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はじめに
このたびはNECのプリンターをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
本マニュアルは、NEC MultiImpactシリーズ（以降、まとめて「MultiImpact」と呼びます）に付属のプリンターソフト
ウェアをMicrosoft ® Windows 8/7/Vista/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008（以降、まとめて「Windows
OS」と呼びます）オペレーティングシステム上で正しくお使いいただくための手引き書です。
プリンタードライバーは、MultiImpactで印刷を行うために必要なソフトウェアです。ご使用のコンピューターにプリン
タードライバーをインストールすることによって、印刷品質に関する様々な要求に応えることができます。
本書ではWindows 8/7/Vista/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008をお使いのコンピューターにおいて一般的
な印刷の手順と印刷の詳細な設定を行うプロパティダイアログボックスの概要について説明します。

対象機種とオペレーティングシステム
本マニュアルの対象とするMultiImpactは次のとおりです。

･ MultiImpact 700XX2

･ MultiImpact 700XX2N

･ MultiImpact 700JX3

･ MultiImpact 700JX3N

･ MultiImpact 700LX2

･ MultiImpact 201MX2

･ MultiImpact 201HX

･ MultiImpact 700EX

･ MultiImpact 750/850A

･ MultiImpact 750/560

･ MultiImpact 750/210A
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本マニュアルで説明するオペレーティングシステムは次のとおりです。その他のオペレーティングシステムでの使用方法
についてはプリンタソフトウェアCD-ROMにあるオンラインマニュアルを参照してください。

･ Microsoft Windows 8 日本語版

･ Microsoft Windows 7 日本語版

･ Microsoft Windows Vista 日本語版

･ Microsoft Windows Server 2012 日本語版

･ Microsoft Windows Server 2008 R2 日本語版

･ Microsoft Windows Server 2008 日本語版
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マニュアルの構成と関連文書
本マニュアルの構成は次のとおりです。

「印刷の手順」（1ページ）

Windows 8/7/Vista/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008での一般的な印刷の手順を説明していま
す。

「プリンタードライバーの選択」（2ページ）

お使いのMultiImpact用のプリンタードライバーの選択手順を説明しています。

「印刷先の変更」（3ページ）

プリンターとコンピューターとの接続方法を変えた場合の印刷先の変更手順を説明しています。

「共有プリンターに設定する」（6ページ）

お使いのMultiImpactをネットワーク上の「共有プリンター」として使用できるようにするための設定方法を説
明しています。

「印刷の詳細設定」（8ページ）

プリンタードライバーが提供するさまざまな印刷設定について説明しています。

「用紙に関する設定」（24ページ）

プリンターからの給紙方法や使用する用紙に関する設定についてプリンタードライバーで変更や定義、選択でき
る項目や手順を説明しています。

また、MultiImpactには本書の他に次のマニュアルが用意されています。それぞれのマニュアルも併せて参照してくださ
い。

･ ユーザーズマニュアル
MultiImpactを安全にお使いいただくための注意事項から設置、使用できるまでのセットアップ、各種設定、お
手入れや困ったときの処置の方法などについての説明書です。サービスやサポートに関する情報も記載していま
す。

･ ソフトウェアマニュアル
MultiImpactに付属の「プリンタソフトウェアCD-ROM」に含まれるプリンターソフトウェアのインストール手
順についての説明書です。このマニュアルの手順に従ってプリンタードライバーや各種ユーティリティのインス
トールを済ませてください。おもに、Windows XP/2000/Server 2003/Me/98/NT4.0での手順について説明
しています。

･ Microsoft Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows Server 2008、Windows Server 2008
R2、Windows Server 2012　プリンターソフトウェアインストールマニュアル
Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012をお使いのコンピューターにプリンターソ
フトウェアをインストールする手順が記載されている説明書です。

･ オンラインマニュアル
MultiImpactに付属の「プリンタソフトウェアCD-ROM」に含まれています（本書とは別冊のマニュアルです）。
オンラインマニュアルでは、Windows XPなどでのプリンターソフトウェアの説明やMultiImpact本体に関する
補足的な説明または用紙の取り扱いなどに関する詳細な説明が記載されています。
オンラインマニュアルはAdobe Readerで閲覧することができるPDF形式のファイルです。

上記の他にも、設置の手引きなどMultiImpactに付属のマニュアルやNECのインターネットホームページに掲載されてい
るマニュアルなどもあります。必要に応じて参照してください。

本書ではMultiImpact 700XX2用のプリンタードライバーを中心に説明します。その他のMultiImpactをお使い
の方は、本文中の説明にある「MultiImpact 700XX2」をお使いのMultiImpactに読み替えてお使いください。
また、お使いのMultiImpact固有の機能に関する説明はそれぞれ個別に記載しています。
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以下のインターネットホームページからMultiImpactの最新情報や最新のドライバーなどのダウンロードができます。ぜ
ひお立ち寄りください。

［NECコーポレートサイト］　http://jpn.nec.com

MultiImpactに関する最新情報や製品に関する情報を入手することができます。またマニュアルのダウンロード
や保守サービスに関する情報が提供されています。

［121ware］　http://121ware.com

NECパーソナル商品情報サイトです。MultiImpactの最新プリンタードライバーやその他のユーティリティなど
のダウンロードができます。また、最新情報や製品に関する情報を入手することができます。
853-810903-103-A

http://121ware.com
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基本事項
Windows の基本事項について説明します。

Windows 8/7/Vista/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008の利用者は「管理者」と「標準ユーザー」のいずれ
かのアカウントを持っています。「標準ユーザー」でプリンターのプロパティなど Windows 8/7/Vista/Server 2012/
Server 2008 R2/Server 2008のシステムの変更に関わる操作をする場合は、管理者権限を持ったパスワードの入力を
要求されます。また、「管理者」のアカウントを持っていてもこれらの操作をする前に確認のメッセージが表示されます。
表示されたメッセージに従って管理者のパスワードの入力または［続行］の操作をして先に進んでください。

操作中に［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示された場合は、表示されたメッセージに従って管理者の
パスワードの入力または［許可］（または［続行］）の操作をして先に進んでください。

「標準ユーザー」のアカウントで［ファイル］メニューの配下にある［プロパティ］を選んでもプリンターのプロパティ
は表示されますが、印刷先の設定は変更できません。

プリンターを表示する方法はOSによって異なります。

Windows 7/Server 2008 R2の場合 

1 デスクトップ画面左下の Windows ロゴがついたボ
タンをクリックする。 

2［デバイスとプリンター］をクリックする。

ユーザーアカウント制御

プリンターフォルダーを表示するには

ソフトウェアCD-ROMをセットしたときの
表示例

コンピューターの管理者の場合の表示例 標準ユーザーの場合の表示例
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Windows Vista/Server 2008の場合 

1 デスクトップ画面左下のWindows ロゴがついたボタ
ンをクリックする。 

2［コントロールパネル］をクリックする。 

3 Windows Vista の場合は、［ハードウェアとサウン
ド］の［プリンタ］をクリックする。

Windows Server 2008の場合は、［プリンター］をクリック
します。

Windows 8/Server 2012の場合 

1「Windows」キーを押しながら「D」キーを押してデ
スクトップを表示させ、マウスポインタを画面右下隅
に移動し、チャームを表示させる。表示されたチャー
ムから[設定]→[コントロールパネル]をクリックす
る。 

2［ハードウェアとサウンド］項目内の［デバイスとプ
リンターの表示］をクリックする。
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基本事項 x
Windows Vista/Server 2008をお使いのコンピューターで、［ファイル］メニューなどのメニューバーが表示されてい
ない場合は、［整理］メニューから［レイアウト］を選び、［メニューバー］をクリックしてチェックマークを付けてください。

コンピューターのキーボードの＜Alt＞キーを一度押すと、メニューバーをいったん表示させることもできます。

その他
853-810903-103-A



印刷の手順 1
印刷の手順
ここでは、Windows Vistaで日本語ワードプロセッサ「ワードパッド」を使用した場合を例にとって一般的な印刷手順
について説明します。お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるかもしれません。
詳細はアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 

1［ファイル］メニューの［印刷］をクリックする。
［印刷］ダイアログボックスが開きます。 

2 使用するプリンター名として「NEC MultiImpact
700XX2」が選択されていることを確認する。
もし選択されていなければ、選択し直します。2ページの「プ
リンタードライバーの選択」を参照してください。 

3 ページ範囲、部数を指定する。
用紙サイズなど、さらに詳しい設定をしたい場合は、［詳細
設定］をクリックし、設定変更します。 

4 印刷の設定が終わったら［印刷］をクリックする。
印刷が開始されます。
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プリンタードライバーの選択 2
プリンタードライバーの選択
1台のコンピューターに複数のプリンタードライバーをインストールしている場合は、あらかじめ使用するプリンタード
ライバーを選択してから印刷する必要があります。次の手順でプリンタードライバーを選択します。 

1［スタート］から［コントロールパネル］をクリック
する。
コントロールパネルが表示されます。

Windows 8、Windows Server 2012の場合は、マウスポイ
ンタを画面右下隅に移動し、表示されたチャームから［設
定］→［コントロールパネル］をクリックしてください。 

2［ハードウェアとサウンド］の［プリンタ］をクリッ
クする。
プリンターフォルダーが開きます。

Windows 7の場合は、［デバイスとプリンター］をクリック
してください。

Windows 8、Windows Server 2012の場合は、［デバイス
とプリンターの表示］をクリックしてください。 

3「NEC MultiImpact 700XX2」アイコンをクリックす
る。
ドライバーのインストール時に付けた名前が表示されます。 

4［ファイル］メニューまたは右クリックメニューの
［通常使うプリンタに設定］をクリックする。

これでプリンタードライバーが選択されます。通常使うプリ
ンターに設定されたプリンターのアイコンにはチェック
マークが付きます。

［ファイル］メニューなどのメニューバーが表示されて
いない場合は、［整理］メニューから［レイアウト］を
選び、［メニューバー］をクリックしてチェックマーク
を付けてください。
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印刷先の変更 3
印刷先の変更
ネットワークに接続されているMultiImpactを指定する方法を説明します。プリンターソフトウェアのインストールによ
り作成されたプリンターの［ポート］プロパティシート上で行います。印刷先の変更は、「NEC Print Server Port」を
使用した場合を例にとって説明します。「NEC Print Server Port」のインストール方法、ネットワークの設定などにつ
いては、MultiImpactに付属の説明書、またはネットワークオプション（LANボードやLANアダプタ）の取扱説明書を参
照してください。
ここではWindows Vista 日本語版の環境で印刷先を変更する方法についてMultiImpact 700XX2とNEC PR-NP-06を
使用した場合を例にとって説明します。 

1［スタート］から［コントロールパネル］をクリック
する。
コントロールパネルが表示されます。

Windows 8、Windows Server 2012の場合は、マウスポイ
ンタを画面右下隅に移動し、表示されたチャームから［設
定］→［コントロールパネル］をクリックしてください。 

2［ハードウェアとサウンド］の［プリンタ］をクリッ
クする。
プリンターフォルダーが開きます。

Windows 7/Server 2008 R2の場合は、［デバイスとプリン
ター］をクリックしてください。

Windows 8、Windows Server 2012の場合は、［デバイス
とプリンターの表示］をクリックしてください。 

3「NEC MultiImpact 700XX2」アイコンをクリックす
る。
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印刷先の変更 4
4［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックす
る。
Windows 7/Server 2008 R2の場合は［プリンター
のプロパティ］をクリックする。
Windows 8/Server 2012の場合は、右クリックメ
ニューから［プリンターのプロパティ］をクリックす
る。 

5［ポート］タブをクリックする。 

6［ポートの追加］をクリックする。 

7［NEC Print Server Port］を選んで、［新しいポー
ト］をクリックする。 

8［次へ］をクリックする。

･ Windows 8/7/Vista/Server 2012/Server
2008の利用者は「管理者」と「標準ユーザー」
のいずれかのアカウントを持っています。「標準
ユーザー」でプリンターのプロパティなどシステ
ムの変更に関わる操作をする場合は、管理者権限
を持ったパスワードの入力を要求されます。また、
「管理者」のアカウントを持っていてもこれらの操
作をする前に確認のメッセージが表示されます。
表示されたメッセージに従って管理者のパスワー
ドの入力または［続行］の操作をして先に進んで
ください。

･ 「標準ユーザー」のアカウントで［ファイル］メ
ニューの配下にある［プロパティ］を選んでもプ
リンターのプロパティは表示されますが、印刷先
の設定は変更できません。［標準ユーザー］の場合
は、［管理者として実行］から［プロパティ］を選
択してください。

［ファイル］メニューなどのメニューバーが表示されて
いない場合は、［整理］メニューから［レイアウト］を
選び、［メニューバー］をクリックしてチェックマーク
を付けてください。
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印刷先の変更 5
9［LPR（Line Printer Remote）で印刷する］を選択
し、［次へ］をクリックする。 

0［次へ］をクリックする。 

A［次へ］をクリックする。
［プリンタポート名］はデフォルトで［IPアドレス:Ip］の文
字列が自動的に入りますが、任意の文字列を入力することも
できます。
［プリンタポート名］で入力されている文字列はプリンター
ドライバーの設定をする際の印刷先ポート名として使用さ
れるため他のポートと重複しない名前を付けてください。 

B［次へ］をクリックする。 

C 内容を確認し、［完了］をクリックする。 

D［閉じる］をクリックする。 

E［適用］をクリックする。

印刷先の変更が完了しました。 

F［OK］をクリックする。
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共有プリンターに設定する 6
共有プリンターに設定する
MultiImpactを、Windows Vista 日本語版環境のネットワークで共有する場合の設定について説明します。

ネットワーク環境で共有プリンターをお使いになるためには、コンピューターにあらかじめ「Microsoftネットワーク用
ファイルとプリンター共有」などクライアントソフトウェアを組み込んでおく必要があります。詳しくはOSの取扱説明
書をご覧ください。 

1［スタート］から［コントロールパネル］をクリック
する。
コントロールパネルが表示されます。

Windows 8、Windows Server 2012の場合は、マウスポイ
ンタを画面右下隅に移動し、表示されたチャームから［設
定］→［コントロールパネル］をクリックしてください。 

2［ハードウェアとサウンド］の［プリンタ］をクリッ
クする。
プリンターフォルダーが開きます。

Windows 7/Server 2008 R2の場合は、［デバイスとプリン
ター］をクリックしてください。

Windows 8、Windows Server 2012の場合は、［デバイス
とプリンターの表示］をクリックしてください。 

3「NEC MultiImpact 700XX2」アイコンをクリックす
る。
853-810903-103-A
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4［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックす
る。
Windows 7/Server 2008 R2の場合は［プリンター
のプロパティ］をクリックする。
Windows 8/Server 2012の場合は、右クリックメ
ニューから［プリンターのプロパティ］をクリック
する。 

5［共有］タブの［このプリンタを共有する］をチェッ
クし、そのプリンターの共有名を入力し、［OK］を
クリックする。

これで共有プリンターの設定は完了です。プリンターのアイ
コンには共有プリンターであるアイコンが追加されます。

･ Windows 8/7/Vista/Server 2012/Server
2008 R2/Server 2008の利用者は「管理者」
と「標準ユーザー」のいずれかのアカウントを持っ
ています。「標準ユーザー」でプリンターのプロパ
ティなどシステムの変更に関わる操作をする場合
は、管理者権限を持ったパスワードの入力を要求
されます。また、「管理者」のアカウントを持って
いてもこれらの操作をする前に確認のメッセージ
が表示されます。
表示されたメッセージに従って管理者のパスワー
ドの入力または［続行］の操作をして先に進んで
ください。

･ 「標準ユーザー」のアカウントで［ファイル］メ
ニューの配下にある［プロパティ］を選んでもプ
リンターのプロパティは表示されますが、共有設
定を変更するためには管理者権限のパスワードの
入力が必要です。［標準ユーザー］の場合は、［管
理者として実行］から［プロパティ］を選択して
ください。

［ファイル］メニューなどのメニューバーが表示されて
いない場合は、［整理］メニューから［レイアウト］を
選び、［メニューバー］をクリックしてチェックマーク
を付けてください。
853-810903-103-A 
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印刷の詳細設定
次のような2つの［プロパティ］ダイアログボックスと呼ばれる画面を使って印刷の詳細な設定を行います。

［印刷設定］ダイアログボックス
印刷の詳細な設定をするダイアログボックスです。次の2つのプロパティシートから構成されています。

･［レイアウト］シート

･［用紙/品質］シート

［プロパティ］ダイアログボックス
プリンターのポートや共有などに関する設定をするダイアログボックスです。次の7枚のプロパティシートから構成され
ています。

･［全般］シート

･［共有］シート

･［ポート］シート

･［詳細設定］シート

･［色の管理］シート

･［セキュリティ］シート*

･［デバイスの設定］シート

＊ 設定によって表示されないことがあります。

アプリケーションによっては、ダイアログボックスの設定を変更するタイミングに関係なくアプリケーションからの設定が
優先されるものがあります。また、［スタート］からの設定変更に合わせて、アプリケーションの設定も自動的に変わるな
ど、使用するアプリケーションによって異なりますのでアプリケーションのマニュアルを参照してください。

ここではMultiImpact 700XX2用のプリンタードライバーを中心に説明します。その他のMultiImpactをお使いの方は、本
文中の説明にある「MultiImpact 700XX2」をお使いのMultiImpactに読み替えてお使いください。
また、お使いのMultiImpact固有の機能に関する説明はそれぞれ個別に説明しています。
853-810903-103-A
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プロパティダイアログボックスを呼び出す方法は次の2通りあります。

･ デスクトップ上の［スタート］ボタンを使って呼び出す方法
ダイアログボックスの設定はすべてのアプリケーションでの基本設定となります。

･ アプリケーションのメニューから呼び出す方法
一般的にダイアログボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また用紙の設定の項目な
どが表示されないことがあります。

［スタート］ボタンを使って呼び出す 

1［スタート］から［コントロールパネル］をクリック
する。
コントロールパネルが表示されます。

Windows 8、Windows Server 2012の場合は、マウスポイ
ンタを画面右下隅に移動し、表示されたチャームから［設
定］→［コントロールパネル］をクリックしてください。 

2［ハードウェアとサウンド］の［プリンタ］をクリッ
クする。
プリンターフォルダーが開きます。

Windows 7/Server 2008 R2の場合は、［デバイスとプリン
ター］をクリックしてください。

Windows 8、Windows Server 2012の場合は、［デバイス
とプリンターの表示］をクリックしてください。

［プロパティ］ダイアログボックスを開く

･ Windows 8/7/Vista/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008の利用者は「管理者」と「標準ユーザー」のい
ずれかのアカウントを持っています。「標準ユーザー」で［プロパティ］ダイアログボックス内の設定などシステムの変更
に関わる操作をする場合は、管理者権限を持ったパスワードの入力を要求されます。また、「管理者」のアカウントを持っ
ていてもこれらの操作をする前に確認のメッセージが表示されます。
表示されたメッセージに従って管理者のパスワードの入力または［続行］の操作をして先に進んでください。

･ 「標準ユーザー」のアカウントで［ファイル］メニューの配下にある［プロパティ］を選んでもプリンターの［プロパティ］
ダイアログボックスは表示されますが、一部の設定を除いて変更はできません。

･ ［印刷設定］ダイアログボックスの表示や設定の変更は管理者・標準ユーザーに関係なく操作できます。
853-810903-103-A
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3「NEC MultiImpact 700XX2」アイコンをクリックす
る。
［印刷設定］ダイアログボックスを開きたいときは手順 4へ、
［プロパティ］ダイアログボックスを開きたいときは手順 5
へ進んでください。 

4［ファイル］メニューの［印刷設定］をクリックする。
Windows 8/Server 2012の場合は、右クリックメ
ニューから［プリンターのプロパティ］－［基本設
定］をクリックする。

［印刷設定］ダイアログボックスが開きます。

各プロパティシートについては、12ページからの「［印刷設
定］ダイアログボックスで詳細設定を行う」を参照してくだ
さい。 

5［ファイル］メニューの［管理者として実行］から
［プロパティ］をクリックする。
Windows 7/Server 2008 R2の場合は［ファイル］メ
ニューの［プリンターのプロパティ］をクリックする。
Windows 8/Server 2012の場合は、右クリックメ
ニューから［プリンターのプロパティ］をクリック
する。

［ファイル］メニューなどのメニューバーが表示されて
いない場合は、［整理］メニューから［レイアウト］を
選び、［メニューバー］をクリックしてチェックマーク
を付けてください。

･ Windows 8/7/Vista/Server 2012/Server
2008 R2/Server 2008の利用者は「管理者」
と「標準ユーザー」のいずれかのアカウントを持っ
ています。「標準ユーザー」でプリンターのプロパ
ティなどシステムの変更に関わる操作をする場合
は、管理者権限を持ったパスワードの入力を要求
されます。また、「管理者」のアカウントを持って
いてもこれらの操作をする前に確認のメッセージ
が表示されます。
表示されたメッセージに従って管理者のパスワー
ドの入力または［続行］の操作をして先に進んで
ください。

･ 「標準ユーザー」のアカウントで［ファイル］メ
ニューの配下にある［プロパティ］を選んでもプ
リンターのプロパティは表示されますが、一部を
除いて設定は変更できません。［標準ユーザー］の
場合は、［管理者として実行］から［プロパティ］
を選択してください。
853-810903-103-A 
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［プロパティ］ダイアログボックスが開きます。

各プロパティシートについては、20ページからの「［プロパ
ティ］ダイアログボックスで詳細設定を行う」を参照してく
ださい。

アプリケーションを使って呼び出す

アプリケーションからプロパティダイアログボックスを呼び出す場合、［ファイル］メニューの［印刷］コマンドまたは
［プリンタの設定］コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合、［ファイル］メニューの中にありますが、メ
ニューの構成はアプリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。） 

1［ファイル］メニューの［印刷］をクリックする。
［印刷］ダイアログボックスが開きます。 

2［詳細設定］をクリックし、印刷の設定を行う。

［ファイル］メニューなどのメニューバーが表示されて
いない場合は、［整理］メニューから［レイアウト］を
選び、［メニューバー］をクリックしてチェックマーク
を付けてください。

アプリケーションによっては、アプリケーション上か
らすべてのプロパティシートを開けなかったり、設定
内容を変更できない場合があります。その場合は［ス
タート］から開くか、アプリケーションのヘルプや添
付のマニュアルをご覧ください。
853-810903-103-A
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［印刷設定］ダイアログボックスで設定できる項目について、各プロパティシートごとに説明します。
各プロパティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。
また、各プロパティシート共通に使用されている3つのボタンには以下のような機能があります。

［印刷設定］ダイアログボックスで詳細設定を行う

すべての設定を有効にし、設定を終
了します。

すべての設定を無効にし、変更以前
の状態で設定を終了します。

タブ

現在開いているプロパティシート
内の設定に変更します。
853-810903-103-A
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［レイアウト］シート

このプロパティシートは印刷の向き、ページの順序など印刷の
レイアウトに関する設定を行うものです。

印刷の向き、ページの順序などを設定すると右側に表示されて
いるイラストが設定に応じて変化します。

印刷の向き

　縦：　用紙を縦長に使って印刷します。
　横：　用紙を横長に使って印刷します。

ページの順序

　順：　用紙をページの始めから順に印刷します。
　逆：　用紙をページの終わりから順に印刷します。

ページ形式

シートごとのページ

1枚の用紙にドキュメントの何ページ分を印刷するかを指定し
ます。

境界線を引く

［シートごとのページ］で1枚に複数ページを印刷する設定に
した場合にページ間に境界線を引くか動かを選択します。
　

境界線を引く 境界線を引かない

境界線
853-810903-103-A
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［用紙/品質］シート

このプロパティシートは給紙方法の選択、色に関する設定を行
うものです。

トレイの選択

用紙の給紙方法を選択します。詳細は25ページをご覧くださ
い（給紙方法で選択できる項目はお使いのMultiImpactによっ
て異なります）。

色の選択

　白黒　：　モノクロで印刷します。
　カラー：　カラーで印刷します。

このメニューはカラー印刷に対応したMultiImpactのプリン
タードライバーでのみ表示されます。次のMultiImpactでは表
示されません。

･ MultiImpact 700LX2

･ MultiImpact 700EX

･ MultiImpact 750/850A

･ MultiImpact 750/560

･ MultiImpact 750/210A
853-810903-103-A
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詳細オプション

［レイアウト］シートおよび［用紙/品質］シート上の［詳細設
定］をクリックすると［詳細オプション］ダイアログボックス
が表示されます。

このダイアログボックスで印刷の詳細に関する以下の設定を
行うことができます。

用紙サイズ

印刷用紙のサイズを選択します。
MultiImpactがサポートする用紙サイズについては31ページ
を参照してください。

部数

印刷部数を選択します。複数部数を指定した場合は、［部単位］
チェックボックスが有効になります。チェックを付けた状態で
印刷すると部単位に、チェックを外した状態で印刷するとペー
ジ単位で印刷します。

ICMの方法＊1

イメージカラーマッチング機能（ICM）を有効にするか、無効
にするかを選択します。

このダイアログボックスで右クリックすると、以下の
画面を表示します。

･ 変更したオプションを元に戻す
変更した設定をプロパティシートを開いたときの
状態に戻します（設定を変更した場合にのみ表示
します）。

･ バージョン情報
プリンタードライバーに関する情報を表示しま
す。

＊ 1 このメニューはカラー印刷に対応したMultiImpact のプリンタードライバーでのみ表示されます。次のMultiImpact では表示されません。
－MultiImpact 700LX2
－MultiImpact 700EX
－MultiImpact 750/850A
－MultiImpact 750/560
－MultiImpact 750/210A
853-810903-103-A
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ICMの目的＊1

イメージカラーマッチング機能の目的を選択します。

詳細な印刷機能

この［詳細オプション］ダイアログボックスで設定した印刷機
能を有効にするか、無効にするかを選択します。

シートごとのページレイアウト

1枚（シート）に複数のページを印刷する際のページの配置（レ
イアウト）を指定します。
以下は、1枚に4ページ分を配置する場合での設定と印刷結果
の例です。印刷結果のイメージは［レイアウト］シートの右側
のペインにも表示されます。

カラー印刷モード＊1

カラー印刷モードの種類を選択します。

ハーフトーン

ハーフトーンの設定方法を選択します。

＊ 1 このメニューはカラー印刷に対応したMultiImpact のプリンタードライバーでのみ表示されます。次のMultiImpact では表示されません。
－MultiImpact 700LX2
－MultiImpact 700EX
－MultiImpact 750/850A
－MultiImpact 750/560
－MultiImpact 750/210A

［レイアウト］シート上
の印刷イメージ

p.1 p.2

p.3 p.4

p.1 p.3

p.2 p.4

p.2 p.1

p.4 p.3

p.3 p.1

p.4 p.2

左上から右方向 左上から下方向

右上から左方向 右上から下方向
853-810903-103-A
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印刷の最適化

印刷の最適化を有効にするか、無効にするかを選択します。

用紙の排出方向（MultiImpact 700XX2, 700XX2N, 700JX3,
700JX3N, 700LX2, 700EXのみ）

印刷した用紙の排出先を選択します。

･ 指定なし
用紙の排出方向を指定しません。プリンター本体の設定が
有効となります。

･ 前方排出
用紙をシートガイドに排出します。

･ 後方排出
用紙をスタッカに排出します。

用紙セットの位置（MultiImpact 201MX2, 201HXのみ）

用紙をセットする位置を設定します。

･ 中央
用紙セット位置は中央に設定されます。

･ 左側
用紙セット位置は左側に設定されます。

ハガキをお使いの場合は［中央］に設定してください。

印刷品質
［MultiImpact 700XX2, 700XX2N, 700JX3, 700JX3N,
700LX2, 700EX, 201MX2, 201HXの場合］

･ 指定なし
高速印刷および印刷方向（片方向／両方向）を指定しませ
ん。プリンター本体の設定が有効となります。

･ 標準（片方向印刷）
左から右へ印刷を行います。最もきれいに印刷することが
できます。

･ 標準（両方向印刷）
両方向最短印刷を行います。片方向印刷に比べて印刷時間
が短縮されます。

･ 高速（片方向印刷）
印刷データを1ドットおきに間引き、左から右へ印刷を行い
ます。［標準（片方向印刷）］に比べて印刷時間が短縮され
ます。

･ 高速（両方向印刷）
印刷データを1ドットおきに間引いて両方向最短印刷を行
います。最も高速に印刷することができます。
853-810903-103-A
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［MultiImpact 750/850A, 750/560, 750/210Aの場合］

･ 設定なし
プリンターの操作パネルの設定に従います。

･ 通常
印刷モードを通常に設定します。

･ 高品位
印刷モードを高品位に設定します。

･ 高速
印刷モードを高速に設定します。

濃淡（MultiImpact 750/850A, 750/560, 750/210Aのみ）

･ 設定なし
プリンターの操作パネルの設定に従います。

･ 通常
濃度選択を通常に設定します。

･ 濃度1
濃度選択を濃度1に設定します。

･ 濃度2
濃度選択を濃度2に設定します。

･ 濃度3
濃度選択を濃度3に設定します。

テキストハーフトーン

TrueTypeフォントにハーフトーン処理を行うかを設定しま
す。

･ なし
従来OSとTrueTypeフォントの印刷結果が同じになりま
す。

･ 160
ハーフトーン処理を行います。

イメージデータ圧縮（MultiImpact 750/850Aのみ）

イメージデータの圧縮を行うかを設定します。

･ なし
イメージデータの圧縮を行いません。通常は［なし］を選
択してください。

･ あり
イメージデータを圧縮してプリンターに送信します。デー
タ転送の遅い環境をご使用の場合に選択してください。
853-810903-103-A
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印刷同期（MultiImpact 750/850A, 750/560, 750/210Aの
み）

イメージデータの圧縮を行うかを設定します。

･ なし
印刷同期を行いません。

･ あり
プリンターでの印刷動作が完全に終了してから、次の印刷
を開始します。

PrinterSignalStationを［印刷時にジョブの同期を行
う］をチェックした状態でご使用になる場合は、［あ
り］を選択してください。
853-810903-103-A
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［プロパティ］ダイアログボックスで設定できる項目について、各プロパティシートごとに説明します。
各プロパティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。
また、各プロパティシート共通に使用されている3つのボタンには以下のような機能があります。

［全般］シート
このプロパティシートはプリンタードライバー共通のもので
す。

［場所］や［コメント］には印刷の際の参照となる情報を登録
しておくことができます。また、プリンターの持つ機能の一覧
や印刷設定ダイアログボックスの表示、テストページの印刷な
どもできます。

［共有］シート
このプロパティシートはプリンタードライバー共通のもので
す。

プリンターをネットワーク上の「共有プリンター」として使用
する際にこのシートで設定します。「共有プリンターに設定す
る」（6ページ）で詳しい手順を説明しています。

［プロパティ］ダイアログボックスで詳細設定を行う

すべての設定を有効にし、設定を終
了します。

現在開いているプロパティシート内の設
定に変更します。

すべての設定を無効にし、変更以前
の状態で設定を終了します。

タブ
853-810903-103-A
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［ポート］シート
このプロパティシートはプリンタードライバー共通のもので
す。

プリンターとコンピューターの接続方法（パラレルポートや
USB、ネットワーク）を変更した際などにこのシートで接続
先（ポート）の指定をします。「印刷先の変更」（3ページ）で
詳しい手順を説明しています。

［詳細設定］シート
このプロパティシートはプリンタードライバー共通のもので
す。

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。
特に説明のない限り、初期状態の設定でご利用ください。

［色の管理］シート
このプロパティシートはプリンタードライバー共通のもので
す。

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。
また次のMultiImpactはカラー印刷に対応していないため、設
定を変更しないようにしてください。

－MultiImpact 700LX2
－MultiImpact 700EX
－MultiImpact 750/850A
－MultiImpact 750/560
－MultiImpact 750/210A

PrinterSignalStationを使用する場合は［双方向サ
ポートを有効にする］を選択してください。
853-810903-103-A
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［セキュリティ］シート
このプロパティシートはプリンタードライバー共通のもので
す。

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。

［デバイスの設定］シート
このプロパティシートはデバイスの設定に関する以下の設定
を行います。

給紙方法と用紙の割り当て

MultiImpactがサポートしている給紙方法から、使用するもの
を選択します。

ツリービューの中の給紙方法の1つをクリックすると給紙方法
に割り当てる用紙が表示されます（MultiImpactでサポートす
る給紙方法については 25ページを参照してください）。給紙方
法に割り当てる用紙を選択します。

変更の内容によっては印刷の権限を失うことなどがあ
ります。変更する前にシステム管理者にお問い合わせ
の上、設定してください。

このプロパティシートで右クリックすると、以下の画
面が表示されます。

･ 変更したオプションを元に戻す
変更した設定をプロパティシートを開いたときの
状態に戻します（設定を変更した場合にのみ表示
します）。

･ バージョン情報
プリンタードライバーに関する情報を表示しま
す。

･ 給紙方法として［自動選択］を選択したときに、
［給紙方法と用紙の割り当て］の設定が有効となり
ます。設定方法については、35ページを参照して
ください。

･ オプションの［シートフィーダ］や［リアトラク
タ］、［ダブルビンフィーダ1］等は、［インストー
ル可能なオプション］において使用するオプショ
ンを［あり］に設定した場合に有効となります。
853-810903-103-A
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漢字コード表の選択

MultiImpactに内蔵された文字を使用する場合の漢字コード
表を選択します。

･ JIS1978年版
JIS1978年版漢字コード表で印刷します。

･ JIS1990年版
JIS1990年版漢字コード表で印刷します。

シートフィーダ、シートフィーダ（上余白0）
リアトラクタ、リアトラクタ（上下余白0）など

MultiImpactに装着できる給紙オプション装置の有無を設定
します。お使いのMultiImpactによってサポートする給紙オプ
ションが異なるため、表示される項目もそれぞれ異なります。

･ なし
該当のオプションを装着していない設定にします。

･ あり
該当のオプションを装着している設定にします。

MultiImpactはプリンター本体内にJIS2004（JIS X
0213:2004規格）の文字セットを用意していませ
ん。
パーソナルコンピューター上でJIS2004のプリン
ターフォントを使用している場合、画面の表示と印刷
結果が異なることがあります。
アプリケーションソフトからTrueTypeフォントを使
用して文字を印刷する場合は、本設定に関わりなく画
面の表示と同じ印刷結果を得ることができます。
853-810903-103-A
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用紙に関する設定
ここではお使いのMultiImpactのプリンタードライバーで選択または定義などができる項目について説明します。

･ 「給紙方法について」（25ページ）
お使いのMultiImpactで選択できる給紙方法とプリンタードライバーの印刷設定プロパティダイアログボックス
上での表示項目を機種別に一覧で説明しています。

･ 「用紙サイズについて」（31ページ）
お使いのMultiImpactで選択できる用紙サイズとプリンタードライバーの詳細オプションダイアログボックス上
での表示項目を機種別に一覧で説明しています。

･ 「給紙方法と用紙の割り当てについて」（35ページ）
プリンターのプロパティダイアログボックス上の設定と詳細オプションダイアログボックス上での設定の組み合
わせで給紙方法にあった用紙サイズで自動に印刷させるための設定方法について説明します。

･ 「ユーザー定義用紙サイズの登録」（36ページ）
定型用紙以外のお客様固有の用紙サイズをプリンタードライバーに登録する方法について説明しています。
853-810903-103-A
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給紙方法を選択します。お使いの機種によって表示項目や注意事項が異なります。

･ MultiImpact 700XX2, 700XX2N, 700JX3, 700JX3N　（26ページ）

･ MultiImpact 700LX2　（27ページ）

･ MultiImpact 201MX2, 201HX　（28ページ）

･ MultiImpact 700EX　（29ページ）

･ MultiImpact 750/850A, 750/560, 750/210A　（30ページ）

給紙方法について
853-810903-103-A
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MultiImpact 700XX2, 700XX2N, 700JX3, 700JX3N

画面表示 内　容

自動選択 ［デバイスの設定］プロパティシート上の給紙方法の設定に従います。

シートガイド シートガイドに用紙をセットします。
プリンターの用紙吸入位置は9.7mm（文字下端）に設定してください。

シートガイド（上余白0）＊1

＊ 1 通常の印刷では使用しません。印刷可能領域をミシン目近くまで取りたい場合にのみ、ご使用いただけますが、以下の点をご承知の上で使用し
てください。 

ⓦ ユーザーズマニュアル記載の印刷保証領域以外は、かすれ等の印刷品位劣化が生じる場合があります。 

ⓦ ミシン目上は印刷しないでください。ピン折れ等の障害が発生することがあります。

シートガイドに用紙をセットします。
プリンターの用紙吸入位置は3.8mm（文字下端）に設定してください。

シートフィーダ オプションのシートフィーダに用紙をセットします。＊2

プリンターの用紙吸入位置は9.7mm（文字下端）に設定してください。

＊2 この設定をお使いになる場合は、［プロパティ］ダイアログボックスを開き、［デバイスの設定］シートの［インストール可能なオプション］に
おいて［シートフィーダ］を［あり］に設定してください。

シートフィーダ（上余白0）＊1 オプションのシートフィーダに用紙をセットします。＊2

プリンターの用紙吸入位置は3.8mm（文字下端）に設定してください。

フロントトラクタ フロントトラクタに用紙をセットします。
プリンターの用紙吸入位置は9.7mm（文字下端）に設定してください。

フロントトラクタ（上下余白0）＊1 フロントトラクタに用紙をセットします。
プリンターの用紙吸入位置は3.8mm（文字下端）に設定してください。

リアトラクタ オプションのリアトラクタに用紙をセットします。＊3

プリンターの用紙吸入位置は9.7mm（文字下端）に設定してください。

＊3 この設定をお使いになる場合は、［プロパティ］ダイアログボックスを開き、［デバイスの設定］シートの［インストール可能なオプション］に
おいて［リアトラクタ］を［あり］に設定してください。

リアトラクタ（上下余白0）＊1 オプションのリアトラクタに用紙をセットします。＊3

プリンターの用紙吸入位置は3.8mm（文字下端）に設定してください。
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MultiImpact 700LX2

画面表示 内　容

自動選択 ［デバイスの設定］プロパティシート上の給紙方法の設定に従います。

シートガイド シートガイドに用紙をセットします。
プリンターの用紙吸入位置は9.7mm（文字下端）に設定してください。

シートガイド（上余白0）＊1

＊ 1 通常の印刷では使用しません。印刷可能領域をミシン目近くまで取りたい場合にのみ、ご使用いただけますが、以下の点をご承知の上で使用して
ください。 

ⓦ ユーザーズマニュアル記載の印刷保証領域以外は、かすれ等の印刷品位劣化が生じる場合があります。 

ⓦ ミシン目上は印刷しないでください。ピン折れ等の障害が発生することがあります。

シートガイドに用紙をセットします。
プリンターの用紙吸入位置は3.8mm（文字下端）に設定してください。

シートフィーダ オプションのシートフィーダに用紙をセットします。＊2

プリンターの用紙吸入位置は9.7mm（文字下端）に設定してください。

＊2 この設定をお使いになる場合は、［プロパティ］ダイアログボックスを開き、［デバイスの設定］シートの［インストール可能なオプション］にお
いて［シートフィーダ］を［あり］に設定してください。

シートフィーダ（上余白0）＊1 オプションのシートフィーダに用紙をセットします。＊2

プリンターの用紙吸入位置は3.8mm（文字下端）に設定してください。

フロントトラクタ フロントトラクタに用紙をセットします。
プリンターの用紙吸入位置は9.7mm（文字下端）に設定してください。

フロントトラクタ（上下余白0）＊1 フロントトラクタに用紙をセットします。
プリンターの用紙吸入位置は3.8mm（文字下端）に設定してください。
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MultiImpact 201MX2, 201HX

画面表示 内容

自動選択 ［デバイスの設定］プロパティシート上の給紙方法の設定に使います。

シートガイド シートガイドに用紙をセットします。

シートフィーダ オプションのシートフィーダに用紙をセットします。＊1

＊ 1 この設定をお使いになる場合は、［プロパティ］ダイアログボックスを開き、［デバイスの設定］シートの［インストール可能なオプション］に
おいて［シートフィーダ］を［あり］に設定してください。

ダブルビンフィーダ 1 オプションのダブルビンシートフィーダのホッパ1に用紙をセットします。＊2

＊ 2 この設定をお使いになる場合は、［プロパティ］ダイアログボックスを開き、［デバイスの設定］シートの［インストール可能なオプション］に
おいて［ダブルビンフィーダ 1］を［あり］に設定してください。

ダブルビンフィーダ 2 オプションのダブルビンシートフィーダのホッパ2に用紙をセットします。＊3

＊ 3 この設定をお使いになる場合は、［プロパティ］ダイアログボックスを開き、［デバイスの設定］シートの［インストール可能なオプション］に
おいて［ダブルビンフィーダ 2］を［あり］に設定してください。

トラクタ トラクタに用紙をセットします。

トラクタ（上下余白0） トラクタに用紙をセットします。＊4

＊ 4 通常の印刷では使用しません。印刷可能領域をミシン目近くまで取りたい場合にのみご使用いただけます。以下の点をご了承の上で使用してく
ださい。 

ⓦ ユーザーズマニュアル記載の印刷保証領域以外は、かすれ等の印刷品位劣化が生じる場合があります。 

ⓦ ミシン目上は印刷しないでください。ピン折れ等の障害が発生することがあります。
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MultiImpact 700EX

画面表示 内　容

自動選択 ［デバイスの設定］プロパティシート上の給紙方法の設定に従います。

シートガイド シートガイドに用紙をセットします。
プリンターの用紙吸入位置は9.7mm（文字下端）に設定してください。

シートフィーダ オプションのシートフィーダに用紙をセットします。＊1

プリンターの用紙吸入位置は9.7mm（文字下端）に設定してください。

＊1 この設定をお使いになる場合は、［プロパティ］ダイアログボックスを開き、［デバイスの設定］シートの［インストール可能なオプション］に
おいて［シートフィーダ］を［あり］に設定してください。

フロントトラクタ フロントトラクタに用紙をセットします。
プリンターの用紙吸入位置は9.7mm（文字下端）に設定してください。

フロントトラクタ（上下余白0）＊2

＊ 2 通常の印刷では使用しません。印刷可能領域をミシン目近くまで取りたい場合にのみご使用いただけます。以下の点をご了承の上で使用してく
ださい。 

ⓦ ユーザーズマニュアル記載の印刷保証領域以外は、かすれ等の印刷品位劣化が生じる場合があります。 

ⓦ ミシン目上は印刷しないでください。ピン折れ等の障害が発生することがあります。

フロントトラクタに用紙をセットします。
プリンターの用紙吸入位置は3.8mm（文字下端）に設定してください。

リアプッシュトラクタ オプションのリアプッシュトラクタに用紙をセットします。
プリンターの用紙吸入位置は9.7mm（文字下端）に設定してください。

リアプッシュトラクタ（上下余白0）
＊2

オプションのリアプッシュトラクタに用紙をセットします。
プリンターの用紙吸入位置は3.8mm（文字下端）に設定してください。

リアプルトラクタ オプションのリアプルトラクタに用紙をセットします。
プリンターの用紙吸入位置は9.7mm（文字下端）に設定してください。

リアプルトラクタ（上下余白0）＊2 オプションのリアプルトラクタに用紙をセットします。
プリンターの用紙吸入位置は3.8mm（文字下端）に設定してください。
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MultiImpact 750/850A, 750/560, 750/210A

画面表示 内容

自動選択 ［デバイスの設定］プロパティシートの給紙方法と用紙の割り当ての設定に従います。

トラクタフィーダ 用紙の上下に6.2mmの余白がつきます。

トラクタフィーダ（上下余白0） 用紙の上下に余白がつきません＊1

＊ 1 印刷可能領域をミシン目近くまで取りたい場合にのみ、ご使用いただけますが、以下の点をご了承の上で使用してください。 

ⓦ ユーザーズマニュアル記載の印刷保証領域以外は、かすれ等の印刷品位劣化が生じる場合があります。 

ⓦ ミシン目上は印刷しないでください。ピン折れ等の障害が発生することがあります。
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プリンタードライバーがサポートする用紙の種類は次のとおりです。給紙方法により、サポートする用紙が異なります。
現在設定されている給紙方法で使用できない用紙を選択すると、使用不可のメッセージが表示されます。

･ MultiImpact 700XX2, 700XX2N, 700JX3, 700JX3N, 700LX2, 700EX　（32ページ）

･ MultiImpact 201MX2, 201HX　（33ページ）

･ MultiImpact 750/850A, 750/560, 750/210A　（34ページ）

用紙サイズについて
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MultiImpact 700XX2, 700XX2N, 700JX3, 700JX3N, 700LX2, 700EX

注意事項

･ シートフィーダをお使いの場合は用紙サイズA3（縦置き）、A3横、B4（縦置き）は使用できません。

･ シートフィーダをお使いの場合は封筒洋形2号、洋形5号は使用できません。

･ ユーザー定義用紙サイズを上余白0mmまたは上下余白0mmで使用する場合は、給紙方法をシートガイド（上余白
0)、シートフィーダ（上余白0）、フロントトラクタ（上下余白0）または、リアトラクタ（上下余白0）に設定し
てください。

･ MultiImpact 700EXをお使いの場合は、上記の表に記載の以下の項目は使用（または選択）できません。
－　封筒洋形2号
－　洋形5号
－　表末尾に記載の「15×1インチ」～「15×14インチ」など12種類の連続紙
MultiImpact 700EXでシートフィーダをお使いの場合は、封筒と名刺は使用できません。

画面表示 内　容

A3 （297×420mm） A3サイズの用紙を縦置きにセットします。

A3横 （420×297mm） A3サイズの用紙を横置きにセットします。

A4 （210×297mm） A4サイズの用紙を縦置きにセットします。

A4横 （297×210mm） A4サイズの用紙を横置きにセットします。

A5 （148×210mm） A5サイズの用紙を縦置きにセットします。

A5横 （210×148mm） A5サイズの用紙を横置きにセットします。

B4 （257×364mm） B4サイズの用紙を縦置きにセットします。

B4横 （364×257mm） B4サイズの用紙を横置きにセットします。

B5 （182×257mm） B5サイズの用紙を縦置きにセットします。

B5横 （257×182mm） B5サイズの用紙を横置きにセットします。

はがき （100×148mm） はがきを縦置きにセットします。「ハガキ印刷モード」で使用します。

はがき横 （148×200mm） はがきを横置きにセットします。「ハガキ印刷モード」で使用します。

往復はがき （200×148mm） 往復はがきを縦置きにセットします。「ハガキ印刷モード」で使用します。

往復はがき横 （148×200mm） 往復はがきを横置きにセットします。「ハガキ印刷モード」で使用します。

10×11インチ 10インチ幅の連続紙をセットします。

15×11インチ 15インチ幅の連続紙をセットします。

封筒　角形2号　横 封筒　角形2号（332×240mm）を横置きにセットします。

封筒　角形3号　横 封筒　角形3号（277×216mm）を横置きにセットします。

封筒　長形3号　横 封筒　長形3号（235×120mm）を横置きにセットします。

封筒　長形4号　横 封筒　長形4号（205×90mm）を横置きにセットします。

封筒　洋形2号　横 封筒　洋形2号（162×114mm）を横置きにセットします。

封筒　洋形5号　横 封筒　洋形5号（217×95mm）を横置きにセットします。

名刺 （55×91mm） 名刺または名刺サイズの用紙を縦置きにセットします。

登録した用紙

「新しい用紙を作成する」によって登録した用紙を使用する場合は、登録した用紙名
を選択してください。以下の範囲内で作成してください。用紙の登録方法については
「ユーザー定義用紙サイズの登録」（36ページ）をご覧ください。

幅　50.8～420.05mm／高さ　25.4～541mm

上記の他に「15×1インチ」～「15×14インチ」などの連続紙を12種類選択することができます。
853-810903-103-A



用紙に関する設定 33
MultiImpact 201MX2, 201HX

注意事項

･ シートフィーダをお使いの場合は用紙サイズA3（縦置き）はご使用になれません。

･ ダブルビンシートフィーダのホッパ2をお使いの場合は用紙サイズA5横、B5横はご使用になれません。

･ はがきに印刷する場合は必ずプリンターを「ハガキ印刷モード」にしてください。

画面表示 内容

A3（297 x 420mm ) A3サイズの用紙を縦置きにセットします。

A3横（420 x 297mm ) A3サイズの用紙を横置きにセットします。

A4（210 x 297mm ) A4サイズの用紙を縦置きにセットします。

A4横（297 x210mm ) A4サイズの用紙を横置きにセットします。

A5（148 x 210mm ) A5サイズの用紙を縦置きにセットします。

A5横（210 x 148mm ) A5サイズの用紙を横置きにセットします。

B4（257 x 364mm ) B4サイズの用紙を縦置きにセットします。

B4横（364 x 257mm) B4サイズの用紙を横置きにセットします。

B5（182 x 257mm ) B5サイズの用紙を縦置きにセットします。

B5横（257 x 182mm) B5サイズの用紙を横置きにセットします。

はがき はがきを縦置きにセットします。

はがき横 はがきを横置きにセットします。

10 x 11インチ 10インチ幅の連続紙をセットします。

15 x 11インチ 15インチ幅の連続紙をセットします。

登録した用紙 「新しい用紙を作成する」によって登録した用紙を使用する場合は、登録した用紙名を選択
してください。以下の範囲内で作成してください。用紙の登録方法については、「ユーザー
定義用紙サイズの登録」（36ページ）をご覧ください。

幅　50.8～420.05mm／高さ　25.4～541.1mm

上記の他に「15 x 1インチ」～「15 x 14インチ」などの連続紙を12種類、選択することができます。
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MultiImpact 750/850A, 750/560, 750/210A

画面表示 内容

10 x 11インチ 10インチ幅の連続紙をセットします。

15 x 11インチ 15インチ幅の連続紙をセットします。

登録した用紙 「新しい用紙を作成する」によって登録した用紙を使用する場合は、登録した用紙名を選択
してください。以下の範囲内で作成してください。用紙の登録方法については、「ユーザー
定義用紙サイズの登録」（36ページ）をご覧ください。

幅　50.8～420mm＊1 ／高さ　25.4～541.02mm

＊ 1 本プリンターの印刷領域は最大 345.4mmです。これを超える用紙を登録した場合、右余白に 345.4mm を超える分の余白がつきます。
　例）用紙サイズ 360mm、左右余白0mm とした場合

360-345.4=14.6mm
14.6mmの余白が右につきます。

上記の他に「15 x 1インチ」～「15 x 16.5インチ」などの連続紙を40種類、選択することができます。＊2

＊ 2 給紙方法をトラクタフィーダ（上下余白 0）に選択した場合のみ、使用可能です。
853-810903-103-A



用紙に関する設定 35
給紙方法と用紙の割り当てにより、給紙方法を自動選択する場合は以下のように設定します。 

1［プロパティ］ダイアログボックスを開く。
［プロパティ］ダイアログボックスの開き方については、9
ページの「［スタート］ボタンを使って呼び出す」をご覧く
ださい。 

2［デバイスの設定］シートで［給紙方法と用紙の割り
当て］を設定し、［OK］をクリックする。 

3［印刷設定］ダイアログボックスを開く。
［印刷設定］ダイアログボックスの開き方については、9ペー
ジの「［プロパティ］ダイアログボックスを開く」をご覧く
ださい。 

4［用紙／品質］シートで給紙方法から［自動選択］を
選択する。 

5［詳細オプション］ダイアログボックスを開き、使用
する用紙サイズを選択し、［OK］をクリックする。
手順2でこの用紙サイズを割り当てた給紙方法が自動選択さ
れます。 

6［OK］をクリックする。

給紙方法と用紙の割り当てについて

同じ用紙サイズを複数の給紙方法に割り当てた場合
は、上の方に表示されている給紙方法が選択されます。

［自動選択］以外の給紙方法を選択した場合は、［給紙
方法と用紙の割り当て］の設定にかかわらず、ここで
選択した給紙方法で印刷が行われます。

ここで、［給紙方法と用紙の割り当て］で設定した用紙
サイズ以外の用紙を選択した場合は、［給紙方法と用紙
の割り当て］で一番上に表示されている給紙方法が選
択されます。
853-810903-103-A
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次の手順でユーザー定義用紙サイズを登録します。 

1［スタート］から［コントロールパネル］をクリック
する。
コントロールパネルが表示されます。

Windows 8、Windows Server 2012の場合は、マウスポイ
ンタを画面右下隅に移動し、表示されたチャームから［設
定］→［コントロールパネル］をクリックしてください。 

2［ハードウェアとサウンド］の［プリンタ］をクリッ
クする。
プリンターフォルダーが開きます。

Windows 7/Server 2008 R2の場合は、［デバイスとプリン
ター］をクリックしてください。

Windows 8、Windows Server 2012の場合は、［デバイス
とプリンターの表示］をクリックしてください。 

3「NEC MultiImpact 700XX2」アイコンをクリックす
る。 

4［ファイル］メニューの［管理者として実行］から
［サーバーのプロパティ］をクリックする。
Windows 8/7/Server 2012/Server 2008 R2の場合、メ
ニューバーから［プリントサーバーのプロパティ］をクリッ
クしてください。

ユーザー定義用紙サイズの登録

･ Windows 8/7/Vista/Server 2012/Server
2008 R2/Server 2008の利用者は「管理者」
と「標準ユーザー」のいずれかのアカウントを持っ
ています。「標準ユーザー」でプリンターのプロパ
ティなどシステムの変更に関わる操作をする場合
は、管理者権限を持ったパスワードの入力を要求
されます。また、「管理者」のアカウントを持って
いてもこれらの操作をする前に確認のメッセージ
が表示されます。
表示されたメッセージに従って管理者のパスワー
ドの入力または［続行］の操作をして先に進んで
ください。

･ 「標準ユーザー」のアカウントで［ファイル］メ
ニューの配下にある［サーバーのプロパティ］を
選んでもプリンターのプロパティは表示されます
が、用紙サイズの定義（追加・削除・変更）は変
更できません。［標準ユーザー］の場合は、［管理
者として実行］から［プロパティ］を選択してく
ださい。
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5［用紙］シートにおいて［新しい用紙を作成する］を
チェックする。 

6［用紙名］に用紙の名前を設定する。 

7［単位］を指定して［用紙サイズ］と［余白］を設定
する。 

8［用紙の保存］をクリックする。 

9［用紙］一覧に新しい用紙が表示されたことを確認す
る。

［ファイル］メニューなどのメニューバーが表示されて
いない場合は、［整理］メニューから［レイアウト］を
選び、［メニューバー］をクリックしてチェックマーク
を付けてください。

すでに登録されている用紙と同じ名前を設定すること
はできません。

3

4

･ すでに登録されている用紙と同じ用紙サイズを設
定することはできません。

･ MultiImpactのプリンタードライバーでは、幅
50.8～420.05mm、長さ25.4～541mmの範
囲内で用紙サイズを使用することができます。
853-810903-103-A 
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