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このガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてく
ださい。

安全にかかわる表示
本製品を安全にお使いいただくために、このガイドの指示に従って操作してください。
このガイドには製品のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれば
危険を避けられるかなどについて説明されています。

ガイドでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「注意」という用語を使用しています。それ
ぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。

指示を守らないと、人が死亡する、または重傷を負うお
それがあることを示します。

指示を守らないと、火傷やけがのおそれ、および物的損
害の発生のおそれがあることを示します。

危険に対する注意・表示の具体的な内容は「注意の喚起」、「行為の禁止」、「行為の強制」の3種
類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義され
ています。

注意の喚起 注意の喚起は、「 」の記号を使って表示されています。この記号は指示

を守らないと、危険が発生するおそれがあることを示します。記号の中の
絵表示は危険の内容を図案化したものです。

毒性の物質による被害の
おそれがあることを示し
ます。

火傷を負うおそれがあ
ることを示します。

発煙または発火のおそれ
があることを示します。

指などがはさまれるお
それがあることを示し
ます。

感電のおそれがあること
を示します。

特定しない一般的な注
意・警告を示します。



号記 容　　内

りあがれそおるす障故が品製本、といなら守を示指びよお項事意注のこ

。すまりあがとこるえ与を響影に用運のムテスシ、たま。すま

とこいなし作動くし正が品製本、といなら守を示指びよお項事意注のこ

。すまりあが

行為の禁止 行為の禁止は「 」の記号を使って表示されています。この記号は行為の

禁止を表します。記号の中の絵表示はしてはならない行為の内容を図案化
したものです。

行為の強制 行為の禁止は「 」の記号を使って表示されています。この記号は行為の

強制を表します。記号の中の絵表示はしなければならない行為の内容を図
案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。

本文中で使用する記号の意味

このガイドでは、「安全にかかわる表示」のほかに、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。

分解・修理・改造しない
でください。感電や火災
のおそれがあります。

指定された場所には触
らないでください。感
電や火傷などの傷害が
起こるおそれがありま
す。

電源プラグをコンセント
から抜いてください。感
電や火災のおそれがあり
ます。
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はじめに
このたびはPR-NPX-05をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

PR-NPX-05は、10BASE-T/100BASE-TX対応マルチプロトコルLANアダプターです。コ
ンパクトかつプリンター直結型ですので、設置スペースを必要としません。PR-NPX-05をお
手持ちのプリンターに接続すれば、Windows、UNIX、NetWare環境でネットワークプリン
ターとして共有することができます。

特長を以下に示します。詳しくは、6ページからの「本製品について」をご覧ください。

� LPR搭載
� IPP（Internet Printing Protocol）搭載
� IPX/SPX搭載
� NetBEUI対応
� Windows Me/98/95におけるPeer to Peer印刷サポート
� HTTP搭載で、WWWブラウザーから設定可能

また、本製品の設定には初心者および管理者向けに多彩なツールをご用意し、添付のソフトウ
エアCD-ROMに収録しています。

マニュアルをお読みになり、PR-NPX-05を十分にご活用ください。

2002年3月　初版
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マニュアルの種類と使い方
PR-NPX-05本体や付属のソフトウエアの取り扱い方を説明したマニュアルには、「セットアッ
プガイド」（本書）と「オンラインマニュアル」があります。

オンラインマニュアルは、添付のソフトウエアCD-ROMの［MANUAL］フォルダーにPDFファ
イルとして収録されています。オンラインマニュアルの開き方についてはviiページをご覧く
ださい。また、各ソフトウエアの詳細については画面上の「ヘルプ」をご覧ください。

それぞれ、目的に応じてマニュアルをお読みいただき、PR-NPX-05を十分にご活用くださ
い。

NEC PR-NPX-05　セットアップガイド

本製品を箱から取り出して、利用できるまでの設定手順やソフトウ
エアのインストールなど操作の基本的なことおよびプリンター本体
が正しく動作しない場合の対処方法をこの1冊で説明しています。
セットアップガイドはいつでもご覧になれるようにお手元に置いて
ください。また、添付のCD-ROMにもPDF形式で収録しています。
用途にあわせてご覧ください。

NEC PR-NPX-05　オンラインマニュアル

本製品を箱から取り出して、利用できるまでの手順やソフトウエア
のインストールなど操作の基本的なこと、ネットワークでPR-NPX-
05を活用する手順などを詳細に説明しています。また、製品本体が
正しく動作しない場合の対処方法を説明しています。オンラインマ
ニュアルはいつでもご覧になれるように印刷してお手元に置いて置
くことをお勧めします。

マニュアルの読み方
Windows Me/98/95/XP/2000/NT 4.0をお使いの方は、Adobe Acrobat Readerを使用
してオンラインマニュアルを閲覧することができます。

本セットアップガイドと、付属のソフトウエアCD-ROMに収録のオンラインマニュアルを使
いやすくお読みいただくために、次ページに簡単な目的別のガイドを記載します。

　 チェック�✔
1ページから始まる「安全にお使いいただくために」には本製品を安全にお使いいただくため
の注意事項が記載してあります。必ずお読みください。

PR-NPX-05
マルチプロトコルLANアダプタ

セットアップガイド

10/100BASE

10BASE100BASESTATUS

D
C
IN
 5V

（本書）
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目的別マニュアルガイド

セットアップガイド

PR-NPX-05を取り付ける ...................................

ネットワークケーブルを接続する .......................

ソフトウエアをインストールする .......................

各OSでLPRプロトコルを使って印刷する ..........

コンピューターのネットワークの設定をする .....

PR-NPX-05が正常に動作しないとき .................

ユーザーサービスについて ..................................

1章 本製品の取り付けと接続

2章 ソフトウエアのインストール

4章 困ったときには

5章 ユーザーサービスについて

3章 コンピューターの設定
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オンラインマニュアル

PR-NPX-05を取り付ける ...................................
ネットワークに接続する ......................................

Windows Me/98/95でLPR、IPP、NetBEUI
を使って印刷する .................................................
Windows Me/98/95でネットワークの設定
をするには？ ........................................................

Windows XPでLPR、IPPを使って印刷する .....
Windows XPでネットワークの設定を
するには？ ............................................................

Windows 2000でLPR、IPP、NetBEUIを
使って印刷する.....................................................
Windows 2000でネットワークの設定を
するには？ ............................................................

Windows NT 4.0でLPR、IPP、NetBEUIを
使って印刷する.....................................................
Windows NT 4.0でネットワークの設定を
するには？ ............................................................

UNIXでLPD、FTPを使って印刷する..................
UNIXでネットワークの設定をするには？ ...........

NetWareでIPX/SPXを使って印刷する ..............
NetWareでネットワークの設定をするには？

ソフトウエアについて..........................................
ソフトウエアを使って詳細な設定をする.............

うまく印刷できない、思うように動作しない .....

ユーザーサービスについて ..................................

PR-NPX-05の性能は？ .......................................

どこに記載されているのか調べる .......................

1章 取り付けと接続

2章 Windows Me/98/95の
セットアップ

3章 Windows XPの

セットアップ

4章 Windows 2000の
セットアップ

5章 Windows NT 4.0の
セットアップ

6章 UNIXのセットアップ

7章 NetWareのセットアップ

8章 ユーティリティの詳細

9章　故障かな?と思ったら

10章 ユーザーサービス

11章 技術情報

索引
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オンラインマニュアルの開き方

オンラインマニュアルはPDFファイル形式です。オンラインマニュアルをご覧になるには、
Adobe Acrobat Reader 4.0以上（添付のソフトウエアCD-ROMに収録されています。）が必
要です。あらかじめインストールしてください。

� お使いのOS（日本語版）を起動する。

� ソフトウエアCD-ROMをセットする。

「ソフトウエアCD-ROMメニュー」が起
動します。

お使いのコンピューターによっては、自動的
にメニュープログラムが立ち上がらない場合
があります。その場合は、CD-ROMのルー
トディレクトリにある「SETUP.exe」を実行
してください。

�［Manual］をクリックする。

�［NEC PR-NPX-05 オンラインマニュア
ル］をクリックする。

Adobe Acrobat Readerが起動して、オ
ンラインマニュアルのトップページが
表示されます。
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オンラインマニュアルを印刷するには

オンラインマニュアルはA4サイズの大きさで作成されています。ここではWindows XPの環
境でAdobe Acrobat Reader 4.0を使ってオンラインマニュアルを両面印刷する手順を説明
します。他のOSをお使いの方は多少画面表示が異なりますが、手順は同じです。

� 前ページの「オンラインマニュアルの開
き方」手順�～�を行い、オンラインマ
ニュアルを表示させる。

� ［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表示され
ます。

� ［プロパティ］をクリックする。

［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。

� ［用紙］タブをクリックする。

［用紙］シートが表示されます。

� ［用紙サイズ］から［A4］を選択する。

� 印刷部数を指定して［OK］をクリックす
る。

両面印刷で出力されます。

� ［長辺綴じ］をクリックする。

� ［メイン］シートを開き、左側の［機能選
択バー］から［両面印刷］を選ぶ。

本書のように両面で仕上がります。

�

�

�

�

�
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安全にお使いいただくために

安全上のご注意

ここで示す注意事項は本製品を安全にお使いになる上で特に重要なものです。この注意事項の
内容をよく読んで、ご理解いただき、本製品をより安全にご活用ください。記号の説明につい
ては表紙の裏の「安全にかかわる表示」を参照してください。

分解・修理・改造
はしない

マニュアルに記載されている場合を
除き、分解したり、修理／改造／点
検／調整を行ったりしないでくださ
い。本製品が正常に動作しなくなる
ばかりでなく、感電や火災の原因と
なるおそれがあります。

煙や異臭、異音が
したら電源OFF

万一、煙、異臭、異音などが生じた
場合は、ただちに本製品およびプリ
ンター本体の電源スイッチをOFFに
して電源プラグをコンセントから抜
いてください。その後、販売店にご
連絡ください。そのまま使用すると
火災の原因となるおそれがありま
す。
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ぬれた手で電源
プラグを触らない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しを
しないでください。感電するおそれ
があります。

本製品および
プリンター内に
異物を入れない

プリンター本体および本製品内に水な
どの液体、ピンやクリップなどの異物
を入れないでください。火災や感電、
故障の原因となります。もし入ってし
まったときは、すぐプリンター本体お
よび本製品の電源をOFFにして、電源
プラグをコンセントから抜いて、販売
店に連絡してください。

本製品を火の中に
投げ入れない

本製品を火の中に投げ入れないでく
ださい。プラスチック部分が溶け出
して、有害な成分が発生することが
あります。

ぬれた手で
触らない

本製品がプリンターに取り付けられ
ているときに、ぬれた手で本製品や
プリンターに触らないでください。
ぬれた手で触ると感電するおそれが
あります。

本製品に衝撃を与えないでくださ
い。万一衝撃を与え、破損した場合
は、プリンター本体および本製品の
電源プラグをコンセントから抜いて
販売店にご連絡ください。そのまま
使用すると、火災、感電のおそれが
あります。

衝撃を与えない

取り外すときは
電源プラグを抜く

本製品を取り外しするときは、必ず
プリンター本体および本製品の電源
プラグをコンセントから抜いて行っ
てください。故障の原因になりま
す。
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カバーは外さない

本製品のカバー（筐体）を外した状態
では使用しないでください。感電の
おそれがあります。

高温注意

長時間本製品を使用した後、本製品
を取り外したり、DIPスイッチを変
更したりする場合は、十分に冷めて
から行ってください。本製品は長時
間使用していると高温になり、触る
と火傷するおそれがあります。

損傷した専用AC
アダプタは
使わない

専用ACアダプタが破損した場合
は、ビニールテープなどで補修して
使用しないでください。補修した部
分が過熱し、火災や感電の原因とな
るおそれがあります。損傷したとき
は、すぐに使用をやめてください。

専用ACアダプタを
抜くときはコード
を引っ張らない

電源プラグを抜くときはプラグ部分
を持って行ってください。コード部
分を引っ張るとコードが破損し、火
災や感電の原因となるおそれがあり
ます。

専用ACアダプタ
に薬品類を
かけない

専用ACアダプタに殺虫剤などの薬
品類をかけないでください。コード
の被覆が劣化し、感電や火災の原因
となることがあります。
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本製品に添付されている専用ACア
ダプタ以外のコードを使わないでく
ださい。専用ACアダプタに定格以
上の電流が流れると火災になるおそ
れがあります。

専用ACアダプタ
以外は使わない

100V以外の
コンセントに
差し込まない

電源は指定された電圧、電流の壁付
きコンセントをお使いください。指
定外の電源を使うと火災や漏電にな
ることがあります。

200V

電源プラグを
中途半端に
差し込まない

電源プラグはしっかりと差し込ん
でください。中途半端に差し込ん
だまま、ほこりがたまると接触不
良の発熱による火災の原因となる
おそれがあります。また、プラグ
部分は時々抜いて、乾いた布でほ
こりやゴミをよくふき取ってくだ
さい。ほこりがたまったままで、
水滴などが付くと発熱し、火災と
なることがあります。

電源コードは
曲げたり
ねじったりしない

専用ACアダプタの電源コードを無
理に曲げたり、ねじったり、束ねた
り、ものを載せたり、はさみ込んだ
りしないでください。またステープ
ルなどで固定することも避けてくだ
さい。コードが破損し、火災や感電
の原因となるおそれがあります。

電源コードを
たこ足配線に
しない

コンセントに定格以上の電流が流
れると、コンセントが過熱して火
災の原因となるおそれがありま
す。

延長コードは使用しない

添付の専用ACアダプタだけでコン
セントに届かない場所に設置しない
でください。延長コードの過容量、
延長コードへのコンセントの差し込
みにより発熱するおそれがありま
す。
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移動時は電源プラグを
抜く

本製品を移動させる場合は、プリン
ター本体および本製品の電源プラグ
をコンセントから抜いて行ってくだ
さい。コードが傷つき、火災、感電
の原因となることがあります。

長期間使用しない
ときは電源プラグ
を抜く

連休などで長期間本製品をご使用に
ならない場合は、安全のためプリン
ター本体および本製品の電源プラグ
を抜いてください。

雷が鳴りだしたら
触らない

雷が発生しそうなときはプリンター
本体および本製品の電源プラグをコ
ンセントから抜いてください。また
雷が鳴りだしたらケーブル類も含め
て装置には触らないでください。火
災・感電の原因となります。

温度変化の激しい
ところには
置かない

直射日光の当たる場所、湿気の多い
場所、温度変化の激しい場所（暖房
機、エアコン、冷蔵庫などの近く）
には本製品および電源コード（専用
ACアダプタ）は設置しないでくださ
い。温度変化により内部の温度が上
がったり、結露現象が起こったりし
て、故障の原因となるばかりでな
く、異常動作したり、火災を引き起
こしたりすることがあります。

お子様に注意

本製品を含め、コード類、ケーブル
類にお子様が手を触れないようにし
てください。感電、ケガのおそれが
あります。

ラジオ、テレビの近くに
設置しない

ラジオやテレビの近くには設置し
ないでください。本製品のそばで
使用すると、ラジオやテレビの受
信機などに受信障害を与えること
があります。
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本製品について
特長

本製品は、10BASE-T/100BASE-TX対応のプリントサーバーです。本製品をご利用いただく
とイーサネットとプリンターを直接接続するので、イーサネットケーブルが敷設されている場
所であればどこでもプリンターを設置することができます。また、イーサネット内であればど
こからでも印刷を行うことができるので、1台のプリンターを複数のユーザーで共有すること
もできます。

さまざまなプロトコルに対応

TCP/IP、IPX/SPX（NetWare）、NetBEUIのプロトコルに対応しています。

100BASE-TX/10BASE-Tに対応

ネットワーク内の通信速度に合わせて自動的に切り替わります。

IPP（Internet Printing Protocol）に対応

印刷プロトコルIPPを搭載しています。IPPを利用すれば、インターネットを通じて遠隔地
にあるプリンターに対して印刷を行うことや、遠隔地からの印刷を受けることができま
す。

NetBEUIに対応

Microsoftネットワーク共有サービスのプリンター共有機能に対応していますので、Win-
dowsのネットワークコンピューターから簡単に設定、印刷ができます。

Windows Me/98/95におけるPeer to Peer印刷に対応

標準添付のNEC Network Printer Portを使用すると、Windows Me/98/95環境でピア・
ツー・ピア印刷を行うことができます。NEC Network Printer Portは、IPPとLPRを統
合したWindows Me/98/95で動作するクライアントソフトウエアです。

HTTP搭載で、WWWブラウザーから設定可能

Microsoft Internet ExplorerやNetscape NavigatorなどのWebブラウザーを利用して、
PR-NPX-05の設定やプリンターステータスの確認を行うことができます。

NetWareのNDSに対応

NetWareのNDSに対応していますので、大規模ネットワークでもご利用できます。
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動作環境

製品に必要な環境は、以下のとおりです。

ネットワークに接続するために必要な機器

� ストレートネットワークケーブル（10BASE-T環境ではカテゴリー3以上、100BASE-
TX環境ではカテゴリー5以上）

� イーサネットハブ（HUB）
� プリンター本体

対応OS

� Windows Me/98/95/XP/2000 日本語版
� Windows NT 4.0 日本語版
� UNIX
� NetWare 3.x/4.x/5.x 日本語版

対応コンピューター

ネットワークインターフェースを持ち、上記OSが動作するコンピューター

UNIX NetWare

Windows XP
本製品と接続している

プリンター Windows 2000Windows Me/98/95

Windows NT 4.0

・NEC Network
    Printer Port
・IPP
・NetBEUI

・Microsoft TCP/IP印刷
　サービス（LPR）
・NetBEUI

・LPD
・FTP

・IPP
・UNIX用印刷
　サービス（LPR）
・Standard 
　TCP/IP Port
　（LPR）
・NetBEUI

・IPP
・UNIX用印刷
　サービス（LPR）
・Standard 
　TCP/IP Port
　（LPR）

・IPX/SPX

本製品は、PrintAgent、NEC Internet Printing System（IPP）、NEC TCP/IP Portに
は対応していません。

� 接続対象プリンター＊

� MultiWriter 2350N/2350
� MultiWriter 2150
� Color MultiWriter 7500C ＊ 平成14年3月現在
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使用上のご注意

本製品を取り扱うときには次の点について注意してください。

プリンターを確認する

プリンターに添付のマニュアルを参照して、本製品がプリンターに取り付けられることを
確認してください。

手順に従ってプリンターに取り付ける

プリンターへの取り付け手順は本書、セットアップガイド（PDF）または「オンラインマニュ
アル」（ソフトウエアCD-ROMに収録）の「1　取り付けと接続」で詳しく説明しています。プ
リンターのマニュアルも併せて参照してください。

指定のツイストペアケーブルを使用する

ストレートケーブルをご用意ください。10BASE-T環境の場合、カテゴリー3以上のスト
レートネットワークケーブルが必要です。100Base-TX環境の場合、カテゴリー5以上の
ストレートネットワークケーブルが必要です。

ネットワーク管理者（アドミニストレーター）が作業する

PR-NPX-05を取り付けたプリンターのネットワークへのインストールは、ネットワーク
管理者が行ってください。

件条作動 容　　内

境環作動 ：度温 01+ ～℃ 53+ ℃

：度湿 %02 ～ )HR(%08 ）とこいなで態状露結、しだた（

件条境環存保 －：度温 01 ～℃ 05+ ℃

：度湿 %02 ～ )HR(%09 ）とこいなで態状露結、しだた（

力電費消 V5 ± Am005%5

格規合適 B-ssalCICCV
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1章　

本製品の取り付けと接続

この章では、お買い上げになったPR-NPX-05の箱を開けてから、中身を確認し、自己診断印
刷、ネットワークで使えるようになるまでを以下の手順で説明します。

1 箱の中身を確認する

↓

2 各部の名称を確認する

↓

3 本製品をプリンターへ取り付ける

↓

4 ネットワークに接続する

↓

5 電源をONにする

↓

6 自己診断テスト結果や設定内容を印刷する
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1　箱の中身を確認する
箱を開けて、まず次のものがすべてそろっていることを確認し、それぞれの点検を行ってくだ
さい。万一足りないものや損傷しているものがある場合には、販売店に連絡してください。

重要�

本製品の箱を開けたら次のことを忘れずに行ってください。

� 保証書とNECサービス網一覧表は、アフターサービスをお受けになるときに必要になり
ますので、大切に保管してください。

� お客様登録申込書は所定の事項を記入の上、登録センターへお送りください。製品番号は
PR-NPX-05に貼られた装置ラベルをご覧いただき、そのシリアルNo.を記入してくださ
い。

□ PR-NPX-05本体 □ 専用ACアダプタ

□ ソフトウエアCD-ROM
（オンラインマニュアル収録）

□ セットアップガイド（本書）

□ 保証書

10/100BASE

10BASE
100BASE

STATUS
DCIN 5V

PR-NPX-05
マルチプロトコルLANアダプタ

セットアップガイド

10/100BASE

10BASE100BASESTATUS

D
C
IN
 5V

□ NECサービス網一覧表

□ ソフトウエアのご使用条件

サービス網一覧表�

□ お客様登録申込書
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2　各部の名称を確認する
本製品の各部の名称とはたらきについて説明します。使用する前にそれぞれの名称と位置など
を確認してください。

本体の裏面

パラレルポート

プリンターのパラレルインターフェース
ポートに接続します。

DIPスイッチ（1-4）

各スイッチを操作することで、本製品の
自己診断印刷や出荷時の状態へのリセッ
トを行うことができます。（次ページ
「DIPスイッチの設定」参照）

製品番号（シリアルNo.）

Ethernetアドレス

ON

OFF

1 2 3 4

管理銘板

本体の後面

電源コネクター

専用ACアダプタを接続します。STATUS LED（橙）

通信中に点滅します。

100BASE LINK LED（緑）

100BASE-TXでネットワーク接続
が確立されると点灯します。

10BASE LINK LED（緑）

10BASE-Tでネットワーク接続
が確立されると点灯します。

* 100BASE-TX環境では、カテゴリー5以上をご使用ください。

ネットワークポート
（10BASE-T/100BASE-TX）*

ネットワークケーブルを接続しま
す。（ストレートケーブル）
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DIPスイッチの設定

PR-NPX-05本体の裏面にある4極のDIPスイッチの設定について説明します。

重要�

DIPスイッチの設定を変更した場合は、PR-NPX-05の専用ACアダプタを壁付きACコンセ
ントから抜き、再び差し込んで電源を入れ直してください。

スイッチ
番号 機能概要 ON/OFF* 動作

1 （未使用） OFF 通常

2 Factory Default
OFF 通常

ON 設定内容の初期化を行う。（工場出荷状態）

3 Diagnostic /
Configuration Print

OFF 通常

ON 自己診断/設定内容の印刷を行う。

4 （未使用） OFF 通常

*網掛け部は工場出荷設定を表します。

DIP SW2：Factory Default

PR-NPX-05の設定を工場出荷時の設定に戻すための設定です。

ON： PR-NPX-05の電源が投入された時、工場出荷時の設定に戻ります。

� PR-NPX-05と壁付きACコンセントか
ら専用ACアダプタを外し、DIPスイッ
チの2番をOFFにする。

DIPスイッチ2をONにしたままの場合、
PR-NPX-05の電源を投入するたびに工
場出荷時の設定に戻ります。

� プリンターの電源をOFFにする。

本製品の専用ACアダプタが接続されて
いない状態であることを確認してくだ
さい。

� DIPスイッチの2番をONにする。

� PR-NPX-05と壁付きACコンセントを
専用ACアダプタで接続し、プリンター
の電源をONにする。

数十秒で工場出荷時の設定への変更が
完了します。



13

DIP SW3：Diagnostic / Configuration Print

PR-NPX-05の自己診断結果と設定情報を印刷するための設定です。
ただし、フォントを搭載しているプリンターに接続している場合のみ印刷可能です。

ON：PR-NPX-05の自己診断結果と設定情報を印刷します。

� プリンターの電源をOFFにする。

本製品の専用ACアダプタが接続されて
いない状態であることを確認してくだ
さい。

� DIPスイッチの3番をONにする。

� PR-NPX-05と壁付きACコンセントを

専用ACアダプタで接続し、プリンター
の電源をONにする。

自己診断／設定内容の印刷が開始され
ます。

� 自己診断／設定内容の印刷が完了した
ら、プリンターの電源をOFFにする。

� PR-NPX-05と壁付きACコンセントか

ら専用ACアダプタを外して、DIPス
イッチの3番をOFFにする。

DIPスイッチ3をONにしたままの場合、
PR-NPX-05の電源を投入するたびに
PR-NPX-05の自己診断結果設定情報と
を印刷します。
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3　本製品をプリンターに取り付ける
ここでは、PR-NPX-05をMultiWriter 2350Nに取り付ける手順を例にとって説明します。

チェック�✔
� 本製品の取り付けは、必ずプリンターの電源コードを外した状態で行ってください。

� 本製品を一度でも他のネットワークで利用された場合は、「DIPスイッチの設定」（12ペー
ジ）を参照して、設定内容の初期化を行ってからご利用ください。

� プリンターの電源がOFFであることを
確認し、プリンターの電源コードを抜
く。

� プリンターの電源コードをコンセント
に差し込む。

� プリンターのパラレルインターフェー
スコネクターに本製品を接続する。

チェック�✔
この時、本製品に専用ACアダプタが
接続されていないことを確認してく
ださい。
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4　ネットワークに接続する

チェック�✔
100BASE-TX環境でお使いの場合は、100BASE-TX対応のイーサネットハブ（HUB）と
ネットワークケーブル(カテゴリー5以上)、10 BASE-T環境でお使いの場合は、カテゴリー
3以上のネットワークケーブルをご用意ください。

本製品をネットワークに接続するためには、以下のものが必要です。

� 本製品に専用ACアダプタが接続されて
いないことを確認し、プリンターの電
源をOFFにする。

� 本製品のネットワークポート(10BASE
-T/100BASE-TX）にネットワークケー
ブルを接続する。

� イーサネットハブ（HUB）に、ネット
ワークケーブルのもう一方を接続す
る。

イーサネットハブ（HUB）
ネットワークケーブル
（ストレートケーブル）
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5　電源をONにする
� 本製品に専用ACアダプタを接続する。

� 専用ACアダプタを壁付きコンセントに
接続する。

背面にある10BASE LINK LEDまたは
100BASE LINK LEDが点灯したことを
確認してください。

� プリンターの電源をONにする。

プリンターが正常に動作したことを確
認してください。

チェック�✔
本製品に付属している専用ACアダプ
タ以外のものを使用しないでくださ
い。故障の原因となります。
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6　自己診断テスト結果や設定内容を印刷する

チェック�✔
� 自己診断／設定内容の印刷を行う場合は、必ずプリンターの電源を切ってから必要な設定
を行ってください。

� 本製品を初めて使用する場合は必ず自己診断テストを印刷してください。

本製品は、DIPスイッチの操作によってプリンターの立ち上げ時に自己診断を行い、その結果
を出力する機能（自己診断／設定内容の印刷）を搭載しています。自己診断では、ハードウエア
やネットワークのテストを行いますので、故障の原因やネットワークインターフェースの状態
を確認することができます。自己診断結果にNGがある場合は、「4章　困ったときには」の「導
入時の障害」（45ページ）をご覧ください。

Color MultiWriter 7500Cに接続している場合、印刷されない場合があります。その場合、
操作パネルで「テキスト印刷する」モードに変更してから自己診断／設定内容の印刷を行ってく
ださい。詳細はオンラインマニュアルの「9　故障かな？と思ったら」をご覧ください。

DIPスイッチの3番をONにし、本製品とプリンターの電源を入れてください。自己診断の印字例を
次に示します。

自己診断印字例

本製品の自己診断の印刷例を以下に示します。ここでの設定は、出荷時の設定です。

NEC PR-NPX-05　　Version 1.0.0

***　Diagnostic report　***
　　ROM Check : Ok　stat:　0199 FFFF 0000 0000
　　RAM Check : Ok　stat:　0000 0000 0000 0000
　　NIC Check   : Ok  addr:　00:80:92:1D:30:DC　100BASE-TX
EEPROM Check  : Ok  stat: 9807 9807 0000 0000

　　　　DIPSW1 : OFF(ON: Test use only)
　　　　DIPSW2 : ON (ON: Initialize configuration)
　　　　DIPSW3 : ON (ON: Diagnostic/Configuration print)
　　　　DIPSW4 : OFF(ON: Reserved)
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設定内容印字例

本製品はプリンターの立ち上げ時に、ユーティリティーなどで設定した内容を印刷することが
できます。設定の内容確認や変更時の確認にご利用ください。
設定項目の一覧はオンラインマニュアルを参照してください。

NEC PR-NPX-05　　Version 1.0.0

*** Configuration report ***
<<　Configure General　>>
　　　Change root Password
　　　LAN Interface
<< Configure TCP/IP >>
　　　TCP/IP Protocol
　　　DHCP/BOOTP
　　　RARP
　　　HTTP
　　　IP Address
　　　Subnet Mask
　　　Default Gateway
　　　Use FTP/LPD Banner
<< Configure TCP/IP - DNS >>
　　　Primary Server
　　　Secondary Server
<< Configure TCP/IP - POP >>
　　　POP Protocol
　　　Check Interval(min.)
　　　Local Time Zone
<< Configure TCP/IP - POP - User Profile 1 >>
　　　User Profile
　　　POP Server Name
　　　POP Port Number
　　　POP User Name
　　　POP Password
　　　Use APOP
　　　Delete Mail after Retrieve
　　　Maximum Retrieve (KByte)
　　　Filter Setting
<< Configure TCP/IP - POP - User Profile 2 >>
　　　User Profile
　　　POP Server Name
　　　POP Port Number
　　　POP User Name
　　　POP Password
　　　Use APOP
　　　Delete Mail after Retrieve
　　　Maximum Retrieve (KByte)
　　　Filter Setting

:””
:AUTO

:ENABLE
:ENABLE
:ENABLE
:ENABLE
:0.0.0.0
:0.0.0.0
:0.0.0.0
:NO

:0.0.0.0
:0.0.0.0

:DISABLE
:15
:”�+ 09:00”

:DISABLE
:””
:110
:””
:””
:NO
:NO
:64
:””

:DISABLE
:””
:110
:””
:””
:NO
:NO
:64
:””
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<< Configure TCP/IP - POP - User Profile 3 >>
　　　User Profile
　　　POP Server Name
　　　POP Port Number
　　　POP User Name
　　　POP Password
　　　Use APOP
　　　Delete Mail after Retrieve
　　　Maximum Retrieve (KByte)
　　　Filter Setting
<< Configure TCP/IP - POP - User Profile 4 >>
　　　User Profile
　　　POP Server Name
　　　POP Port Number
　　　POP User Name
　　　POP Password
　　　Use APOP
　　　Delete Mail after Retrieve
　　　Maximum Retrieve (KByte)
　　　Filter Setting
<< Configure TCP/IP - SMTP >>
　　　SMTP Protocol
　　　SMTP Server Name
　　　From Address
<< Configure TCP/IP - SMTP - Event to Address1 >>
　　　TO Address
　　　Check Interval(min.)
　　　Offline
　　　Paper Empty
　　　Fault
<< Configure TCP/IP - SMTP - Event to Address2 >>
　　　To Address
　　　Check Interval(min.)
　　　Offline
　　　Paper Empty
　　　Fault
<< Configure TCP/IP - SMTP - Advanced >>
　　　SMTP Port Number
　　　Singleture Line1
　　　Singleture Line2
　　　Singleture Line3:
　　　Singleture Line4
<< Configure NetWare >>
　　　NetWare Protocol
　　　Frame Type
　　　Operation Mode
　　　Printer Name

:DISABLE
:””
:110
:””
:””
:NO
:NO
:64
:””

:DISABLE
:””
:110
:””
:””
:NO
:NO
:64
:””

:DISABLE
:””
:””

:””
:10
:OFF
:OFF
:OFF

:””
:10
:OFF
:OFF
:OFF

:25
:”--------------------”
:”NEC PR-NPX-05”
:”[00:80:92:1D:30:DC]”
:”--------------------”

:ENABLE
:802.2
:PSERVER
:”NEC-1D30DC-prn1”
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<< Configure NetWare - PSERVER Mode >>
　　　Print Server Name
　　　Login Password
　　　Job Polling(sec.)
　　　Bindery Mode
<< Configure NetWare - PSERVER Mode - File Server >>
　　　FSERVER Name 1
　　　FSERVER Name 2
　　　FSERVER Name 3
　　　FSERVER Name 4
　　　FSERVER Name 5
　　　FSERVER Name 6
　　　FSERVER Name 7
　　　FSERVER Name 8
<< Configure NetWare - PSERVER Mode - NDS >>
　　　NDS Tree
　　　NDS Context
<< Configure NetWare - RPRINTER Mode >>
　　　PSERVER Name 1
　　　PSERVER Name 2
　　　PSERVER Name 3
　　　PSERVER Name 4
　　　PSERVER Name 5
　　　PSERVER Name 6
　　　PSERVER Name 7
　　　PSERVER Name 8
　　　Job Timeout(sec.)
<< Configure NetBEUI/NetBIOS >>
　　　NetBEUI Protocol
　　　Computer Name
　　　Workgroup
　　　Comment
<< Configure SNMP >>
　　　Authentic Community
　　　Trap Community
　　　Trap Address(IP)
　　　SysContact
　　　SysName
　　　SysLocation
　　　EnableAuthenTrap
<< Configure Printer Port >>
　　　BOJ String(lp)
　　　EOJ String(lp)
　　　BOJ String(sjis/euc)
　　　EOJ String(sjis/euc)
　　　Printer Emulation
　　　TAB Size(char.)
　　　Page Width(char.)
　　　Page Length(line)
　　　Print Port Mode
　　　Centronics I/F Timing

:”NEC-1D30DC”
:””
:4
:ENABLE

:””
:””
:””
:””
:””
:””
:””
:””

:””
:””

:””
:””
:””
:””
:””
:””
:””
:”
:10

:ENABLE
:”NEC-1D30DC”
:”PrintServer”
:”NEC PR-NPX-05”

:”******”
:”public”
:0.0.0.0
:””
:”NEC-1D30DC”
:””
:2

:””
:””
:”
:”¥f”
:PR201
:8
:0
:0
:NONE
:Standard
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この章では、Windows環境で本製品をご利用いただく場合の各種ソフトウエアのインストー
ル方法について説明します。はじめて本製品をインストールされる場合は、製品に添付のソフ
トウエアCD-ROMの「Quick Setup」をお勧めします。「Quick Setup」は、簡単なウィザード
形式になっています。

ソフトウエアを起動する
Windows Me/98/95/XP/2000/NT 4.0で動作しているコンピューターで、PR-NPX-05を
ご使用になる場合、ソフトウエアCD-ROMのインストールプログラムを使って、ソフトウエ
アをインストールします。ソフトウエアCD-ROMは、ドライブに挿入するだけで自動的にメ
ニュープログラムが起動します。

ここでは、Windows XPを例にとり、ソフトウエアのインストール手順を説明します。

2章

ソフトウエアのインストール

� Windows XP 日本語版を起動する。

� ソフトウエアCD-ROMをセットする。

［NEC PR-NPX-05 User Software］が
起動します。メニューが自動的に起動
します。

メインメニューの画面が表示されます。

お使いのコンピューターによっては、自動的にメ
ニュープログラムが起動しない場合があります。
その場合は、CD-ROMのルートディレクトリに
ある「AUTORUN.exe」を実行してください。

� インストール方法を選択して、アイコ
ンをクリックする。
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ソフトウエアCD-ROMについて
PR-NPX-05に添付のソフトウエアCD-ROMは、Windows Me/98/95、Windows XP/
2000、Windows NT 4.0のコンピューター環境に対応したソフトウエアを提供しています。

本ソフトウエアCD-ROMの構成は以下のとおりです。

QuickQuickQuickQuickQuick（（（（（Quick SetupQuick SetupQuick SetupQuick SetupQuick Setup）））））
本製品を簡単に設定するためのインス
トールウィザードが起動します。
印刷を行うまでの最低限必要な本製品と
コンピューターの設定を行います。本製
品をはじめてお使いの方向けです。詳し
いインストール手順については次ページ
からの「「Quick Setup」で設定する」をご覧
ください。

Read MeRead MeRead MeRead MeRead Me
（（（（（はははははじじじじじめめめめめにににににおおおおお読読読読読みみみみみくくくくくだだだだださささささいいいいい）））））
本CD-ROMを使用する上での注
意事項が記載されています。ご
使用になる前に、必ずお読みく
ださい。

StandardStandardStandardStandardStandard（（（（（Standard SetupStandard SetupStandard SetupStandard SetupStandard Setup）））））
本製品を詳細に設定するための
AdminManager を起動またはイ
ンストールします。
ネットワークに詳しい方向けで
す。サブネットマスク等の詳細
な設定を行いたい方は、
Quick Setupの代わりにこちらを
ご利用ください。

LPR/IPP PortLPR/IPP PortLPR/IPP PortLPR/IPP PortLPR/IPP Port
（（（（（NEC Network Printer PortNEC Network Printer PortNEC Network Printer PortNEC Network Printer PortNEC Network Printer Portインストール）インストール）インストール）インストール）インストール）
Windows Me/98/95から本製品へ直接印刷す
るためのネットワーク印刷クライアントソフ
トウエアをインストールします。Windows
2000/XP/NT 4.0では動作しません。
LPR（本製品専用）またはIPPを選択すること
ができます。新たに印刷環境をコンピュー
ターに設定される方はインストールしてくだ
さい。

ManualManualManualManualManual（（（（（オオオオオンンンンンララララライイイイインンンンンマママママニニニニニュュュュュアアアアアルルルルル）））））
本製品のオンラインマニュアルが起動
します。
マニュアルを読むために必要なAdobe
Acrobat Readerがインストールされて
いない場合は、自動的にインストー
ラーが起動します。
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「Quick Setup」で設定する
「Quick Setup」は、本製品を利用するための簡易インストールウィザードです。ご使用のWin-
dowsと本製品の基本的な設定を一連の操作で行うことができます。インストールウィザード
の説明に従って進行してください。下に示すフローは、インストール方法の概要です。セット
アップ後、PR-NPX-05の詳細な設定や内容確認をするためには「Standard Setup」（オンライ
ンマニュアル参照）をご利用ください。

NetWareの設定
　NetWareに関する設定を行い、ファイルサーバーにプリントキューを
　作成します。

製品ライセンス契約
　本アプリケーションを使用する方は、ライセンス契約に同意します。

TCP/IPの設定
　TCP/IPに関する設定を行います。

Windows Me/95/98にNEC Network 
Printer Portをインストールしてプリンター
ポートを追加します。

NetBEUIの設定
　NetBEUIに関する設定を行います。

設定内容の確認
　以上の設定を確認します。

設定するPR-NPX-05の選択
　設定を行うPR-NPX-05を選択します。

ようこそ
　セットアップを開始します。

Windows XP、Windows 2000、
Windows NT 4.0のプリンターポートを
追加します。

Windows Me/98/95
ユーザーの場合

Windows XP、Windows 2000、
Windows NT4.0ユーザーの場合

ソフトウエアCD-ROMをセットする

「Quick Setup」はTCP/IPあるいはIPX-SPX互換プロトコルを使用して本製品を検索し、設定
を行います。ご利用のネットワークコンピューターにTCP/IPまたはIPX/SPXプロトコルが追
加および設定されている必要があります。
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� ご利用のコンピューターにソフトウエ
アCD-ROMをセットする。

［NEC PR-NPX-05 User SoftWare］が
起動します。

「Read Me」のアイコンをクリックし、「NEC
PR-NPX-05 User SoftWare 使用上の注意」
をお読みください。CD-ROMの内容、ユーティ
リティの利用方法、オンラインマニュアルを見
る方法や制限事項が記載されています。

� ［Quick］アイコンをクリックする。

［Quick Setupウィザード］が起動しま
す。

� 「製品ライセンス契約」の内容を確認
し、［はい］をクリックする。

ネットワーク上のPR-NPX-05が検索さ
れ、一覧に表示されます。

� ［次へ］をクリックする。

本製品のセットアップを行います。

� セットアップを行う本製品を一覧から
選択する。

「Ethernetアドレス」のボックスには
「00:80:92」で始まる6桁の英数字が入り
ます。一覧にセットアップする製品が
表示されていない場合は［Ethernetアド
レス］ボックスに直接入力してくださ
い。
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� ［次へ］をクリックする。

チェック�✔
複数のPR-NPX-05がネットワーク
上に存在する場合、Ethernetアドレ
ス、機種名を十分確認の上、間違い
がないようご注意ください。製品固
有のEthernetアドレスは、自己診断
／設定内容の印刷結果または本体の
裏面に記載されています。

（例：00:80:92:00:aa:0e）

TCP/IPの設定

＜IPアドレスが設定されていない場合＞

� IPアドレスを入力し、［次へ］をクリッ
クする。

NetWareのプロトコルが導入されている環境
でご利用の場合は「IPアドレスが設定されている
場合」の手順になります。

「Netwareの設定」（次ページ）へ進んでく
ださい。

＜IPアドレスが設定されている場合＞

� TCP/IPプロトコルを使用する場合は
［はい］を選択し、［次へ］をクリックす
る。

TCP/IPを使用しない場合は、「いいえ」
を選択し、「NetWareの設定」の手順�
（27ページ）へ進んでください。

続いて、次の「TCP/IPの設定」へ進んで
ください。
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� DHCPを使用する場合は、［IPアドレス
を自動的に取得］を選択する。

IPアドレスを手動で入力する場合は、
［IPアドレスを指定］を選択し、IPアド
レスを入力する。

� ［次へ］をクリックする。

ここで設定するIPアドレスは、使用するコン
ピューターと同一のセグメントにする必要があ
ります。

NetWareの設定

� NetWareを使用する場合は［はい］を選
択し、［次へ］をクリックする。

NetWareを使用しない場合は、［いい
え］を選択し、「NetBEUIの設定」（29
ページ）へ進んでください。

� キューの設定を行う場合は［はい］を選
択し、［次へ］をクリックする。

キューの設定を行わない場合は、「いい
え」を選択し、「NetBEUIの設定」（29
ページ）へ進んでください。
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� ネットワーク環境に合わせてNDSモー
ドまたはバインダリモードを選択し、
［次へ］をクリックする。

Novell標準のクライアントソフトウエア
がインストールされている必要があり
ます。
この後、NDSモードの場合は手順�へ
進んでください。
バインダリモードの場合は、手順�へ
進んでください。

＜NDSモードの場合＞

� 印刷キューを作成するNDSコンテキス
トを選択する。

一覧にツリー構造が表示されます。

� 該当するツリーの下にあるコンテキス
トを指定し、［次へ］をクリックする。

� ［プリントサーバモード］または［リモー
トプリンタモード］を選択し、［次へ］を
クリックする。

ここではプリントサーバモードで設定
します。リモートプリンタモードで設
定される方はオンラインマニュアルの
「NetWare環境で使用する」を参照して
ください。

� 印刷キューを新規作成するか、または
既存の一覧から選択する。

新規に作成する場合はデフォルト値をそのまま
選択されることをお勧めします。



28

	 キューを新規作成される場合は作成す
る場所を選択し、［次へ］をクリックす
る。

［標準］をクリックするとデフォルト値に戻りま
す。

次の「NetBEUIの設定」（次ページ）へ進
んでください。

＜バインダリモードの場合＞

� キューを作成するファイルサーバー名
を選択し、［次へ］をクリックする。


 ［プリントサーバモード］を選択し、［次
へ］をクリックする。

� 印刷キューを新規作成するか、または
既存の一覧から選択する。

［標準］をクリックするとデフォルト値に戻りま
す。

� ［次へ］をクリックします。

次の「NetBEUIの設定」（次ページ）へ進
んでください。
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NetBEUIの設定

NetBEUIを使用する場合は［はい］を選択し、
使用しない場合は［いいえ］を選択して［次へ］
をクリックする。

次の「設定内容の確認」へ進んでください。

設定内容の確認

「Quick Setup」で設定された内容が表示され
ます。

� 設定内容を確認する。

� 間違いがなければ、［実行］をクリック
する。

入力した項目を修正したい場合は、［戻る］をク
リックし、修正したいダイアログボックスに戻
り設定し直してください。

� パスワードが設定されていれば、パス
ワードを入力し、［OK］をクリックす
る。

設定内容が本製品に送信されます。

この後はご使用のOSにより、次の手順
へ進んでください。
� Windows XP/2000の場合
　 →手順�～�
� Windows NT 4.0の場合→手順�
� Windows Me/98/95の場合
→手順�
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� ＜Windows XP/2000の場合＞

�TCP/IPプロトコルのLPRプロトコルを
使用しない場合

［いいえ］を選択し、［完了］をクリック
する。

�Standard TCP/IP Port(LPR)を使用し
て印刷する場合

「いいえ」を選択し、「完了」をクリック
する。

この後、「3章　コンピューターの設定」
へ進んでください。

�「UNIX用印刷サービス」を使用して印刷
する場合

「はい」を選択し、「完了」をクリックす
る。

LPR Port を作成するためには、「UNIX
用印刷サービス」がインストールされて
いる必要があります。

� ［LPDを提供しているサーバーの名前ま
たはアドレス］ボックスにPR-NPX-05
に設定したIPアドレスを、［サーバーの
プリンタ名または印刷キュー］ボックス
に「lp」を入力し、［OK］をクリックす
る。

PR-NPX-05の設定は完了です。「3章 コ
ンピューターの設定」へ進んでください。

� ＜Windows NT 4.0の場合＞

�「Microsoft TCP/IP印刷サービス」を
使用して印刷する場合

「はい」を選択し、「完了」をクリックし
てください。

LPR  Po r t  を作成するためには、
「Microsoft TCP/IP印刷サービス」がイ
ンストールされている必要がありま
す。

� ＜Windows Me/98/95の場合＞

［はい］を選択し、［完了］をクリックす
る。

PR-NPX-05の設定は完了です。「3章 コ
ンピューターの設定」へ進んでくださ
い。
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3章

コンピューターの設定

ソフトウエアの設定に続いて、コンピューターの設定を行います。
お使いのOSの説明をご覧ください。Windows NT 4.0の場合、UNIXの場合、NetWareの場
合については、オンラインマニュアルをご覧ください。

Windows Me/98/95の場合 ........................... 32ページ
Windows XPの場合......................................... 37ページ
Windows 2000の場合 .................................... 39ページ
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Windows Me/98/95の場合

ここでは、LPRプロトコルを使用して印刷する場合とNetBEUIプロトコルを使用して印刷する
場合の設定についてWindows Meの設定手順を例にとって説明します。NEC Netwrok Printer
PortのIPP印刷機能を使用する場合の設定については、オンラインマニュアル「2 Windows
Me/98/95のセットアップ」を参照してください。

NEC Network Printer PortのLPR印刷機能を使用する場合

NEC Network Printer PortのLPR機能はNEC PR-NPX-05シリーズ製品専用です。Windows
Me/98/95から本製品を利用してTCP/IPプロトコルで直接印刷を行うには、はじめに「NEC
Network Printer Port」をインストールする必要があります。

NEC Network Printer Port を
インストールする

� ソフトウエアCD-ROMをセットする。

「NEC PR-NPX-05 User Software」が
起動します。メニューが自動的に起動
します。
メインメニューの画面が表示されま
す。

お使いのコンピューターによっては、自動的にメ
ニュープログラムが起動しない場合があります。
その場合は、CD-ROMのルートディレクトリー
にある「AUTORUN.exe」を実行してください。

� ［LPR/IPP Port］をクリックする。

� インストールするフォルダーを確認
し、［次へ］をクリックする。

� ［NEC Network Printer Port］をグルー
プとして格納したい場所を選択し、名
前を入力し、［次へ］をクリックする。

プログレスバーが表示され、インス
トールが開始します。
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� 続けて［NEC Network Printer Portの
ポート］を設定する場合は、［はい］を選
択し、［完了］をクリックする。

インストールは完了し、そのまま［NEC
Network Printer Port追加ウィザード］
が起動します。

次の「NEC Network Printer Port LPR
ポート追加ウィザード」へ進んでくださ
い。

［いいえ］を選択した場合は、NEC Net-
work Printer Portのインストールは完
了します。後で「NEC Network Printer
Port」を追加したい場合は、［スタート］
－［プログラム］から「NEC Network
Printer Port」にある［NEC Network
Printer Port追加］を選択し、「NEC Net-
work Printer Port追加ウィザード」を起
動してください。

NEC Network Printer Port
LPRポートを追加する

� ｠［LPR（Line Printer Remote）で印刷す
る］を選択し、［次へ］をクリックする。

� PR-NPX-05のIPアドレスまたはホスト
名を指定する。

［検索］をクリックすると本製品の一覧を表示し
ますので、該当するI Pアドレスを選択して
［OK］をクリックしてください。

� ［次へ］をクリックする。

［プリントサーバの内部ポート名］ボッ
クスはデフォルトの「lp」のままにしてお
いてください。
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� ［印刷先のポート名］を入力し、［次へ］
をクリックする。

デフォルトで「IPアドレス：lp」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。

� 設定項目を確認し、［完了］をクリック
する。

「印刷先のポート名」で入力されている文字列
は、プリンタードライバー設定の印刷先ポート
名として使用されますので、他のポート名と重
複しない名前を付けることをお勧めします。

NetBEUIプロトコルを使用する場合

Windows Me/98/95からNetBEUIプロトコルを使用して印刷を行うときの設定手順について
説明します。

コンピューターのネットワーク
の設定を確認する

「NetBEUIプロトコル」を利用して印刷を行う
ためには「NetBEUIプロトコル」と「Microsoft
ネットワーク共有サービス」がネットワーク
設定に追加されている必要があります。次の
手順に従って追加の確認をしてください。

� ［スタート］－［設定］－［コントロールパ
ネル］をクリックする。

� ［ネットワーク］をダブルクリックす
る。

［ネットワーク］ダイアログボックスが
表示されます。

� ［ネットワークの設定］シートで、一覧
に「NetBEUIプロトコル」と「Microsoft
ネットワーク共有サービス」が追加され
ていることを確認する。

� ［OK］をクリックする。

本製品の設定をする

ここでは本製品に組み込まれたNetBEUIでの
印刷機能の仕組みをより詳しく理解していた
だくために、詳細な内容について説明しま
す。通常、お使いいただく上では特に変更し
ていただく必要はありません。
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本製品にはNetBEUIプロトコルを［使用する/
しない］の内部設定があります。Q u i c k
S e t u p のセットアップウィザードで
［NetBEUIプロトコルを使用しない］を選択し
た場合でもAdminManagerを使用して設定
を変更することができます。

重要�

� AdminManagerをご利用にな
る場合、TCP/IPプロトコルま
たはIPX/SPXプロトコルがイン
ストールされている必要があり
ます。

� AdminManagerはCD-ROMメ
ニュー画面の「S t a n d a r d
（Setup）」からインストールでき
ます。また、CD-ROMから直接
起動することもできます。詳細
はオンラインマニュアルの「8
ユーティリティの詳細」を参照し
てください。

� AdminManagerを起動する。

［スタート］－［プログラム］－
［NEC LANアダプタ/ボードツール］－
［AdminManager］の順にクリックしま
す。

AdminManagerがインストールされて
いない場合は、オンラインマニュアル
の「8 　ユーティリティの詳細」の
「Standard Setup」を参照して起動して
ください。

� 設定の対象となる本製品を起動画面か
ら選択する。

� AdminManagerのメインメニューから
［設定］－［AdminManagerによる設定］
を選択する。

［AdminManagerによる設定］ダイアロ
グボックスが表示されます。

本製品にパスワードが設定されている
場合は、パスワードを入力し、［OK］を
クリックします。

「Guestユーザ」チェックボックスをチェックし
た場合は設定情報を見ることができますが、設
定内容の編集はできません。

� ［NetBEUI/NetBIOS］シートを開き、
［NetBEUIプロトコルを使用する］を
チェックする。

� ［コンピュータ名］、［ワークグルー
プ］、［コメント］を入力し、［設定］をク
リックする。

チェック�✔
ワークグループ名を変更する場合
は、［ネットワーク全体］の中にすで
に存在するワークグループ名を指定
してください。

�

�

�

�



36

� 設定内容を確認し、［OK］をクリックす
る。

� ［はい］をクリックする。

AdminManagerで検索を行います。パ
ラメータの変更後、変更した値をPR-
NPX-05に反映させるためには、PR-
NPX-05を再起動する必要があります。
印刷中に再起動すると、印刷が途中で
中断する場合があります。

� 設定を行った本製品が一覧に表示され
ることを確認する。

以上で本製品の設定は完了です。

本製品のリセット中は、通信ができません。し
ばらく待ってから検索を行ってください。

プリンターを追加する

� ［マイ ネットワーク］アイコンをダブル
クリックする。

� ネットワーク全体の中のワークグルー
プ名［PrintServer］をダブルクリックす
る。

� コンピューター（本製品）のアイコンを
ダブルクリックする。

� プリンターのアイコンをダブルクリッ
クする。
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プリンターの設定が行われていない場合は以下
のメッセージが表示されますので、［はい］をク
リックしてください。

プリンターの設定が完了している場合は印刷待
ちジョブ一覧を表示します。

［プリンタの追加ウィザード］が起動し
ます。

� 画面の指示に従って設定する。

追加したプリンターが表示され、プリ
ンターの印字テストが出力されればプ
リンターの追加は完了です。

Windows XPの場合

ここではStandard TCP/IP Port(LPR)を使用して印刷する場合の設定について説明します。
Standard TCP/IP PortのIPP印刷機能を使用する場合の設定については、オンラインマニュ
アル「3 Windows XPのセットアップ」を参照してください。

Standard TCP/IP Port(LPR)印刷機能を使用する場合

Windows XPの環境でStandard TCP/IP Portを使用して印刷するまでの設定方法について
説明します。

重要�

Standard TCP/IP Port（LPR）を使用する場合は、［プリンタのプロパティ］ダイアログボッ
クスの［ポート］シートで［双方向サポートを有効にする］のチェックを外して、無効にしてく
ださい。

� ［次へ］をクリックする。� ［プリンタとFAX］フォルダーを開く。

［スタート］－［コントロールパネル］－
［プリンタとFAX］の順にクリックしま
す。

� ［プリンタのインストール］をクリック
する。

「プリンタの追加ウィザード」が起動し
ます。
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� ［このコンピュータに接続されている
ローカルプリンタ］を選択し、［プラグ
アンド プレイ対応プリンタを自動的に
検出してインストールする］のチェック
を外して、［次へ］をクリックする。

� ［新しいポートの作成］、［Standard
TCP/IP Port］を選び、［次へ］をクリッ
クする。

［標準TCP/ IPプリンタポートの追加
ウィザード］ダイアログボックスが表示
されます。

� ［次へ］をクリックする。

� ［プリンタ名またはIPアドレス］ボック
スに追加する本製品のIPアドレスを入
力し、［次へ］をクリックする。

チェック�✔
DNSサーバーが存在し、プリンター
が登録されている場合には、DNS名
を指定することもできます。

ネットワーク上にネットワークプリン
ターが存在する場合は、ネットワーク
プリンターが検出され、自動的に設定
が完了します。手順	へ進んでくださ
い。
ネットワーク上にネットワークプリン
ターが存在しない場合は、手順�へ進
んでください。

� ［デバイスの種類］の［標準］をクリック
し、［NEC Network Printer］を選び、
［次へ］をクリックする。
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	 内容を確認し、［完了］をクリックす
る。


 画面に表示される指示に従って、プリ
ンターのインストールを完了する。

プリンターのドライバー選択画面で
は、対応するプリンターを選択して、
ドライバーのインストールを完了して
ください。

Windows 2000の場合

ここでは、LPRプロトコルを使用して印刷する場合とNetBEUIプロトコルを使用して印刷する
場合の設定について説明します。Standard TCP/IP PortのIPP印刷機能を使用する場合の設
定については、オンラインマニュアル「4 Windows 2000のセットアップ」を参照してくださ
い。

Standard TCP/IP Port(LPR)印刷機能を使用する場合

Windows 2000の環境でStandard TCP/IP Portを使用して印刷するまでの設定方法につい
て説明します。

重要�

Standard TCP/IP Port（LPR）を使用する場合、［プリンタのプロパティ］ダイアログボッ
クスの［ポート］シートで［双方向サポートを有効にする］のチェックを外して、無効にしてく
ださい。

� ［プリンタ］フォルダーを開く。

� ［プリンタの追加］アイコンをダブルク
リックする。

［プリンターの追加ウィザード］が起動
します。

� ［ローカルプリンタ］を選択し、［プラグ
アンド プレイ プリンタを自動的に検出
してインストールする］のチェックを外
して、［次へ］をクリックする。
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� ［新しいポートの作成］、［Standard
TCP/IP Port］を選び、［次へ］をクリッ
クする。

［標準TCP/ IPプリンタポートの追加
ウィザード］ダイアログボックスが表示
されます。

� ［次へ］をクリックする。

� ［プリンタ名またはIPアドレス］ボック
スに追加する本製品のIPアドレスを入
力し、［次へ］をクリックする。

ネットワーク上にネットワークプリン
ターが存在する場合は、ネットワーク
プリンターが検出され、自動的に設定
が完了します。手順�へ進んでくださ
い。

ネットワーク上にネットワークプリン
ターが存在しない場合は、手順�へ進
んでください。

� ［デバイスの種類］で［標準］をクリック
し、［NEC Network Printer Port］を
選び、［次へ］をクリックする。

この画面が表示されなかった場合は、
次の手順に進んでください。

� 内容を確認し、［完了］をクリックす
る。

画面に表示される指示に従って、プリ
ンターのインストールを完了してくだ
さい。次に「LPRバイトカウント機能」
へ進んでください。

チェック�✔
DNSサーバーが存在し、プリンター
が登録されている場合には、DNS名
を指定することもできます。
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	 画面に表示される指示に従って、プリ
ンターのインストールを完了する。

プリンターのドライバー選択画面で
は、対応するプリンターを選択して、
ドライバーのインストールを完了して
ください。

次に「LPRバイトカウント機能」へ進んでくだ
さい。

LPRバイトカウント機能

LPRプロトコルには、印刷データを送信する
前に印刷データの容量を測定し、プリンター
に送信する機能があります。これを「LPRバ
イトカウント機能」といいます。

この「LPRバイトカウント機能」を有効にする
と、印刷が途中で中断されたときに、プリン
ターは処理されずに残っている印刷データを
消去します。この機能を使用することで次の
印刷データが送られてきたときにプリンター
内に残っているデータと混在することを防ぐ
ことができます。LPRバイトカウント機能を
有効にするには、次の手順で設定してくださ
い。

� ［プリンタ］フォルダー内に作成された
プリンターの［プリンタのプロパティ］
ダイアログボックスを表示させる。

� ［ポート］シートを開く。

� ［ポートの構成］をクリックする。

� ［LPRバイトカウントを有効にする］を
チェックして、［OK］をクリックする。

� ［双方向サポートを有効にする］の
チェックを外して、［OK］をクリックす
る。

以上で設定は完了です。

�

�
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コンピューターのネットワーク
の設定を確認する

「NetBEUIプロトコル」を利用して印刷を行う
ためには「NetBEUIプロトコル」と「Microsoft
ネットワーク用クライアント」がローカル エ
リア接続のプロパティに追加されている必要
があります。次の手順に従って追加の確認を
してください。

� ［スタート］－［設定］－［コントロールパ
ネル］をクリックする。

� ［ネットワークとダイヤルアップ接続］
をダブルクリックする。

� ［ローカルエリア接続］をダブルクリッ
クする。

［ローカル エリア接続 状態］ダイアログ
ボックスが表示されます。

� ［プロパティ］をクリックする。

［ローカル エリア接続のプロパティ］ダ
イアログボックスが表示されます。

� 「NetBEUIプロトコル」と「Microsoft
ネットワーク用クライアント」が追加さ
れていることを確認し、［閉じる］をク
リックする。

� ［閉じる］をクリックする。

［ローカルエリア接続状態］ダイアログ
ボックスを閉じます。

本製品の設定をする

ここでは本製品に組み込まれたNetBEUIでの
印刷機能の仕組みをより詳しく理解していた
だくために詳細な内容について説明します。
通常お使いいただく上では特に変更していた
だく必要はありません。

本製品にはNetBEUIプロトコルを「使用する/
しない」の内部設定があります。Q u i c k
S e t u p のセットアップウィザードで
「NetBEUIプロトコルを使用しない」を選択さ
れた場合でもAdminManagerを使用して設
定変更することができます。

重要�

� AdminManagerをご利用にな
る場合、TCP/IPプロトコルま
たはIPX/SPXプロトコルがイ
ンストールされている必要があ
ります。

NetBEUIプロトコルを使用する

Windows 2000からNetBEUIプロトコルを使用して印刷を行うときの設定手順について説明します。

追加されていない場合は追加してくだ
さい。
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� AdminManagerはCD-ROMメ
ニュー画面の「S t a n d a r d
（Setup）」からインストールが
できます。また、CD-ROMから
直接起動することもできます。
詳細はオンラインマニュアルの
「8 ユーティリティの詳細」を参
照してください。

� AdminManagerを起動する。

［スタート］－［プログラム］－［NEC LAN
アダプタ/ボードツール］－
［AdminManager］の順にクリックしま
す。

AdminManagerがインストールされて
いない場合は、オンラインマニュアル
の「8 　ユーティリティの詳細」の
「Standard Setup」を参照して起動して
ください。

� 設定の対象となる本製品を起動画面か
ら選択する。

� AdminManagerのメインメニューから
［設定］－［AdminManagerによる設定］
を選択する。

［AdminManagerによる設定］ダイアロ
グボックスが表示されます。

本製品にパスワードが設定されている
場合は、パスワードを入力し、［OK］を
クリックします。

「Guestユーザ」チェックボックスをチェックし
た場合は設定情報を見ることができますが、設
定内容の編集はできません。

� ［NetBEUI/NetBIOS］シートを開き、
［NetBEUIプロトコルを使用する］を
チェックする。

� ［コンピュータ名］、［ワークグルー
プ］、［コメント］を入力し、［設定］をク
リックする。

チェック�✔
ワークグループ名を変更する場合
は、「ネットワーク全体」の中にすで
に存在するワークグループ名を指定
してください。

� 設定内容を確認し、［OK］をクリックす
る。

�

�

�

�
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� ［はい］をクリックする。

AdminManagerで検索を行います。パ
ラメータの変更後、変更した値をPR-
NPX-05に反映させるためには、PR-
NPX-05を再起動する必要があります。
印刷中に再起動すると、印刷が途中で
中断する場合があります。

� 設定を行った本製品が一覧に表示され
ることを確認する。

以上で本製品の設定は完了です。

本製品のリセット中は、通信ができません。し
ばらく待ってから検索を行ってください。

プリンターを追加する

� ［マイネットワーク］をダブルクリック
する。

� ［ネットワーク全体］をダブルクリック
する。

� ［Microsoft Windows Network］アイ
コンをダブルクリックする。

� ネットワーク全体の中のワークグルー
プ名［PrintServer］をダブルクリックす
る。

� コンピューター（本製品）のアイコンを
ダブルクリックする。

� プリンターのアイコンをダブルクリッ
クする。

プリンターの設定が行われていない場合は以下
のメッセージが表示されますので、［はい］をク
リックしてください。

プリンターの設定が完了している場合は印刷待
ちジョブ一覧を表示します。

［プリンタの追加ウィザード］が起動し
ます。

� 画面の指示に従って設定する。

追加したプリンターが表示され、プリ
ンターの印字テストが出力されればプ
リンターの追加は完了です。
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4章

困ったときには

この章では、本製品の購入時に想定される障害の症状と解決方法を説明します。Windows環
境での障害、NetWare環境での障害、UNIX環境での障害、その他の障害については、オンラ
インマニュアルの「9　故障かな？と思ったときは」をご覧ください。

導入時の障害
システムが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。

状症 法方処対と因原

MOR-DC メ、がたし入挿を
いなし動起がーュニ

がーターュピンコのい使お nurotuA 、は合場いないてし応対に MOR-DC
、は合場のそ。んせまれさ示表が面画ーュニメもてしトッセを -DC

MOR のい使お（リトクレィデトール、しトッセを MOR-DC がD イラド
、らなブ ¥:D ［るあに） exe.nurotua 。いさだくてし行実を］

（ルーツ定設 -XPN-RPCEN
erawtfoSresU50 索検の）

で 50-XPN-RP ならかつ見が
い

の品製本 DELKNIL の品製本。いさだくてし認確かるいてし灯点が KNIL
DEL が性能可いないてれさ続接くし正が品製本、合場いないてし灯点が

。いさだくてっ行を業作置設度再、し認確を容内記下。すまりあ

1 ？かすまいてっ入は源電に品製本．
2 ？かすまいてれさ続接くし正がルブーケクーワトッネ．
3 ？かんせまいてし線断はルブーケクーワトッネ．
4 （ブハトッネサーイ続接と品製本るいてし働稼． BUH の） DELKNIL

？かすまいてし灯点が　
5 （ブハトッネサーイ． BUH ？かんせまいてし障故がトーポの）

。いさだくてっ行を定設再、し化期初を容内定設の品製本

続（いなえ行が刷印断診己自
）く

の品製本 PID チッイス 3 「が NO さだくてし認確かるいてっなに」
。い PID 「はていつに定設のチッイス 1 「の」続接とけ付り取　章 PID ス

。いさだくてし照参を」定設のチッイ

レセ（。いさだくてし認確かるいてきでが備準う行を刷印がータンリプ
）どなプイタスーェフータンイ、態状トク
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状症 法方処対と因原

続（いなえ行が刷印断診己自
）き

れいてし灯点。すまし認確かるいてし灯点がプンラターデのータンリプ
排［、しに態状トクレセィデてし押をンタボ」可刷印「んたっい、ば

。いさだくてし出排てし押をンタボ］出

50-XPN-RP ？かすまいてし作動は
DELKNILESAB01 と DELKNILESAB001 合場るいてし灯消に時同が

度再、は 50-XPN-RP 。いさだくてし直れ入を源電のータンリプと

C0057retirWitluMroloC あが合場いなれさ刷印、合場るいてし続接に
し更変にドーモ」るす刷印トスキテ「でルネパ作操、合場のそ。すまり

断診己自らかて / 後了終刷印、たま。いさだくてっ行を刷印の容内定設
。いさだくてし戻にドーモ」いなし刷印トスキテ「は

。すでり通の記下は法方るす更変にドーモ」るすを刷印トスキテ「
1 。す押をンタボ」ーュニメ「のータンリプ．
2 トッセ「、でのるなに示表ういと」イテッセムテスシ「． / 　ボ」出排

。す押をンタ　　
3 」▼「、でのるなに示表ういと」ンカジウコイ　ドーモンデツセ「．

。す押回７をンタボ　　
4 トッセ「、でのるなに示表ういと」ツサンイ　トスキテ「． / 」出排

。す押をンタボ　　
5 　ス「、てし押をンタボ」▼「、でのるいてっなに」＊　イナシ「．

。るす更変に」ル　　
6 トッセ「． / 。るす更変に」＊　ルス「、てし押をンタボ」出排
7 。す押をンタボ」ーュニメ「．

で果結断診己自 GN さ字印が
るれ

だくてし認確かるいてれさ置設くし正が品製本、てし照参を容内の下以
。いさ

1． kcehCMAR が GN くし正へータンリプが品製本、合場の
。すまりあが性能可いないてれさけ付り取　

2． kcehCMORPEE が GN り取くし正へータンリプが品製本、合場の
はたま、いないてれらけ付　 PID いてれわ行くし正が定設のチッイス
。すまりあが性能可いな　

3． kcehCCIN が GN くし正がルブーケクーワトッネに品製本、合場の
。すまりあが性能可いないてれさ続接　

4． kcehCmoR が GN 。いさだくてし絡連にスビーサーザーユ、合場の

で化期初が容内定設の品製本
いなき

。すまきでがとこう行を化期初の品製本、で法方の下以

tenleT 「のルアュニマンイランオ、は合場う行を化期初らか 11 術技　
「の」報情 TENLET 「、」ていつに stluafeDotgnitteSteseR 照参を」
。いさだくてし

、は品製本 PID まきでがとこう行を化期初でとこるえ替り切をチッイス
。す PID 「、は合場う行を化期初てえ替り切をチッイス 1 け付り取　章

「の」続接と PID 。いさだくてし照参を」定設のチッイス

期初にとご入投源電の品製本
うましてれさ化

の品製本 PID だくてし認確かいないてっなに定設るす化期初がチッイス
。いさ PID 「、はていつに化期初のでチッイス 1 」続接とけ付り取　章
「の PID 。いさだくてし照参を」明説のチッイス

るす生発がーラエに中刷印 フの度像解高（ターデのズイサなき大、りたいてし刷印に量大が人の他
印の人の他、合場たっ行を刷印にきとるいてし刷印を）等像画ーラカル
アムイタ、合場たれさた待間時長。んせまきでが刷印でまるす了終が刷
を刷印度再、は際のそ。すまりあが合場るなとーラエてし生発がトウ

。いさだくてっ行
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5章

ユーザーサービスについて

NECはPR-NPX-05の「お客様登録」をされた方々にさまざまなアフターサービスを用意してい
ます。ユーザーサポートをお受けになる前に、ここで説明している保証およびサービスの内容
について確認してください。

� お客様登録申込について .................................................................... 下記
� 保証について .............................................................................. 48ページ
� 保守サービスについて................................................................ 48ページ
� 修理に出される前に ................................................................... 50ページ
� 寿命について .............................................................................. 50ページ
� 補修用部品について ................................................................... 50ページ
� 情報サービスについて................................................................ 50ページ
� 廃棄するときは .......................................................................... 50ページ

お客様登録申込について

添付の「お客様登録申込書」に記載されている事項をよくお読みになり、ご記入の上、投函して
ください。

チェック�✔
本体の裏面に、管理銘板などが貼ってあり、製品の型式、SERIAL No.、Ethernetアドレ
スが明記されています。販売店またはサービス窓口にお問い合わせする際にこの内容をお伝
えください。管理銘板の位置は11ページの図を参照してください。
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保証について

本製品には「保証書」が付いています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡ししますの
で、記載内容を確認して大切に保管してください。保証期間中に万一故障が発生した場合は、
「保証書」の記載内容に基づき、無料修理します。詳細については「保証書」、および次の「保守
サービスについて」をご覧ください。また、本製品に添付の「NECサービス網一覧表」に記載さ
れているサービス窓口へお問い合わせください。

保守サービスについて

保証期間内の修理

保証期間内の保守サービスは以下のような種類があり、無料で修理いたします。

類　種 間期証保 要　概 口窓付受 ＊1

理修張出償無
スビーサ

日げ上い買お
らか

2 内以間週

問おの障故へ口窓スビーサ理修が様客お
修るよに張出が口窓付受、しをせわ合い
無料張出、に合場たし断判とだ要必が理

。すでスビーサるすい伺おに理修で償
も用費理修の内定規証保の載記書証保（

）。すで償無

CEN ィフ ルー
グンィデ (株)

り取き引償無
スビーサ理修

日げ上い買お
らか

1 内以年

口窓付受スビーサ理修り取き引が様客お
配定指社当、しをせわ合い問おの障故へ

い伺にり取き引を品障故が者業送 ＊2 無（
り取き引おを品理修に後了完理修、）償
スビーサるす）償無（け届おへ所場たし
理修の内定規証保の載記書証保（。すで

）。すで償無も用費

N CE んしんあ
便スビーサ ＊3

み込ち持償無
スビーサ理修

故へ口窓付受スビーサ理修接直が様客お
後了完理修、きだたいみ込ち持おを品障
窓付受、てし絡連に様客おが口窓付受に
スビーサるすし渡き引おを品理修てに口
理修の内定規証保の載記書証保（。すで

）。すで償無も用費

CEN ィフ ルー
グンィデ (株)

＊1 受付窓口の所在地、連絡先などは添付の「NECサービス網一覧表」もしくは、インターネットのホーム
ページアドレスhttp://www.fielding.co.jp/per/index.htmをご覧ください。

＊2 配送業者が梱包箱にパッキングし、お引き取りしますので、あらかじめ付属品を取り外しておいてく
ださい。また、修理品の設置・接続はお客様にて行ってください。

＊3 フリーダイヤル：0120-70-9855
受付日時：月～土　9:00～18:00（日曜、祝日、年末年始を除く）
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保証期間外の修理

保守期間外の保守サービスは以下のような種類があり、故障の内容に応じて修理費が必要とな
ります。

類　種 要　概 金料理修
い払支お
法方

口窓付受 ＊1

守保約契

理修、とすまきだたい約契ご
当担スビーサし対に頼依ごの

ましたい理修、し遣派を者
。す

( で場のそに日遣派てしと則原
程の障故、がすましたい理修
り取き引お、りよに容内・度
すまりあも合場るす理修てし

。いさだく承了ごでの ) 料守保
一たじ応に成構ムテスシ、は
くだたいてしい払前を金料定
修、き除を品部償有部一めた
い払支お度都のそに時了完理
。んせまりあは要必くだたい
なに能可が化算予の用費守保

。すまり

、成構器機
に間期約契
定一たじ応

金料

に間期約契
括一てじ応

い払

CEN ィフ ルー
グンィデ (株)

理修張出

ビーサてし対に頼依ごの理修
理修、し遣派時随を者当担ス

。すましたい
( で場のそに日遣派てしと則原

程の障故、がすましたい理修
さり取き引、りよに容内・度
合場るす理修ていだたいてせ
さだく承了ごでのすまりあも

。い ) 。すで要不は約契ご

料理修
＋
料張出

どつのそ
算清

理修み込ち持

場いたせま済に的済経を理修
客お。すでスビーサ守保の合
理修のり寄最、で身自ごが様
込ち持おを品理修に口窓付受
完理修、後理修。いさだくみ
まきだたいり帰ち持おを品了

。す

みの料理修

理修り取き引

おを品理修で合都ごの様客お
合場いなけだたいみ込ち持
よ点拠スビーサのり寄最、は
まり参にり取き引を品理修り
ましけ届お、後了完理修。す

。す

料理修
＋

料り取き引 ＊2

CEN んあ んし
便スビーサ ＊3

＊1 受付窓口の所在地、連絡先などは添付の「NECサービス網一覧表」もしくは、インターネットのホーム
ページアドレスhttp://www.fielding.co.jp/per/index.htmをご覧ください。

＊2 引き取り料には、お客様への返送料も含まれます。
＊3 フリーダイヤル：0120-70-9855

受付日時：月～土　9:00～18:00（日曜、祝日、年末年始を除く）
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修理に出される前に

修理に出される前に、以下の手順を行ってください。

� プリンターの電源ケーブルあるいは本製品の専用ACアダプタが正しく接続されている
か、本製品が正しく取り付けられているかをチェックする。

� 本製品に添付のソフトウエアCD-ROMに収録されているオンラインマニュアルに記載さ
れている「故障かな？と思ったら」を参照してください。該当する症状があれば、記載さ
れている処置を行う。

以上の処置を行ってもなお異常があるときは無理な操作をせず、お近くのサービス窓口にご連
絡ください。電話番号、受付時間については「NECサービス網一覧表」をご覧ください。なお、
保証期間中の修理は、必ず保証書を添えてお申し込みください。

寿命について

NEC PR-NPX-05の製品寿命は、使用年数5年です。

補修用部品について

本製品の補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

情報サービスについて

プリンター製品に関する最新情報を下記で提供しています。
インターネット 　「121ware.com」
アドレス　http://121ware.com

プリンターに関する技術的なご質問、ご相談は下記で電話にて承ります。
NEC 121コンタクトセンター
（電話番号、受付時間などについては、「NECサービス網一覧表」をご覧ください。）

廃棄するときは

廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせ
ください。



高調波ガイドライン適合品

この装置は、経済産業省通知の家電・汎用品
高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報
技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ
オやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
本書に従って正しい取り扱いをしてください。

漏洩電流自主規制について

この装置は、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）のパソコン業
界基準（PC-11-1988）に適合しています。

電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、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
ターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

海外でのご使用について

この装置は、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、事故による補償等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。
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