼみにはめ②、
後ろに倒して取り付けます③。
細部をご覧い ただくために、プリンタ カバーを取り外した 状態のイラストを使 用して
いますが、プリンタカバーを取り外す必要はありません。

以上で付け 替え作業は終了で す。用紙ガイド（後）は、用紙を セットした後に取 り付
けます。用紙のセット方法については、以下のページを参照してください。
s 本書 28 ページ「連続紙のセット（プッシュトラクタ）
」
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以上で付け替え 作業は終了です。用紙 ガイド（後）は、用紙をセット した後に取り付
けます。用紙のセット方法については、以下のページを参照してください。
s 本書 32 ページ「連続紙のセット（プルトラクタ）」

C

トラクタユニットへの連続紙のセット

左右のスプロケットカバーを開けます。
連続紙の左右 3 つの穴と左右のスプロケットの
ピンを合わせて用紙をセットしてから、左右のスプロケットカバーを閉じます。

トラクタ ユニットに連続紙を セットします。セット 方法は、トラクタユニッ トをどの
位置につけても基本的には同じです（トラクタの向きにより少し違います）。

A

左右のスプロケット固定レバーを手前（前に取り付けた場合は後ろ）に倒してから、左
のスプロケットを左側に移動して固定します。
左のスプロケットの位置は使用する用紙によって違います。以下のページを参照して、
位置を決めてください。
s 本書 41 ページ「給紙位置（横方向）の調整」
スプロケット
固定レバー

スプロケットカバー

D

右のスプロケッ トを連続紙がぴんと 張るようにしてから、ス プロケット固定レバー を
後ろ（前に取り付けた場合は手前）に倒して固定します。

左スプロケット

B

右のスプ ロケットを用紙幅に 合わせ、用紙サポートを左 右のスプロケットの 中央に移
動します。

p
用紙サポート

右スプロケット

連続紙のスプロケットの穴が変形していないことを確認してく ださい。変形し
ている場合は、スプロケットの位置を調整してください。

以上でトラクタユニットへの連続紙のセットは終了です。
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B

排紙の仕方
プッシュトラクタでの排紙

A

印刷が終了したページをミシン目で切り離します。
細部をご覧いただく ために、プリンタカバー を取り外した状態の イラストを使用して
いますが、プリンタカバーを取り外す必要はありません。

印刷が終了したら、
［用紙カット位置］スイッチを押して連続紙をミシン目カット位置
まで送り出します。
［用紙カット位置］ランプが点灯します。

w

印刷が終わった連続紙は、ティアオフ機能を使って必ずミシン目まで紙送りし、
ミシン目で切り離してください。切り離さずに何ページも逆送りすると、紙詰
まりを起こします。

押します

C

p

［給紙 / 排紙］スイッチを押してトラクタユニットまで連続紙を戻します。

• 上記の手順は手動ティアオフ機能を使用した場合です。ティアオフ機能が自
動に設定されていると、印刷終了後、自動的にミシン目カット位置まで連続
紙を送ります。
s 本書 39 ページ「自動ティアオフ機能」
• 切断す るミ シン目 が用 紙ガイ ドの ペーパ ーカッ ター とずれ てい るとき は、
［給紙 / 排紙］スイッチまたは［改行 / 改ページ］スイッチを押してミシン目
位置を調整してください。
s 本書 40 ページ「用紙位置の微調整」

押します

w
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［給紙 / 排紙］スイッチは印刷が終了したページを切り離してから押してくださ
い。また、2 回以上押さないでください。

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

w
A

自動ティアオフ機能
連続紙を簡単かつ無駄なく切り離したいときは、自動ティアオフ機能を使用します。
自動ティアオ フを［オン］に設定すると、自動 的に印刷の終了時 に連続紙のミシン 目
を用紙カット位 置まで送り、印刷再開 時に給紙位置まで戻 します。自動ティアオフ 機
能の初期設定は［オフ］に設定されています。初期設定を変更するときは、以下のペー
ジを参照してください。
s 本書 49 ページ「操作パネルからの設定」

ラベル紙を、［用紙カット位置］スイッチ、［給紙 / 排紙］スイッチを使用する
などしてプリンタ後方 / 底面より引き抜くと、ラベルが台紙からはがれて紙詰
まりを起こすことが あります。ラベル紙はトラクタユニット位置で用紙を切り
離してから、
［改行 / 改ページ］スイッチを押してプリンタ上面から排紙してく
ださい。

印刷が終了したら、［改行 / 改ページ］スイッチを数秒押して改ページします。

押します

B

w

連続ラベル紙は自動ティアオフ機能を使用しないでください。

p

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

印刷が終了したページをミシン目で切り離します。
＜プリンタ前部から給紙＞

＜プリンタ底部から給紙＞

＜プリンタ後部から給紙＞

A

印刷を行います。
印刷が終わり約 3 秒経過すると、連続紙のミシン目を用紙カット位置まで自動的に送
ります。
［用紙カット位置］ランプが点灯します。

p
B

w
C

印刷が終わった連続紙は、ティアオフ機能を使って必ずミシン目まで紙送りし、
ミシン目で切り離し てください。切り離さずに何ページも逆送りすると、紙詰
まりを起こします。

ミシン目が用紙カット位置に合わない場合、微小送り機能を使用 して調整して
ください。
s 本書 40 ページ「用紙位置の微調整」

連続紙を切り離します。
細部をご覧いた だくために、プリンタカ バーを取り外した状 態のイラストを使用し て
いますが、プリンタカバーを取り外す必要はありません。

［給紙 / 排紙］スイッチを押してトラクタユニットまで連続紙を戻します。

押します
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C

次の印刷を行います。
連続紙が印刷開始位置へ自動的に戻り、印刷が始まります。

p

B

［印刷可］スイッチを３秒以上押します。
印刷可ランプが点滅し、ブザーが鳴るまで［印刷可］スイッチを押します。

p

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

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

用紙位置の微調整

②点滅します

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

用紙カット位置の微調整
連続紙をミシ ン目で切り離す際、排紙 ユニットのペーパー カッターとミシン目 がずれ
ている場合は、次の手順で用紙カット位置を微調整できます。

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

p
A

• プリンタドライバ経由で印刷している場合は、給紙位置の微調整はできませ
ん。お使いのアプリケーション上でマージンの設定を行ってください。
• 印刷結果を見て、微小送りで印刷位置を合わせることもできます。プレプリ
ントされている枠線などに合わせて印刷する場合に便利です。

給紙位置または用紙カット位置の調整の準備をします。
• 給紙位置を調整する場合は、用紙を給紙します。
s 本書 42 ページ「単票紙のセットと排紙」
s 本書 28 ページ「連続紙のセットと排紙」
• 用紙カット位 置を調整する場合は、自動ティアオフ機能を使用して連 続紙のミシン
目を用紙カット位置へ送ります。
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① 3 秒以上押します

C

［微小送り］スイッチを押して位置（縦方向）を合わせます。
［
［

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

D

用紙位置を確認します。

ade

p

E

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

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

給紙位置（横方向）の調整
連続紙の給紙 位置（横方向）を調整する場 合は、フロントカバー 裏またはプリンタ 後
部の印刷位置合わせの目盛りを目安にスプロケットを移動して調整します。

p

プリンタドライバを経由して印刷している場合は、1 桁目の位置（ スプロケッ
トの穴 の横にあるミシ ン目が目安）を［0］に合わせ、アプ リケーション上 で
余白（マージン）を設定して印刷してください。

目盛りの［0］の位置が、1 桁目の印刷開始位置です。目盛りの間隔は 2.54mm｛1/10
インチ｝になっています。連続紙の端を 目盛りの［10］位置に合わせると、印刷開始
位置までの余白（マージン）が 25.4mm｛1 インチ｝に設定されたことになります。
＜フロントカバー裏＞

［印刷可］スイッチを押します。
微調 整した給 紙位置お よび用紙 カット位置 はプリン タのメモ リに記憶 されます。［電
源］スイッチをオフにしても設定した内容は保持されます。
＜プリンタ後部＞
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単票紙のセットと排紙

B

レリースレバーを単票紙側（

C

プリンタカバーを 開け、使用する用紙の厚 さに合わせて、アジャス トレバーを設定し

）に倒します。

単票紙は用紙ガイド（後）と用紙ガイド（前）から給紙することができます。
用紙の表面がなめらかで良質のものを使用してください。
単票紙で印刷 することが多い場合 には、オプションのカッ トシートフィーダを ご利用
ください。単票紙を連続して給紙することができます。
s 本書 56 ページ「カットシートフィーダの取り付けと使い方」

操作上のご注意
印刷開始位置 がずれたりプリンタ 内に用紙が詰まるな どの動作不良や、故障の 原因と
なりますので、次の操作は絶対にしないでください。
• プリンタの［電源］スイッチがオンのとき、紙送りノブを回す。
• プリンタの［電源］スイッチがオンのとき、用紙を引き抜く。
• プリンタの［電源］ス イッチがオフのとき、紙送りノブを使用して用紙 をプリンタ
内部に送る。

ます。
s 本書 26 ページ「アジャストレバーの設定」

単票紙のセット
単表紙のセット方法は、給紙する場所によって異なります。
s 本書 42 ページ「用紙ガイド（後）から給紙する場合」
s 本書 43 ページ「用紙ガイド（前）から給紙する場合」

用紙ガイド（後）から給紙する場合

A

［電源］スイッチをオフにします。
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D

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

）に合わせ、エッジガイド（右）を単

p
E
F

用紙ガイド（前）から給紙する場合

A

［電源］スイッチをオフにします。

［電源］スイッチをオンにします。
単票紙を手差し給紙します。
用紙の先 端が奥に当たるまで しっかり差し込みます。用 紙は自動的に給紙位 置にセッ
トされます。印刷データを受信すると印刷を開始します。

w
p
G

• エッジガイド（左）の位置によって、印刷時の左マージンが決まります。ソ
フトウ ェアで設 定する左 マージン と実際の 左マージ ンが異な っている 場合
は、エッジガイドの位置を再調整してください。
• B4 縦の単票紙をセットする場合は、エッジガイド（左）を用紙ガイドのマー
ク（ ）の左側にずらして紙幅に合わせてください。
• ハガキの場合は、ハガキモードに設定してください。

プ リンタの 電源が オンにな っている ときは、紙 送りノブ を回さ ないでく ださ
い。

DOS 環境でご使用の 場合、給紙位置は微小送 り機能を使用して微調 整できま
す。
s 本書 40 ページ「用紙位置の微調整」

B

レリースレバーを単票紙側（

C

プリンタカバー を開け、使用する用紙 の厚さに合わせて、アジ ャストレバーを設定 し

）に倒します。

ます。
s 本書 26 ページ「アジャストレバーの設定」

印刷が終了すると単票紙は自動的に排紙されます。
プリンタ内に用紙が残っている場合は、［給紙 / 排紙］スイッチを押して排紙します。
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D

用紙ガイド（前）を取り付けます。

p

①トラクタユ ニットを前に取り 付けている場合は、フロ ントカバーを開け、ト ラクタ
ユニットを取り外します。

F
G

• エッジガイド（左）の位置によって、印刷時の左マージンが決まります。ソ
フ トウェア で設定す る左マー ジンと実 際の左マ ージンが 異なって いる場合
は、エッジガイドの位置を再調整してください。
• B4 縦の単票紙をセットする場合は、エッジガイド（左）を用紙ガイドのマー
ク（
）の左側にずらして紙幅に合わせてください。
• ハガキの場合は、ハガキモードに設定してください。

［電源］スイッチをオンにします。
単票紙を手差し給紙します。
用紙の先端が奥に当 たるまでしっかり差 し込みます。用紙は自動 的に給紙位置にセッ
トされます。印刷データを受信すると印刷を開始します。

②用紙ガイド（前）を取り付けます。

E

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

プリン タの電 源がオン になって いると きは、紙送り ノブを回 さない でくださ
い。

p

DOS 環境 でご使用の場合、給紙位 置は微小送り機能を使 用して微調整できま
す。
s 本書 40 ページ「用紙位置の微調整」

）に合わせ、エッジ ガイド（右）を単

H
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w

印刷が終了すると単票紙は自動的に排紙されます。
プリンタ内に用紙が残っている場合は、
［給紙 / 排紙］スイッチを押して排紙します。

排紙の仕方
印刷が終了すると単票紙は自動的に排紙されます。
印刷途中の用紙がプリンタ内に残っている場合は、
［給紙 / 排紙］スイッチを押して排
紙します。

p

• プリンタの電源がオンになっているときは、紙送りノブを回して排紙しない
でください。
• 印刷途中で 排紙する場合は、［印 刷可］スイッチを押 して印刷を中断 してか
ら、［給紙 / 排紙］スイ ッチを押して排紙します。このと き、印刷データが
バッフ ァに残っ ている 場合があ ります。残っ ている印 刷デー タを消す 場合
は、
［書体］スイッチを押したまま［高速印字］スイッチを押して、バッファ
をクリアしてください。
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連続紙（プッシュトラクタ）と単票紙の切り替え

D

レリースレバーを単票紙側（

）に設定します。

プッシュトラ クタに連続紙をセッ トしたまま、連続紙の給 紙と単票紙の給紙を 切り替
えて単票紙に印刷することができます。

p

オプションのカットシートフィーダとプッシュトラクタ（後）を使用する場合、
連続紙をプッシュトラクタ（後）にセットして からカットシートフィーダを取
り付けてください。

連続紙から単票紙への切り替え

p
A

連続紙の先端がプッシュトラクタ（後）の位置にある場合は、D へ進んでくだ
さい。

まで紙送りします。

E

カットシートフ ィーダ（オプション）を 使用しない場合 は、用紙ガイド（後）を起こ

F

単票紙を用紙ガイド（前または後）またはカットシートフィーダ（オプション）にセッ

連続紙を切り離します。

w
C

連続紙と単票紙で厚さが異なる場合は、アジャストレバーを設定してください。
s 本書 26 ページ「アジャストレバーの設定」

連続紙の印刷が終了したら、
［改行 / 改ページ］スイッチを押して、ミシン目カット位置
［改行 / 改ページ］スイッチは継続的に押すと改行し、数秒押し続けると改ページしま
す。自動ティアオフ機能をオンに設定している場合は［改行 / 改ページ］スイッチを
押す必要はありません。

B

p

します。前から給紙する場合は、フロントカバーを開けます。

トします。
用紙ガイド（前または 後）にセットする場合 は、エッジガイドを用 紙幅に合わせてか
ら、単票紙を奥まで差し込みます。約 2 秒後、用紙は自動的に給紙位置にセットされ
ます。印刷データを受信すると印刷を開始します。
s 本書 42 ページ「単票紙のセットと排紙」

印刷が終わった連続紙は、ティアオフ機能を使って必ずミシン目まで紙送りし、
ミシン目で切り離してください。切り離さず に何ページも逆送りすると、紙詰
まりを起こします。

s 本書 60 ページ「カットシートフィーダの使い方」
［給紙 / 排紙］スイッチを押します。
セットした連続紙はトラクタの位置まで戻りますが、トラクタからは外れません。

w

ラベル使用時は［給紙 / 排紙］スイッチを押さないでください。
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G

印刷を実行します。
印刷データを受信すると、セットされた連続紙を給紙して印刷を開始します。

E

単票紙から連続紙への切り替え

p
A
B

F

連続紙はあらかじめセットしておいてください。
s 本書 28 ページ「連続紙のセット（プッシュトラクタ）」

［電源］スイッチをオンにします。
印刷を実行します。
印刷データを受信すると、セットされた連続紙を給紙して印刷を開始します。

単票紙の印刷が終了したら、単票紙を取り除きます。
印刷途中の用紙がプリンタ内に残っている場合は、
［給紙 / 排紙］スイッチを押して排
紙します。
［電源］スイッチをオフにします。

C

レリースレ バーをプッシュトラクタ（前）（

D

左右のエ ッジガイドを用紙 幅の中央の位置ま で移動します。用紙ガ イド（後）は少し

）またはプッシュトラクタ（後）（

）

側に設定します。

後ろに引いて倒します。

エッジガイド
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プリンタ設定の方法
プリンタは設定された内容に従って動作します。プリンタの設定値を変更するには、次
の 2 通りの方法があります。

プリンタ設定値の変更

• 操作パネルで設定する
本製品の持つすべての設定値 を変更することができます。設定値の一覧表を印刷し
てから、操作パネル上のボタンを押して設定を変更します。

● プリンタ設定の方法 ............................................. 48
● 操作パネルからの設定 .......................................... 49

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

w

48 − プリンタ設定値の変更

給紙方法の設定とプリンタ本体のレリースレバーの設定が合っていないと印字
不良や紙詰まりの原因となります。正しく設定してください。

操作パネルからの設定

設定項目
ミシン目スキップ

設定値
オン

ここでは、操作パネルからのプリンタ設定値の変更の仕方について説明します。

p

• プリンタドライバ上からも設定できる項目については、プリンタドライバで
の設定が優先されます。
• Windows 環境でお使いの場合は、プリンタドライバの用紙サイズの設定が実
際の用紙と合致していることを確認してください。

オフ＊

設定項目
操作パネルを使用して以下の設定値を変更することができます。
＊の付いている設定値が出荷時の初期設定です。
設定項目
文字コード表 *1

文字品位

設定値
カタカナ＊

説

自動ティアオフ

拡張グラフィックス

「拡 張グラフィックス コード表」の文字を使 って英数
カナ文字を印字します。
海外版の DOS アプリケーショ
ンソ フトを使 用すると きはこの コード 表を選択 しま
す。

マルチリンガル

「マ ルチリンガルコー ド表」の文字を使って 印刷しま
す。

マルチリンガルユーロ

「マ ルチリンガルユー ロコード表」の文字を 使って印
刷します。

高品位＊

英数カナ文 字を高品位文字で印 字します（DOS 環境
下で有効）
。

ドラフト

英数カナ文 字をドラフト文字で 印字します（DOS 環
境下で有効）
。

フ ロ ン ト トラ ク タ 4、5.5、6、7、8、8.5、11＊、 フロ ントプッ シュトラ クタを使 用して 給紙した 連続
のページ長
70/6、12、14、17 インチ
紙の ページ長（ミ シン目 から次 のミシン 目まで の長
さ）を設定します。改ページ、ティアオフ機能、ミシ
ン目スキップが正しく機能するように、使用する連続
紙に合った ページ長を設定して ください（DOS 環境
下で有効）
。
リ ア ト ラ ク タ の 4、5.5、6、7、8、8.5、11＊、 リア プッシュ トラクタ を使用し て給紙 した連続 紙の
ページ長
70/6、12、14、17 インチ
ページ長（ミシン目から次のミシン目までの長さ）を
設定します。改ページ、ティアオフ機能、ミシン目ス
キッ プが正し く機能 するよ うに、使用す る連続 紙に
合ったペー ジ長を設定してくだ さい（DOS 環境下で
有効）
。

明

連続紙のミシン目の前後 25.4 mm｛１インチ｝の範囲
には印刷しません。DOS アプリケーションソフ トで
上下マージンが設定できない場合でも、ミシン目にか
からないように印刷したい場合に設定します。
連続紙使用時に、アプリケーションソフトで上下マー
ジンをゼロに設定 してページいっぱい に印刷すると、
ミシン目に関係なく続けて印刷します。通常はアプリ
ケーションソフト で上下マージンを設 定しますので、
［オフ］のま ま印刷してもミシ ン目で印刷が途切れ る
ことはありません。
Windows の環境でお使いの場合 は［オフ］にしてく
ださい。

オン

印刷の終 了や開 始に合わ せて自動 的にテ ィアオフ 機
能が働きます。
s 本書 39 ページ「自動ティアオフ機能」

オフ＊

自動ティアオフ機能は働きません。連続ラベル紙を使
用するときは必ず［オフ］に設定してください。

オン

キャリッジ リターン（CR）コー ドに対して、自動 的
に改行（LF）コード を付け加 えます。使 用するオ ペ
レーティングシステムやソフトウェアによっては、改
行しないで同じ行 に印刷し続ける場合 がありますが、
このような場合に改行させるには［オン］に設定しま
す。

オフ＊

キャリッジリターン（CR）コードに対して、改行（LF）
コードを付け加えません。DOS や Windows などのオ
ペレーティングシステムで印刷する場合は、
［オフ］の
まま使用します。

双方向＊

プリント ヘッド が左右ど ちらに移 動する ときも印 刷
しますので、より速く印刷できます。文字の高速印刷
に適しています。

単方向

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

自動

1 文字を数回に分けて印字する場合で、双方向より印
字品質を向上させたいときに自動を選択します。

ESC/P スーパー

オン

ESC/P と PCPR201H（エミュレーションモード）を
自動判別します。PCPR201H モードで印刷するとき
は［オン］に設定します。

ゼロスラッシュ

オン

「０」の書体を「

オフ＊

「０」の書体を「０」として印刷します。

明

「カ タカナコード表」の文 字を使って英数カ ナ文字を
印字します。国内の DOS アプリケーションソフトを
使用するときは、ほとんどの場合このコード表を選択
します。

説

自動改行

印字方向

オフ＊

ESC/P で印刷するときは［オフ］に設定します。
」として印刷します *1。
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設定項目
*2

I/F

選択

I/F 固定解除時間

双方向通信

パケット通信

設定値
自動＊

説

明

データ を受信す るイン ターフェ イスを自 動的に選 択
します。選択したインターフェイスに送られたデータ
が終了するか、インターフェイス固定解除時間の設定
した時間になると、インターフェイスの選択が解除さ
れます。［自動］では、最大３つ のインターフェ イス
からデータを受信することができます。

パラレル

標準のパラレルインターフェイスを使用します。

USB

標準の USB インターフェイスを使用します。

オプション

オプシ ョンの インター フェイ スを使 用します。オ プ
ション のインタ ーフェ イスカー ドが装着 されてい る
場合のみ選択できます。

10 秒＊

インタ ーフェ イス（自動）の とき自 動選択 したイ ン
ターフェイスに 10 秒間データが送られてこない場合
にそのインターフェイスの選択を解除します。

30 秒

インタ ーフェ イス（自動）の とき自 動選択 したイ ン
ターフェイスに 30 秒間データが送られてこない場合
にそのインターフェイスの選択を解除します。

オン＊

コンピュータとの双方向通信を行います。

オフ

コンピュータとの双方向通信を行いません。

自動＊

双方向通信が設定されている場合、パケット通信を行
います。通常は［自動］を設定してください。Windows
プリンタドラ イバをお使いの 場合は、
［自動］の まま
でお使いください。

オフ

設定項目ごと印刷しながら設定を変更します。設定には単票紙（A4 縦、B5 縦）
、また
は連続紙が必要です。
ここでは、A4 縦の用紙に印刷する手順を例に説明します。

設定一覧の印刷

A

[ 電源 ] スイッチをオンにします。

B

[ 設定項目↑ ] スイッチと [ 設定 ] スイッチを同時に押します。

C

プリンタに用紙をセットします。

1 秒、1.5 秒＊、2 秒、3 秒

用紙を 用紙ガイ ドにセ ットして から印刷 開始位置 へ
給紙するまでの時間を設定します。

ブザー鳴動

オン＊

ブザーが鳴ります。

オフ

ブザーは鳴りません。

オン

印字スピードを約 1/2 に落として、印字時に発生する
音を低減します。

オフ＊

通常の印字スピードで印字します。

ブザーが鳴り、
［用紙カット位置 / ビン選択］ランプが２つとも点灯したら、スイッチ
から指を放してください。

A4 縦の単票紙を 1 枚プリンタにセットしてください。
s 本書 42 ページ「単票紙のセットと排紙」
プリンタカバーを 開けて、用紙先頭部 分に「現在設定一覧を 印刷しますか？」と印字
されていることを確認してください。

D

パケット通信を行うと、ホストとの接続性や印字結果
に支障がある（不具合が 発生する）場合や、DOS ア
プリケ ーション ソフト などから の印字で 通信がう ま
くいかない場合に［オフ］に設定してパケット通信を
停止します。

手差し待ち時間

低騒音モード

設定値の変更の方法

［設定］スイッチを押します。
設定一覧が印刷されます。
出力された設定一覧を確認し、設定値を変更する必要がない場合は、［設定項目↑］ス
イッチと［設定］スイッチを同時に押して設定変更モードを終了します。
設定値を変更する場合は、以下の手順に進んでください。

設定値の変更方法

E

［設定項目↑］または［設定項目↓］スイッチを押して、設定項目を選択します。
選択された設定項目と現在の設定値が印字されます。

*1 Windows で TrueType フォントを使用するときは無効です。
*2 I/F：インターフェイスを省略して I/F と表記します。

どちらかを押します
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F

設定値を変更する設定項目で、［設定］スイッチを押します。
［設定］スイッチを押すごとに、設定値が変更されて印字されます。変更したい設定値
が印字されるまで［設定］スイッチを押します。

D

［設定］スイッチを押します。
設定制限されている項目一覧が印刷されます。
出力された一覧表を確認し、設定値を変更する必要がない場合は、
［電源］スイッチを
オフにします。
設定値を変更する場合は、以下の手順に進んでください。

操作パネルの設定制限の変更方法

E
押します

［設定項目↑］または［設定項目↓］スイッチを押して、設定項目を選択します。
選択された設定項目と現在の設定が印字されます。

ほかの設定項目の設定を変更する場合は、E と F の手順を繰り返します。

G

設定が終了したら、［設定項目↑］スイッチと［設定］スイッチを同時に押します。
ブザーが鳴り、
［用紙カット位置 / ビン選択］ランプが２つとも消灯したら、設定が記
憶されます。
以上で設定値の変更方法は終了です。
どちらかを押します

操作パネルからの設定を制限する（パネルロックアウトモード）
操作パネ ルから設定した以下 の項目を、誤って設定値を 変更しないように設 定項目を
それぞれロックすることができます。

F

設定を変更する設定項目で、
［設定］スイッチを押します。
［設定］スイッチを押すごとに、設定（オフ：無効 / ロック：有効）が変更されて印字
されます。

設定をロックできる項目
給紙機能

用紙カット位置機能

高速印字機能

排紙機能

ビン選択機能

印刷可機能

改行機能

微調整機能

リセット機能

改ページ機能

書体機能

設定メニュー機能

制限されている内容一覧の印刷

A

［電源］スイッチをオフにします。

B

［改行 / 改ページ］スイッチと［印刷可］スイッチを押したまま、
［電源］スイッチをオ

C

ンにします。

押します

ほかの設定項目の設定を変更する場合は、E と F の手順を繰り返します。

G

設定が終了したら、
［電源］スイッチをオフにします。
設定が記憶されます。
以上で操作パネルの設定制限の変更方法は終了です。

プリンタに用紙をセットします。
A4 縦の単票紙を 1 枚プリンタにセットしてください。
s 本書 42 ページ「単票紙のセットと排紙」
プリンタ カバーを開けて、用紙 先端部分に「現在設 定一覧を印刷しま すか？」と印字
されていることを確認してください。

操作パネルからの設定制限（パネルロックアウト）をオン / オフする
操作パネルからの設定制限（パネルロックアウト）自体をオン（ロック）/ オフするこ
とができます。
［給紙 / 排紙］スイッチと［印刷可］スイッチを押したまま、［電源］スイッチをオン
にします。
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オプションと消耗品の紹介
本製品で使用で きる、オプション（別売品）と 消耗品の紹介をし ます。以下の記載内
容は 2007 年 11 月現在のものです。

オプションと消耗品

インターフェイスケーブル
パラレルインターフェイスケーブル

● オプションと消耗品の紹介 .................................... 52
● リボンカートリッジの交換 .................................... 54
● カットシートフィーダの取り付けと使い方 ................ 56
● インターフェイスカードの取り付け......................... 63

使用するパラレルイ ンターフェイスケー ブルは、ご利用のコンピ 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 ケーブルは次の通
りです。EPSON 純正品のご使用をお勧めします。
メーカー
DOS/V系 EPSON
IBM、富士通、
東芝、他各社
NEC

機
DOS/V 仕様機

種

接続ケーブル

備考

PRCB4N

PC-98NX シリーズ

*1 拡張漢字（表示専用 7921 〜 7C7E）は印刷できません。
*2 Windows95/98/Me の双方向通信機能および EPSON プリンタウィンドウ !3 は、コンピュータの機能制限
により対応できません。
*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
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• NEC PC-98LT/DO シリーズとは接続できません。
• NEC PC-9801LV/LX/LS/N シリーズは NEC製の専用ケーブルを使用してくだ
さい。
• 富士通 FM/R、FM TOWNS は富士通製の専用ケーブルを使用してください。
• 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止
のためのプロテクタ ( ハードウェアキー ) などを、コンピュータとプリンタ
の間に装着すると、データ転送が正常にできない場合があります。

USB インターフェイスケーブル
USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本製品の USB インターフェイ
スを接続する場合は、以下のオプションのケーブルを使用してください。
型番

名

USBCB2

称

プリンタケーブル

p

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。

トラクタユニット
標準のトラクタ ユニットと組み合わ せて使用することに より、連続紙の紙送り精度 を
向上させます。トラ クタユニットの取 り付け方法などにつ きましては、以下のペー ジ
を参照してください。
s 本書 35 ページ「トラクタユニットの付け替え」
型

型

シリアル インターフェイスの 転送方式でデータを送 るときは、オプションの インター
フェイスカードを取り付けます。
s 本書 63 ページ「インターフェイスカードの取り付け」
名

称

リボンカートリッジ

インターフェイスカード

番

名
トラクタユニット

リボンカートリッジは消耗品です。印字が薄くなったら新品と交換してください。
s 本書 54 ページ「リボンカートリッジの交換」

* ハブ（HUB）：複数のコンピュータをネットワークへ接続するための中継機。

型

番

VP880TU

称

番

VP880RC

名

称

リボンカートリッジ（黒）

802.11g 対応無線プリントアダプタ
プリンタを無線 LAN 接続できるようにするアダプタです。

VPIF3

シリアル I/F カード

PRIFNW7

100BASE-TX/10BASE-T マルチプロトコル Ethernet I/F カード

型
PA-W11G2

番

名

称

802.11g 対応無線プリントアダプタ

カットシートフィーダ
単票紙を連続して印刷することができます。カットシートフィーダの詳細については、
以下のページを参照してください。
s 本書 56 ページ「カットシートフィーダの取り付けと使い方」
型

番

名

称

VP880CSFA

カットシートフィーダ

単票紙用

VP880CSFB

カットシートフィーダ

ハガキ対応
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リボンカートリッジの交換

D

リボンガイドをプリントヘッドから取り外します。

E

リボンカートリッジを取り外します。

リボンガイドを上部の両端を持ち、引き抜きます。

イン クが薄 くな って十 分な印 刷品 質を得 られな くな った場 合など には、次 の手順 に
従ってリボンカートリッジを交換してください。

ade

• リボンカートリッジを乱暴に扱うと印字不良の原因になりますので、ていね
いに扱ってください。
• プリンタ の電源が オンの状 態でリボ ンカート リッジを 交換する と故障の 原
因になりますので、必ず電源がオフの状態で行ってください。

p

リボンカートリッジは純正品（型番：VP880RC）をご使用になることをお勧め
します。

A

［電源］スイッチをオフにします。

B

プリンタカバーを取り外します。

リボンカートリッジ

排紙ガイドを手前に倒してから、プリンタカバーを手前に起こして上に引き抜きます。

排紙ガイド

C

リボンカートリッジを持ち、手前に起こすようにして取り外します。

排紙ユニットを取り外します。
排紙ユニット 両側のレバーを後方 に押しながら、そのまま 回転させるようにし て取り
外します。

排紙ユニット

ade

プリ ンタを 使用した 後はプリ ントヘ ッドが熱 くなっ ています ので、プリン ト
ヘッドにはしばらく触らないでください。
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p

• 弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みカートリッジ回収ポスト」
を全国の一部パソコンショップに設置し、使用済みカートリッジの回収、再
資源化に取り組んでいます。使用済みリボンカートリッジは、ぜひ最寄りの
回収拠点までお持ちいただき、回収ポストに投函してくださいますようご協
力をお願いいたします。
回収ポストの設置店は、以下のホームページ上で確認できます 。
http://www.epson.jp
• 一 般家庭でお使い の場合は、ポリ袋な どに入れて、必ず法 令や地域の条例、
自 治体の指 示に従 って廃棄 してくだ さい。事業所 など業 務でお使 いの場合
は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄し
てください。

F

新しいリボンカートリッジを袋から取り出して、リボンガイドを外します。
リボンカ ートリッジに固定さ れているリボンガイド を下図のようにつま んで、カート
リッジから外します（外すだけで取り外す必要はありません）。

H

インクリボンのリボンガイドをプリントヘッドに取り付けます。
リボンガイドの穴をプリントヘッドの両側のピンに通して取り付けます。
リボンガイド

ピン

G

リボンカートリッジを取り付けます。

プリントヘッドと
リボンガイドが
同じ高さになるまで
差し込みます。

プリンタ 両側の突起にリボン カートリッジの溝を合 わせて、合わせた部分を 支点にし
て固定さ れるまで奥に倒し 込みます。カートリッ ジの両端を軽く押 して、傾き、がた
つきのないことを確認してください。

I

突起

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

溝

ツマミ

リボン
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J

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

カットシートフィーダの取り付けと使い方
カットシ ートフィ ーダは、単票 紙を連続 して給紙す ることの できるオ プション です。
カットシートフィーダには以下の 2 種類があります。カットシートフィーダ B はハガ
キにも対応しています。
• カットシートフィーダ A（型番：VP880CSFA）
• カットシートフィーダ B（型番：VP880CSFB）

仕様
使用できる用紙

K

プリンタカバーを取り付け、閉じます。

カットシートフィーダ

紙種

用紙幅（mm） 用紙長（mm） 用紙厚（mm）

容量

VP880CSFA
（単票専用）

上質紙
再生紙

182 〜 216

210 〜 364

0.07 〜 0.14

最大 50 枚
（70kg/ 紙）

VP880CSFB
（ハガキ対応）

上質紙
再生紙

100 〜 216

100 〜 364

0.07 〜 0.14

最大 150 枚
（70kg/ 紙）

ハガキ

100

148

0.22

50 枚以下
165kg 相当

外形寸法と重量
外形寸法

以上でリボンカートリッジの交換は終了です。

カットシートフィーダ A 装着時

414ｘ445ｘ386mm

約 7.7Kg

カットシートフィーダ B 装着時

414ｘ434ｘ378mm

約 8.4Kg

カットシートフィーダ A+B 装着時

414ｘ564ｘ408mm

約 9.0Kg

カットシートフィーダ A：約 0.6Kg
カットシートフィーダ B：約 1.3Kg
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質量

C

カットシートフィーダの取り付け
カットシートフィーダをプリンタに取り付けます。

カットシートフィーダを取り付けます。
カッ トシー トフィ ーダ を両手 で持ち、少 し手 前に傾 けた状 態で 左右の カット シー ト
フィーダ固定レバーの先端をプリンタ内部のピンに合わせて差し込みます。

カットシートフィーダ A

A

カットシートフィーダを組み立てます。

固定レバー

カットシートフィーダにエッジガイド金具を取り付けます。
エッジガイド金具

ピン

p
B

プリンタの［電源］スイッチがオフになっていることを確認してから、用紙ガイド（後）
を取り外します。

D

カットシートフィーダを取り外すときは、プリンタの電源をオフ にした後、取
り付けと逆の順序で行ってください。

必要に応じて、用紙ガイド（後）にスタッカ金具を取り付けます。
カットシートフィーダ Ａ に同梱されているスタッカ金具を取り付けます。

排紙ガイドを手前に倒し、用紙ガイド（後）を手前に倒してから上に引き抜きます。

以上でカットシートフィーダ A の取り付けは終了です。

p

• トラクタユニットがプルトラクタ位置にある場合は、取り外してください。
• リアトラクタで連続紙を使用する場合は、カットシートフィーダを取り付け
る前に連続紙をセットします。
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カットシートフィーダ B

A

B

カットシートフィーダを組み立てます。

プリンタの［電源］スイッチがオフになっていることを確認してから、用紙ガイド（後）
を取り外します。
排紙ガイドを手前に倒し、用紙ガイド（後）を手前に倒してから上に引き抜きます。

①エッジガイド金具を少し内側に狭めて、左右のエッジガイドに取り付けます。

②用紙サポートを取り付けます。

p
C

• トラクタユニットがプルトラクタ位置にある場合は、 取り外してください。
• リアトラクタで連続紙を使用する場合は、カットシートフィーダを取り付け
る前に連続紙をセットします。

カットシートフィーダを取り付けます。
カット シート フィ ーダを 両手 で持ち、少 し手前 に傾 けた状 態で左 右の カット シート
フィーダ固定レバーの先端をプリンタ内部のピンに合わせて差し込みます。

固定レバー

③スタッカサポートを図のように取り付けます。

ピン

p

カットシートフィーダを取り外すときは、プリンタの電源をオフにした後、取
り付けと逆の順序で行ってください。

以上でカットシートフィーダ B の取り付けは終了です。
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C

ダブルビンカットシートフィーダ
カットシートフィーダ A とカットシートフィーダ B の 2 つを組み合わせて使用するこ
ともできます。

A

カットシートフィーダ B にある左右の結合ロックを押し、
2 つのカットシートフィーダ
を結合します。

カットシートフィーダ B の後ろのカバーを取り外します。

結合ロック

D
B

カットシートフィーダ B の後ろのピンにカットシートフィーダ A を取り付けます。

ダブルビンカットシートフィーダを取り付けます。
プリンタへの取り付け方法は、カットシートフィーダ B と同じです。
s 本書 57 ページ「カットシートフィーダの取り付け」
用紙のセット方法はそれぞれのカットシートフィーダと同じです。
s 本書 60 ページ「カットシートフィーダの使い方」

p

［用紙カット位置］ス イッチまたはコ ントロールコー ド
• 給紙装置の選択 は、
で行います。カットシートフィーダ A は［ビン 2］
、カットシートフィーダ B
は［ビン 1］となります。
• カットシートフィ ーダを取り外す ときは、プリンタの 電源をオフにした 後、
取り付けと逆の手順で行ってください。

ピン
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C

カットシートフィーダの使い方
カットシートフィーダに単票紙やハガキをセットします。
カットシートフィーダ使用時でも連続紙を使用できます。
s 本書 46 ページ「連続紙（プッシュトラクタ）と単票紙の切り替え」

カットシートフィーダのエッジガイドの位置を調整します。
カットシートフィーダのエッジガイド（左）の位置をマーク（ ）に合わせてからカットシー
トフィーダのエッジガイド（右）の位置を用紙の幅に合わせて移動します。

カットシートフィーダ A
カットシートフィーダ A には、単票紙を最大 50 枚（70kg/ 紙）セットできます。

A

プリンタの［電源］スイッチをオフにしてから、レリー スレバーを単票紙（

エッジガイド

）位置

に設定します。

p
D
B

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

用紙セットレバーを手前に倒します。

プリンタカバ ーを開け、使用する用紙 の厚さに合わせてア ジャストレバーを設 定しま
す。
s 本書 26 ページ「アジャストレバーの設定」

用紙セットレバー

アジャストレバー
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E

用紙をセットします。

カットシートフィーダ B

用紙はよくさばいてから用紙の端をそろえ、用紙をセットします。
カットシ ートフィーダのエッ ジガイド（右）を用紙の側 面に軽くあて左右の 用紙セッ
トレバーを起こします。

カットシートフィーダ B には、単票紙を最大 150 枚（70kg/ 枚）、ハガキを最大 50 枚
（165kg 以下）セットすることができます。

A

［電源］スイッチをオフにしてから、レリースレバーを単票紙（

）位置に設定します。

用紙セットレバー

p
F

用 紙と カット シート フィ ーダの エッ ジガイ ドと の間に すき 間があ る場 合は、
カットシートフィー ダのエッジガイド（左）を右へ動かしてすき間をなくして
ください。カットシー トフィーダのエッジガイドを用紙に強く押し付けた状態
で給紙すると、給紙不良を起こすことがあります 。

B

プリンタカバー を開け、使用する用紙の 厚さに合わせてアジ ャストレバーを設定し ま
す。
s 本書 26 ページ「アジャストレバーの設定」

用紙ガイドをカットシートフィーダに取り付けます。
エッジガイドは中央に寄せてください。

アジャストレバー

p
G

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

［電源］スイッチをオンにします。
コンピュ ータからデータを送 ると、自動的に給紙し て印刷されます。給紙さ れない場
合は、操作パネルのビン選択が合っているかを確認してください。
オプションと消耗品 −
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C

エッジガイド左右のハガキ切り替えレバーの位置を確認します。
切り替えレバーは、単票紙をセットする場合は「単票紙」、ハガキをセットする場合は
「ハガキ」の位置にしてください。

F

用紙セットレバーを手前に倒します。

用紙セットレバー
ハガキ切り替えレバー

G
D

カットシートフィーダのエッジガイドの位置を調整します。
固定レバーを手 前に倒してから①、エッジ ガイド（左）の位置をマーク（
せ②、 エッジガイド（右） の位置を用紙の幅に合わせて移動します③。

） に合わ

用紙をセットします。
用紙はよくさばいてから用紙の端をそろえ、用紙をセットします。
カットシートフィーダのエッジガイド（右）を用紙の側面に軽くあて、左右の用紙セッ
トレバーを後ろに倒します。

エッジガイド

固定レバー

E

p

固定レバーを後ろに倒して固定します。

H
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セットした用紙が多すぎると、用紙セットレバーを完全に閉じることができま
せん。用紙枚数を減らしてください。

［電源］スイッチをオンにします。
コンピュータから データを送ると、自動的 に給紙して印刷され ます。給紙されない場
合は、操作パネルのビン選択が合っているかを確認してください。

カットシートフィーダ装着時の単票紙の手差し給紙
カットシートフィーダを取り付けたまま、単票紙を用紙ガイド（前）またはカットシー
トフィーダから手差し（1 枚ずつ）給紙することができます。用紙ガイド（前）からの
給紙については、以下のページを参照してください。
s 本書 42 ページ「単票紙のセット」

インターフェイスカードの取り付け
オプションのインターフェイスカードを取り付けます。

A

• カットシートフィーダ A を取り付けたまま手差し給紙する場合は、用紙ガイド（後）
を取り付けて用紙をセットしてください。
• カットシートフィーダ B を取り付けたまま手差し給紙する場合は、スタッカサポー
トとエッジガイドの間に用紙を１枚ずつセットしてください。

p

印刷が 1 枚を超える場合、2 枚目からは自動的にカットシートフィーダから給
紙 されます。2 枚以 上の用 紙を続け て手差 し給紙す るときは 、カットシ ート
フィーダの用紙セッ トレバーを手前に倒して、カットシートフィーダから給紙
できないようにしてください。

［電源］スイッチをオフにしてから、電源プラグをコンセントから抜き、プリンタに接
続されているインターフェイスケーブルを取り外します。

w

プリ ンタの電 源がオン の状態で 以下の手 順を行う と故障 の原因に なります の
で、必ず電源をオフにして行ってください。

B

オプションインターフェイス用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差し込みます。

プラスドライバでネジ（2 個）をゆるめてからカバーを外します。

インターフェイス カードのコネクタと プリンタ内部のコネク タを合わせるように差 し
込み、両端のネジでインターフェイスカードを固定します。

オプションと消耗品 −
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VPIF3 シリアルインターフェイスカードについて
VPIF3 シリアルインターフェイスカードを取り付けて使用する場合の転送速度、
X-ON/X-OFF 送出タイミング、エラー処理は以下のようになります。

転送速度
300、600、1200、2400、4800、9600、19200BPS

X-ON/X-OFF 送出タイミング
• X-OFF コードおよび DTR 信号の出力：
入力データバッファの空き容量が 256 バイト以下になったとき
• X-ON コードおよび DTR 信号の出力：
入力データバッファの空き容量が 512 バイト以上になったとき

エラー処理
• パリティエラーが発生した場合： ＊ を印字します。
• そのほかのエ ラーが発生した場合：オーバーランエラーやフレーミン グエラーなど
は無視します。
そのほかの内容については、VPIF3 の取扱説明書を参照してください。

p

プリンタ設定の［I/F 選択］を［自動］にしている場合、同時に複数のインター
フェイスにデータを送らないでください。正常に印刷できないことがあります。
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用紙が詰まったときは
プリンタ内部で 用紙が詰まった場 合は、むやみに用紙を引 っ張ったりせずに、次の 手
順で取り除いてください。

困ったときは
● 用紙が詰まったときは.......................................... 65
● ランプが点灯しない............................................. 67
● ランプが点灯していても印刷できない ..................... 68
● 紙送りがうまくいかない....................................... 69
● 排紙が正常にできない.......................................... 70
● 印刷結果が画面表示と異なる ................................. 71
● 印刷品質がよくない............................................. 73
● オプション関係のトラブル .................................... 74
● その他のトラブル ............................................... 75
● どうしても解決しないときは ................................. 75

ade

印刷終了直後はプリントヘッドが熱くなっています。プリントヘ ッドの温度が
十分に下がるまでは触れないように注意してください。

連続紙の場合

A

［電源］スイッチをオフにします。

B

プリンタカバーを開けて、給紙方法に合わせてレリースレバーを設定します。

C

詰まっている用紙を取り除きます。

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

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

レリースレバーを一旦単票紙（

）位置に戻します。

単票紙の場合

A

E

B

詰まっている用紙を引き抜きます。

C

プリンタカバーを元に戻します。

紙送りノブをゆっくりと回しながら、用紙を静かに引き抜きます。
• 紙送りノブを回すときは、必ず電源をオフにしてください。
• ラベル紙は給紙方向と逆方向に引き抜かないでください。ラベル紙がプリン
タ内部に貼り付くことがあります。ラベル紙を取り除く場合は、ラベル紙が
プリンタ に給紙さ れる手前 で切り離 してから ノブを時 計回りに 回して用 紙
を送ってください。

D

G

プリンタカバーを開けて、プリンタ内部に用紙が残っていないか確認してください。ラ
ベル紙を使用している場合は、ラベルが残っていないか確認してください。

紙送りノブを時計回りに回して用紙を取り除きます。

w

F

［電源］スイッチをオフにします。

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

用紙詰まりの予防
用紙詰まりを発生させないように、次の点に注意してください。
• 使用可能な用紙を使用してください。
s 本書 21 ページ「使用可能な用紙」
• 用紙を正しくセットしてください。また、連続紙の置き方に注意してください。
s 本書 28 ページ「連続紙のセットと排紙」
s 本書 42 ページ「単票紙のセットと排紙」

• 用紙ガイドにセットできる用紙枚数は単票紙は 1 枚のみ、単票複写紙は 1 部のみで
す。
• カッ トシートフィーダ（オプション）に用紙をセットする ときは、用紙をよくさば
き、端をそろえてセットしてください。
• 許容枚数を超える用紙をセットしないでください。
• カットシートフィーダからの連続給紙において、最後の1枚が給紙されないことがあ
りま す。カットシートフィーダの用紙が少なくなったら、残っ ている用紙を一旦取
り出 して、新しい用紙を足してセットし直してください。用紙 が残っている状態で
新し い用紙をセットすると、同時に複数枚の用紙が送られ てしまい、用紙詰まりの
原因となることがあります。
• 連続 ラベル紙を使用する場合は、用紙がなるべく直線になる ような給紙経路にして
ください。
s 本書 28 ページ「連続紙のセットと排紙」
• 連続 紙をセットするときはスプロケットの間隔を適切に セットしてください。スプ
ロケ ットの間隔が広すぎると紙の張りが強く、用紙のピン穴 が破れ用紙詰まりの原
因に なります。スプロケットの間隔が狭すぎて用紙がたるん でいても用紙詰まりの
原因 となります。セットして長時間経過している連続紙は、印 刷前に破れていない
ことを確認してください。

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

t

電源がコンセントから抜けていませんか？

t

電源コンセントに問題があることがあります。

t

正しい電圧（AC100V、15A）のコンセントに接続していますか？

電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。

コンセントがスイッチ付きの場合は、スイッチをオンにします。
ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確認してください。

コンセントの電圧を確認して、正しい電圧で使用してください。

p

以上 3 点を確認の上で［電源］スイッチをオン（｜）にしてもランプが点灯し
ない場合は、お買い求めいただいた販売店またはエプソン修理セ ンターへご相
談ください保守サービスについては以下のページを参照してください。
s 本書 80 ページ「保守サービスのご案内」
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ランプが点灯していても印刷できない

エラーが発生していないか確認しましょう（プリンタ側）

p

リボンカートリッジの取り付けを確認しましょう

t

リボンカートリッジが正しく取り付けられていますか？
以下のページを参照してリボンカートリッジを正しく取り付けてください。
s 本書 54 ページ「リボンカートリッジの交換」

t
プリンタとコンピュータの接続を確認しましょう

t

t
t

t

［印刷可］ランプが点滅して印刷しない、あるいは印刷が突然止まった場合は、
ヘッドホット状態（プリントヘッドの温度が許容範囲を超えた高温になったた
めに自動的に印刷が中断された状態）になっている可能性があります。ヘッド
の温度が下がると自動的に印刷を再開しますので、しばらくそのままでお待ち
ください。

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

インターフェイスケーブルが外れていませんか？

t

用紙がなくなっていませんか？

プリ ンタ側 のコネ クタと コン ピュー タ側の コネク タにイ ンタ ーフェ イスケ ーブル が
しっかり接続されているか確認してください。
また、ケーブル が断線していない か、変に曲がっていな いかを確認してくだ さい（予
備のケーブルをお持ちの場合は、差し替えてご確認ください）
。

t

レリースレバーの設定が合っていますか？

コネクタのピンが折れたりしていませんか？
コネクタ部分 のピンが折れていた り曲がったりしてい ると、プリンタとコンピ ュータ
の通信が正しく行われない場合があります。

t

インターフェイスケーブルがコンピュータや本製品の仕様に合っていますか？
インターフェ イスケーブルの型 番・仕様を確認し、コンピュ ータの種類やプリ ンタの
仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。
s 本書 52 ページ「インターフェイスケーブル」

t

コンピュータとプリンタはケーブルで直接接続していますか？
プリンタとコンピュータの接続に、プリンタ切替機、プリンタバッファおよび延長ケー
ブル、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）を使 用し
ている場合、組み合わせによっては正常に印刷できないことがあります。
プリンタとコ ンピュータをインタ ーフェイスケーブル で直接接続し、正常に印 刷でき
るか確認してください。
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t

用紙をセットし てください。用紙をセ ットし直したとき は、一旦［電源］スイッチを
オフにしてからしばらく待ち、再度［電源］スイッチをオンにしてください。

レリースレバーの設 定を確認してくださ い。給紙する用紙に合わ せて正しく設定して
ください。
s 本書 27 ページ「給紙経路の設定方法」
データを受信するインターフェイスの設定が合っていますか？
プリンタ設定値の I/F 選択は［自動］または接続しているインターフェイスの値に設定
してください。
s 本書 49 ページ「操作パネルからの設定」
用紙やリボンや保護材などが詰まっていませんか？
［電源］スイッチをオフにし、プリンタカバーを開けて取り除いてください。
プリンタがハングアップ（異常な状態で停止）していませんか？
一旦［電源］スイッチを オフにしてから しばらく待ち、再度［電 源］スイッチをオン
にしてください。

エラーが発生していないか確認しましょう（コンピュータ側）

紙送りがうまくいかない

t

t

プリ ンタ を接続 したポ ート と、プリン タドラ イバ のプリ ンタ 接続先 が合っ てい ます
か？
プリンタ ドライバの［接続ポート］の 設定を実際に接続 しているポートに合 わせてく
ださい。
「プリンタ接続先の設定」
s 取扱説明書（PDF マニュアル）

t

「LPT1 に書き込みができませんでした」エラーが発生していませんか？

仕様に合った用紙を使用していますか？
用紙の厚さ、枚数や紙質など仕様に合った用紙を使用してください。
使用可能な用紙については以下のページを参照してください。
s 本書 21 ページ「使用可能な用紙」
s 取扱説明書（PDF マニュアル）「プリンタの仕様」

t

連続紙の置き場所に問題はありませんか？

t

エッジガイドの間隔は適切ですか？

t

手差し給紙で、単票紙はしっかりと差し込まれていますか？

以下の項目を確認してください。
［詳 細］タブの［印刷先のポー
• ［プリンタ］フォルダからプリ ンタドライバを開き、
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。

連続紙が引っかからないように、連続紙の置き場所は、プリンタから 1m 以内の場所で
プリンタに対してまっすぐ給紙される位置に置いてください。
連続紙が箱に入っていて給紙しにくい場合は、箱から取り出して置いてください。

［詳 細］タブの［スプールの設
• ［プリンタ］フォルダからプリ ンタドライバを開き、
定］で［プリ ンタに直接印刷データを送る］の設定に変更して 印刷を行ってみてく
ださい。
• 本製品は ECPモードに対応しておりません。お使いのコンピュータが ECP モードに
なっている場合は、BIOS 設定をノーマルまたはスタンダードモードに変更してくだ
さい。BIOS 設定についての詳細は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照して
ください。

t

コンピュータの画面に「プリンタが接続されていません」
「用紙がありません」と表示
されていませんか？
仕様に合 ったインターフェイ スケーブルで正しく接 続されているか、プリン タの電源
がオンに なっているか、用紙が正 しくセットされて いるかを確認してく ださい。イン
ターフェイスケーブルについては、以下のページを参照してください。
s 本書 52 ページ「インターフェイスケーブル」

t
t

単票紙がスムーズに給紙できるよう、エッジガイドの間隔を調整してください。
エッジガイドの 間隔が狭すぎると用 紙が詰まることがあ ります。逆に広すぎると用 紙
が傾いて給紙されることがあります。

手差し給紙する ときは、用紙ガイドに 用紙をセットし、用紙の 端部中央を指で押す よ
うに差し込んでください。
s 本書 42 ページ「単票紙のセットと排紙」
連続紙がトラクタから外れていませんか？
連続紙をトラクタに正しくセットし直してください。
s 本書 37 ページ「トラクタユニットへの連続紙のセット」
連続紙が傾いた状態でトラクタにセットされていませんか？
連続紙の両端の穴 が左右ずれた状態で トラクタにセットされ ていると正常な紙送り が
行えません。
左右のスプロケットのゴムピンの位置を揃えてからセットしてください。
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t

t

t

連続紙をセットする際のスプロケットの間隔は適当ですか？
連続紙がたる んだり、強く張りすぎた りしないように左右 のスプロケットの位 置を調
整してください。
s 本書 28 ページ「連続紙のセットと排紙」
アジャストレバーは適正な位置に設定されていますか？
アジャストレ バーの設定が適正で ないと、紙詰まりや斜め に給紙される原因と なりま
す。アジャストレバーを適正な位置に設定してください。
s 本書 26 ページ「アジャストレバーの設定」
レリースレバーの設定が合っていますか？
レリースレバ ーの設定を確認して ください。給紙する用紙 に合わせて正しく設 定して
ください。
s 本書 27 ページ「給紙経路の設定方法」

排紙が正常にできない
t
t

t

［改行 / 改ページ］スイッチを使用して排紙していませんか？
単票紙を排紙する場合は、
［給紙 / 排紙］スイッチを使用してください。
印刷が終わると急に紙送りされませんか？
自動ティアオフ機 能が設定されていま す。設定を解除する場合 は、操作パネルでプリ
ンタ設定を変更してください。
s 本書 48 ページ「プリンタ設定の方法」
ミシン目スキップ（25.4mm {1 インチ } 幅の空白行）が実際のミシン目とズレていま
せんか？
以下の 3 点を確認してください。
• プリンタ設定の［連続紙ページ長］をお使いの用紙サイズと合わせてください。
s 本書 48 ページ「プリンタ設定の方法」
• ソフトウェア上の用紙サイ ズまたはページ長（連続紙）と、実際に使用している用
紙サイズまたは用紙の長さを合わせてください。
s 取扱説明書（PDF マニュアル）「コントロールコード表」
• 給紙位置を調整してください。
s 本書 40 ページ「用紙位置の微調整」

t

連続紙が排紙されずに給紙位置に残っていませんか？

t

ラベル紙が詰まったり引っかかったりしませんか？

排紙する前に印刷が終了している連続紙をミシン目で切り離してください。

ラベル紙を［給紙 / 排紙］スイッチで排紙（逆送り）すると、プリンタ内部にラベル
が貼り付くことがあります。
印刷後のラベル紙を取り出すときは、
［改行 / 改ページ］スイッチで排紙してください。
ラベル紙からほか の用紙に切り替える ときは、トラクタ側のミ シン目で切り離し、ラ
ベル紙を取り除い てください。再度ラベル 紙を使用するときは、ラ ベル紙をセットし
直してください。

p
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プリンタ内部にラベル紙が貼り付いて正常に印刷できない場合は、無理に取り
除かずにお買い求めいただいた販売店またはエプソン修理センターへご相談く
ださい保守サービスについては以下のページを参照してください。
s 本書 80 ページ「保守サービスのご案内」

印刷結果が画面表示と異なる

t

印刷される文字が画面表示と異なる

t

t

本書でご案内しているインターフェイスケーブルを使用していますか？

t

印刷位置（結果）が画面表示と異なる

文字が化けたり、記号がカタカナで印刷されていませんか？

t

文字コー ド表の選択が合っ ていますか？プリンタ 設定の［文字コード表］の 設定を確
認してください。
s 本書 48 ページ「プリンタ設定の方法」

空白行が入ったり、改ページが正しく行われずに印刷されていませんか？
• プリンタドライバか ら用紙サイズを設定している場合は、正しい用紙サイズ を選択
してください。
「プリンタドライバの設定項目」
s 取扱説明書（PDF マニュアル）
• アプリケーションソフ トやプリンタで設定しているページ長または用紙サイ ズと実
際に使用している用紙の長さまたは用紙サイズが異なっています。
アプリケーションソフ トやプリンタの設定を実際に使用している用紙の長さ または
用紙サイズと合わせてください。

特定の文字や記号が違う文字や記号に化けませんか？

連続紙のページ長は、プリンタ設定の［連続紙ページ長］で設定してください。

国際文字 の選択が間違ってい ます。ソフトウェア側から コントロールコード を送ると
きは、コード（ESC Rn）により使用する国の文字に変更してください。

s 本書 48 ページ「プリンタ設定の方法」
• プリンタ設定の［ミ シン目スキップ］が［オン］に設定されています。プリン タ設

文字が混入したり、まったく違う文字記号に化けていませんか？

定の［ミシン目スキップ］を［オフ］に設定してください。

• PC-98 系コンピュータを使用しているときは、プリンタ設定の［ESC/P スーパー］

s 本書 48 ページ「プリンタ設定の方法」

を［オン］に 設定してください。ソフトウェア上のプリンタ設 定がエプソンプリン

Windows 環境の場合

タ のとき、または海外 版ソフトウェ アを使用してい るときは、
［ESC/P スーパー］

• プリンタドライバで設 定されている用紙サイズと使用している用紙のサイズ を合わ

を［オフ］に設定してください。

せてください。この際、用紙長が一致するサイズを選択してください。

s 本書 48 ページ「プリンタ設定の方法」

例えば、用紙幅 7 インチ、用紙長 4.5 インチの連続紙の場合は、用紙サイズの「10ｘ4

• コンピュータ側のパラレルインターフェイスの設定が［ECP モード］になっている
場合 は［ノーマルモード］または［スタンダードモード］に 変更してください。設
定変更の方法については、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。

t

端末エミュレータソフトウェアや自作ソフトウェアなど、Windows 環境でもプリンタ
ドライバを経由しない特殊なソフトウェアからの印刷時に、EPSON プリンタウィンド
ウ !3 を使用していると正常に印刷できない場合があります。このようなときは EPSON
プリンタウィンドウ !3 をアンインストールしてから印刷を行ってください。またプリ
ンタ設定値の「パケット通信」を［オフ］に設定してください。

本書でご 案内している推奨ケー ブル以外のケーブルを 接続に使用すると正常 に印刷で
きない場合があります。
s 本書 52 ページ「インターフェイスケーブル」

ソフトウェア側からコントロールコ ードを送るときは、コード（ESC tn）により、文
字コード表を選択してください。
「コントロールコード表」
s 取扱説明書（PDF マニュアル）

t

EPSON プリンタウィンドウ !3 を使用していますか？

1/2inch 連続紙」を選択します。
• 用紙の横方向のサイズに関係なく「10ｘXXinch 連続紙」を選択し、右マージンは
アプリケーションソフトの設定で行ってください。

画面の表示が旧 JIS 漢字で表示されていませんか？
本製品で印刷する漢字は JIS X0208-1990 に準拠しています。旧 JIS との違いについ
ては、以下のページを参照してください。
s 取扱説明書（PDF マニュアル）
「旧 JIS（JIS C6226-1978）との違いについて」
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t

行間隔が違っていませんか？
• 改行量の設定 が不適切な場合は、行間隔が広くなったり狭くなっ たりします。アプ
リケーションソフトの改行量を正しく設定してください。
• すべての行間に空白行が追加される場合は、プリンタ設定の［自動改行］が［オン］

罫線がずれる

t

に設定されている可能性があります。

プリンタ設定値の印字方向が双方向に設定されていませんか？
プリンタ設定値の印字方向を［単方向］に設定してください。
s 本書 49 ページ「操作パネルからの設定」

ソフトウェア から改行命令が送られるときは、自動改行する必要 はありません。プ
リンタ設定の［自動改行］を［オフ］に設定してください。

t

罫線が切れたり、印刷がずれたりしていませんか？

t

変更したパネル設定値は有効になっていますか？

s 本書 48 ページ「プリンタ設定の方法」

t

印刷データが残った状態で用紙を足してから印刷を再開していませんか？

t

エッジガイドの位置がガイドマーク

連続紙の最終 行は印字できない領 域のため、最終行の印字 データは次ページへ 繰り越
されます。このと きに用紙を継ぎ足 して印刷を再開する と、繰り越された行の 分だけ
印字位置が下 がって印刷されてし まいます。コンピュータ のプリントキューか ら印字
データを削除 した後、プリンタをリセ ットしてから印刷実 行の操作をやり直し てくだ
さい。
に合っていますか？

用紙ガイドま たはカットシートフ ィーダのエッジガイ ド位置は、単票紙の左マ ージン
（余白）に影響します。
エッジガイ ド（右）をガイドマークに 合わせてください。も う一方のエッジガイ ドは
用紙の幅に合わせてください。
s 本書 42 ページ「単票紙のセットと排紙」

アプリケーションソ フトのプリンタ設定 に問題があります。以下 の内容を順番に確認
してください。
① アプリケーションソフト上の 用紙設定を、プリンタで使用する用紙と合わせてくだ
さい。
② プリンタにカットシートフィ ーダを取り付けているときは、アプリケーションソフ
ト上でカットシートフィーダが使用できるかどうか確認してください。
カットシートフィーダが使用 可能なときは、ソフトウェア上でカットシートフィー
ダを使用する設定にしてください。
カットシートフィーダの記載がないときまたはプリンタ設定でPC-PR系のプリンタ
(PC-PR201H など）を選択したときは、プリンタからカットシートフィーダを取り
外してください。

プリンタの設定値を印刷して現在の設定状態を確認してください。
s 本書 50 ページ「設定値の変更の方法」

s 本書 60 ページ「カットシートフィーダの使い方」

t

t

t

連続紙の使用時、スプロケットの位置を確認してください。
連続紙の使用時、スプロケット（左）の位置は、左マージン（余白）に影響します。
スプロケットの位置を調整して印刷してください。
s 本書 28 ページ「連続紙のセットと排紙」
改行されずに重なって印刷されていませんか？
改行命令がコンピュータから送られていません。プリンタ設定の［自動改行］を
［オン］に設定してください。
s 本書 48 ページ「プリンタ設定の方法」
ミシン目付近に印刷されていませんか？
連続紙の実際のページ長とプリンタ設定の［連続紙ページ長］が異なっています。
アプリケーシ ョンソフトやプリンタ 設定を実際に使用して いる用紙の長さと合 わせて
ください。
s 本書 48 ページ「プリンタ設定の方法」
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設定と異なる印刷をする

t

パネル設定、プリンタ ドライバ、アプリケーシ ョンソフトから異な った条件で設定さ
れていませんか？
印刷条件の設定は、パ ネル設定、プリンタド ライバ、アプリケーシ ョンソフトそれぞ
れで設定できます。各 設定の優先順位は、お 使いの状況により 異なりますので、設定
と違う印刷を行う場合は、各設定を確認してください。
例えば、書体の選択を した場合、プリンタドラ イバやアプリケーシ ョンソフトによる
書体の選択が優先され、パネル設定は無視されます。

印刷開始位置がずれる

印刷品質がよくない

t

印刷ムラがある・汚い

プリンタの電源がオンのとき、用紙を引き抜いていませんか？
プリンタ の電源がオンのとき 用紙を引き抜くと、印 刷開始位置がずれた り、用紙が詰
まるなど の動作不良や故障の 原因となります。印刷 後の用紙を排紙する 場合は、以下
のページを参照してください。
s 本書 28 ページ「連続紙のセットと排紙」

t

s 本書 42 ページ「単票紙のセットと排紙」
詰まった用紙を取り除く場合は、以下のページを参照してください。
s 本書 65 ページ「用紙が詰まったときは」

t

Windows 環境でプリンタドライバを経由して印刷していますか？
Windows 環境で本製品のプリンタドライバを経由して印刷している場合は、操作パネ
ルで設定 した印刷開始位置は 無効になり、アプリケーシ ョンソフトでの設定 値が適用
されます。ア プリケーションソフ トの上余白設定値を印 刷開始位置に合わせ て設定し
てください。

t

t

横一列にところどころ抜けていませんか？
プリントヘッド のピンが折れていま す。お買い求めいただい た販売店またはエプソ ン
修理センターへ ご相談ください。エプソ ンの修理窓口につい ては以下のページを参 照
してください。
s 本書 79 ページ「サービス・サポートのご案内」
印字の下の部分が欠けていませんか？
リボンカートリ ッジが正しく取り 付けられていません。印 刷を中止して、リボンカ ー
トリッジを取り付け直してください。
s 本書 54 ページ「リボンカートリッジの交換」
斜めの線が入っていませんか？
リボンがたる んだり、ねじれたりして います。印刷を中止し て、リボンカートリッ ジ
を取り付け直してください。
s 本書 54 ページ「リボンカートリッジの交換」

印刷が薄い

t

印刷が薄くなっていませんか？
• リボンのインクが薄くなっています。
印刷を中止して、新しいリボンカートリッジと交換してください。
s 本書 54 ページ「リボンカートリッジの交換」
• アジャストレバーの設定が適切ではありません。
アジャストレバーを紙厚に適した設定にしてください。
s 本書 26 ページ「アジャストレバーの設定」
• プリンタドライバの［印刷品質］の設定が［ドラフト］になっていませんか ?
［正式文書］に設定してください。
「グラフィックス、印刷品質の設定」
s 取扱説明書（PDF マニュアル）
• DOS 環境下で高速印字が設定されています。
操作パネルの［高速印字］スイッチを押して、高速印字の設定を解除してください。
s 本書 9 ページ「操作パネル」
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オプション関係のトラブル

t

）位置になっていますか？
）位置に設

定してください。

カットシートフィーダで給排紙が正常にできない

t

レリースレバーが単票紙（

• カットシートフィーダから給紙する時は、レリースレバーを単票紙（
• レリースレバーが単票紙（

）になっているにもかかわらず、連続紙が給紙されて

給紙されなかったり、用紙チェックランプが点灯しませんか？

しまったときは、連続紙が完全に後方へ排紙されていなかったことが考えられます。

• カットシートフィーダが正しく取り付けられていません。

レリースレバーを切り替える前に、
［給紙 / 排紙］スイッチを押して、連続紙をトラ
クタの位置まで完全に戻してからレリースレバーを切り替えてください。

カットシートフ ィーダがプリンタ本体に正しく取り付けられているこ とを確認して
ください。特に、プリ ンタ本体とカットシートフィーダのギアがうま くかみ合って
いることを確認してください。
s 本書 56 ページ「カットシートフィーダの取り付けと使い方」
• カットシートフィーダのエッジガイド間隔が不適切です。

プルトラクタユニットを使用して紙送りがうまくできない

t

セットした用 紙がなめらかに給紙するようにエッジガイドの間隔 を狭すぎず、広す

プッシュトラクタ（後）とプルトラクタユニットの間で連続紙がたるんでいませんか？
連続紙のたるみを取り除いてから給紙してください。

ぎずに調整してください。
s 本書 56 ページ「カットシートフィーダの取り付けと使い方」
• カットシートフィーダからの連続給紙において、最後の1枚が給紙されないことがあ
ります。カットシ ートフィーダの用紙が少なくなったら、残っている 用紙を一旦取
り出して、新しい 用紙を足してセットし直してください。用紙が残っ ている状態で
新しい用紙を セットすると、同時に複数枚の用紙が送られてしま い、用紙詰まりの
原因となることがあります。
• 用紙がブロッキング（くっついている状態）しています。
セットする前に用紙をよくさばいてください。
• 使い古しの用紙や折り跡、しわのある用紙が使われています。
仕様に合った新しい用紙をお使いください。

t

一度に 2 枚以上の用紙が給紙されませんか？
• カットシートフィーダにセットされている用紙の枚数が多すぎます。
セットされて いる用紙の枚数を減らしてください。セットできる用紙 の枚数は以下
のページで確認してください。
s 本書 56 ページ「カットシートフィーダの取り付けと使い方」
• 用紙がブロッキング（くっついている状態）しています。
セットする前に用紙をよくさばいてください。
• 使い古しの用紙や折り跡、しわのある用紙が使われています。
仕様に合った新しい用紙をお使いください。
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プッシュ / プルトラクタ、カットシートフィーダから給紙しない

t

Windows NT4.0/2000/XP/Vista でプッシュトラクタまたはカットシートフィーダ
から給紙していませんか。
Windows NT4.0/2000/XP/Vista の給紙装置を［自動選択］に設定して、プッシュト
ラクタまたはカットシートフィーダを使用する場合は、
［デバイスの設定］ダイアログ
でそれぞ れの給紙方 法に対し て使用す る用紙サイ ズを設定 しないと 給紙できま せん。
［デバイスの設定］ダイアログは［プリンタ］
（または［プリンタと FAX］）フォルダで
本製品のアイコンを右クリックし［プロパティ］を選択して表示させます。

その他のトラブル

どうしても解決しないときは
「困ったときは」の内容を確認しても、現在の症状が改善されない場合は、トラブルの
原因を判断してそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。

印刷中に印刷速度が遅くなった、途中で止まった
• 印刷 中に［印刷可］ランプが点滅して印刷速度が遅くなっ たり、印刷が停止した場
合は、ヘ ッドホット状態（プリントヘッドの温度が許容範囲を 超えた高温になった
ため に自動的に印刷が中断された状態）になっている可能 性があります。プリント
ヘッ ドの温度が下がると自動的に印刷を再開しますので、し ばらくそのままでお待
ちください。
• 低温 環境下でプリンタを動作させると、コールドモード（プリ ントヘッドの温度が
許容 範囲以下になっているために、自動的に印刷速度を低 速にしている状態）にな
る可 能性があります。プリントヘッドの温度が上がると、自動 的に通常の印刷速度
に戻りますので、しばらくそのままで印刷を継続してください。
また、複 写枚数の多い用紙や厚い紙などに印字する場合、印刷 品質を確保するため
に印 刷速度を落として動作することがあります。故障では ありませんので、安心し
てお使いください。

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

A

［電源］スイッチをオフにし、インターフェイスケーブルを外します。

B

［改行 / 改ページ］または［給紙 / 排紙］どちらかのスイッチを押したまま、
［電源］ス

C
漏洩電流について
多数の周 辺機器を接続してい る環境下では、本製品に触 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、本製 品または本製品を 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。本製品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 ン修 理セン ターま でお問 い合わ せく ださ
い。

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

正常に印刷できない場合
お買 い求め いただ いた 販売店 または エプ ソン修 理セン ター へご相 談くだ さい。保 守
サービスについては、以下のページを参照してください。
s 本書 80 ページ「保守サービスのご案内」

正常に印刷できる場合
プリンタは故 障していません。続いて、プ リンタドライバ類 のトラブルなのか、ア プ
リケーションソ フトのトラブルな のかを判断します。判断 のしかたは、次のページ を
参照してください。

困ったときは −
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プリンタドライバ類のトラブルなのか、アプリケーションソフトの トラブルなのか
を判断します。
Windows （3.1/NT3.51 を除く）標準添付のワードパッドで簡単な印刷が行えるかど
うかを確認します。

ワードパッ ドを起動した後、数文 字入力してからフ ァイルメニューの［印刷］を 実行
します。

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

正常に印刷できる場合
• プリンタドラ イバをバージョンアップすることにより、正常に印刷で きるようにな
る場合があります。プリンタドライバをバージョンアップしてみてください。
• お 使いのア プリケ ーショ ンソフト での設 定が正 しくされ ていな い可能 性があり ま
す。各アプリケー ションソフトの取扱説明書を確認して、アプリケー ションソフト
のお問い合わせ先へご相談ください。

p
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それ でもト ラブルが 解決でき ない場 合は、エプソ ンイン フォメー ションセ ン
ターへご相談ください。インフォメーションセンターの問い合わせ先は、スター
トアップガイドの裏表紙にあります。
お問い合わせの際は、お使いの環境（コンピ ュータの型番、アプリケーション
ソフ トの名称やバ ージョン、その他 周辺機器の型 番など）と、本製品の 名称、
製造番号をご確認の上、ご連絡ください。

プリンタドライバ・ユーティリティCD-ROM について
本機を Windows でお使いいただくための方法については、EPSON プリンタドライバ・
ユーティリティ CD-ROM に収録 されている取扱説明書（PDF マニュアル）に 記載さ
れています。ここでは、PDF マニュアルの見方について説明しています。

付録

Adobe® Reader と PDF マニュアルについて
本機に添付されているプリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM には、PDF マニュ
アルが収録されています。
PDF マニュアルの文書形式は PDF1.4 です。この PDF ファイルを開くには「Adobe®
Acrobat® Reader® Ver.4 以上」や「Adobe ® Reader ®」などの PDF 閲覧ソフトウェア
が必要です。本 機に添付され ているプリンタ ドライバ・ユーテ ィリティ CD-ROM に
は、Adobe Reader が添付されています。それ以外の Adobe Acrobat Reader または
Adobe Reader が必要な場合には、アドビシステムズ株式会社のホームペー ジの情報
をご覧ください。

● プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM について .. 77

p

PDF ファイルを開くと、画面左側に［しおり］があります。［し おり］の各タ
イトルをクリックすると、該当ページを直接開くことができま す。また、調べ
たい語句を検索して、直接その掲載箇所へ移動することもできま す。画面表示
が小さい場合は、表示を拡大してご覧ください。また、すべてのペ ージを印刷
したり、必要なページだけを印刷したりしておくと、いつでもす ぐに調べるこ
とができるので便利です。操作方法の詳細は、PDF 閲覧ソフトウェアの［ヘル
プ］をご覧ください。

Adobe Reader は プリン タド ライ バ・ユーテ ィリ ティ CD-ROM の［MANUAL］ー
［READER］フォルダに収録されています。

取扱説明書（PDF マニュアル）の見方
PDF マニュアルは以下の手順で開きます。

A
B

ソフトウェア CD-ROM から取扱説明書
（PDF マニュアル）
と Adobe Reader をイン
ストールします。
デスクトップの［EPSON VP-880 取扱説明書］をダブルクリックします。

p

デスクトップにアイコンが表示されていないときは、
［スタート］メニューから
［すべてのプログラム］- ［EPSON］- ［EPSON VP-880 取扱説明書］をクリッ
クしてください。

付録 −
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Adobe Reader の使い方
ここでは、Adobe Reader の基本的な使い方を説明します。Adobe Reader の詳細
は、オンラインヘルプか Adobe 社のホームページをご覧ください（http://
www.adobe.co.jp）。
確認したいページをクリックすると、右側の画面にそのページを表示します。
④

①

②

③

①

ポインタのマークが変わる場所は、関連したページなどへのリンクが貼って
あります。クリックすると、そのページを表示します。

① しおりとページ
しおりタブまたは

ボタンをクリックすると、目次を表示します。

② 表示切り替え
最初のページを表示します。/
前ページを表示します。
次ページを表示します。/
最後のページを表示します。

③ ヘルプ
オンラインヘル プを表示するほか、インター ネットに接続されている 場合は、Adobe
社の ホーム ペー ジを表 示し たり、ユー ザー 登録な どを するこ とが できま す。Adobe
Reader の詳しい情報を見る場合は、こちらをご利用ください。

④ 印刷
表示されているマニュアルを印刷する場合は、
[ ファイル ] メニューの [ 印刷 ] をクリッ
クします。
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サービス・サポートのご案内
弊社が行っている各種サービス、サポートをご案内いたします。

サービス・サポートのご案内
● サービス・サポートのご案内 ................................. 79
● 最新のプリンタドライバ入手方法 ........................... 81

「MyEPSON」
「MyEPSON」とは、EPSON の会員制情報提供サービスです。「MyEPSON」にご登録
いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設 * 1 してお役に立つ
情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。
*1「MyEPSON」へのユーザー登録には、イ ンターネット接続環境（プロバ イダ契約が済んでおり、かつ メー
ルアドレスを保有）が必要となります。

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。
• お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け
• 愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い
• お客様の「困った！」に安心 & 充実のサポートでお応え
• 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん
• 他にもいろいろ便利な情報が満載
すでに「MyEPSON」に登録されているお客様へ
「MyEPSON」登録がお済みで、
「MyEPSON」ID とパスワードをお持ちのお客様は、本
製品の「MyEPSON」への機種追加登録をお願いいたします。追加登録していただくこ
とで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。
「MyEPSON」への 新 規 登録、「MyEPSON」への 機種 追 加 登録 は、ど ち らも 同 梱 の
『EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM』から簡単にご登録いただけま
す。*2
*2 インターネット接続環境をお持ちでない場合には、同梱のお客様情報カード（ハガキ）にてユーザー登録を
お願いいたします。ハガキでの登録情報は弊社および関連会社からお客様へのご連絡、ご案内を差し上げる
際の資料とさせていただきます。
（上記「専用ホームページ」の特典は反映されません。
）今回ハガキにてご
登録いただき、将来インターネット接続環境を備えられた場合には、インターネット上から再登録していた
だくことで上記「専用ホームページ」の特典が提供可能となります。

インターネット
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、インタ ー
ネットによる情 報の提供を行って います。また、プリンタドラ イバも提供されてい ま
す。
アドレス

http://www.epson.jp

サービス・サポートのご案内 −
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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 イド裏表紙の一覧表 をご覧
ください。

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裏表紙の一覧表をご覧ください。

パソコンスクール
エプソン製品 の使い方、活用の仕方を 講習会形式で説明す る初心者向けのスク ールで
す。カラリオユーザーには より楽しく 、ビジネスユーザーには 経費削減 を目的
に趣味にも仕 事にもエプソン製品 を活かしていただけ るようにお手伝いし ます。詳細
はエプソンのホームページにてご確認ください。
アドレス

http://www.epson.jp

マニュアルデータのダウンロードサービス
製品に添付されておりますマニュアル（取扱説明書）の PDF データをダウンロードで
きるサービス を提供しています。マニ ュアルを紛失してし まったときなどにご 活用く
ださい。
アドレス

http://www.epson.jp

保守サービスのご案内
「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」をよくお読
みください。

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」
に記入漏れが 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。
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補修用性能部品および消耗品の保有期間
本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後 6 年間です。
* 改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

保守サービスの受付窓口
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
• エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター
連絡先

本書裏表紙の一覧表をご覧ください。

受付日時

午前 9:00 〜午後 5:30
月曜日〜金曜日（土日・祝祭日および弊社指定の休日を除く）

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、下 記の保守サービスを ご用意し
ております。使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細につきましては、お
買い求め の販売店、エプソンサー ビスコールセンターま たはエプソン修理セ ンターま
でお問い合わせください。
種類
年 間 保 守 出張保守
契約

持込保守

概要

最新のプリンタ ドライバは、インター ネットを使用して、以下 のホームページから 入
手できます。

修理代金
保証期間内

アドレス

http://www.epson.jp

サービス名

ダウンロードサービス

保証期間外

p

• 製品が 故障した場合、最優先で技術者 が製品の設 年間一定の保守料金
置場所に出向き、現地で修理を行います。
• 修理のつど発生する修理代・部品代 *が無償になる
ため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（リボン、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 をお持ち込 年間一定の保守料金
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 *が無償になる
ため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（リボン、用紙等）は保守対象外となります。
• お客様 からご連絡いただいて数日以内 に製品の設 有償
置場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。（出張料のみ）
• 故障し た製品をお持ち込みできな い場合に、ご利
用ください。

出張 料 ＋技 術
料＋部品代
修 理 完 了 後、
その つ どお 支
払いください

持込 / 送付修理

故障が発生 した場合、お客様に 修理品をお持 ち込み 無償
または送付 いただき、一旦お預 りして修理い たしま
す。

基本 料 ＋技 術
料＋部品代
修理 完 了品 を
お届 け した と
きに お 支払 い
ください

ドア to ドアサービス

有償
• 指定の 運送会社がご指定の場所に修理 品を引き取 有償
りにお伺いするサービスです。
（ドア to ドア （ドア to ドア
• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金と サー ビ ス料 金 サー ビ ス料 金
は別に修理代金が必要となります。
のみ）
+ 修理代）

スポット出張修理

最新のプリンタドライバ入手方法

郵送にて CD-ROM をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費に
て承っております。
「エプソンディスクサービス」について詳しくは、スタート
アップガイドの裏表紙をご覧ください。

また、ホームページ に掲載されているプ リンタドライバは圧 縮ファイルとなってい ま
すので、次の手順で ファイルをダウン ロードし、解凍してから インストールしてく だ
さい。

A

ホームページ上のダウンロードサービスから対象機種を選択します。

p
B

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

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

クリックします

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の ホームページへ接続し た
場合です。
サービス・サポートのご案内 −
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Windows 3.1/NT3.51 のプリンタドライバについて
Windows 3.1/NT3.51 のプリンタドライバは、本製品に同梱の EPSON プリンタソフ
トウェア CD-ROM には収録されていません。Windows 3.1/NT3.51 で本製品をお使
いになる場合は、
「最新のプリンタドライバ入手方法」と同様の方法で Windows 3.1/
NT3.51 のプリンタドライバを入手してお使いください。

p

CD-ROM での郵 送をご希望の場 合は、エプソンディス クサービスで実費 にて
承っております。エプソンディスクサービス についてはスタートアップガイド
の裏表紙をご覧ください。

82 − サービス・サポートのご案内

MEMO

−

83

MEMO

84 −

EPSON ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
PC-9800 シリーズ、PC-9821 シリーズ、PC-98 NX シリーズ、PC-H98 は日本電気株式会
社の商標です。
IBM PC、
IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。
Microsoft、Windows、WindowsNT ､ Windows Vista は米国マイクロソフトコーポレーショ
ンの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated（アドビシステ
ムズ社）の商標です。
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

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

電源高調波について
この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。

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

複製が禁止されている印刷物について
紙幣、有価証券 などをプリンタで印刷する と、その印刷物の使用目的お よび使用方
法の如何によっては、法律に違反し、罰せられます。
関連法律
刑法
第 148 条、第 149 条、第 162 条
通貨及証券模造取締法 第 1 条、第 2 条 等

著作権について
写真、絵画、音楽、プロ グラムなどの他人の著 作物は、個人的または家 庭内その他
これに準ず る限られた範囲内において使 用することを目的とする以 外、著作権の承
認が必要です。

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

ご注意
（1）本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
（2）本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
（3）本書の 内容については、万全を 期して作成いたしまし たが、万一ご不審な点や誤 り、記
載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。
（4）運用した結果の影響については、(3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承くだ
さい。
（5）本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、ま
たはエ プソンおよびエプソン指 定の者以外の第三者によ り修理・変更されたこと等 に起
因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
（6）エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、そ
れが原 因でトラブルが発生した 場合には、保証期間内であっ ても責任を負いかねま すの
でご了承ください。この場合、修理等は有償で行います。
© セイコーエプソン株式会社
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スタートアップガイド
プリンタのセットアップと日常使用において必要な基本情報を記載しています。

1

本製品の紹介

2

プリンタの準備

3

使用可能な用紙と給排紙

4

プリンタ設定値の変更

5

オプションと消耗品

6

困ったときは

7

付録

8

サービス・サポートのご案内

さらに詳細な情報はCD-ROMに収録されている
「取扱説明書 （PDFマニュアル）」をご覧ください。

スタートアップガイド

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
本書はリサイクルに配慮して作成しています。
不要になった場合は資源物としてお取り扱い
ください。

Printed in XXXXX 07.xx-xx XXX

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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