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本文中で使用する記号の意味

このマニュアルでは本文中で次の2種類の記号を使っています。それぞれの記号について説明します。

記号 内　　容

この注意事項を守らないと、プリンターが故障するおそれがあります。また、システムの運用に影響を与えることが
あります。

この注意事項を守らないと、プリンターが正しく動作しないことがあります。
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商標について

NEC、NECロゴは日本電気株式会社の登録商標です。
MultiCoderはNECエンベデッドプロダクツ株式会社の登録商標です。
PrinterSignalStationはNECソフト株式会社の登録商標です。
LabelStar、BarStarはアイニックス株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、Windows NT、Visual Basicは米国Microsoft Corporation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。
IBM、ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Adobe、Acrobat、Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）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。
その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

OSの表記について

このマニュアルではOSを以下のように略して表記しています。
Windows VistaはMicrosoft Windows Vista Ultimate operating systemおよびMicrosoft Windows Vista Enterprise operating
system、Microsoft Windows Vista Business operating system、Microsoft Windows Vista Home Premium operating system、
Microsoft Windows Vista Home Basic operating systemの略です。
Windows XPはMicrosoft Windows XP Home Edition operating systemおよびMicrosoft Windows XP Professional operating
systemの略です。
Windows 2000はMicrosoft Windows 2000 Professional operating systemおよびMicrosoft Windows 2000 Server operating
systemの略です。Windows 2000 Datacenter ServerはMicrosoft Windows 2000 Datacenter Server operating systemの略です。
Windows Server 2003はMicrosoft Windows Server 2003 operating system, Standard EditionおよびMicrosoft Windows
Server 2003 operating system, Enterprise Editionの略です。

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禁止されています。

2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
3. NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。

4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買

い求めの販売店にご連絡ください。

5. 運用した結果の影響については4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。

6. 本製品を第三者に売却・譲渡する際は必ず本書も添えてください。

© NEC Corporation, NEC Embedded Products, Ltd. 2007-2011
日本電気株式会社、NECエンベデッドプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
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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ラベルプリンター「MultiCoder 500L」シリーズ（以降、「本プリンター」と呼びます）を正しく
お使いいただくための手引き書です。
本マニュアルには本プリンターの操作に必要な情報を記載していますので、日常使用する上でわからないことや具合の悪
いことが起きたときにぜひご利用ください。
なお、ユーザーズマニュアルではプリンターを初めてお使いになるときの手順や日常の保守、「故障かな？」と思ったと
きの処置方法やプリンタードライバーなど添付ソフトウェアのインストール方法が記載されています。併せてご利用くだ
さい。

マニュアルの構成
本マニュアルの構成は次のとおりです。

第1章 プリンタードライバー

本プリンターのプリンタードライバーを使った印刷の手順や印刷の詳細な設定方法について説明しています。

第2章 リモートパネルを使って設定変更する

リモートパネルの使い方や設定の変更方法について説明しています。

第3章 PrinterSignalStation for ラベルプリンタ

PrinterSignalStationの使い方や設定の変更方法について説明しています。

付録 技術情報

本プリンターがサポートするインターフェースの仕様を載せています。
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このオンラインマニュアルは、目的のページを検索しやすいように、しおりやサムネール、リンクが設定してあります。
ここではしおりやサムネール、リンクの使い方、印刷方法などをAdobe Readerを使用して簡単に説明します。Adobe
Readerの詳しい説明についてはヘルプメニューの［Adobe Readerのヘルプ］をご覧ください。

目的のページを表示する

［しおり］、［サムネール］のナビゲーション機能やリンク機能を使って目的のページを表示します。

しおりを使う
しおりは目次のようなものです。しおりを表示させると全体の内容が一覧でき、そこから見たいページを選ぶこともでき
ます。

1.　［しおり］タブをクリックします。

　

2.　［手のひら］ツールを表示させる。

3. 　表示させたいしおりを選びクリックします。

　　　しおりの上へ［手のひら］ツールを移動すると［指さし］の形に
　　　変わるので、その場所をクリックしてください。選んだしおりの
　　　ページが表示されます。
　　　階層化された項目は、項目名の左側に［＋］、［―］の記号が表示
　　　されます。その下の階層は［＋］を押すと表示し、［―］を押すと
　　　非表示になります。

オンラインマニュアルの使い方
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サムネールを使う
サムネールはそのページの全体のイメージを小さく表示したものです。表示したいページを見つけ、クリックすることで
目的のページを表示することができます。

1.　［ページ］タブをクリックします。

2.　表示させたいページのサムネールを選びクリックします。

　　　サムネールの上へ［手のひら］ツールを移動すると［矢印］の形
　　　に変わるので、その場所をダブルクリックしてください。選んだ
　　　ページが表示されます。
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リンクを使う
リンクをクリックすると、目的のページへジャンプする機能です。本マニュアルでは、目的ページや文章内の青の下線文
字にリンクの設定がしてあります。［手のひら］ツールを使ってリンクの設定先にジャンプすることができます。

1.　［手のひら］ツールをクリックします。

2.　リンクのある場所をクリックします。

リンクのある場所へ［手のひら］ツールを移動すると［指さし］の形に変わるので、その場所をクリックしてください。
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1

1章
プリンタードライバー
プリンタードライバーは、本プリンターで印刷を行うために必要なソフトウェアです。ここでは以下について説明します。

･ 印刷の手順 ............................................................................................ 2ページ

･ プリンタードライバーの選択................................................................ 4ページ

･ 印刷先の変更......................................................................................... 6ページ

･ 共有プリンターに設定する ................................................................. 11ページ

･ 印刷の詳細設定 ................................................................................... 13ページ

･ ユーザー定義用紙サイズの登録 ..........................................................32ページ

･ プリンター制御フォントの使用方法................................................... 36ページ

本書では以下のWindowsオペレーティングシステム＊1に関する説明をしています。

･ Microsoft Windows Vista 日本語版

･ Microsoft Windows XP日本語版

･ Microsoft Windows Server 2003 日本語版

･ Microsoft Windows 2000 日本語版

＊ 1 USBインターフェース接続において、OS のアップグレードの組み合せによっては、正常に動作しない場合があります。また、PC-9821 シリーズ
のUSBインターフェース接続には対応していません。
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1　プリンタードライバー 2
印刷の手順
ここでは、Windows XPで本プリンターのプリンタソフトウェアCD-ROMに収録されている「LabelStar Lite」を使用
した場合を例にとって印刷手順を説明します。LabelStar Liteの使い方についてはLabelStar Liteのヘルプを参照してく
ださい。また、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場合があります。 

1 LabelStar Liteを起動して作成済みの帳票を選び、［テ
スト印刷］をクリックします。
［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］に「NEC MultiCoder 500L3」
が表示されていることを確認して［設定］をクリッ
クします。
もし表示されていなければ、手順 3で選択します。プリン
ターを「通常使うプリンタ」として設定しておきたい場合
は、4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［プリンタ名］に「NEC MultiCoder 500L3」が選択
されていることを確認して［プロパティ］をクリック
します。
本プリンターのプロパティダイアログボックスが表示され
ます。 

4 印刷の設定をします。
印刷の向きなどを設定します。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、設定を変更します。
Windows 2000の場合は、［レイアウト］シートまたは［用
紙/品質］シートで設定を変更します。

設定項目の詳細については「印刷の詳細設定」（13ページ）
を参照してください。

MultiCoder 500L3を例にとって説明しています。
MultiCoder 500L6をお使いの場合は、「500L3」を「500L6」に読み替えてください。
853-810932-003-A



1　プリンタードライバー 3
5 印刷の設定が終わったら［OK］をクリックします。
［テスト印刷］ダイアログボックスに戻ります。 

6 印刷開始位置を設定して［OK］をクリックします。

テスト印刷が開始されます。
853-810932-003-A 



1　プリンタードライバー 4
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［プリンタ］フォルダーまたは［プリンタと FAX］フォ
ルダーを開きます。

Windows Vistaの場合 

1［スタート］から［コントロールパネル］をクリックし
ます。 

2［ハードウェアとサウンド］の［プリンタ］をクリック
します。

Windows XP Professional/Server 2003の場合

［スタート］の［プリンタとFAX］をクリックします。

Windows XP Home Editionの場合

［スタート］から［コントロールパネル］をクリックし、［プ
リンタとその他のハードウェア］、［プリンタとFAX］の順に
クリックします。

Windows 2000の場合

［スタート］の［設定］から［プリンタ］をクリックします。 

2「NEC MultiCoder 500L3」アイコンをクリックしま
す。

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。

MultiCoder 500L3を例にとって説明しています。
MultiCoder 500L6をお使いの場合は、「500L3」を「500L6」に読み替えてください。

Windows XP Professional 日本語版
での画面例
853-810932-003-A



1　プリンタードライバー 5
3［ファイル］メニューの［通常使うプリンタに設定］を
クリックします。

これでプリンタードライバーが選択されます。

Windows Vista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。
853-810932-003-A 



1　プリンタードライバー 6
印刷先の変更
本プリンターは次のインターフェースをサポートしています。

･ USBインターフェース（USBnnn　nnnは任意の数字）

･ LANインターフェース（NEC Print Server Port）

上記のカッコ内に示す「ポート（印刷先）」はプリンタードライバーのインストールの際に登録されます。プリンターの
接続先を変更した場合は、プリンターのプロパティダイアログボックスでもポートの設定を変更する必要があります。こ
こではWindows Vista 日本語版の環境でインストール済みのプリンタードライバーの印刷先を変更する方法について
説明します。その他のOSも同じ手順で変更できます（異なる部分については該当する部分で説明を加えています）。

･ 印刷先は添付のソフトウェア CD-ROM を使ったプリンタードライバーのインストール手順の中で設定することもでき
ます。詳しくはプリンターに添付のユーザーズマニュアルの2章を参照してください。

･ NEC Print Server Portはプリントサーバーに添付のCD-ROMからインストールを行ってください。
853-810932-003-A



1　プリンタードライバー 7
プリンタードライバーをインストールする際に接続先をLANにした設定をUSBに切り替える手順です。 

1［NEC MultiCoder 500L3のプロパティ］ダイアログ
ボックスを表示させます。
Windows Vistaをお使いのコンピューターの場合は、［ファ
イル］メニューの［管理者として実行］から［プロパティ］
をクリックします。

Windows Vista以外では、［プリンタ］フォルダーまたは［プ
リンタとFAX］フォルダーの［NEC MultiCoder 500L3］ア
イコンをクリックし、［ファイル］メニューの［プロパティ］
をクリックします。

USBインターフェースへの切り替え

･ ここに示す手順において、［ポート］の一覧に該当のポートが存在しない場合は、プリンターに添付のユーザーズマニュ
アルを参照してプラグ・アンド・プレイでプリンタードライバーをインストールしてください。

･ MultiCoder 500Lシリーズにプリントサーバー（LANまたは無線LAN）が装着された状態でUSBインターフェースを
使用する場合は、プリンター本体にあるスイッチ（DIP SW）を“ON”に切り替えてください。DIP SWの変更につい
てはユーザーズマニュアルを参照してください。

MultiCoder 500L3を例にとって説明しています。
MultiCoder 500L6をお使いの場合は、「500L3」を「500L6」に読み替えてください。

･ Windows Vista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 Vista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。

･ 「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。

Windows Vista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。
853-810932-003-A



1　プリンタードライバー 8
2［ポート］シートを開きます。 

3［ポート］の一覧から［USBnnn］（nnnは任意の数字）
をクリックします。 

4［適用］または［OK］をクリックします。

以上で完了です。
853-810932-003-A 



1　プリンタードライバー 9
プリンタードライバーをインストールする際に、接続先をUSBとしてインストールした設定をLANに切り替える手順で
す。LANへの切り替えはLPR（Line Printer Remote）、IPP（Internet Printing Protocol）、またはRAW（TCP/IP
9100）の3つのプロトコルから選択することができますが、ここではLPRプロトコルへの切り替え手順を説明します。
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
先は「NEC Print Server Port」を指定します。 

1［NEC MultiCoder 500L3のプロパティ］ダイアログ
ボックスを表示させます。
Windows Vistaをお使いのコンピューターの場合は、［ファ
イル］メニューの［管理者として実行］から［プロパティ］
をクリックします。

Windows Vista以外のコンピューターの場合は、［プリンタ］
フォルダーまたは［プリンタとFAX］フォルダーの［NEC
MultiCoder 500L3］アイコンをクリックし、［ファイル］メ
ニューの［プロパティ］をクリックします。

LANインターフェースへの切り替え

･ NEC Print Server Portはプリントサーバーに添付のCD-ROMからインストールを行ってください。

･ MultiCoder 500LシリーズでLANインターフェースを使用する場合は、プリンターのDIP SW10（インターフェース
の切り替え）を“OFF”に設定してください。DIP SWの変更についてはユーザーズマニュアルを参照してください。

･ コンピューターには印刷ポートである「NEC Print Server Port」がインストールされている必要があります。NEC
Print Server Portのインストール、および印刷ポートの追加手順の詳細についてはプリントサーバーのマニュアルを参
照してください。

MultiCoder 500L3を例にとって説明しています。
MultiCoder 500L6をお使いの場合は、「500L3」を「500L6」に読み替えてください。

･ Windows Vista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 Vista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。

･ 「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。

Windows Vista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。
853-810932-003-A



1　プリンタードライバー 10
2［ポート］シートを開きます。 

3 設定済みのNEC Print Server Portを選択します。
下図は［NEC Print Server Port LPR］でIPアドレスが
［123.123.123.123］に設定されたNEC Print Server Portを
選択している場合の例です。
使用するポートが一覧にない場合は、［ポートの追加］をク
リックして新しいポートを作成してください。作成手順の詳
細はプリントサーバーのマニュアルを参照してください。 

4［適用］をクリックします。
［プリンタ］の欄にプリンタードライバーの名前が表示され
ます。 

5［OK］をクリックします。
印刷先の変更が完了しました。
853-810932-003-A 
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共有プリンターに設定する
本プリンターをWindows Vista 日本語版/Windows XP 日本語版/2000 日本語版/Server 2003 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。

ここではWindows Vista 日本語版の環境で共有プリンターに設定する方法について説明します。その他のOSも同じ手
順で変更できます（異なる部分については該当する部分で説明を加えています）。 

1［プリンタ］フォルダーまたは［プリンタと FAX］フォ
ルダーを開きます。

Windows Vistaの場合 

1［スタート］から［コントロールパネル］をクリックし
ます。 

2［ハードウェアとサウンド］の［プリンタ］をクリック
します。

Windows XP Professional/Server 2003の場合

［スタート］の［プリンタとFAX］をクリックします。

Windows XP Home Editionの場合

［スタート］から［コントロールパネル］をクリックし、［プ
リンタとその他のハードウェア］、［プリンタとFAX］の順に
クリックします。

Windows 2000の場合

［スタート］の［設定］から［プリンタ］をクリックします。

MultiCoder 500L3を例にとって説明しています。
MultiCoder 500L6をお使いの場合は、「500L3」を「500L6」に読み替えてください。

Windows XP Professional 日本語版
での画面例
853-810932-003-A



1　プリンタードライバー 12
2「NEC MultiCoder 500L3」アイコンをクリックしま
す。
アイコン名は、プリンタードライバーのインストール時に付
けた名前で表示されます。 

3［NEC MultiCoder 500L3のプロパティ］ダイアログ
ボックスの［共有］シートを表示します。
Windows Vistaをお使いのコンピューターの場合は、［ファ
イル］メニューの［管理者として実行］から［共有］をク
リックします。

Windows Vista以外をお使いのコンピューターの場合は、
［ファイル］メニューの［共有］をクリックします。 

4［このプリンタを共有する］または［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］
をクリックします。

これで共有プリンターの設定は完了です。

･ Windows Vista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 Vista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。

･ 「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［共有］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。

Windows Vista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。

［共有］シート内の［追加ドライバ］から64ビット版の
コンピューター用のプリンタードライバーのインス
トールを起動させることができますが、MultiCoder
500Lシリーズは64ビット版のコンピューターおよび
オペレーティングシステムをサポートしていません。
853-810932-003-A 



1　プリンタードライバー 13
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。次のプロパティシートから構成されています。

［印刷設定］ダイアログボックスで詳細設定を
行う（［レイアウト］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6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（Windows Vistaのみ）

･［セキュリティ］シート*

･［デバイスの設定］シート

＊ Windows XP Home Editionの場合、表示されません。
Windows XP Professionalの場合、設定によって表　
示されないことがあります。

MultiCoder 500L3のプロパティダイアログボックスを例にとって説明しています。
MultiCoder 500L6と選択できるメニューが異なる機能がある場合は個別に説明しています。

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Windows Vista 日本語版のプリンタードライバーを中心に説明します。その他のOSをお使いの場合は、画面の
表示が多少異なりますが、プリンタードライバーが提供する機能はほとんど同じです。OSによって異なる機能やメニュー項
目については該当の部分で説明を加えています。
853-810932-003-A



1　プリンタードライバー 14
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［プリンタ］フォルダーまたは［プリンタと FAX］フォ
ルダーを開きます。

Windows Vistaの場合 

1［スタート］から［コントロールパネル］をクリックし
ます。 

2［ハードウェアとサウンド］の［プリンタ］をクリック
します。

Windows XP Professional/Server 2003の場合

［スタート］の［プリンタとFAX］をクリックします。

Windows XP Home Editionの場合

［スタート］から［コントロールパネル］をクリックし、［プ
リンタとその他のハードウェア］、［プリンタとFAX］の順に
クリックします。

［プロパティ］ダイアログボックスを開く

MultiCoder 500L3を例にとって説明しています。
MultiCoder 500L6をお使いの場合は、「500L3」を「500L6」に読み替えてください。

Windows XP Professional 日本語版
での画面例
853-810932-003-A
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Windows 2000の場合

［スタート］の［設定］から［プリンタ］をクリックします。 

2「NEC MultiCoder 500L3」アイコンをクリックしま
す。
［印刷設定］ダイアログボックスを開きたいときは手順 3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 4
へ進んでください。 

3［ファイル］メニューの［印刷設定］をクリックします。

［印刷設定］ダイアログボックスが開きます。

このプロパティシートについては、19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。 

4 プリンターのプロパティダイアログボックスを表示
させます。
Windows Vistaをお使いのコンピューターの場合は、［ファ
イル］メニューの［管理者として実行］から［プロパティ］
をクリックします。

･ Windows Vista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Win-
dows Vista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。

･ 「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。
853-810932-003-A
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Windows Vista以外のコンピューターの場合は、［ファイル］
メニューの［プロパティ］をクリックします。

［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、29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。

Windows Vista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。
853-810932-003-A
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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］または［プリン
タの設定］を使います。（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。）
ここでは本プリンターに添付のソフトウェアCD-ROMに収録されている「LabelStar Lite」を使った例を示します。 

1［データシート］の表示状態で［ファイル］メニューの
［印刷］を選びます。
［印刷］ダイアログボックスが開きます。 

2［設定］をクリックします。 

3［プロパティ］または［詳細設定］をクリックします。
使用しているアプリケーションによってボタン名が異なる
ことがあります。

LabelStar Liteなどの場合

ワードパッドなどの場合
853-810932-003-A



1　プリンタードライバー 18
4 印刷の設定を行います。
Windows 2000の場合は［レイアウト］シートおよび［用紙/
品質］シートで、印刷の設定を行います。

アプリケーションを使って呼び出した場合に設定した内容は
そのアプリケーション内でのみ有効となります。プリンタード
ライバー自体の設定は変わりません。

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。

Windows XP/Server 2003の場合

Windows 2000の場合

Windows Vistaの場合
853-810932-003-A 
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［印刷設定］ダイアログボックスは［レイアウト］シートの1枚のプロパティシートから構成されています。
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。
以下にこのシート上の項目について説明します。右上の［？］ボタンをクリックした後、項目やボタンをクリックするこ
とにより説明を表示させることもできます。

プロパティシートで共通に使用されているボタンには以下のような機能があります。

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。

［印刷設定］ダイアログボックスで詳細設定を行う（［レイアウト］シート）

MultiCoder 500L3のプロパティダイアログボックスを例にとって説明しています。
MultiCoder 500L6と選択できるメニューが異なる機能がある場合は個別に説明しています。

Windows Vistaでは、プリンタードライバーのダイアログボックス上にヘルプボタン（［?］ボタン）はありません。

すべての設定を有効にし、設定を終
了します。

［詳細オプション］ダイアログボック
スを表示します。「［詳細オプション］
ダイアログボックス」（21ページ）を
参照してください。

［?］ボタン（Windows Vista以外）

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。

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。

ABC

A
B

C

［縦］ ［横］

用紙送り
方向

用紙送り
方向
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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（1～16ページ）を印
刷するかを指定します。
設定している用紙サイズの幅と高さによって印刷結果は次の
ようになります。

･　用紙幅＜用紙高さの場合

･　用紙幅＝用紙高さ、または用紙幅＞用紙高さの場合

境界線を引く（Windows Vista日本語版のみ）

Windows Vistaでは［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ど
うかを選択します。

境界線を引く 境界線を引かない

境界線

-1-

［1］ 

-2
-

-1
-

 

-4--3-

-2--1-

［2］ ［4］ 

-6
-

-5
-

-4
-

-3
-

-2
-

-1
-

［6］ 

-9--8--7-

-6--5--4-

-3--2--1-

 

-16--15--14--13-

-12--11--10--9-

-8--7--6--5-

-4--3--2--1-

［9］ ［16］

-1-

［1］ 

-1-

-2-

 
-4

-
-3

-

-2
-

-1
-

［2］ ［4］ 

-4--3-

-6--5-

-2--1-

［6］ 

-9
-

-8
-

-7
-

-6
-

-5
-

-4
-

-3
-

-2
-

-1
-

 

-1
6-

-1
5-

-1
4-

-1
3-

-1
2-

-1
1-

-1
0-

-9
-

-8
-

-7
-

-6
-

-5
-

-4
-

-3
-

-2
-

-1
-

［9］ ［16］
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［詳細オプション］ダイアログボックス

［印刷設定］ダイアログボックスの［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。

［用紙出力］
用紙サイズ

印刷用紙のサイズを選択します。
本プリンターがサポートする用紙サイズについては32ページ
を参照してください。

部数

印刷部数を選択します。複数部数に設定すると、部単位に印刷
するかどうかを選択することができます。

このダイアログボックスで右クリックすると、次のメ
ニューを表示します。

･ 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）。

･ ヘルプ（Windows Vista 日本語版を除く）
右クリックした項目に関する説明を表示します。

･ バージョン情報
本プリンターに関する情報を表示します。
853-810932-003-A
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［ドキュメントのオプション］

詳細な印刷機能

［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（Windows Vista 日本語版のみ）

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
にも表示されます。

ハーフトーン

グラフィックスを印刷するときに使用するハーフトーンの設
定方法を選択します。
プリンターによって最適なハーフトーンの品質を決定するに
は、「自動選択」を選択します。カラーのグラフィックスを印
刷するときに、プリンターで対応していない色を使う場合は、
ディザリングの設定をオンにしてください。ディザリングを使
うと、プリンターの色を混ぜ合わせて特定の色を作ることがで
きます。

印刷の最適化

印刷の最適化機能を有効にするか、無効にするかを選択しま
す。
有効にすると、TrueTypeフォントからデバイスフォントへの
置き換えや文書内の横書き／縦書きのスキャンなどの印刷の
最適化をプリンタードライバーが行います。ただし、ドキュメ
ント内でテキストとグラフィックスが重なり合っている場合、
グラフィックスの上に配置されたテキストが正しく印刷され
ないことがあります。

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
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印刷方向

印刷イメージを180度回転させて印刷するかどうかを指定し
ます。出荷時の設定［180°回転印刷］は印刷済みの印刷内容
をプリンター前面から見て正しく読める向きで印刷します。
［通常印刷］にすると印刷データの先頭から印刷するため、印
刷結果をプリンター前面から見ると、さかさまに見えます。

ミラーイメージ

ミラーイメージで印刷するかどうかを指定します。

ネガイメージ

ネガイメージで印刷するかどうかを指定します。

印刷方法

用紙の印刷方式の種別を選択します。リボンを使った熱転写方
式で印刷をする場合は［熱転写］を選択します。リボンを使わ
ず感熱方式で印刷する場合は［直接感熱］を選択します。

リモートパネルによる設定で［コマンド優先］（工場出
荷時の設定）を指定している場合に有効となります。
プリンタードライバーの設定に関わらず固定の印刷方
向で使用したい場合はリモートパネルを使って設定し
ます。詳しくは51ページを参照してください。

リモートパネルによる設定で［コマンド優先］（工場出
荷時の設定）を指定している場合に有効となります。
プリンタードライバーの設定に関わらず固定の印刷方
向で使用したい場合はリモートパネルを使って設定し
ます。詳しくは51ページを参照してください。

プリンター本体にあるスイッチ（DIP SW）のSW2を
［OFF］（工場出荷時の設定）に設定している場合に有
効となります。DIP SWを変更する場合はユーザーズ
マニュアルを参照してください。

ABC
ABC ABC ABC

［180°回転印刷］ ［通常印刷］
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1　プリンタードライバー 24
センサー

センサーの種別を選択します。
用紙の裏面の黒マークを使用して用紙位置を自動的に調整す
る場合は[反射センサー]を選択します。
ラベルとラベルの間（ラベル間ギャップ）を使用して用紙位置
を自動的に調整する場合は[透過センサー]を選択します。

「センサーなし」は、プリンタードライバーで指定したラベル
サイズに従い印刷を行います。
「センサーなし（余白なし）」は、データのあるところまで印刷
を行います。余白は紙送りされません。
「反射センサー」は、プリンタードライバーで指定したラベル
サイズに従い印刷を行います。ただし、タグの裏面に設けられ
た黒マークを反射センサーにて自動的に検出し1枚ごとに用紙
位置を微調整します。
「反射センサー（余白なし）」は、データのあるところまで印刷
を行います。印刷後は反射センサーにて黒マークを検出したと
ころまで紙送りされます。この設定で印刷する場合は、「印刷
方向」（23ページ）を［通常印刷］に設定してください。
「透過センサー」は、プリンタードライバーで指定したラベル
サイズに従い印刷を行います。ラベルとラベルの間（ラベル間
ギャップ）を透過センサーにて自動的に検出し、１枚ごとに用
紙位置を微調整します。
「透過センサー（余白なし）」は、データのあるところまで印刷
を行います。印刷後は透過センサーにてラベル間ギャップを検
出したところまで紙送りされます。この設定で印刷する場合
は、「印刷方向」（23ページ）を［通常印刷］に設定してください。

印刷速度

印刷速度を指定します。

･ MultiCoder 500L3の場合
50.6mm/秒・101.6mm/秒・152.4mm/秒

･ MultiCoder 500L6の場合
50.6mm/秒・76.2mm/秒・101.6mm/秒

イメージデータ圧縮

イメージデータを圧縮するかどうかを指定します。

設定を変更したら、プリンターのユーザーズマニュア
ルを参照してしきい値の調整を必ずしてください。

プリンター本体にあるスイッチ（DIP SW）のSW2を
［OFF］（工場出荷時の設定）に設定している場合に有
効となります。DIP SWを変更する場合はユーザーズ
マニュアルを参照してください。
853-810932-003-A
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プリンタ制御フォント

印刷文書に埋め込まれたプリンター制御フォントを使用する
かどうかを設定します。詳細は「プリンター制御フォントの使
用方法」（36ページ）を参照してください。
「印刷の最適化」（22ページ）が有効の場合にのみ使用できま
す。

イメージデータのディザリング

イメージデータ内の黒（グレーは除く）と白以外の部分の表現
方法の設定をします。本プリンタードライバーによるディザリ
ングを使用する場合は［ハーフトーン］を選択します。この機
能を利用せずに2階調（白黒）印刷をしたい場合は［なし］を
選択すると、配下の設定ができるようになります。

ディザリングなしの色調整

2階調で印刷する際のしきい値を標準の設定にするか手動で設
定するかを選択します。［する］を選ぶとその配下の設定に従っ
て2階調での印刷をします。［しない］を選ぶと標準の2階調し
きい値（128）で印刷します。

2階調しきい値

イメージデータ内の色調を2階調で印刷するためのしきい値を
設定します。［0］に近くなるにつれてイメージデータは白く印
刷され、［255］に近くなるにつれて黒く印刷されます。

ラベルギャップ

ラベル間ギャップの大きさを設定します。タグの場合は印刷し
ない領域を設定します。
0（0mm）～100（10.0mm）＊1の間を0.1mm単位で設定でき
ます。ラベル間の距離が2.0mmの場合は、「20」を指定します。

ハクリ

ハクリ印刷するかどうかを設定します。
ハクリモジュールを装着してハクリ印刷をする場合は「ハクリ
発行」を選択します。

＊ 1 ラベルギャップはユーザーズマニュアルの3 章「用紙の取り扱いと印刷」を参照して設定してください。

プリンター本体にあるスイッチ（DIP SW）のSW2を
［OFF］（工場出荷時の設定）に設定している場合に有
効となります。DIP SWを変更する場合はユーザーズ
マニュアルを参照してください。
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カット

カット印刷するかどうかを指定します。
カット間隔は次の印刷ジョブには引き継がれません。また、複
部数印刷や部単位印刷時でもカット間隔が優先されます。

カット間隔

何枚ごとにカットするかを指定します。
前述の［カット］で［指定の間隔でカット］を選択した場合に
指定できます。
1（枚）から100（枚）までを1枚単位で指定できます。

装置微調整

装置微調整は、フィード量、バックフィード量、ハクリ/カッ
ト位置の微調整を行う項目で構成されています。各項目の詳細
は次のとおりです。

フィード量

自動的に位置決めされた印刷開始位置に対し、後方（プラス
値）または前方（マイナス値）で止まる位置を指定します。
99（+9.9mm）～0～-99（-9.9mm）の間を1（0.1mm）単位
で設定できます。

プリンター本体にあるスイッチ（DIP SW）のSW2を
［OFF］（工場出荷時の設定）に設定している場合に有
効となります。DIP SWを変更する場合はユーザーズ
マニュアルを参照してください。

フィード量はリモートパネルによる設定値またはプリ
ンター本体にある調整ボリュームによる設定値との合
計値で表現されます＊1（設定できる範囲を超えた場
合は、用紙サイズ以内に制限されます）。リモートパネ
ルによる設定については「リモートパネルを使って設
定変更する」（43ページ）を、プリンター本体の調整
ボリュームによる設定についてはユーザーズマニュア
ルを参照してください。なお、リモートパネルと調整
ボリュームの設定値はプリンター本体にあるスイッチ
（DIP SW）のSW9によってどちらか一方が有効にな
ります。

＊1 微調整の詳細は「リモートパネルを使って設定変更する」の
「微調整設定」（52 ページ）を参照してください。
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バックフィード量

剥離後またはカット後、用紙をホームポジションまでバック
フィードする量を指定します。
99（+9.9mm）～0～-99（-9.9mm）の間を1（0.1mm）単位
で設定できます。

ハクリ/カット位置

自動的に位置決めされたハクリ/カット位置に対し、後方また
は前方でハクリ/カットする位置を指定します。
99（+9.9mm）～0～-99（-9.9mm）の間を1（0.1mm）単位
で設定できます。

フィード量はリモートパネルによる設定値またはプリ
ンター本体にある調整ボリュームによる設定値との合
計値で表現されます＊1（設定できる範囲を超えた場
合は、用紙サイズ以内に制限されます）。リモートパネ
ルによる設定については「リモートパネルを使って設
定変更する」（43ページ）を、プリンター本体の調整
ボリュームによる設定についてはユーザーズマニュア
ルを参照してください。なお、リモートパネルと調整
ボリュームの設定値はプリンター本体にあるスイッチ
（DIP SW）のSW9によってどちらか一方が有効にな
ります。

＊1 微調整の詳細は「リモートパネルを使って設定変更する」の
「微調整設定」（52 ページ）を参照してください。

ハクリ/カット位置はリモートパネルによる設定値ま
たはプリンター本体にある調整ボリュームによる設定
値との合計値で表現されます（設定できる範囲を超え
た場合は、プリンターが調整できる最大値の設定とな
ります）。リモートパネルによる設定については「リ
モートパネルを使って設定変更する」（43ページ）を、
プリンター本体の調整ボリュームによる設定について
はユーザーズマニュアルを参照してください。なお、リ
モートパネルと調整ボリュームの設定値はプリンター
本体にあるスイッチ（DIP SW）のSW9によってどち
らか一方が有効になります。
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印刷イメージ位置微調整

印刷イメージ位置微調整を行うかどうかを設定します。
微調整を行う場合は、［する］を選択します。微調整を行わな
い場合は、［しない］を選択してください。
［する］を選択すると、［X位置］および［Y位置］に値を入力
することができるようになります。

［X位置］の微調整は、印刷イメージをX軸方向に右（プラス）
または左（マイナス）に位置を調整します。
［Y位置］の微調整は、印刷イメージをY軸方向に下（プラス）
または上（マイナス）に位置を調整します。

印刷濃度調整

印刷濃度の微調整を10～0～-10の間を1単位で設定できま
す。[10]を選択すると最も濃く印刷され、[-10]を選択すると
最も薄く印刷されます。

ヘッド断線チェック

印刷ジョブごとにプリンターのサーマルヘッドの断線チェッ
クを行うかどうかを設定します。
サーマルヘッドの断線を検出すると、プリンター前面のエラー
ランプと7セグメントLEDで知らせます。

印刷濃度はリモートパネルによる設定値またはプリン
ター本体にある調整ボリュームによる設定値との合計
値で表現されます（設定できる範囲を超えた場合は、
プリンターが調整できる最大値の設定となります）。リ
モートパネルによる設定については「リモートパネル
を使って設定変更する」（43ページ）を、プリンター
本体の調整ボリュームによる設定についてはユーザー
ズマニュアルを参照してください。なお、リモートパ
ネルと調整ボリュームの設定値はプリンター本体にあ
るスイッチ（DIP SW）のSW9によってどちらか一方
が有効になります。

用紙印刷イメージ

［
Y
位
置
］
に
よ
る
微
調
整
の
方
向

［X位置］による微調整の方向

プラスマイナス

プラス

マイナス

7セグメントLEDによる
サーマルヘッド断線エラー表示
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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。
［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。詳細はダイアロ
グボックス右上の［?］ボタンをクリックした後、続けて項目をクリックすることにより表示されるヘルプでも説明され
ています。

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Windows Vista/XP/2000/Server
2003対応の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。

［プロパティ］ダイアログボックスで詳細設定を行う

MultiCoder 500L3のプロパティダイアログボックスを例にとって説明しています。
MultiCoder 500L6と選択できるメニューが異なる機能がある場合は個別に説明しています。

Windows Vistaでは、プリンタードライバーのダイアログボックス上にヘルプボタン（［?］ボタン）はありません。

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

［?］ボタン（Windows Vista以外）
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［共有］シート
このプロパティシートはWindows Vista/XP/2000/Server
2003対応の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」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」
（11ページ）で詳しい手順を説明しています。

［ポート］シート
このプロパティシートはWindows Vista/XP/2000/Server
2003対応の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」（6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Windows Vista/XP/2000/Server
2003対応の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。
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［色の管理］シート（Windows Vistaのみ）
このプロパティシートはWindows Vista対応のプリンタード
ライバーにのみあります。

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
（MultiCoder 500Lシリーズはカラー印刷に対応していませ
ん）。

［セキュリティ］シート
このプロパティシートはWindows Vista/XP/2000/Server
2003対応の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。

Windows XP Home Editionの場合、表示されません。
Windows XP Professionalの場合、設定によって表示されな
いことがあります。

［デバイスの設定］シート
このプロパティシートは使用しません。

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。
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ユーザー定義用紙サイズの登録
次の手順でユーザー定義用紙サイズを登録します。
ここではWindows Vista 日本語版の環境でユーザー定義用紙サイズを登録する方法について説明します。その他のOS
も同じ手順で登録できます（異なる部分については該当する部分で説明を加えています）。

本プリンタードライバーがサポートする用紙サイズは次のとおりです＊1。用紙サイズは「用紙サイズ」（21ページ）で
選択することができます。＊2＊3

用紙サイズについて

＊ 1 本プリンターで使用可能な用紙サイズはユーザーズマニュアルの3 章「用紙の取り扱いと印刷」を参照してください。

用紙サイズ
A

（用紙幅）
B

（用紙高さ）
C

（右余白）
D

(左余白）
E＊2

（ラベルギャップ）
F

（印刷可能幅）
G

（印刷可能高さ）

105×76mm
mm 108.00 76.00 1.50 1.50 3.00 105.00 76.00
ｲﾝﾁ 4.25 2.99 0.06 0.06 0.12 4.13 2.99

105×76mm
（タグ紙）

mm 105.00 73.00 0.00 0.00 3.00 105.00 73.00

ｲﾝﾁ 4.13 2.87 0.00 0.00 0.12 4.13 2.87

2×4インチ
mm 53.80 101.60 1.50 1.50 3.00 50.80 101.60
ｲﾝﾁ 2.12 4.00 0.06 0.06 0.12 2.00 4.00

4×4インチ
mm 104.60 101.60 1.50 1.50 3.00 101.60 101.60

ｲﾝﾁ 4.12 4.00 0.06 0.06 0.12 4.00 4.00

4×6インチ
mm 104.60 152.40 1.50 1.50 3.00 101.60 152.40
ｲﾝﾁ 4.12 6.00 0.06 0.06 0.12 4.00 6.00

検体ラベル
50×32mm

mm 53.00 32.00 1.50 1.50 3.00 50.00 32.00

ｲﾝﾁ 2.09 1.25 0.06 0.06 0.12 1.97 1.25

検体ラベル
50×32mm（タグ紙）

mm 50.00 29.00 1.50 1.50 3.00 50.00 29.00
ｲﾝﾁ 1.97 1.14 0.06 0.06 0.12 1.97 1.14

検体ラベル
50×35mm

mm 53.00 35.00 1.50 1.50 3.00 50.00 35.00

ｲﾝﾁ 2.09 1.38 0.06 0.06 0.12 1.97 1.38

検体ラベル
50×35mm（タグ紙）

mm 50.00 32.00 1.50 1.50 3.00 50.00 32.00
ｲﾝﾁ 1.97 1.25 0.06 0.06 0.12 1.97 1.25

カルテメモラベル
83×32.5mm

mm 86.00 32.50 1.50 1.50 3.00 83.00 32.50

ｲﾝﾁ 3.39 1.28 0.06 0.06 0.12 3.25 1.28

カルテメモラベル
83×32.5mm（タグ紙）

mm 83.00 29.50 1.50 1.50 3.00 83.00 29.50
ｲﾝﾁ 3.25 1.16 0.06 0.06 0.12 3.25 1.16

ユーザー定義
サイズ（最小）

mm 25.00 3.00 0.00 0.00 2.00 25.00 3.00

ｲﾝﾁ 0.98 0.12 0.00 0.00 0.12 0.98 0.12

ユーザー定義
サイズ（最大）＊3

mm 118.00 996.90 6.15 6.15 2.00 105.70 996.90
ｲﾝﾁ 4.65 39.25 0.25 0.25 0.12 4.16 39.25

＊ 2 ラベルの場合、ラベルギャップはラベルとラベルの間の長さとなります。タグ紙の場合は、黒マークの長さとなります。センサーを使用しない場
合も、最少2.0mm 以上を設定してください。

＊ 3 ユーザー定義サイズの最大は、用紙高さとラベルギャップを合わせて999.0mmです。

ABC

プリンター

A
CD F

印
刷
方
向

プリンター

E

印
刷
方
向

A=F

タグ紙の場合

B=G

ラベルの場合

B=G

E
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1　プリンタードライバー 33
1［プリンタ］フォルダーまたは［プリンタと FAX］フォ
ルダーを開きます。

Windows Vistaの場合 

1［スタート］から［コントロールパネル］をクリックし
ます。 

2［ハードウェアとサウンド］の［プリンタ］をクリック
します。

Windows XP Professional/Server 2003の場合

［スタート］の［プリンタとFAX］をクリックします。

Windows XP Home Editionの場合

［スタート］から［コントロールパネル］をクリックし、［プ
リンタとその他のハードウェア］、［プリンタとFAX］の順に
クリックします。

Windows 2000の場合

［スタート］の［設定］から［プリンタ］をクリックします。

登録手順

Windows XP Professional 日本語版
での画面例
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1　プリンタードライバー 34
3［プリントサーバーのプロパティ］ダイアログボック
スを開きます。
Windows Vistaをお使いのコンピューターの場合は、［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］をクリックします。

Windows Vista以外のコンピューターの場合は、［ファイル］
メニューの［サーバーのプロパティ］をクリックします。 

4［用紙］シートにおいて［新しい用紙を作成する］を
チェックします。 

5［用紙名］に用紙の名前を設定します。

･ Windows Vista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Win-
dows Vista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。

･ 「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。

Windows Vista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。

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。

4

5

Å

ı

Ç

Î

853-810932-003-A 



1　プリンタードライバー 35
6［単位］を指定して［用紙サイズ］と［余白］を設定
します。
幅はラベルの台紙を含む大きさになります（ Å）。

高さはラベルの台紙を含まない大きさになります（ ı）。

左右の余白は台紙とラベルの間になります（ Çと Î）。

上下の余白は“0”としてください。 ‰はプリンタードライ
バーの［詳細オプション］ダイアログボックスの［ラベル
ギャップ］で設定してください。

タグ紙の場合、ラベルギャップは黒マークの長さとなりま
す。 

7［用紙の保存］をクリックします。 

8［用紙］一覧に新しい用紙が表示されたことを確認し
ます。 

9［閉じる］をクリックします。

プリンター

印
刷
方
向

ラベルの場合 

Å

ı

ÇÎ

‰

プリンター

印
刷
方
向

タグ紙の場合 

Å

ı

‰

‰の値を［ラベルギャップ（x0.1mm）］で設定

･ 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。

･ 本プリンタードライバーで設定できる用紙サイズ
については「用紙サイズについて」（32ページ）
を参照してください。

7

6

8

9

853-810932-003-A 



1　プリンタードライバー 36
プリンター制御フォントの使用方法
プリンター制御フォントとは、アプリケーション内の任意のページでカットを指定するためのフォントです。アプリケー
ション内に記載されたプリンター制御フォントは印刷されません。
様式には「CT」と「̃」の2種類があり、それぞれカットの動作が異なります。

プリンタードライバーに対してプリンター制御フォントを有効にする方法を以下に示します。 

1［プリンタ］フォルダーまたは［プリンタと FAX］フォ
ルダーを開きます。

Windows Vistaの場合 

1［スタート］から［コントロールパネル］をクリックし
ます。 

2［ハードウェアとサウンド］の［プリンタ］をクリック
します。

Windows XP Professional/Server 2003の場合

［スタート］の［プリンタとFAX］をクリックします。

Windows XP Home Editionの場合

［スタート］から［コントロールパネル］をクリックし、［プ
リンタとその他のハードウェア］、［プリンタとFAX］の順に
クリックします。

プリンタードライバーの設定

MultiCoder 500L3を例にとって説明しています。
MultiCoder 500L6をお使いの場合は、「500L3」を「500L6」に読み替えてください。

Windows XP Professional 日本語版
での画面例
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1　プリンタードライバー 37
Windows 2000の場合

［スタート］の［設定］から［プリンタ］をクリックします。 

2「NEC MultiCoder 500L3」アイコンを右クリックし
ます。
プリンタードライバーに対する操作をまとめたコンテクス
トメニューが表示されます。 

3［管理者として実行］から表示されるサブメニューで
［プロパティ］（Windows Vistaの場合）または［プ
ロパティ］（その他のWindowsの場合）をクリックし
ます。
［NEC MultiCoder 500L3のプロパティ］ダイアログボック
スが表示されます。 

4［全般］シートの［印刷設定］をクリックします。
［NEC MultiCoder 500L3印刷設定］ダイアログボックスが
表示されます。 

5［詳細設定］をクリックします。
［NEC MultiCoder 500L3詳細オプション］ダイアログボッ
クスが表示されます。 

6［プリンタ制御フォント］を［する］に設定して、［OK］
をクリックします。 

7［NEC MultiCoder 500L3印刷設定］ダイアログボッ
クスおよび［NEC MultiCoder 500L3のプロパティ］
ダイアログボックスでそれぞれ［OK］をクリックし
てダイアログボックスを閉じます。
以上でプリンタードライバー側の設定は完了です。

2

3

「印刷の最適化」（22ページ）が有効の場合のみ使用で
きます。
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1　プリンタードライバー 38
アプリケーション上の文字列をプリンター制御フォントで記載することで、プリンタードライバーは記載された文字列を
プリンタードライバーに対する命令として解釈します。
プリンター制御フォントで記載された文字列は印刷されません。

プリンター制御フォントには、文書内に直接命令を埋め込むものと、外部ファイルに記載された命令を取り込むための2
種類のフォントがあり、それぞれに横書き用と縦書き用があります。
フォント名は以下のとおりです（「@」が付いたフォントは縦書き用です）。

ここではLabelStar Liteを例に説明します。 

1 LabelStar Liteを起動して、任意のファイルを開きま
す。 

2［プロパティ］ウィンドウで目的のテキストボックス
を選択して、［ﾌｫﾝﾄ］の参照ボタンをクリックしま
す。
［フォント］ダイアログボックスを表示します。
他のアプリケーションの場合は、アプリケーションのヘルプ
を参照してフォントを変更するための手順を確認し、ダイア
ログボックスを表示をさせてください。

アプリケーションでの指定方法

フォント名 説　明 受付可能な命令 入力例

NEC プリンタ制御 文書内に埋め込む場合に使用する
横書き用フォント

･ CTn（n=0～9999までの半角数字）
･ ̃n（n=0～9999までの半角数字）

@NEC プリンタ制御 文書内に埋め込む場合に使用する
縦書き用フォント

･ CTn（n=0～9999までの半角数字）
･ ̃n（n=0～9999までの半角数字）

NEC プリンタ制御
（ファイル）

外部ファイルを参照する場合の横
書き用フォント

ファイル名（パスを含む）
外部ファイル内の受付可能な命令
･ CTn（n=0～9999までの半角数字）
･ ̃n（n=0～9999までの半角数字）

@NEC プリンタ制御
（ファイル）

外部ファイルを参照する場合の縦
書き用フォント

ファイル名（パスを含む）
外部ファイル内の受付可能な命令
･ CTn（n=0～9999までの半角数字）
･ ̃n（n=0～9999までの半角数字）

プリンター制御フォントに修飾しようとしているテキ
ストボックス内の文字列は、「「NECプリンタ制御」
フォントを使ったカット指定」（40ページ）および
「「NECプリンタ制御（ファイル）」フォントを使った
カット指定」（42ページ）で説明する命令またはファ
イル名であることを確認してください。
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1　プリンタードライバー 39
3 フォントの一覧から、プリンター制御フォントを選択
して［OK］をクリックします。

［プロパティ］ウィンドウの［ﾌｫﾝﾄ］に設定されます。

フォント指定時の注意事項

･ プリンター制御フォントを記述する場合は、文字列をすべて
同じプリンター制御フォントおよびフォントサイズで記述し
てください。

･ 記述後に改行する際、プリンター制御フォントで改行しない
ようにしてください。

部数の設定について

部数印刷を指定する場合は、［部単位］のチェックを外してくださ
い。［部単位］がオンの場合は、毎ページカットされます。

命令または外部ファイル名にはプリンター制
御フォントを同じサイズで指定する。

改行する場合は、プリンター制御フォント以外
の通常フォントを指定してから改行する。
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1　プリンタードライバー 40
「NECプリンタ制御」フォントまたは「@NECプリンタ制御」フォントで修飾された文字列について、プリンタードライ
バーは次の2種類の記述を命令として受け付けます。

CT（任意のページでカットする）

「CT」に続く数字で指定されたページ数を印刷後にカットします。

指定方法 CT n 「 n」は0～9999までの半角の数値です。 
nに0を指定した場合、指定したページではカットしません。 
nに1を指定した場合、指定したページを1枚印刷するごとにカットします。 
nに2を指定した場合、指定したページを2枚印刷するごとにカットします。

使用例（2ページ、3部印刷の場合）

「NECプリンタ制御」フォントを使ったカット指定

･ 文書中にプリンター制御フォントによるカット指定がない、または無効な記述がされている場合は、1枚ごとにカットを
行います。

･ 記述をプリンター制御フォントに指定していない場合は、文字列として印刷されます。

･ 記述の入力上の注意事項については「フォント指定時の注意事項」（39ページ）を参照してください。

･ 印刷時の部数指定については「部数の設定について」（39ページ）を参照してください。

CT3

かきくけこ

かきくけこ

かきくけこ

かきくけこ

CT1

あいうえお
あいうえお

あいうえお

あいうえお

1ページ目

2ページ目

3部印刷を実行

1ページ目は、「CT1」に
従って1 ページごとに
カットされる。

2ページ目は、「CT3」に
従って3ページ目にカッ
トされる。

データ上には存在する
「CT1」は印刷されない。
（以降のデータも同じ）
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̃（任意ページの複部数印刷後にカットする）

「̃」に続く数字で指定された枚数だけ同じページを印刷し、カットします。

指定方法 ˜ n 「 n」は0～9999までの半角の数値です。 
nに0を指定した場合、指定したページを1ページ印刷後にカットしません。 
nに1を指定した場合、指定したページを1ページ印刷後にカットします。 
nに2を指定した場合、指定したページを2ページ印刷後にカットします。

使用例（3ページ、1部印刷の場合）

~2

さしすせそ

~1

かきくけこ

さしすせそ

さしすせそ

~0

あいうえお

あいうえお

かきくけこ

1ページ目

2ページ目

1部印刷を実行
1 ページ目は、「̃0」に
従ってカットされない。

3ページ目

データ上には存在する
「̃0」は印刷されない。
（以降のデータも同じ）

2 ページ目は、「̃1」に
従って1枚印刷後にカッ
トされる。

3 ページ目は、「̃2」に
従って2枚印刷され、印
刷後にカットされる。
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「NECプリンタ制御（ファイル）」フォントまたは「@NECプリンタ制御（ファイル）」フォントで修飾された文字列をプ
リンタードライバーは外部ファイルへの参照パスとして受け付けます。
外部ファイルは「「NECプリンタ制御」フォントを使ったカット指定」（40ページ）で示す記述が記載されたデータファ
イルで、データファイル内の記述を変更することで一括してカット動作を変更させることができるようになります。

指定方法 〈コマンドファイルパス〉 命令が記述されたデータファイルのファイルパスを指定します。
ファイル内に記述された文字列を命令として出力します。
テキスト形式のデータファイルのパスを指定してください。
指定されたデータファイルに記載されている内容を出力します。

使用例（1ページを「C:¥cmd.dat」ファイルに従って3部印刷の場合）

「NECプリンタ制御（ファイル）」フォントを使ったカット指定

ABC

ABC

ABC

C:¥cmd.dat

ABC

cmd.dat

CT2

1ページ

cmd.datの内容

データ上には存在する
「C:¥cmd.dat」は印刷さ
れない。
（以降のデータも同じ）

2ページ目でカットされ
る。

最終ページでカットさ
れる。

命令

参照先のCドライブ
853-810932-003-A



43
2章
リモートパネルを
使って設定変更する
リモートパネルは、本プリンターの各種機能をご使用のコンピューターの画面上で設定できるように作成されたソフト
ウェアです。
ここではリモートパネルの起動方法、リモートパネルの使い方について説明します。なお、リモートパネルのヘルプも併
せて参照してください。

･ リモートパネルはWindows Vista 日本語版、Windows XP 日本語版、Windows 2000 日本語版、Windows Server
2003 日本語版で動作します。リモートパネルのインストール方法についてはユーザーズマニュアルをご覧ください。

･ リモートパネルを動作させるためにはプリンタードライバーが必要です。

･ リモートパネルはMultiCoder 500L3とMultiCoder 500L6で共通に使用することができます。
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2　リモートパネルを使って設定変更する 44
リモートパネルの起動
［リモートパネル］は以下の方法で開きます。

［スタート］の［すべてのプログラム］から、［NEC Multi-
Coder 500Lリモートパネル］フォルダの［NEC MultiCoder
500Lリモートパネル］をクリックします。

右のようなリモートパネルが表示されます。

リモートパネルはネットワーク接続プリンターを選択した場
合、「IPアドレス」と「ソケット通信ポート番号」設定画面が
表示されます。

･ リモートパネルは起動時にプリンター本体の設定値を取
得し、画面に表示します。設定値の取得に失敗した場合は、
工場出荷設定の値を表示します。

･ 複数のMultiCoder 500L3またはMultiCoder 500L6の
プリンタードライバーをインストールしているコンピュー
ターではリモートパネルを表示する前にプリンターの選択
画面が表示されます。プリンターを選択するとそのプリン
ター用のリモートパネルが表示されます。
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2　リモートパネルを使って設定変更する 45
リモートパネルの使い方
リモートパネルを起動すると次のような［リモートパネル］メインダイアログボックスが表示されます。

システムメニュー

･ 元のサイズに戻す
アイコン化されているリモートパネルをウィンドウ状態に戻します。アイコン化され
ていないときはグレー表示されます。

･ 移動
リモートパネルのウィンドウを移動します。リモートパネルがアイコン表示されてい
るときは移動できないため、グレー表示されます。

･ サイズ変更
使用できないためグレー表示されます。

･ 最小化
リモートパネルをアイコン表示します。すでにアイコン表示されているときはグレー
表示されます。

･ 最大化
使用できないためグレー表示されます。

･ 閉じる
リモートパネルを終了します。

タイトルバー

このアイコンをクリックすると、システムメニューを
表示します。

プロパティシート

プリンターの設定をプロパティ
シートごとに分割して表示しま
す。

メニューバー

リモートパネルでプリンター
の設定を変更するための3つ
のメニュー項目を表示しま
す。

ツールバー

ファイルメニューの項目がア
イコン化されています。

ステータスバー

プリンターの名前とそのプリンターが
接続されているポート名を表示します。
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メニューバー

リモートパネルでプリンターの設定を変更するための3つのメニュー項目を表示します。

ファイル
［ファイル］をクリックすると、リモートパネルで設定した値を書き込んだり、工場出荷時の設定値に戻して表示させた
りすることができます。

設定ファイルの読み込み

この項目をクリックすると［ファイルを開く］ダイアログボックス
が表示され、保存しておいた設定値を使用することができます。

設定ファイルへの書き込み

この項目をクリックするとリモートパネル設定ファイルを保存する
ための右のダイアログボックスが表示されます。

設定値をプリンタへ送信

選択されているプリンターにリモートパネルで変更した設定値を書
き込むことができます。

プリンタの設定値読み込み

プリンターから現在の設定値を読み込んで画面に表示します。
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工場出荷設定値を表示

リモートパネル上の設定値をすべて工場出荷設定値に戻して表示す
ることができます。このとき右のダイアログボックスが表示されま
す。

このとき［キャンセル］をクリックすると工場出荷設定値には戻さ
ず、メインダイアログボックスに戻ります。［OK］をクリックする
と右のダイアログボックスを表示し、工場出荷設定値を表示します。

プリンタの選択

リモートパネルで設定変更したいプリンターを選択することができ
ます。ご使用のコンピューターに複数のMultiCoder 500L3プリン
タードライバーがインストールされている場合のみ、プリンターを
選択するため右のダイアログボックスが表示されます。
設定を変更または表示したいプリンターをリストビュー上で選択し
ます。リストビューにはプリンター名および接続先が表示されます。

［OK］をクリックするとリストビュー上で選択されているプリン
ターの設定を表示/設定するリモートパネルが起動します。

終了

リモートパネルを終了することができます。

この項目を選択すると工場出荷設定値に戻して表示さ
れますが、プリンター本体の設定値は変更されません。
［設定値をプリンタに送信］を実行してはじめて設定値
は変更されます。

ご使用のコンピューターにMultiCoder 500L3プリ
ンタードライバーが1つしかインストールされていな
い場合は、［プリンタの選択］はグレー表示され、選択
できません。

リストビュー
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メニュー
リモートパネルで設定変更したい項目またはプリンターの設定状態の表示を選択することができます。

項目を選択することで各種機能設定の画面または設定状態の画面に切り
替わります。メニュー上の仕切り線より上にある4つの項目の詳細につ
いては、「2章　プロパティシート」（51ページ）またはリモートパネル
のヘルプをご覧ください。

テスト印刷

選択しているプリンターに対してテスト印刷を実行します。添付のテスト用ラベルをプリンターにセットしてください。
テスト印刷の印刷結果例を以下に示します。

ヘルプ
ヘルプをクリックすると、リモートパネルのヘルプやバージョン情報を表示することができます。

ヘルプ目次

リモートパネルのヘルプを表示します。

バージョン情報

リモートパネルのバージョン情報を表示します。
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ツールバー

･［設定ファイルの読み込み］ボタン
このボタンをクリックすると［ファイルを開く］ダイアログボックスが表示され、
保存しておいた設定値を使用することができます。

･［設定ファイルへの書き込み］ボタン
このボタンをクリックするとリモートパネル設定ファイルを保存するためのダイア
ログボックスが表示されます。

･［設定値をプリンタへ送信］ボタン
このボタンをクリックするとプリンターにリモートパネルで変更した設定値を書き
込むことができます。

･［プリンタ設定値読み込み］ボタン
このボタンをクリックするとプリンターの設定値を読み取り、画面に表示すること
ができます。

･［工場出荷設定を表示］ボタン
リモートパネル上の設定値をすべて工場出荷設定値に戻して表示することができま
す。このとき次のダイアログボックスが表示されます。

このとき［キャンセル］を選択すると工場出荷設定値には戻さず、メインダイアロ
グボックスに戻ります。
［OK］を選択すると次のダイアログボックスを表示し、工場出荷設定値を表示しま
す。

この項目を選択すると工場出荷設定値に戻して表示されますが、プリンター本体の設定
値は変更されません。［設定値をプリンタに送信］を実行してはじめて設定値は変更され
ます。
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･［プリンタの選択］ボタン
このボタンをクリックするとリモートパネルで設定変更したいプリンターを選択す
ることができます。ご使用のコンピューターに複数のMultiCoder 500L3プリン
タードライバーがインストールされている場合のみ、プリンターを選択するため次
のダイアログボックスが表示されます。設定または表示したいプリンターをリスト
ビュー上で選択します。リストビューにはプリンター名および接続先が表示されま
す。

［OK］をクリックするとリストビュー上で選択されているプリンターの設定を表示
および変更するリモートパネルが起動します。

･［テスト印刷］ボタン
このボタンをクリックするとテスト印刷を実行します。詳しくは「テスト印刷」（48
ページ）を参照してください。

ご使用のコンピューターにMultiCoder 500L3プリンタードライバーが1つしかイン
ストールされていない場合は、［プリンタの選択］はグレー表示され、選択できません。

リストビュー
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プロパティシート

リモートパネルは次の4つのプロパティシートを持っています。プロパティシートの切り替えは4つのタブまたは［メ
ニュー］の中から切り替えることができます。

･ パラメータ設定

用意されているパラメーターからプリンターが行う動作や
処理を指定するプロパティです。

項目名 説　明 パラメーター【既定値】

電源ON時の断線エラー
表示

電源ON時に自動で断線チェックをするかどうかを設定します。
［あり］に設定しているときに断線チェックエラーを検出すると、
プリンターのエラーランプを点滅させ、7セグメントLEDにはエ
ラーコードを表示します。

【あり】・なし

電源ON・カバー閉用紙
確認

電源ON時、またはカバークローズ動作時に用紙の有無を確認する
かどうかを切り替えます。

【あり】・なし

エラー発生時ブザー音 エラーが発生したときにブザーを鳴らすかどうかを設定します。 【ON（鳴らす）】・OFF

カバークローズ後停止位
置

用紙の停止位置を制御する方法を切り替えます。 【停止位置を保持】・停止位置
をクリア

カッターオプション制御
方法

カッター制御方法を切り替えます。［フルカット］にした場合、用
紙を完全に切り離します。［パーシャルカット］は用紙の中央部分
を少しだけ残してカットします。

【フルカット】・パーシャル
カット

自動用紙位置合わせ 自動用紙位置合わせをするかどうかを切り替えます。［有効］にし
た場合、用紙位置合わせをします。

【有効】・無効

自動カット位置戻し時間 ラベル取り出し待ち時間の長さを切り替えます。
印刷したラベルを取り出しやすくするためにいったん用紙を排出
口へ送ります。指定した時間を超えるとプリンターは次の印刷を
するために用紙を印刷部へ引き戻します。
［無制限］に設定している場合は、プリンターのフィードスイッチ
を押すか、次の印刷データを受信すると用紙を印刷部へ戻します。

【無制限】・8秒・15秒

薄紙印刷モード カット位置からの戻し動作を行うかどうかを切り替えます。
無効の場合は、戻し動作を行います。
有効の場合は、カット位置からの戻し動作を行いません。また、
センサーの設定に関わらず、センサー無しの動作となります。

有効・【無効】

印刷方向 印刷の向きを切り替えます。［コマンド優先］にした場合、プリン
タードライバーの設定に従います。

【コマンド優先】・通常印刷・
180°回転印刷

ミラー印刷 ミラー印刷をするかどうかを切り替えます。［コマンド優先］にし
た場合、プリンタードライバーの設定に従います。

【コマンド優先】・通常印刷・
ミラー印刷

バックフィード速度 用紙をプリンター内へ戻す（後ろに送る）バックフィードの速度
（ips：インチ/秒）を切り替えます。印刷結果に汚れが目立つ場合
は速度を落としてください。

【4ips】・3ips・2ips
853-810932-003-A



2　リモートパネルを使って設定変更する 52
･ 微調整設定
プリンター本体のフィード量やカット位置など印刷のため
の微調整をするプロパティです。

項目名 説　明 パラメーター【既定値】

印刷濃度微調整
（発色モード）

感熱印刷での印刷濃度を設定します（1ステップ単位）。 -10～【0】～10

印刷濃度微調整
（転写モード）

リボンを使った熱転写印刷での印刷濃度を設定します（1ステッ
プ単位）。

-10～【0】～10

フィード量微調整値＊1 プリンターのスイッチまたはソフトウェアのコマンドによってラ
ベル1枚分を送った（フィード）後の印刷開始位置を微調整しま
す。設定は用紙送り方向に対して［前方］と［後方］へそれぞれ
0.1mm単位で設定できます。

方向：【後方】・前方
微調整値：【0.0】～9.9

用紙送り方向

印刷開始位置

ラベル1枚

-3.0mm

+3.0mm 

1　［前方］（または［後方］）の［0.0mm］での印刷結果例

印刷開始位置

印刷開始位置 

2　 1から［後方］の［3.0mm］にした場合の印刷結果例 

2　 1から［前方］の［3.0mm］にした場合の印刷結果例
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カット（ハクリ）位置微
調整値＊1

カット位置（ハクリ位置）を微調整します。設定は用紙送り方向
に対して［前方］と［後方］へそれぞれ0.1mm単位で設定できま
す。

方向：【後方】・前方
微調整値：【0.0】～9.9

項目名 説　明 パラメーター【既定値】

用紙送り方向

-3.0mm

+3.0mm 

1　［前方］（または［後方］）の［0.0mm］での印刷結果例

カット（ハクリ）位置 

2　 1から［後方］の［3.0mm］にした場合の印刷結果例 

2　 1から［前方］の［3.0mm］にした場合の印刷結果例

カット（ハクリ）位置

カット（ハクリ）位置
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自動カット位置送り位置
微調整値

手動でカットをする場合に印刷済みの用紙を排出する位置を微調
整します。設定は用紙送り方向に対して［前方］と［後方］へそ
れぞれ0.1mm単位で設定できます。

方向：【後方】・前方
微調整値：【0.0】～9.9

項目名 説　明 パラメーター【既定値】

用紙送り方向

-3.0mm

+3.0mm 

1　［前方］（または［後方］）の［0.0mm］での印刷結果例

カット位置送り位置 

2　 1から［後方］の［3.0mm］にした場合の印刷結果例 

2　 1から［前方］の［3.0mm］にした場合の印刷結果例

カット位置送り位置

カット位置送り位置
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戻し位置微調整値＊1 カット、ハクリ、自動カット位置送り、または自動正転待機動作
後、印刷開始位置（ホームポジション）まで用紙を戻す位置を微
調整します。設定は用紙送り方向に対して［前方］と［後方］へ
それぞれ0.1mm単位で設定できます。
バックフィード動作は、条件によって正転した距離と同じ距離だ
けバックフィードしても、元の位置まで戻らない場合があります。
バックフィードして元の位置まで戻らないことによるエラーを起
こさないよう微調整してください。

方向：【後方】・前方
微調整値：【0.0】～9.9

自動正転待機位置微調整
値

自動正転待機の際の停止位置の微調整をします（カッターモ
ジュールを装着している場合にのみ有効です）。「自動正転待機」
とはジョブの最終ラベルを印刷終了後、2秒間経っても次のジョ
ブを受信しない時に自動で数mm（装置カッター部まで）の正転
フィードを行う動作です。これにより長時間放置した後に印刷し
たとき、カッターユニット部への巻き込みを防ぎます。
設定は用紙送り方向に対して［前方］と［後方］へそれぞれ
0.1mm単位で設定できます。

方向：【後方】・前方
微調整値：【0.0】～9.9

項目名 説　明 パラメーター【既定値】

用紙送り方向

-3.0mm

+3.0mm 

1　［前方］（または［後方］）の［0.0mm］での印刷結果例

印刷開始位置
（バックフィード後のホームポジション） 

2　 1から［後方］の［3.0mm］にした場合の印刷結果例 

2　 1から［前方］の［3.0mm］にした場合の印刷結果例

印刷開始位置
（バックフィード後のホームポジション）

印刷開始位置
（バックフィード後のホームポジション）
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X位置微調整値 横方向位置の微調整をします。微調整は0.1mm単位で設定できま
すが、用紙の印刷幅の範囲内で調整してください。用紙幅を超え
た設定をしても、微調整値は用紙幅の中で最も可能な最大値で位
置決めをします。

方向：【右側】・左側
微調整値：【0.0】～105.7

＊ 1 カット印刷／ハクリ印刷時は設定可能な微調量が制限されるため、設定値どおりの位置決めができない場合があります。十分な試し印
刷をした上でご利用ください。

項目名 説　明 パラメーター【既定値】

用紙送り
方向

X

［左側］（または［右側］）で
［0.0mm］のときの基準仮想線

［左側］を選択した
場合の調整方向

［右側］を選択した
場合の調整方向
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･ IPアドレス設定

プリンターをネットワークプリンターとして使用する場合
のIPアドレスやゲートウェイアドレスなどを設定するプロ
パティです。

･ DIPSW状態表示
プリンター本体のスイッチ（DIP SW）の設定状態を表示し
ます。設定の変更はできません。変更したい場合は、プリ
ンター本体のスイッチを操作してください。

項目名 説　明 パラメーター【既定値】

DHCP/BOOTP機能設定 DHCP/BOOTP機能の無効／有効を設定します。 DHCP/BOOTP機能無効・
【DHCP/BOOTP機能有効】

RARP機能設定 RARP機能の無効／有効を設定します。 RARP機能無効・【RARP機
能有効】

IPアドレス プリンターのIPアドレスを設定します。 【0.0.0.0】～
255.255.255.255

サブネットマスク プリンターのサブネットマスクを設定します。 【0.0.0.0】～
255.255.255.255

ゲートウェイ プリンターのゲートウェイアドレスを設定します。 【0.0.0.0】～
255.255.255.255

ソケット通信ポート設定 使用する通信ポート番号を設定します。 10000～【12000】～
65525
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設定変更手順
リモートパネルを使った設定変更は以下の手順で行います。 

1 設定を変えたいプリンターかどうか確認します。
ステータスバーでプリンター名を確認してください。もし希
望のプリンターでない場合はツールバーの［プリンタの選
択］ボタンをクリックするか［ファイル］メニューから［プ
リンタの選択］を選んで変更します。 

2 設定をしたいプロパティを表示します。
プリンターのパラメーター、および微調設定、IPアドレスの
3つのプロパティのうち、表示したいタブをクリックするか、
［メニュー］から選択してください。 

3 プロパティシートで設定を変更します。

設定項目の詳細については、「プロパティシート」（51ペー
ジ）またはリモートパネルのヘルプをご覧ください。 

4 変更した設定内容をプリンターに書き込みます。

ツールバーの［設定値をプリンタへ送信］ボタンをクリック
するか［ファイル］メニューから［設定値をプリンタへ送
信］を選択します。

･ リモートパネルは、対応機種のプリンタードライバーがインストールされていない場合、起動できません。対応機種の
プリンタードライバーをインストールしてから、再度リモートパネルを起動してください。

･ 設定を変更するには、プリンターとコンピューターがUSBケーブルまたは LANで正しく接続されている必要がありま
す。また、プリンタードライバーのポートが正しく設定されている必要があります（「1章　印刷先の変更」（6ページ）
を参照）。

･ リモートパネルから設定値を送信する場合、接続先を確認し、正しい接続先になっていることを確認してから送信して
ください。また、コンピューターと送信先プリンターが正しく接続されていることを確認し、誤って他のプリンターに
送信しないように注意してください。

プリンターの変更はMultiCoder 500L3プリンタード
ライバーが複数インストールされている場合のみ可能
です。
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5 送信したい設定項目を選択して、［送信］をクリック
します。 

6［ファイル］メニューから［終了］を選択し、リモー
トパネルを終了します。

これでリモートパネルの設定変更は終了です。
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（

アプリケーションプログラムインターフェース
API）

リモートパネルはプリンター設定機能をアプリケーションから使用するためのアプリケーションプログラムインター
フェース（API）を提供します。
APIの仕様についてはCD-ROMに収録されている「リモートパネルアプリケーションインターフェース仕様書」を参照
してください。また、Visual C++で作成されたサンプルがCD-ROM内に収録されています。併せて参照してください。
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3章
PrinterSignalStation
for ラベルプリンタ
この章では、PrinterSignalStation for ラベルプリンタ（以下、「PrinterSignalStation」）を正常に機能させるための注
意事項、およびPrinterSignalStationが提供する各機能の設定方法を説明します。PrinterSignalStationのヘルプを併せ
て参照してください。また、説明はWindows Vistaの画面を使用していますが、Windows XP/Server 2003/2000で
も同様です。
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PrinterSignalStationの使用できる環境
PrinterSignalStationをインストールできる環境は、次のとおりです。それ以外ではご使用になれません。

･ Windows Vista 日本語版

･ Windows XP 日本語版

･ Windows Server 2003 日本語版

･ Windows 2000 日本語版

PrinterSignalStationを正しく動作させるには、次のいずれかが必要となります。

･ プリントサーバー（PR-NP-08・LAN）

･ プリントサーバー（PR-NP-09・LAN+無線LAN）

･ USBケーブル

上記以外のLANボードおよびプリンター切替器、プリンターバッファー等を接続した場合、PrinterSignalStationは正しく動
作しない場合があります。
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PrinterSignalStationに関する注意事項
ここでは、PrinterSignalStationを正常に機能させるための注意事項について説明します。

PrinterSignalStationを動作させる前に、以下の項目を確認してください。

･ PrinterSignalStationを正しく動作させるためには、プリンターのプロパティの［ポート］シートで［双方向サポー
トを有効にする］をチェックし、プリンターとの双方向通信機能を有効にする必要があります。

･ コンピューター本体とプリンターの接続で、NEC指定以外のプリンターケーブルやプリンターインターフェース変換
アダプターまたは、プリンターバッファー、プリンター切替器、プリンター共有器、プリンターセレクターなどを使
用している環境では、PrinterSignalStationは、正しく動作しない場合があります。

･ PrinterSignalStationは、ローカルプリンターに対してもネットワーク上の共有プリンターに対しても使用できま
す。ただし、ネットワーク上の共有プリンターで使用される場合、PrinterSignalStationソフトウェアおよび
PrinterSignalStation対応のプリンタードライバーが、サーバー、クライアントの両者にインストールされている必
要があります。

･ PrinterSignalStationは、プリンタープールをサポートしていません。プリンターのプロパティの［ポート］シート
の［プリンタプールを有効にする］がチェックされている場合は、PrinterSignalStationはプリンターの状態を正し
く表示できません。チェックをはずしてご使用ください。

･ PrinterSignalStationとプリンターポートを直接アクセスしてプリンターの状態を監視するユーティリティを同時に
使用すると、PrinterSignalStationが正しく動作しない場合があります。このような場合は、お使いのユーティリ
ティに応じてプリンターの監視を行わないように設定してください。

･ ネットワーク接続の場合は、NEC Print Server Portを使用してください。LANボードに添付のCD-ROMより
［NEC Print Server Port］をインストールしてください。

･ ［環境設定］の変更にはAdministrators権限が必要です。Win-
dows Vistaで使用する場合は、次の設定を行う必要があります。
（この手順はWindows Vistaの場合のみ必要です）。 

1 Administrators（コンピューターの管理者）権限で
Windows Vistaを起動します。 

2［スタート］メニューから、［すべてのプログラム］、
［PrinterSignalStation for ラベルプリンタ］の順に
クリックして［PrinterSignalStation for ラベルプ
リンタ］を右クリックして表示されるメニューから
［プロパティ］をクリックします。
［PrinterSignalStation for ラベルプリンタ］のプロパティダ
イアログボックスが表示されます。

PrinterSignalStationを動作させる前に

インストール直後の
状態では［環境設定］
を使用できません
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3［互換性］シートで、［特権レベル］グループの［管理
者としてこのプログラムを実行する］にチェックを入
れて［OK］をクリックします。

以上で設定は完了です。Windows Vistaの起動時に右のメッセージが表
示されます。

この場合、タスクトレイのアイコン“ ”をクリックし
て、［ブロ ック さ れた プ ログ ラム の 実行］か ら
［PrinterSignalStation for ラベルプリンタ］をクリッ
クしてください。

転送データ量に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由してPrinterSignalStationを使用している場合に、
PrinterSignalStationの双方向通信によってデータ転送が発生し、課金されることがあります。考慮すべきネットワーク
環境の例として、以下のケースがあります。

･ ネットワークプリンターが、公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合

･ プリントサーバー、DNSサーバー、WINSサーバーが公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合

･ ローカルネットワークの通信自体が従量課金ネットワークの場合

これらを避けたい場合は、以下のように設定してください。

･ プリンターのプロパティの［ポート］シートの［双方向サポートを有効にする］のチェックをはずして、
PrinterSignalStationの双方向通信機能を無効にしてください。

･ PrinterSignalStationの［環境設定］ダイアログボックスを開き、［監視するプリンタの選択］シートにおいて、課金
されるネットワークに接続しているプリンターのチェックをはずし、PrinterSignalStationの監視対象からはずして
ください。

転送データ量に応じて課金されるネットワーク環境についてのご注意
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ソフトウェアの起動
PrinterSignalStationは、ローカルプリンターの印刷、管理に加え、ネットワークで印刷される方、ネットワークプリン
ターを管理する方のために、さまざまな機能を提供します。
また、PrinterSignalStationは一度起動するとタスクトレイに常駐するので、PrinterSignalStationを終了させない限
り、再度起動させる必要はありません。

PrinterSignalStationはインストール後、自動的に起動します。
再度、PrinterSignalStationを起動する場合は、［スタート］ボタンから
起動します。

Windows Vistaの場合、Windows Vistaの起動時に右のメッセージが
表示されます。

この場合、タスクトレイのアイコン“ ”をクリックし
て、［ブロ ック さ れた プ ログ ラム の 実行］か ら
［PrinterSignalStation for ラベルプリンタ］をクリッ
クしてください。

PrinterSignalStationは起動後、タスクトレイに常駐することにより、次のようなことが可能となります。

･ タスクトレイからメニュー画面を容易に開くことができる

･ プリンタードライバーの［プロパティ］や［プリンタフォルダ］などを開くことができる

･ リモートパネルを起動することができる

＊ 別途、お使いのプリンターに対応したリモートパネルをインストールする必要があります。

PrinterSignalStationが提供するこれらの機能により、従来［スター
ト］ボタンから行っていた作業を容易に行えるようになります。また、
プリンターの状態によってアイコンの表示が変化したり、バルーンの
ポップアップによってプリンターの状態通知をするため、プリンター
の状態監視がタスクトレイでも行えます。

タスクトレイアイコン

［PrinterSignalStation for
ラベルプリンタフォルダ］
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PrinterSignalStationは右図のようなバルーンポップアップを使用
してプリンターの状態を通知します。
また、Windows XP以降のOSをお使いの場合は、ポップアップされ
た表示内容によって、バルーンをクリックすると［状態］ダイアログ
ボックスを表示することができます（詳しくは72ページを参照してく
ださい）。
バルーンポップアップは次の情報を表示します。

･ ［プリンタフォルダ］で設定したプリンター名

･ 印刷したファイル名（印刷終了時）

･ プリンターの状態

･ 日付／時刻

同時に複数のプリンターを監視している場合は、次のようなバルーンポップアップを使用してプリンターの状態を通知し
ます。
また、Windows XP以降のOSをお使いの場合はポップアップされた表示内容によって、バルーンをクリックすると［プ
リンタ一覧］ダイアログボックスを表示することができます（詳しくは72ページを参照してください）。

［複数プリンター監視時のバルーンポップアップ］

また、プリンターの状態監視以外にも、次のような場合にバルーンを表示します。

･ 監視中のプリンターが削除された

以下のバルーンポップアップを表示します。

［プリンター削除警告バルーン］

･ 監視中にプリンターの印刷ポートが変更され、監視不可能な印刷ポートになった

以下のバルーンポップアップを表示します。

［印刷ポート変更警告バルーン］

バルーンポップアップ

　　
　　＜プリンター名＞
　　プリンタが削除されたため、監視を中止しました
　　＜日付＞　＜時刻＞

　　
　　＜プリンター名＞
　　印刷ポートが変更されたため、監視を中止しました
　　＜日付＞　＜時刻＞
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･ PrinterSignalStation起動時に、監視可能なプリンタードライバーがインストールされているが、監視設定されてい
ない場合は、以下のバルーンポップアップを表示します。Windows XP以降のOSをお使いの場合、バルーンをクリッ
クすると、［環境設定］ダイアログボックスを表示することができます（詳しくは73ページを参照してください）。

［監視中のプリンターなし警告バルーン］

バルーンポップアップが表示されている時間の設定は、［環境設定］―［通知の設定］で変更可能です（詳しくは74ページ
を参照してください）。複数プリンターを監視する場合は、プリンターエラー＞プリンター警告＞プリンター通常の優先度で
バルーンポップアップを表示します。

　　
　　監視中のプリンタがありません
　　［環境設定］から監視するプリンタを選択してください
　　＜日付＞　＜時刻＞
853-810932-003-A
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タスクトレイからアイコンをクリックすることによって、以下のメニューを表示させることができます。

［左クリック］

PrinterSignalStationが監視しているプリンターの一覧を表示させたり、監視しているプリンターの［印刷設定］や［プ
ロパティ］を開くためのメニューを表示することができます。

［トレイアイコン（左クリック）］

左クリックメニューを開くと以下のメニューを表示します。

［プリンタ一覧］

監視しているプリンターの一覧を表示する［プリンタ一覧］ダイアログボックスを開きます（詳しくは72ページを参照
してください）。

［プリンタ名］

･ 状態

クリックしたプリンターの詳細な状態を表示する［状態］ダイアログボックスを開きます（詳しくは72ページを参照
してください）。

･ プリンタフォルダ

クリックしたプリンターフォルダーを開きます。

［プリンターフォルダー］

メニューの起動
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･ 印刷設定

クリックしたプリンターの印刷設定を開きます。

･ プロパティ

クリックしたプリンターのプロパティを開きます。

［ヘルプ］

PrinterSignalStationのヘルプを開きます（詳しくは79ページを参照してください）。
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［右クリック］

PrinterSignalStationの環境設定やリモートパネルの起動など、詳細な設定ができるメニューを表示することができま
す。また、PrinterSignalStationを終了させることができます。

［トレイアイコン（右クリック）］

右クリックメニューを開くと、以下のメニューを表示します。

［プリンタ一覧］

［プリンタ一覧］ダイアログボックスを開いて、監視しているプリンターを一覧表示します（詳しくは72ページを参照し
てください）。

［プリンタ名］

･ 状態（詳しくは72ページを参照してください）。

･ プリンタフォルダ

･ 印刷設定

･ プロパティ

［環境設定］

［環境設定］ダイアログボックスを開いて、プリンターの監視内容、通知内容を設定します（詳しくは73ページを参照し
てください）。管理者権限がない場合は、設定できません。

［リモートパネル］

［リモートパネル］ダイアログボックスを開いて、リモートパネルを起動します（詳しくは78ページを参照してください）。

［ヘルプ］

PrinterSignalStationのヘルプを開きます（詳しくは79ページを参照してください）。

［バージョン情報］

［バージョン情報］ダイアログボックスを開いて、PrinterSignalStationのバージョン情報を表示します。

［バージョン情報］
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［終了］

PrinterSignalStationを終了します。
853-810932-003-A



3　PrinterSignalStation for ラベルプリンタ 72
プリンター一覧ダイアログボックスでは、次のような画面を使用して、監視しているプリンターを一覧表示することがで
きます。

［プリンター一覧］

状態ダイアログボックスでは、次のような画面を使用して、プリンターの状態をより詳細に参照することができます。

［状態］

プリンター一覧

状　態

状態リスト

監視するプリンターの状態を表示します。

機種名リスト

監視するプリンターの機種名を表示
します。

プリンタ名リスト

監視するプリンターのプリンター名
を表示します。［プリンタフォルダ］で
設定された名前が表示されます。

ポート名リスト

監視するプリンターのポート名を表
示します。

ステータスビュー

アイコンとメッセージで現在のプリ
ンターの状態を表示します。

プリンター名

監視するプリンターのプリンター名
を表示します。［プリンタフォルダ］で
設定された名前が表示されます。

オプションリスト

装着可能なオプション名と装着状態
を表示します。
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環境設定ダイアログボックスでは、監視するプリンターの選択やバルーンポップアップで表示する内容を設定することが
できます。管理者権限のない場合は、［環境設定］を表示できません。

･ ［監視するプリンタの選択］タブ

次の画面でPrinterSignalStationで監視するプリンターを選択します。
PrinterSignalStationでは、ここでチェックボックスにチェックを付けたプリンターを監視します。
また、チェックを付けたプリンターは、タスクトレイのメニューにプリンター名が追加され、プリンターの［印刷設
定］や［プロパティ］を開くことができるようになります（詳しくは70ページを参照してください）。
監視するプリンターは同時に複数選択することができます。

［監視するプリンターの選択］

監視するプリンターの選択タブで、［設定］ボタンをクリックすると、プリンター一覧で選択されたプリンターの環境設
定ができます。

［プリンターの設定］

環境設定

チェックを付けないとプリンター一覧などに表示されません。プリンタードライバーのポートは、USB、NEC Print Server
Port、またはStandard TCP/IP Portを選択してください。また、［双方向サポートを有効にする］にチェックが付いてい
ることを確認してください。
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･ 監視の設定

プリンタードライバーで設定されているポートの状態監視方法を設定します。

［通常監視］

プリンターのSelect、Busy、PE信号により、高速にプリンターを監視します。

［高度監視］

プリンターのSelect、Busy、PE信号に加え、双方向通信機能により、詳細なプリンターの監視を行います。ただし、プ
リンターの状態変化を検出するまで、数秒の時間がかかる場合があります。

･ ネットワークポートの設定

プリンターの印刷ポートがネットワークポートである場合のSNMPコミュニティ名を設定します。プリンターに装着
されたプリントサーバーに設定されているSNMPコミュニティ名を設定します。

･ ［通知の設定］タブ

プリンターの状態を通知するバルーンポップアップの表示設定を行います。

［通知の設定］

［通知情報表示時間］

バルーンポップアップの表示時間を示します。バルーンのポップアップは設定時間が経過すると自動的に閉じます。設定
値は、1～60秒の間で設定することができます。初期設定では10秒に設定されています。

プリンターの状態がチェックボックスの内容と一致した場合、チェックが付いているとバルーンポップアップ表示するよ
うになります。チェックボックスの設定により、以下のタイミングでプリンターの状態をバルーンでポップアップ表示し
ます。

プリンターによって高度監視ができない場合があります。高度監視は、USB、NEC Print Server Port、またはStandard
TCP/IP Port使用時のみ設定できます。設定を変更する場合は、管理者権限が必要となります。

高度監視を使用する場合は、PR-NP-08/09の「Print Port Mode」を「Enable」に設定してください。PR-NP-08/09
の設定についてはPR-NP-08/09のオンラインマニュアルをご覧ください。

入力できる文字数は、0～32文字です。入力できる文字は、英数字、ハイフン（‐）、アンダーバー（_）です。設定変更す
る場合は、管理者権限が必要となります。
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･ 印刷終了とハクリ待ちを通知する

プリンターの印刷終了時（およびハクリ待ちのとき）に、次のようなバルーンをポップアップし、印刷終了を通知し
ます。

［印刷終了］

･ 通常時のプリンター警告を通知する

プリンターが印刷を行っていない時に、プリンター警告が通知された場合、次のようなバルーンをポップアップし、
プリンター警告を通知します。

［プリンター警告］

･ 通常時のプリンターエラーを通知する

プリンターが印刷を行っていない時に、プリンタエラーが通知された場合、次のようなバルーンをポップアップし、
プリンターエラーを通知します。

［プリンターエラー］

･ 印刷時のプリンター警告を通知する

プリンターが印刷中にプリンター警告を通知された場合に、次のようなバルーンをポップアップし、プリンター警告
を通知します。

［プリンター警告（印刷中）］

･ 印刷時のプリンターエラーを通知する

プリンターが印刷中にプリンターエラーを通知された場合に、次のようなバルーンをポップアップし、プリンターエ
ラーを通知します。

［プリンターエラー（印刷中）］
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［ユーザログオン時に通知を開始する］

ユーザーがWindowsにログオンすると、自動的にPrinterSignalStationを起動しプリンターの状態通知を開始します。
PrinterSignalStationを手動で起動したい場合は、チェックボックスのチェックを外してください。チェックを外してい
る場合は、Windowsにログオンしてから、［スタート］メニュー―［すべてのプログラム］―［PrinterSignalStation
for ラベルプリンタ］の［PrinterSignalStation for ラベルプリンタ］をクリックしてください。

［詳細設定ボタン］

PrinterSignalStationがプリンターの状態を監視する間隔を設定します。

［詳細設定］

･ ローカルポートの設定

［通常時プリンタ監視間隔］

プリンタードライバーで設定されているポートがUSBで、印刷を行っていない場合のプリンターの状態監視間隔を設定
します。プリンターの監視間隔は、1～5秒の間で設定できます。初期設定は2秒です。

［印刷時プリンタ監視間隔］

プリンタードライバーで設定されているポートがUSBで、印刷中のプリンターの状態監視間隔を設定します。プリンター
の監視間隔は、0.5～5秒の間で設定できます。初期設定は1秒です。

･ ネットワークポートの設定

［通常時プリンタ監視間隔］

プリンタードライバーで設定されているポートが、NEC Print Server PortまたはStandard TCP/IP Portで、印刷を行っ
ていない場合のプリンターの状態監視間隔を設定します。プリンターの監視間隔は、1～5秒の間で設定できます。初期
設定は2秒です。

チェックボックスのチェックをすべて外すと、PrinterSignalStationを起動してもバルーンのポップアップはされません。
サーバー／クライアントによる共有プリンターでご使用の場合は、クライアントの設定が有効となります。設定を変更する
場合は、管理者権限が必要となります。
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［印刷時プリンタ監視間隔］

プリンタードライバーで設定されているポートが、NEC Print Server PortまたはStandard TCP/IP Portで、印刷中のプ
リンターの状態監視間隔を設定します。プリンターの監視間隔は、0.5～5秒の間で設定できます。初期設定は1秒です。

･ 印刷時にジョブの同期を行う

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。連続印刷の場合などでも、各ジョブの印刷
動作が終了したことを確実に通知するようになります。

サーバー／クライアントによる共有プリンターでご使用の場合は、サーバーの設定が有効となります。設定を変更する場合
は、管理者権限が必要となります。
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インストールされているリモートパネルを表示します。また、リモートパネルを起動することができます。

［リモートパネル］

リモートパネルの起動

･ リモートパネルがインストールされていない場合は何も表示されません。お使いのプリンターに対応したリモートパネ
ルをインストールしてから開き直してください。

･ リモートパネルを異なるプリンターに対して使用すると、プリンターの設定が正しく行われず、正しく印刷できなくな
る場合があります。
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PrinterSignalStationのヘルプを見るためには、タスクトレイのアイコンをクリック（左ボタン、右ボタンのいずれか）
し、メニューから［ヘルプ］を開くか、［？］ボタンをクリックし、そのままポインタを移動させウィンドウ内の各部分
をクリックしてください。

［メニューから開くヘルプ］

［？ボタンから表示するヘルプ］

ヘルプを見る

Windows Vistaでは、プリンタードライバーのダイアログボックス上にヘルプボタン（［?］ボタン）はありません。
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PrinterSignalStationでは、タスクトレイに次の3種類のアイコンを使用してプリンターの状態を表示します。

プリンター通常…プリンターの状態に問題がなく、印刷可能な状態
　　　　　

プリンター警告…プリンターの状態に問題があり、印刷できないが容易に回避可能な状態

プリンターエラー…プリンターの状態に問題があり、印刷できない状態

タスクトレイと同様のアイコンを使用してプリンターの状態を表示し、文字によるメッセージを付随します。

－ ［状態］

－ ［プリンタ一覧］

トレイアイコン

ステータス
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PrinterSignalStationが正しく動作しな
いときは
次の表にPrinterSignalStationが正しく動作しないときの症状とその原因、対処方法を示します。それぞれの方法に従っ
て対処してください。

症　状 原因と対処方法

インストール／起動

PrinterSignalStation がインストー
ルできない

PrinterSignalStationが対応していないOSにはできません。
→ PrinterSignalStationのサポートOSは、Windows Vista/XP/2000、およびWindows Server
2003です。ご使用になっているOSをご確認ください。

インストール先のハードディスクの空き容量がありません。
→ PrinterSignalStation は約 2MBの容量を使用します。2MB以上の空き容量があるハード
ディスクにインストールしてください。

PrinterSignalStationが起動しない PrinterSignalStationが正しくインストールされていません。
→ PrinterSignalStationが正しくインストールされていない可能性があります。いったんアン
インストールし、再度インストールしてください。

PrinterSignalStationが自動起動し
てしまう／自動起動されない

PrinterSignalStationが自動起動する、または、自動起動しないに設定されています。
→［環境設定］ダイアログボックスの［通知の設定］シートで、［ユーザログオン時に通知を
開始する］の設定をご確認ください。

→ チェックされていない場合は、OSにログオンしても起動されません。

起動時に「PrinterSignalServiceが
開始されません」と表示され、終了
してしまう

PrinterSignalStationのサービスが正しく起動していません。 
1 コンピューターを再起動し、PrinterSignalStationが正しく起動するかどうかをご確認くだ
さい。 

2 PrinterSignalStationをいったんアンインストールし、再度インストールし直すことで正し
く起動するかどうかをご確認ください。

設　定

［環境設定］ダイアログボックスが
表示できない

環境設定を行うためのアクセス権がありません。
→［環境設定］ダイアログボックスにより、PrinterSignalStationの動作設定を変更するため
には、「コンピュータの管理者」および「Administrators」といった管理者権限が必要で
す。管理者権限で環境設定を行うか、システム管理者に連絡してください。
Windows Vistaの場合はプログラムの実行ができる「特権レベル」を与えてください（63
ページ参照）。

使用したいプリンターが［監視する
プリンタの選択］リストに表示され
ない

PrinterSignalStationに対応したプリンタードライバーがインストールされていません。
→ PrinterSignalStationをご使用になる場合は、PrinterSignalStationに対応したプリンター
ドライバーが必要です。PrinterSignalStation対応のMultiCoderに添付されているソフト
ウェアCD-ROMから、PrinterSignalStation対応のプリンタードライバーをインストール
してご使用ください。

→ ネットワーク共有プリンターでPrinterSignalStationをご使用になる場合は、クライアント
PC側にもPrinterSignalStation対応のプリンタードライバーをインストールする必要があ
ります。

インストールされているプリンタードライバーの双方向通信の設定が有効になっていません。
→ インストールされているプリンタードライバーのプロパティの［ポート］シートの［双方
向サポートを有効にする］をチェックしてください。

ご使用になるプリンタードライバーが、PrinterSignalStationでサポートしているポートに接
続されていません。
→ PrinterSignalStationでは、「USBxxx」、NEC Print Server Port、またはStandard TCP/IP
Portをサポートしています。ご使用になるプリンターの接続先をご確認ください。

高度監視設定で動作しない 高度監視設定を行うために必要なコンポーネントがインストールされていません。
→ 高度監視を行う場合は、ご使用になるプリンター用のコンポーネントが必要です。コン
ポーネントのインストールについては、ソフトウエアマニュアルをご覧ください。

PR-NP-08/09で「Print Port Mode」設定がDisableになっています。
→ 高度監視設定で動作させるにはPR-NP-08/09の「Print Port Mode」設定をEnableに設定
してください。PR-NP-08/09の設定についてはPR-NP-08/09のマニュアルをご覧くださ
い。高度監視と通常監視の違いについては、84～86ページをご覧ください。
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症状 原因と対処方法

設定

［双方向サポートを有効にする］が
チェックできない。または「グ
レー」で表示されている

PrinterSignalStationに対応したプリンタードライバーがインストールされていません。
→ PrinterSignalStationをご使用になる場合は、PrinterSignalStationに対応したプリンター
ドライバーが必要です。PrinterSignalStation対応のMultiCoderに添付されているソフト
ウェアCD-ROMから、PrinterSignalStation対応のプリンタードライバーをインストール
してご使用ください。

プリンタードライバーの設定を変更するためのアクセス権がありません。
→ プリンタードライバーの［双方向サポートを有効にする］の設定を変更する場合は、「コ
ンピュータの管理者」および「Administrators」といった管理者権限が必要となります。
管理者権限で環境設定を行うか、システム管理者に連絡してください。

TerminalService での運用で、ユー
ザーの権限にかぎらず、［環境設定］
が変更できてしまう

TerminalServiceの設定で「Terminal Server 4.0のUsersと互換性のあるアクセス許可」が設定
されています。
→ Terminal Serviceの動作設定として、「Terminal Server 4.0のUsersと互換性のあるアクセ
ス許可」が設定されている場合、OSの仕様により、Terminal Serviceすべてのユーザーに
対して［環境設定］の変更が許可されます。システム管理者以外のユーザーが環境設定を
設定変更できないようにするには、「Terminal Server 4.0のUsersと互換性のあるアクセス
許可」を設定しないでください。

プリンター監視

［プリンタ一覧］ダイアログボック
スにプリンターが表示されない

プリンターが監視対象として設定されていません。
→［環境設定］―［監視するプリンタの選択］で、ご使用になるプリンターを監視対象に設
定してください。

プリンターエラーあるいは印刷完了
が通知されない

［環境設定］―［通知の設定］の各チェックボックスが正しく設定されていません。
→ PrinterSignalStationは、この設定に応じてプリンターステータスの通知を行います。ご覧
になりたい内容に従って各項目を設定してください。

ご使用になっているプリンターとプリンタードライバーの機種名が一致していません。
→ PrinterSignalStationは、接続されているプリンターがサポート外のプリンターであること
を認識すると、プリンターのステータス通知内容を「通常監視」と同等の内容に変更しま
す。ご使用になるプリンターに対応したPrinterSignalStation対応のプリンタードライバー
をご使用ください。

［環境設定］―［監視するプリンタの選択］で、ご使用になっているプリンターの設定が「通
常監視」に設定されています。
→ 設定が「通常監視」の場合、通知内容は「高度監視」よりも簡易的な内容となります。詳
細な情報を表示させるには「高度監視」に設定してください。高度監視と通常監視の違い
については、84～86ページをご覧ください。

「タスクバーと［スタート］メニューのプロパティ」の［タスクバー］シートの［カスタマイ
ズ］でPrinterSignalStationの動作が「常に非表示」に設定されています。
→ 設定が「常に非表示」の場合は、バルーン表示による通知は行われません。「アクティブ
でないときに非表示」または「常に表示」に設定してください。

状態ダイアログボックスの「オプ
ション」がグレーのまま表示されな
い

［環境設定］―［監視するプリンタの選択］で、ご使用になっているプリンターの設定が「通
常監視」に設定されています。
→ 設定が「通常監視」の場合、「オプション」は表示されません。高度監視と通常監視の違
いについては、84～86ページをご覧ください。

状態ダイアログボックスの「オプ
ション」が「不明」と表示される

プリンターの電源が入っていません。
→ 接続されているプリンターの電源が入っていない場合、PrinterSignalStationは、オプショ
ンをすべて「不明」と表示します。プリンターの電源を入れてください。

ご使用になっているプリンターとプリンタードライバーの機種名が一致していません。
→ PrinterSignalStationは、接続されているプリンターがサポート外のプリンターであること
を認識すると、給紙装置をすべて「不明」と表示します。プリンターに対応したプリン
タードライバーをご使用ください。

PR-NP-08/09で「Print Port Mode」設定がDisableになっています。
→ 高度監視設定で動作させるにはPR-NP-08/09の「Print Port Mode」設定をEnableに設定
してください。PR-NP-08/09の設定についてはPR-NP-08/09のオンラインマニュアルを
ご覧ください。高度監視と通常監視の違いについては、84～86ページをご覧ください。
853-810932-003-A



3　PrinterSignalStation for ラベルプリンタ 83
症状 原因と対処方法

プリンター監視

「ネットワークエラー」が表示され
たままになる

ネットワーク共有プリンターをご使用の場合、プリントサーバーを装着したプリンターの電源
が入っていないか、ネットワークケーブルが正しく接続されていません。
→ プリントサーバーを装着したプリンターの電源を入れてください。
→ ネットワークケーブルを正しく接続してください。

ネットワークの設定が正しく行われていません。
→ PrinterSignalStationは、SNMPプロトコルを使用してプリンターの監視を行います。
ネットワークエラーが発生しているプリンターに印刷を行って、印刷が正しく行えない場
合は、NEC Print Server Portの設定を正しく行ってください。

→ PrinterSignalStationを再起動してください。
→ コンピューターを再起動してください。

「電源OFF／ケーブル断」が表示され
たままになる

ご使用になっているプリンターの電源が入っていません。
→ プリンターの電源を入れてご使用ください。

ご使用になっているコンピューターとプリンターが正しく接続されていません。
→ プリンターケーブル、ネットワークケーブルを正しく接続してください。

接続ポートが「USBxxx」の場合、プリンターやプリンターケーブルが正しく設定されていま
せん。
→ PC側のケーブルをいったん抜いた後、再度接続し直すことで正しく動作する場合があり
ます。

ネットワークポートで接続している場合は、［環境設定］―［監視するプリンタの選択］の「コ
ミュニティ名」の設定と、ご使用になっているLANアダプタの設定が一致していません。
→ PrinterSignalStationは、SNMPプロトコルを使用してプリンターの監視を行います。
SNMPプロトコルによって、正しくネットワーク通信を行うためには、
PrinterSignalStationに設定されているコミュニティ名と、ご使用になっているLANボー
ドのコミュニティ名に同じ文字列を設定してください。

「情報取得中」が表示されたままとな
る

ご使用になっているプリンターに正しく印刷できることをご確認ください。
→ ご使用になっているプリンターに正しく印刷できる場合は、印刷が完了したことを確認し
た後、PrinterSignalStationを再起動してください。印刷できない場合は、PCとプリンター
の接続が正しく行われていることをご確認ください。

印刷完了の通知が「遅い」または「早
い」

［環境設定］―［通知の設定］の［詳細設定］の設定をご確認ください。 
1 プリンターが印刷完了したことを確認したい場合
→［印刷時にジョブの同期を行う］をチェックしてください。この設定により、
PrinterSignalStationはプリンターが印刷を終了したことを確認してから印刷完了を通知
するようになります。 

2 プリンターの印刷完了確認が遅い場合
→［印刷時にジョブの同期を行う］がチェックされていて、印刷完了の通知が遅い場合は、ご
使用になるポートの［印刷時プリンタ監視間隔］を変更してください。プリンターの監視
間隔を短く設定することで、印刷完了の通知をより速く行えるようになります。 

3 プリンターの印刷完了確認が不要の場合
→ プリンターの印刷完了を確認する必要がない場合は［印刷時にジョブの同期を行う］の
チェックを外してください。この設定によりPrinterSignalStationはプリンターに対して印
刷データを送信し終わったことを確認した時点で印刷完了を通知するようになります。

Standard TCP/IP Portで接続している場合、ポートの設定［標準TCP/IPポートモニタの構
成］で［SNMPステータスを有効にする］が有効になっています。
→ プリンタードライバーのプロパティまたはサーバーのプロパティの［ポート］シート
［ポートの構成］の［SNMPのステータスを有効にする］のチェックを外してください。

その他機能

リモートパネルが起動できない PrinterSignalStationに対応したプリンターのリモートパネルがインストールされていませ
ん。
→ PrinterSignalStation に対応したプリンターのリモートパネルをインストールしてくださ
い。

リモートパネルに対応したプリンタードライバーがインストールされていません。
→ リモートパネルに対応したプリンタードライバーをインストールしてください。
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･ アイコン一覧

以下は、プリンターの状態通知のアイコンです。

アイコン アイコン プリンターの状態

プリンター通常 印刷可能

ドキュメント準備中

印刷中

ハクリ待ち＊1

＊ 1 高度監視時のみ表示

ドキュメント削除中

ドキュメント削除終了

印刷終了

情報取得中

プリンター警告 ドキュメント一時停止

プリンタ一時停止

オフライン

プリンターエラー コマンドエラー＊1

ヘッド断線エラー＊1

用紙なし

紙づまり＊1

リボンエラー＊1

カバーオープン＊1

プリンタ装置エラー＊1

電源OFF/ケーブル断

ネットワークエラー

情報取得エラー

複数のプリンターを監視している場合は、プリンターエラー＞プリンター警告＞プリンター通常の優先度でアイコンを表示
します。
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･ バルーンポップアップ一覧

以下は、バルーンポップアップの状態通知一覧です。

アイコン バルーンポップアップ表示内容 プリンターの状態

アイコンなし バルーンポップアップなし 印刷可能

ドキュメント準備中

印刷中

ドキュメント削除中

情報取得中

＜プリンター名＞
印刷が終了しました（＜ドキュメント名＞）
＜日付＞＜時刻＞

印刷終了

＜プリンター名＞
プリンタはハクリ待ちです
＜日付＞＜時刻＞

ハクリ待ち＊1

＊ 1 高度監視時のみ表示

＜プリンター名＞
ドキュメントの印刷を一時停止中です（＜ドキュメント名＞）
＜日付＞＜時刻＞

ドキュメント一時停止

＜プリンター名＞
プリンタは一時停止中です
＜日付＞＜時刻＞

プリンター一時停止

＜プリンター名＞
プリンタはオフラインです
＜日付＞＜時刻＞

オフライン

＜プリンター名＞
コマンドが正しくありません
＜日付＞＜時刻＞

コマンドエラー＊1

＜プリンター名＞
ヘッドが断線しています
＜日付＞＜時刻＞

ヘッド断線エラー＊1

＜プリンター名＞
用紙がありません
＜日付＞＜時刻＞

用紙なし

＜プリンター名＞
紙づまりです
＜日付＞＜時刻＞

紙づまり＊1

＜プリンター名＞
リボンを確認してください
＜日付＞＜時刻＞

リボンエラー＊1

＜プリンター名＞
カバーが開いています
＜日付＞＜時刻＞

カバーオープン＊1

＜プリンター名＞
プリンタで障害が発生しています
＜日付＞＜時刻＞

プリンターエラー＊1

＜プリンター名＞
電源がOFFかケーブルが接続されていません
＜日付＞＜時刻＞

電源OFF/ケーブル断

＜プリンター名＞
ネットワークエラーが発生しています
＜日付＞＜時刻＞

ネットワークエラー

＜プリンター名＞
プリンタの情報が取得できません
＜日付＞＜時刻＞

情報取得エラー

複数のプリンターを監視している場合は、プリンターエラー＞プリンター警告＞プリンター通常の優先度でアイコンを表示
します。
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･ ステータス一覧

以下はプリンターの状態通知の文字の一覧（アイウエオ順）です。［状態］ダイアログボックスでは、アイコンと下
記の文字を合わせてプリンターの状態を表示します。

表示内容 プリンターの状態

印刷しています。
印刷ドキュメントをプリンタへ送信し、印刷しています。

印刷中

印刷できます。
プリンタエラーは発生していません。印刷できます。

印刷可能

印刷ドキュメント準備中です。
プリンタに印刷ドキュメントを送信する準備をしています。（スプール中）

ドキュメント準備中

印刷ドキュメントを削除中です。
プリンタに送信中の印刷ドキュメントを削除しています。

ドキュメント削除中

カバーが開いています。
カバーをきちんと閉じてください。

カバーオープン＊1

紙づまりです。
つまった用紙を取り除いてからカバーを閉じてください。

紙づまり＊1

コマンドが正しくありません。
コマンド解析中にコマンドエラーが発見されました。

コマンドエラー＊1

電源がOFFかケーブルが接続されていません。
プリンタの電源とケーブル接続を確認してください。

電源OFF/ケーブル断

ドキュメントの印刷を一時停止中です。
プリンタフォルダでドキュメントの一時停止を解除してください。プリンタのアクセス権
がない場合はシステム管理者に連絡してください。

ドキュメント一時停止

ネットワークエラーが発生しています。
ネットワークの接続を確認してください。

ネットワークエラー

プリンタで障害が発生しています。
プリンタの電源を入れ直してください。

プリンターエラー＊1

プリンタの情報が取得できません。
このプリンタに対応していないプリンタドライバを使用して印刷中かもしれません。しば
らくお待ちください。

情報取得エラー

プリンタの情報を取得中です。
プリンタの現在の情報を取得しています。

情報取得中

プリンタは一時停止中です。
プリンタフォルダでプリンタの一時停止を解除してください。プリンタのアクセス権がな
い場合はシステム管理者に連絡してください。

プリンター一時停止

プリンタはオフラインです。
プリンタの状態を確認し、印刷可スイッチを押してください。

オフライン

ヘッドが断線しています。
サーマルヘッドに断線エラーが発生しました。

ヘッド断線エラー＊1

用紙がありません。
用紙をセットしてください。

用紙なし

ラベルのハクリ待ちです。
ラベルをハクリしてください。

ハクリ待ち＊1

＊ 1 高度監視時のみ表示

リボンエラーです。
リボンを確認してください。

リボンエラー＊1

複数のプリンターを監視している場合は、プリンターエラー＞プリンター警告＞プリンター通常の優先度でアイコンを表示
します。
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（

アプリケーションプログラムインターフェース
API）

PrinterSignalStationはプリンターの状態監視をアプリケーションから使用するためのアプリケーションプログラムイ
ンターフェース（API）を提供します。
APIの仕様についてはCD-ROMに収録されている「PrinterSignalStationアプリケーションインターフェース仕様書」を
参照してください。
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付録
技術情報
ここでは、本プリンターの初期状態、その他の技術情報について説明します。
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DIP SW設定早見表
プリンター本体にあるスイッチ（DIP SW）が持つ機能につい
て下表に示します。なお、設定状態はリモートパネルからも確
認することができます（57ページを参照）。

DIP SW 機　能 設定【出荷時設定】 備　考 関連事項

1 未使用 【OFF】（設定変更不可） ［OFF］のままにして
おいてください。

－

2 プリンタードラ
イバー設定の有
効／無効

【OFF】：プリンタードライバー設定を有効とする
ON：プリンタードライバー設定を無効とする

［ON］にすると、DIP
SW3～7の設定が有
効になります。

－

3 発行モード切り
替え

－ 「1章　ハクリ」（25
ページ）
「1章　カット」（26
ページ）

4

5 印刷方式 【OFF】：感熱方式
ON：熱転写方式

感熱タイプのプリン
ターでは［ON］に設
定しても熱転写方式
の機能は有効になり
ません。

「1章　印刷方法」（23
ページ）

6 用紙頭出しセン
サーの選択

－ 「1章　センサー」（24
ページ）

7

8 自動カット位置
送り機能

【OFF】：有効
ON：無効

－ －

9 調整値設定のリ
モートパネル／
操作盤ボリュー
ムの切り替え

【OFF】：リモートパネル設定を有効にする
ON：操作盤ボリューム設定を有効にする

－ 「1章　印刷濃度調整」
（28ページ）
「2章　印刷濃度微調整
（発色モード）」（52
ページ）
「2章　印刷濃度微調整
（転写モード）」（52
ページ）

10 プリントサー
バー装着時のイ
ンターフェース
の切り替え

【OFF】：プリントサーバーが有効
ON：本体USBが有効

－ 「1章　印刷先の変更」
（6ページ）

21 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

スイッチ番号（1～10）

ON（プリンター側）

OFF（手前側）

SW3 SW4 設　定

【OFF】【OFF】 連続印刷

OFF ON ハクリ印刷

ON OFF ハクリ印刷

ON ON カット印刷

SW6 SW7 設　定

【OFF】【OFF】 センサー無視

ON OFF 反射センサー

OFF ON 透過センサー

ON ON 設定禁止
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初期状態
本プリンターの購入時の初期状態について示します。

項　目 初期値 リモートパネルの設定シート

電源ON時の断線エラー表示 あり 「パラメータ設定」（51ページ）

電源ON・カバー閉用紙確認 あり

エラー発生時ブザー音 鳴らす

カバークローズ後停止位置制御 カバーオープン直前の停止位置を保
持する

カッターオプション制御方法 フルカット

自動用紙先頭位置合わせ 有効

自動カット位置戻し時間 無制限

薄紙印刷モード 無効

印刷方向 プリンタードライバーの設定に従う

ミラー印刷 プリンタードライバーの設定に従う

バックフィード速度 4ips

印刷濃度微調整（発色モード） 0 「微調整設定」（52ページ）

印刷濃度微調整（転写モード） 0

フィード量微調整値 方向：後方
微調整値：0.0mm

カット（ハクリ）位置微調整値 方向：後方
微調整値：0.0mm

自動カット位置送り位置微調整値 方向：後方
微調整値：0.0mm

戻し位置微調整値 方向：後方
微調整値：0.0mm

自動正転待機位置微調整値 方向：後方
微調整値：0.0mm

X位置微調整値 方向：後方
微調整値：0.0mm

DHCP/BOOTP機能設定 有効 「IPアドレス設定」（57ページ）

RARP機能設定 有効

IPアドレス 0.0.0.0

サブネットマスク 0.0.0.0

ゲートウェイ 0.0.0.0

ソケット通信ポート設定 12000
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インターフェース（コネクターピン配置）

本プリンターのUSBインターフェースはUSB 2.0（フルスピード（12Mbps））に対応しています。

プリントサーバー（PR-NP-08/09）のインターフェースの仕様についてはプリントサーバーのマニュアルを参照してく
ださい。

USBインターフェース

ピン番号 信号名 機　能

1 VCC

2 -DATA

3 +DATA

4 GND グランド

LANインターフェース

1

43

2
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電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適

切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

電源の瞬時電圧低下対策について

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ガイドラインに基づく表示）

海外でのご使用について

本装置は、日本国内仕様のため海外でご使用になる場合、NECの海外拠点で修理することはできません。また、日本国内での使用を前提と

しているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けておりません。したがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、お

よび使用に対し罰金、事故による補償などの問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきま

す。

電気通信事業法について

LANインターフェースでネットワークへ接続される場合、電気通信事業法で定められた電気通信業者の通信設備（ADSLモデムやCATVなど）

へ直接接続することは許可されていません。

電波法について

本装置は、専用アンテナ・専用同軸ケーブルとの組み合わせで日本の電波関係法令の適合を受けている無線機器を内蔵しています。無線機

器に他のアンテナや同軸ケーブルと接続しないでください。また無線機器を分解・改造したり、証明表示をはがしたりしないでください。電

波関係法令の適合は適用されなくなり、処罰を受けることがあります。

本装置に内蔵する無線機器は日本国外の電波関係法規に適合しておりません。したがって、日本国外で使用することはできません。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2適合品

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2適合品です。

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-
第3-2部：限度値-高調波電流発生限度値（1相当たりの入力
電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波
環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。



NEC


	表　紙
	はじめに
	マニュアルの構成
	オンラインマニュアルの使い方
	目的のページを表示する
	しおりを使う
	サムネールを使う
	リンクを使う



	目　次
	1章　プリンタードライバー
	印刷の手順
	プリンタードライバーの選択
	印刷先の変更
	USBインターフェースへの切り替え
	LANインターフェースへの切り替え

	共有プリンターに設定する
	印刷の詳細設定
	［印刷設定］ダイアログボックス
	［プロパティ］ダイアログボックス
	［プロパティ］ダイアログボックスを開く
	［スタート］ボタンを使って呼び出す
	アプリケーションを使って呼び出す

	［印刷設定］ダイアログボックスで詳細設定を行う（［レイアウト］シート）
	［詳細オプション］ダイアログボックス
	［用紙出力］
	［ドキュメントのオプション］


	［プロパティ］ダイアログボックスで詳細設定を行う
	［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（Windows Vistaのみ）
	［セキュリティ］シート
	［デバイスの設定］シート


	ユーザー定義用紙サイズの登録
	用紙サイズについて
	登録手順

	プリンター制御フォントの使用方法
	プリンタードライバーの設定
	アプリケーションでの指定方法
	「NECプリンタ制御」フォントを使ったカット指定
	CT（任意のページでカットする）
	‾（任意ページの複部数印刷後にカットする）

	「NECプリンタ制御（ファイル）」フォントを使ったカット指定


	2章　リモートパネルを 使って設定変更する
	リモートパネルの起動
	リモートパネルの使い方
	システムメニュー
	メニューバー
	ファイル
	メニュー
	ヘルプ

	ツールバー
	プロパティシート

	設定変更手順
	アプリケーションプログラムインターフェース （API）

	3章　PrinterSignalStation for ラベルプリンタ
	PrinterSignalStationの使用できる環境
	PrinterSignalStationに関する注意事項
	PrinterSignalStationを動作させる前に
	転送データ量に応じて課金されるネットワーク環境についてのご注意

	ソフトウェアの起動
	タスクトレイアイコン
	バルーンポップアップ
	メニューの起動
	［左クリック］
	［右クリック］

	プリンター一覧
	状　態
	環境設定
	リモートパネルの起動
	ヘルプを見る
	トレイアイコン
	ステータス

	PrinterSignalStationが正しく動作しな いときは
	アプリケーションプログラムインターフェース （API）

	付録　技術情報
	DIP SW設定早見表
	初期状態
	インターフェース（コネクターピン配置）
	USBインターフェース
	LANインターフェース


	索　引

