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製品を安全に使用していただくために 

● 本書の取り扱いについて 

本書には、お買い上げいただいた製品を安全に正しく使用するための重要なことが

らが記載されています。製品を使用する前に本書をよくお読みください。 

本書はお読みになった後も製品の使用中いつでも参照できるように、大切に保管し

てください。 

Microsoft、Windows、MS-DOS、Windows NT、Windows Server、Windows Vista は、

米国 Microsoft Corporation の米国および/またはその関連会社の商標です。 

ESC/P、ESC/Page は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

Adobe、Acrobat および Reader は、アドビシステムズ社の商標です。 

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。 

i 



 

はじめに 

このたびは、多目的プリンタ FMPR-671B をお買い求めいただきまして、ありがとう
ございます。 

ご使用前にマニュアルをよくお読みいただき、プリンタが十分に機能を発揮できます

よう正しい取り扱いをお願いいたします。 

2010 年 8 月 

 
 
 

● 本文中の略語について 

表：製品名称の表記 

製品名称 本マニュアルでの表記 
Windows® 7 Ultimate 

Windows® 7 Enterprise 

Windows® 7 Professional 

Windows® 7 Home Premium 

Windows® 7 Starter 

7 

Windows Vista® Ultimate 

Windows Vista® Enterprise 

Windows Vista® Business 

Windows Vista® Home Premium 

Windows Vista® Home Basic 

Vista 

Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition Server 2003 

Microsoft® Windows® XP Professional Edition 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 

XP 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 

Microsoft® Windows® 2000 Server 

2000 

Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0 

Microsoft® Windows NT® Server Version 4.0 

NT 4.0 

Microsoft® Windows® Millennium Edition Me 

Microsoft® Windows® 98 

Windows 

98 

Adobe® Reader® Adobe Reader 

 
 
 
 
 
 
 

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 1995-2010 
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マニュアルの種類 

本プリンタでは、次のマニュアルを用意しています。 

目的に応じて参照してください。 

取扱説明書 プリンタの設置と運用について、基本的なこ

とを説明した印刷物です。 

インストールガイド（PDF） 添付の CD-ROM 内に PDF ファイルとして収め

られています。 

本製品に添付されているソフトウェアの基本

的なことがらとプリンタドライバのインスト

ール方法について説明しています。 

はじめにお読みください（PDF） 添付の CD-ROM 内に PDF ファイルとして収め

られています。 

本製品を Windows 7 上で使用する方法につい

て説明しています。 

 

マニュアルの構成 

本プリンタのマニュアルの構成を以下に示します。 

 取扱説明書 

目次 内容 

第 1章 操作の流れ FMPR-671B プリンタの大まかな操作手順

を説明しています。 

第 2章 日常の操作 電源の入れ方／切り方、用紙(連帳用紙/

単票用紙)のセットのしかた、印刷位置の

合わせかた、用紙の取り外しかたを説明し

ています。 

第 3章 リボンカセット・インク

リボンの交換 

リボンカセットの交換と、インクリボン

(サブカセット)の交換について説明して

います。 

第 4章 用紙詰まりの取り除き方 用紙が詰まったときの取り除き方につい

て説明しています。 

第 5章 日常の点検とお手入れ 日常の点検のしかたと、お手入れのしかた

について説明しています。 

第 6章 故障かなと思ったとき アラームランプが点灯するなどトラブル

の対処のしかたについて説明しています。

第 7章 使用上の注意 お使いになる前に知っておいていただき

たいことについて説明しています。 

付録 操作パネルの機能や機能設定の変えかた

など、プリンタの持つ機能と使いかたや、

技術情報について説明しています。 
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 インストールガイド 

目次 内容 

ソフトウェア編 

第 1章 ソフトウェアの概要 プリンタに添付されているソフトウェアの基

本的なことがらについて説明しています。 

第 2章 プリンタドライバの 

インストール 

プリンタドライバのインストール方法につい

て説明しています。 

第 3章 こんなときは プリンタドライバなどソフトウェアに関する

トラブルシューティングや留意事項について

説明しています。 
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インストールガイドの見かた 

インストールガイドは、本プリンタに添付されている CD-ROM に、PDF ファイ

ルとして収録されています。 

PDF ファイルの内容を参照するには、「Adobe Reader」というソフトウェアが

必要です。 

お使いのパソコンに「Adobe Reader」がインストールされていない場合は、ア

ドビシステムズ社のホームページからダウンロードしてください。 

 

 ガイド  

・ Adobe Reader は PDF（Portable Document Format）形式のファイル
を閲覧・印刷するソフトウェアです。 

・ 最新版の Adobe Reader の入手方法およびその他情報につきまして

は、アドビシステムズ社にお問い合わせください。 

下記 URL は、本マニュアル発行時現在のものです。 

アドビシステムズ社URL：http://www.adobe.com/jp/
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■ インストールガイドの使いかた 

インストールガイドは、Adobe Reader がインストールされたパソコン

から次の手順で表示します。 

１ 添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする 

２ エクスプローラで CD-ROM の「Manual」フォルダにある「Install 
Guide.pdf」をダブルクリックする 

Adobe Reader が起動し、オンラインマニュアルが表示されます。 
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第１章 

ソフトウェアの概要 
この章では、プリンタに添付されているソフトウェアの

基本的なことがらについて説明します。 

 
添付ソフトウェアの機能 ····················· 4 
添付ソフトウェアの動作環境 ················· 5 
パソコンの接続方法 ························· 5 
CD-ROM の内容 ······························· 6 
セットアップディスク ·······················6 

プリンタドライバの入手方法 ················· 7 

 



第 1章 ソフトウェアの概要 

 添付ソフトウェアの機能 ––––––––––––––– 

 プリンタドライバ 

Windows 環境でプリンタ装置をお使いいただくには、プリンタドライ

バが必要になります。 

FMPR-671B プリンタ装置では、Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003/ 

Vista/7 用に専用のプリンタドライバを用意しています。 

プリンタドライバのインストール方法および設定方法については、

「第 2章 プリンタドライバのインストール」をお読みください。 

また、FMPR-671B プリンタ装置をお使いになる前に、セットアップデ

ィスクに収められている README.TXT、プリンタドライバ各フォルダに

収められている README.TXT、ユーザーズマニュアル(補足.TXT)、およ

びプリンタ制御ライブラリユーザーズマニュアル(F5CMILIB.DOC)を、

必ずお読みください。 

 ガイド  
・ FMPR-671B プリンタドライバは、汎用アプリケーションから、
多目的機能(バーコード，OCR-B)の印刷、および給紙、排出口
の設定ができます。 

・ FMPR-671B プリンタドライバは、64 ビット版 Windows オペレー
ティングシステムには対応しておりません。 32 ビット版
Windowsオペレーティングシステム環境下でお使いください。 

・ FMPR-671B プリンタドライバは、プラグアンドプレイでのセッ
トアップに対応しておりません。 
セットアップ方法は、「第 2章 プリンタドライバのインスト
ール」、または各フォルダに収められている README.TXT をお
読みください。 
Windows 7 をお使いのときは、「第 2 章 プリンタドライバの
インストール」－「プリンタドライバのインストール」－
「Windows 7のとき」、または、「はじめにお読みください.PDF」
をお読みください。 

・ プリンタ制御ライブラリについて… 

各 Windows オペレーティングシステムの多目的プリンタドラ
イバには、プリンタ制御ライブラリが含まれています。 

プリンタドライバをインストールすることにより、同時にイン
ストールされます。プリンタ制御ライブラリは、Windows の
GDI機能を使用しながら、各オペレーティングシステム上で多
目的固有機能（バーコード，ID マークリード／ライト）を自
由にお使いいただくためのライブラリです。 

注 1) 本プリンタライブラリを含む複数のアプリケーショ
ンからFMPR-671Bプリンタに対して同時印刷を行うこ
とはできません。 

注 2) ネットワーク運用はできません。本製品を使用する場合
は、多目的プリンタとパソコンを直結させてください。 
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第 1章 ソフトウェアの概要 

添付ソフトウェアの動作環境–––––––––––– 

FMPR-671B プリンタプリンタドライバは、以下の環境で動作します。 

対象機種 対応 O S 

Windows 7 （日本語版） 

Windows Vista （日本語版） 

Windows Server 2003 （日本語版） 

Windows XP （日本語版） 

Windows 2000 （日本語版） 

Windows NT 4.0 （日本語版） 

Windows Me （日本語版） 

FMV シリーズ 

各社 DOS/V 互換機 

Windows 98 （日本語版） 

 

パソコンの接続方法 –––––––––––––––––– 

パソコンとプリンタの接続方法、およびプリンタドライバのインスト

ール手順は、以下の通りです。 

○ パラレルインターフェースによる接続 
・パソコン 

双方向パラレルインターフェースをサポートする PC/AT 互換機 

・オペレーティングシステム 

Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003/Vista/7 

・セットアップ方法 

プリンタドライバのセットアップ方法は、「第 2 章 プリンタドライバ

のインストール（9ページ）」をお読みください。 

 ガイド  

・ 本プリンタドライバは、他機種のプリンタで使用することは

できません。また同様に、他機種用のプリンタドライバを本

プリンタで使用することはできません。 

・ パラレルインターフェースの無いパソコンには、接続できま

せん。 
・ Windows 7 では、プリンタとパソコンを接続する前に、プリン
タドライバをインストールする必要があります。 
セットアッププログラムで、「プリンタの追加は正常に終了
しました。」と表示されてから、プリンタとパソコンを接続
してください。 
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第 1章 ソフトウェアの概要 

CD-ROM の内容 –––––––––––––––––––––––– 

■ セットアップディスク 

「多目的プリンタ FMPR-671B セットアップディスク」は、以下の内
容になっています。 
プリンタドライバの README.TXT には、プリンタドライバに関する補
足情報や、最新情報が記載されています。プリンタドライバをセット
アップする際には、必ずお読みください。 

セットアップディスク 

Readme.txt セットアップディスクの説明が書かれているファイルです。 

はじめにお読みください。 

FMPRSTART.EXE Windows 7 用のプリンタドライバインストールプログラムです。 

FMPRSTART.INI Windows 7 用のプリンタドライバインストールプログラム情報ファ

イルです。 

はじめにお読みください.PDF Windows 7 用のプリンタドライバインストールガイドです。 

Windows 7 にプリンタドライバをインストールするときは、はじめ

にお読みください。 

MPSETUP.EXE FMPR-671B の Windows 7 用のプリンタドライバインストールプログ

ラムです。 

Drivers プリンタドライバが格納されているフォルダです。 

FMPR-671B FMPR-671Bプリンタドライバが格納されているフォルダです。 

Win7 Windows 7 用のプリンタドライバおよび多目的ライブラリが格納さ

れているフォルダです。 

Readme.txt プログラムの説明が書かれているファイルです。 

Vista Windows Vista 用のプリンタドライバおよび多目的ライブラリが格

納されているフォルダです。 

Readme.txt プログラムの説明が書かれているファイルです。 

Win2kxp Windows 2000/XP/2003用のプリンタドライバおよび多目的ライブラ

リが格納されているフォルダです。 

Readme.txt プログラムの説明が書かれているファイルです。 

Win98Me Windows 98/Me 用のプリンタドライバおよび多目的ライブラリが格

納されているフォルダです。 

Readme.txt プログラムの説明が書かれているファイルです。 

Winnt40 Windows NT 4.0 用のプリンタドライバおよび多目的ライブラリが格

納されているフォルダです。 

Readme.txt プログラムの説明が書かれているファイルです。 

Manual PDF形式のインストールガイドが格納されているフォルダです。 

InstallGuide.pdf FMPR-671B プリンタドライバのインストールガイドです。 
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第 1章 ソフトウェアの概要 

プリンタドライバの入手方法–––––––––––– 

最新版のプリンタドライバは、「富士通製品情報ページ」からダウン

ロードすることができます。「富士通製品情報ページ」ではサポート

サービスなどに関するさまざまな情報も提供しています。 

富士通製品情報ページ 

http://www.fmworld.net/biz/printer/dotimpact/index.html 
 

 ガイド  

・ 上記 URL は、本マニュアル発行時現在のものです。 

・ 添付の CD-ROM に収められたドライバと、「富士通製品情報

ページ」からダウンロードできるものと同一の可能性があ

ります。 

お使いのプリンタドライバのバージョンを確認してからダ

ウンロードを行ってください。 
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第 1章 ソフトウェアの概要 
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第２章 

プリンタドライバの  

インストール 
この章では、プリンタドライバのインストール方法(手

順)について説明します。 

 
ソフトウェアのインストール ················ 10 
プリンタドライバのインストール ············ 11 

Windows 7 のとき ·························11 
Windows Vista のとき ·····················17 
Windows XP のとき ························25 
Windows Server 2003 のとき ···············34 
Windows 2000 のとき ······················43 
Windows NT 4.0 のとき ····················52 
Windows Me のとき ························60 
Windows 98 のとき ························66 

 

 



第 2章 プリンタドライバのインストール 

ソフトウェアのインストール ––––––––––– 

「セットアップディスク」には多目的プリンタ FMPR-671B プリン

タドライバ、およびプリンタ制御ライブラリが格納されています。 

お使いのオペレーティングシステムにより、プリンタドライバのイ

ンストール方法が異なります。 

Windows 7 では、セットアッププログラムを使用して、プリンタドラ

イバをインストールします。 

Windows 7 以外のオペレーティングシステムでは、〔プリンタの追

加〕からプリンタドライバをインストールします。 

プリンタドライバをインストールすると、プリンタ制御ライブラリ

もインストールされます。 

プリンタドライバの README.TXT には、プリンタドライバに関する補

足情報や、最新情報が記載されています。プリンタドライバをセット

アップする際には、必ずお読みください。 

また、ユーザーズマニュアル(補足.TXT)、およびプリンタ制御ライブ

ラリユーザーズマニュアル(F5CMILIB.DOC)も併せてお読みください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

プリンタドライバのインストール ––––––– 

■ Windows 7 のとき 

ここでは、Windows 7 が動作するパソコンに、FUJITSU FMPR-671B プリ

ンタドライバをインストールする方法について、 Windows 7 

Professional の画面を例に説明しています。 

Windows 7 では、セットアッププログラムを使用して、プリンタドライ

バをインストールします。 

 

 ガイド  
・ Windows 7 では、プリンタとパソコンを接続する前に、プリン
タドライバをインストールする必要があります。 
セットアッププログラムで、「プリンタの追加は正常に終了
しました。」と表示されてから、プリンタとパソコンを接続
してください。 

・ 本プリンタドライバは、Windows 7 の「プリンターの追加ウィ
ザード」を使ったインストールには、対応しておりません。
必ず、セットアッププログラムを使用して、プリンタドライ
バをインストールしてください。 

・ ご使用のパソコンにインストールされている Windows 7 のバ
ージョンや Edition によっては、インストール手順や表示内
容が異なる場合があります。このときは、表示内容に従って
インストールしてください。 

・ 本プリンタドライバは、64 ビット版 Windows 7 には対応して
おりません。 32 ビット版 Windows 7 でお使いください。 

・ インストールを行う際には、必ず Administrator（コンピュー
タの管理者）権限を持ったアカウントでログオンしてください。 

・ 異なるバージョンの FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバが
インストールされている場合は、削除してからインストール
してください。 

・ ここでは、FUJITSU FMPR-671B プリンタがローカル接続された
パソコンにプリンタドライバをインストールする手順を説明
しています。ネットワーク接続や共有プリンタ(他のパソコン
に接続されているプリンタ)でのインストール方法は、
Windows 7 オペレーティングシステムのヘルプ、および本プリ
ンタドライバの README.TXT を参照してください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 セットアッププログラムを使用したインストール 

 １ コンピュータの管理者権限を持ったユーザでWindows 7にログオン
する 

 ２ セットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットする 
「エクスプローラ」などを使用して CD-ROM を開き、一番上の階層に

ある「FMPRSTART.EXE」をダブルクリックしてください。 

 ガイド  
・ ホームページからダウンロードした最新版のプリンタドライ
バをお使いになるときは、ダウンロードしたドライバデータ
フォルダ内の「FMPRSTART.EXE」をダブルクリックしてくださ
い。 

 ３ 「FMPR-671B プリンタドライバセットアップ」の画面が表示された
ら、[パラレルでプリンタを使用する]をクリックする 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ４ 「次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの
変更を許可しますか？」と表示されたら、〔はい〕を選択する 

 

 ５ 「FMPR プリンタドライバパッケージ」の画面が表示されますので、
〔OK〕ボタンをクリックする 

 

 ６ 「選択してください。」の画面が表示されたら、「プリンタードラ
イバーを追加する」選択し、〔OK〕ボタンをクリックする 

 

 ガイド  

・ プリンタドライバを追加しないときは、「終了する」を選択

します。終了後に再度プリンタドライバをインストールした

いときは、手順１からやり直してください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ７ 「Windows セキュリティ」画面に、「ドライバーソフトウェアの発
行元を検証できません」と表示されますが、〔このドライバーソフ

トウェアをインストールします〕をクリックする 

 

 ８ ファイルのコピーが開始される 

 ガイド  

・ 手順９の画面が表示されるまで、お待ちください。 

 ９ ｢プリンタの追加は正常に終了しました。｣と、プリンタドライバの
インストールが完了したことを示す画面が表示されたら、〔OK〕を

クリックする 

 

 １０ ｢FMPR-671B プリンタドライバセットアップ｣画面に戻りますので、
〔終了〕をクリックする 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １１ プリンタの電源が OFF になっていることを確認し、プリンタとパ
ソコンをパラレルインターフェースケーブルで接続し、プリンタの

電源を入れる 

 

 １２ 〔スタート〕→〔シャットダウン〕ボタン右の  クリックし、表

示メニューから「再起動」を選択する 

 

3
2

1 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １３ 再起動後、〔スタート〕→〔デバイスとプリンター〕を選択し、「プ
リンターと FAX」部にプリンタアイコンが追加されていることを確

認する 

これで、プリンタドライバのインストールは完了です。 

 

 ガイド  

・ 〔デバイスとプリンター〕を開く順序は、次の通りです。 

 

2

1
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

■ Windows Vista のとき 

ここでは、Windows Vista が動作するパソコンに、FUJITSU FMPR-671B

プリンタドライバをインストールする方法について、Windows Vista 

Business の画面を例に説明しています。 

インストールは、プリンタフォルダから手動で指定します。 

 

 ガイド  
・ ご使用のパソコンにインストールされている Windows Vista
のバージョンや Edition によっては、インストール手順や表
示内容が異なる場合があります。このときは、表示内容に従
ってインストールしてください。 

・ 本プリンタドライバは、64 ビット版 Windows Vista には対応
しておりません。 32 ビット版 Windows Vista でお使いくだ
さい。 

・ 装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディ
スクを準備してください。 

・ インストールを行う際には、必ず Administrator（コンピュー
タの管理者）権限を持ったアカウントでログオンしてください。 

・ 異なるバージョンの FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバが
インストールされている場合は、削除してからインストール
してください。 

・ ここでは、FUJITSU FMPR-671B プリンタがローカル接続された
パソコンにプリンタドライバをインストールする手順を説明
しています。ネットワーク接続や共有プリンタ(他のパソコン
に接続されているプリンタ)でのインストール方法は、
Windows Vista オペレーティングシステムのヘルプ、および本
プリンタドライバの README.TXT を参照願います。 

・ インストール中、「ユーザーアカウント制御」画面に、「続
行するにはあなたの許可が必要です」と表示される場合があ
りますので、〔続行〕をクリックしてください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 プリンタフォルダからのインストール 

 １ Windows Vista を起動する 

 ２ 〔スタート〕→〔コントロールパネル〕→〔ハードウェアとサウンド〕
内にある「プリンタ」を選択して、〔プリンタ〕フォルダを開く 

 ガイド  

・ 〔スタート〕とは、デスクトップ画面左下の Windows ロゴが

ついたボタンを表します。 

 

 ３ 〔プリンタ〕フォルダで右クリックし、ポップアップメニューから
〔管理者として実行〕→〔プリンタの追加〕をクリックする 

 

 ガイド  

クリック
1

32

・ 本画面にある〔プリンタのインストール〕は選択しないでく

ださい。 

本項目を選択すると、プリンタドライバのインストールに失

敗する場合があります。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ４ 「プリンタの追加」ウィザード画面が表示されたら、〔ローカルプ
リンタを追加します〕を選択する 

 

 ガイド  

・ スタンドアロン（パソコンとプリンタを 1 対 1 で接続）のと

きや、パソコンをプリントサーバとして使うときは、ローカ

ルプリンタを選択します。 印刷先（ポート）を後で変更す

る場合も、「ローカルプリンタを追加します」を選択してく

ださい。尚、正しい印刷先に設定するまでテストページ等の

印刷は行わないでください。 

・ 「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追

加します」を選んでインストールするには、プリントサーバ

上に、対応するプリンタドライバがあらかじめインストール

されている必要があります。 また、「代替ドライバとネッ

トワークインストール」はサポートしていません。 

 ５ 使用するプリンタポートを選択し、〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 使用するポートがまだ作成されていない場合は、仮のポート

としてローカルポート（LPT1）などを選択してください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ６ 「プリンタドライバのインストール」画面が表示されますので、装
置に添付されているプリンタドライバのセットアップディスクを

パソコンの CD-ROM ドライブにセットして、〔ディスク使用〕をク

リックする 

 

 ７ 「製造元のファイルのコピー元」に、下記フォルダ名を入力するか
〔参照〕をクリックして下記フォルダを選択する 

入力が終わったら〔OK〕をクリックする 

フォルダ名：D:\Drivers\FMPR-671B\Vista 

 

2

1 

注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D：のときの入力例です。 

ご使用の環境に合わせてドライブを変更してください。 

注 2) ホームページよりダウンロードした最新版のプリンタドライバをお使いにな

るときは、ダウンロードしたドライバデータのあるフォルダ名に変更してく

ださい。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ８ プリンタを選択して〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  
・ 「どのバージョンのドライバを使用しますか？ 既にこのプ
リンタのドライバがインストールされていることを検出しま
した。」という画面が表示された場合、プリンタドライバの
レベルアップを行うとき以外は、「現在インストールされて
いるドライバを使う(推奨)」を選択してください。 

 

 ９ プリンタ名を入力し、通常使うプリンタの設定を行い、〔次へ〕を
クリックする 

 

 ガイド  
・ 〔次へ〕をクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １０ 「Windows セキュリティ」画面に、「ドライバソフトウェアの発行
元を検証できません」と表示されますが、〔このドライバソフトウ

ェアをインストールします〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 手順８ （ガイド）で、「現在インストールされているドライ
バを使う(推奨)」を選択したときは、本画面が表示されない

場合があります。 

 １１ 下記メッセージが表示されたら、〔OK〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 一部のファイルは Windows Vista 再起動後に有効になります

ので、新しくプリンタを追加した場合には、手順１４ 終了後、
必ず再起動してください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １２ プリンタの共有について設定を行い、〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 「このプリンタを共有して、ネットワークのほかのコンピュ

ータから検索および使用できるようにする」を選択したとき

は、共有名と場所およびコメントを適宜入力して〔次へ〕を

クリックしてください。 

１３「FUJITSU FMPR-671B が正しく追加されました」画面が表示されるこ
とを確認し、〔完了〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ ここでは、〔テストページの印刷〕ボタンをクリックしない

でください。 〔テストページの印刷〕ボタンをクリックす

ると、一部のドライバファイルが有効になる前にテストペー

ジの印刷が実行されエラーメッセージが表示される場合があ

ります。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １４ 「プリンタ」フォルダにプリンタ名が表示されたことを確認し 
Windows Vista を再起動する 

 

 ガイド  

・ これでプリンタドライバのインストールは完了です。 

・ テストページの印刷は、Windows Vista を再起動した後で行っ

てください。 再起動する前にテストページの印刷を行うと、

エラーメッセージが表示される場合があります。 また、テ

ストページは、FUJITSU FMPR-671B プリンタのアイコンを右ク

リックし、〔プロパティ〕を選択します。 プリンタがオン

ライン状態になっていることを確認し、プリンタプロパティ

〔全般〕タブの〔テストページの印刷〕ボタンをクリックし

てください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

■ Windows XP のとき 

ここでは、Windows XP が動作するパソコンに、FUJITSU FMPR-671B プリ

ンタドライバをインストールする方法について、Windows XP  

Professional の画面を例に説明しています。 

インストールは、プリンタフォルダから手動で指定します。 

 

 ガイド  

・ ご使用のパソコンにインストールされている Windows XP のバ

ージョンや Edition によっては、インストール手順や表示内

容が異なる場合があります。このときは、表示内容に従って

インストールしてください。 

・ 本プリンタドライバは、64 ビット版 Windows XP に対応してお

りません。 32 ビット版 Windows XP でお使いください。 

・ 装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディ

スクを準備してください。 

・ インストールを行う際には、必ず Administrator（コンピュー

タの管理者）権限を持ったアカウントでログオンしてください。 

・ 異なるバージョンの FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバが

インストールされている場合は、削除してからインストール

してください。 

・ ここでは、FUJITSU FMPR-671B プリンタがローカル接続された

パソコンにプリンタドライバをインストールする手順を説明

しています。ネットワーク接続や共有プリンタ(他のパソコン

に接続されているプリンタ)でのインストール方法は、

Windows XP オペレーティングシステムのヘルプ、および本プ

リンタドライバの README.TXT を参照願います。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 プリンタフォルダからのインストール 

 １ Windows XP を起動する 

 ２ 〔スタート〕→〔プリンタと FAX〕を選択して、〔プリンタ〕フォ
ルダを開く 

 ガイド  

・ Windows XP Home Edition の場合は、〔スタート〕→〔コント

ロールパネル〕→〔プリンタとその他のハードウェア〕→〔プ

リンタと FAX〕を選択して、〔プリンタ〕フォルダを開きます。 

 ３ 〔ファイル〕→〔プリンタの追加〕をクリックする 

 ガイド  

・ Windows XP Home Edition の場合は、〔プリンタを追加する〕

をクリックします。 

 ４ 「プリンタの追加ウィザードの開始」画面が表示されたら〔次へ〕
をクリックする 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ５ 「ローカルプリンタまたはネットワークプリンタ」画面が表示され
たら、「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、〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ この画面は、パソコンがネットワークに接続されているとき

のみ表示されます。 

・ スタンドアロン（パソコンとプリンタを 1 対 1 で接続）のと

きや、パソコンをプリントサーバとして使うときは、ローカ

ルプリンタを選択します。 印刷先（ポート）を後で変更す

る場合も、ローカルプリンタを選択してください。ただし、

正しい印刷先に設定するまでテストページ等の印刷は行わな

いでください。 

・ 「ネットワークプリンタ」を選んでインストールするには、

プリントサーバ上に、対応するプリンタドライバがあらかじ

めインストールされている必要があります。 また、「代替

ドライバとネットワークインストール」はサポートしていま

せん。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ６ 使用するプリンタポートを選択し、〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 使用するポートがまだ作成されていない場合は、仮のポート

としてローカルポート（LPT1）などを選択してください。 

 ７ 装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディスク
をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして、〔ディスク使用〕を

クリックする 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ８ 「製造元のファイルのコピー元」に、下記フォルダ名を入力するか
〔参照〕をクリックして下記フォルダを選択する 

入力が終わったら〔OK〕をクリックする 

フォルダ名：D:\Drivers\FMPR-671B\Win2kxp 

 
注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。 

ご使用の環境に合わせてドライブを変更してください。 

注 2) ホームページよりダウンロードした最新版のプリンタドライバをお使いに

なるときは、ダウンロードしたドライバデータのあるフォルダ名に変更して

ください。 

 ９ プリンタを選択して〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

2 

1 

・ 「このプリンタのプリンタドライバが既にインストールされ

ています。既存のドライバを使うか、またはこのドライバを

置き換えることができます。」という画面が表示された場合、

プリンタドライバのレベルアップを行うとき以外は、「現在

のドライバを使う(推奨)」を選択してください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １０ プリンタ名を入力し、通常使うプリンタの設定を行い、〔次へ〕を
クリックする 

 

 １１ プリンタの共有について設定を行い、〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 「共有名」を選択したときは、共有名を入力してください。 

〔次へ〕をクリックすると、場所とコメントを指定する画面

になりますので、適宜入力して〔次へ〕をクリックしてくだ

さい。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １２ テストページ印刷の設定で〔いいえ〕を選択し、〔次へ〕をクリッ
クする 

 

 ガイド  

・ ここでは、〔いいえ〕を選択してください。〔はい〕を選択

すると、一部のドライバファイルが有効になる前にテストペ

ージの印刷が実行されエラーメッセージが表示される場合が

あります。 

 １３ 〔完了〕をクリックする 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １４ 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、〔続行〕を
クリックする 

 

 ガイド  

・ 〔続行〕をクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。 

 １５ 下記メッセージが表示されたら、〔OK〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 一部のファイルは Windows XP 再起動後に有効になりますので、

新しくプリンタを追加した場合には、手順１６ 終了後、必ず
再起動してください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １６ 「プリンタと FAX」フォルダにプリンタ名が表示されたことを確認
し、Windows XP を再起動する 

 

 ガイド  

・ これでプリンタドライバのインストールは完了です。 

・ テストページの印刷は、Windows XP を再起動した後で行って

ください。 再起動する前にテストページの印刷を行うと、

エラーメッセージが表示される場合があります。 また、テ

ストページは、FUJITSU FMPR-671B プリンタのアイコンを右ク

リックし、〔プロパティ〕を選択します。 プリンタがオン

ライン状態になっていることを確認し、プリンタプロパティ

〔全般〕タブの〔テストページの印刷〕ボタンをクリックし

てください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

■ Windows Server 2003 のとき 

ここでは、Windows Server 2003 が動作するパソコンに、FUJITSU 

FMPR-671Bプリンタドライバをインストールする方法について、Windows 

Server 2003 Standard Edition の画面を例に説明しています。 

インストールは、プリンタフォルダから手動で指定します。 

 

 ガイド  

・ ご使用のパソコンにインストールされている Windows Server 

2003 のバージョンや Edition によっては、インストール手順

や表示内容が異なる場合があります。このときは、表示内容

に従ってインストールしてください。 

・ 本プリンタドライバは、64 ビット版 Windows Server 2003 に

対応しておりません。 32 ビット版 Windows Server 2003 で

お使いください。 

・ 装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディ

スクを準備してください。 

・ インストールを行う際には、必ず Administrator（コンピュー

タの管理者）権限を持ったアカウントでログオンしてください。 

・ 異なるバージョンの FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバが

インストールされている場合は、削除してからインストール

してください。 

・ ここでは、FUJITSU FMPR-671B プリンタがローカル接続された

パソコンにプリンタドライバをインストールする手順を説明

しています。ネットワーク接続や共有プリンタ(他のパソコン

に接続されているプリンタ)でのインストール方法は、

Windows Server 2003 オペレーティングシステムのヘルプ、お

よび本プリンタドライバの README.TXT を参照願います。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 プリンタフォルダからのインストール 

 １ Windows Server 2003 を起動する 

 ２ 〔スタート〕→〔プリンタと FAX〕を選択して、〔プリンタ〕フォ
ルダを開く 

 ３ 〔ファイル〕→〔プリンタの追加〕をクリックする 

 ４ 「プリンタの追加ウィザードの開始」画面が表示されたら、〔次へ〕
をクリックする 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ５ 「ローカルプリンタまたはネットワークプリンタ」画面が表示され
たら、「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、〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ この画面は、パソコンがネットワークに接続されているとき

のみ表示されます。 

・ スタンドアロン（パソコンとプリンタを 1 対 1 で接続）のと

きや、パソコンをプリントサーバとして使うときは、ローカ

ルプリンタを選択します。 印刷先（ポート）を後で変更す

る場合も、ローカルプリンタを選択してください。ただし、

正しい印刷先に設定するまでテストページ等の印刷は行わな

いでください。 

・ 「ネットワークプリンタ」を選んでインストールするには、

プリントサーバ上に、対応するプリンタドライバがあらかじ

めインストールされている必要があります。 また、「代替

ドライバとネットワークインストール」はサポートしていま

せん。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ６ 使用するプリンタポートを選択し、〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 使用するポートがまだ作成されていない場合は、仮のポート

としてローカルポート（LPT1）などを選択してください。 

 ７ 装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディスク
をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして、〔ディスク使用〕を

クリックする 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ８ 「製造元のファイルのコピー元」に、下記フォルダ名を入力するか
〔参照〕をクリックして下記フォルダを選択する 

入力が終わったら〔OK〕をクリックする 

フォルダ名：D:\Drivers\FMPR-671B\Win2kxp 

 
注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。 

ご使用の環境に合わせてドライブを変更してください。 

注 2) ホームページよりダウンロードした最新版のプリンタドライバをお使いにな

るときは、ダウンロードしたドライバデータのあるフォルダ名に変更してく

ださい。 

 ９ プリンタを選択して〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

2 

1 

2 

1

・ 「このプリンタのプリンタドライバが既にインストールされ

ています。既存のドライバを使うか、またはこのドライバを

置き換えることができます。」という画面が表示された場合、

プリンタドライバのレベルアップを行うとき以外は、「現在

のドライバを使う(推奨)」を選択してください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １０ プリンタ名を入力し、〔次へ〕をクリックする 

 

 １１ プリンタの共有について設定を行い、〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 「共有名」を選択したときは、共有名を入力してください。 

〔次へ〕をクリックすると、場所とコメントを指定する画面

になりますので、適宜入力して〔次へ〕をクリックしてくだ

さい。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １２ テストページ印刷の設定で〔いいえ〕を選択し、〔次へ〕をクリッ
クする 

 

 ガイド  

・ ここでは、〔いいえ〕を選択してください。〔はい〕を選択

すると、一部のドライバファイルが有効になる前にテストペ

ージの印刷が実行されエラーメッセージが表示される場合が

あります。 

 １３ 〔完了〕をクリックする 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １４ 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、〔続行〕を
クリックする 

 

 ガイド  

・ 〔続行〕をクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。 

 １５ 下記メッセージが表示されたら、〔OK〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 一部のファイルは Windows Server 2003 再起動後に有効にな

りますので、新しくプリンタを追加した場合には、手順１６ 
終了後、必ず再起動してください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １６ 「プリンタと FAX」フォルダにプリンタ名が表示されたことを確認
し、Windows Server 2003 を再起動する 

 

 ガイド  

・ これでプリンタドライバのインストールは完了です。 

・ テストページの印刷は、Windows Server 2003 を再起動した後

で行ってください。 再起動する前にテストページの印刷を

行うと、エラーメッセージが表示される場合があります。 ま

た、テストページは、FUJITSU FMPR-671B プリンタのアイコン

を右クリックし、〔プロパティ〕を選択します。 プリンタ

がオンライン状態になっていることを確認し、プリンタプロ

パティ〔全般〕タブの〔テストページの印刷〕ボタンをクリ

ックしてください。 

・ 手順１１ で共有する設定を行った場合は、下記プリンタアイ
コンが表示されます。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

■ Windows 2000 のとき 

ここでは、Windows 2000 が動作するパソコンに、FUJITSU FMPR-671B プ

リンタドライバをインストールする方法について、Windows 2000 

Professional の画面を例に説明しています。 

インストールは、プリンタフォルダから手動で指定します。 

 

 ガイド  

・ ご使用のパソコンにインストールされている Windows 2000

のバージョンや Edition によっては、インストール手順や表

示内容が異なる場合があります。このときは、表示内容に従

ってインストールしてください。 

・ 装置に添付されているプリンタドライバセットアップディ

スクを準備してください。 

・ インストールを行う際には、必ず Administrator（コンピュ

ータの管理者）権限を持ったアカウントでログオンしてくだ

さい。 

・ 異なるバージョンの FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバが

インストールされている場合は、削除してからインストール

してください。 

・ ここでは、FUJITSU FMPR-671B プリンタがローカル接続され

たパソコンにプリンタドライバをインストールする手順を

説明しています。ネットワーク接続や共有プリンタ(他のパ

ソコンに接続されているプリンタ)でのインストール方法は、

Windows 2000 オペレーティングシステムのヘルプ、および

本プリンタドライバの README.TXT を参照願います。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 プリンタフォルダからのインストール 

 １ Windows 2000 を起動する 

 ２ マイコンピュータのコントロールパネルより、〔プリンタ〕を選択
し、〔プリンタ〕フォルダを開く 

 ３ 〔プリンタの追加〕をダブルクリックする 

 

 ４ 「プリンタの追加ウィザードの開始」画面が表示されたら、〔次へ〕
をクリックする 

 

44 



第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ５ 「ローカルプリンタまたはネットワークプリンタ」画面が表示され
たら、「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、

〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ この画面は、パソコンがネットワークに接続されているとき

のみ表示されます。 

・ スタンドアロン（パソコンとプリンタを 1 対 1 で接続）のと

きや、パソコンをプリントサーバとして使うときは、ローカ

ルプリンタを選択します。 印刷先（ポート）を後で変更す

る場合も、ローカルプリンタを選択してください。ただし、

正しい印刷先に設定するまでテストページ等の印刷は行わな

いでください。 

・ 「ネットワークプリンタ」を選んでインストールするには、

プリントサーバ上に、対応するプリンタドライバがあらかじ

めインストールされている必要があります。 また、「代替

ドライバとネットワークインストール」はサポートしていま

せん。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ６ 使用するプリンタポートを選択し、〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 使用するポートがまだ作成されていない場合は、仮のポート

としてローカルポート（LPT1）などを選択してください。 

 ７ 装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディスク
をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして、〔ディスク使用〕を

クリックする 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ８ 「製造元のファイルのコピー元」に、下記フォルダ名を入力するか
〔参照〕をクリックして下記フォルダを選択する 

入力が終わったら〔OK〕をクリックする 

フォルダ名：D:\Drivers\FMPR-671B\Win2kxp 

 

注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。 

ご使用の環境に合わせてドライブを変更してください。 

注 2) ホームページよりダウンロードした最新版のプリンタドライバをお使いにな

るときは、ダウンロードしたドライバデータのあるフォルダ名に変更してく

ださい。 

 ９ プリンタを選択して〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

2 

1 

2 

1

・ 「このプリンタのプリンタドライバが既にインストールされ

ています。既存のドライバを使うか、またはこのドライバを

置き換えることができます。」という画面が表示された場合、

プリンタドライバのレベルアップを行うとき以外は、「現在

のドライバを使う(推奨)」を選択してください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １０ プリンタ名を入力し、〔次へ〕をクリックする 

 

 １１ プリンタの共有について設定を行い、〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 「共有する」を選択したときは、共有名を入力してください。 

〔次へ〕をクリックすると、場所とコメントを指定する画面

になりますので、適宜入力して〔次へ〕をクリックしてくだ

さい。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １２ テストページ印刷の設定で〔いいえ〕を選択し、〔次へ〕をクリッ
クする 

 

 ガイド  

・ ここでは、〔いいえ〕を選択してください。〔はい〕を選択

すると、一部のドライバファイルが有効になる前にテストペ

ージの印刷が実行されエラーメッセージが表示される場合が

あります。 

 １３ 〔完了〕をクリックする 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １４ 「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示されたら 
〔はい〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 〔はい〕をクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。 

 １５ 下記メッセージが表示されたら〔OK〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 一部のファイルは Windows 2000 再起動後に有効になりますの

で、新しくプリンタを追加した場合には、手順１６ 終了後、
必ず再起動してください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １６ 「プリンタ」フォルダにプリンタ名が表示されたことを確認し、
Windows 2000 を再起動する 

 

 ガイド  

・ これでプリンタドライバのインストールは完了です。 

・ テストページの印刷は、Windows 2000 を再起動した後で行っ

てください。 再起動する前にテストページの印刷を行うと、

エラーメッセージが表示される場合があります。 また、テ

ストページは、FUJITSU FMPR-671B プリンタのアイコンを右ク

リックし、〔プロパティ〕を選択します。 プリンタがオン

ライン状態になっていることを確認し、プリンタプロパティ

〔全般〕タブの〔テストページの印刷〕ボタンをクリックし

てください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

■ Windows NT 4.0 のとき 

ここでは、Windows NT 4.0 が動作するパソコンに、FUJITSU FMPR-671B

プリンタドライバをインストールする方法について、Windows NT 4.0

の画面を例に説明しています。 

インストールは、 

1． プリンタアプリケーションの登録 
2． プリンタドライバのインストール 

の順に行ってください。 

プリンタドライバインストールは、プリンタフォルダから手動で指定

します。 

 

 ガイド  

・ ご使用のパソコンにインストールされている Windows NT 4.0

のバージョンによっては、インストール手順や表示内容が異

なる場合があります。このときは、表示内容に従ってインス

トールしてください。 

・ 装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディ

スクを準備してください。 

・ インストールを行う際には、必ず Administrator（コンピュー

タの管理者）権限を持ったアカウントでログオンしてください。 

・ 異なるバージョンの FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバが

インストールされている場合は、削除してからインストール

してください。 

・ ここでは、FUJITSU FMPR-671B プリンタがローカル接続された

パソコンにプリンタドライバをインストールする手順を説明

しています。ネットワーク接続や共有プリンタ(他のパソコン

に接続されているプリンタ)でのインストール方法は、

Windows NT 4.0 オペレーティングシステムのヘルプ、および

本プリンタドライバの README.TXT を参照願います。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 プリンタアプリケーションの登録 

 １ Windows NT 4.0 を起動する 

 ガイド  

・ Windows NT 4.0 上のアプリケーションをすべて終了してくだ

さい。 

 ２ 装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディスク
をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする 

 ３ タスクバーから、〔スタート〕－〔ﾌｧｲﾙ名を指定して実行〕を選択
し、「名前」に「D:\Drivers\FMPR-671B\Winnt40\SETUP.EXE」と入

力し、〔OK〕をクリックする 

 

 ガイド  
・ 〔OK〕をクリックすると、プリンタアプリケーションのセッ
トアップウィザードが開始されます。 
 画面には、「プリンタドライバ Setup」と表示されています。 

・ セットアップウィザードに従って、プリンタアプリケーショ
ンを登録します。 

・ プログラムのコピー完了後、コンピュータの再起動を要求画
面が表示されますので、〔OK〕をクリックし、Windows NT 4.0
を再起動してください。 

・ 上記は CD-ROM ドライブが D：のときの入力例です。 
ご使用の環境に合わせてドライブを変更してください。 
ホームページよりダウンロードした最新版のプリンタドライ
バをお使いになるときは、ダウンロードしたドライバデータ
のあるフォルダ名に変更してください。 

 ４ Windows NT 4.0 を再起動する 

 ガイド  

2

1 

・ これで、プリンタアプリケーションの登録は完了です。 

引き続き、プリンタドライバをインストールしてください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 プリンタフォルダからのインストール 

 １ Windows NT 4.0 を起動する 

 ２ マイコンピュータのコントロールパネルより、〔プリンタ〕をダブ
ルクリックして、〔プリンタ〕フォルダを開く 

 

 ３ 〔プリンタの追加〕をダブルクリックする 

 ４ 「プリンタの追加ウィザード」画面が表示されたら、〔このコンピ
ュータ〕を選択し、〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 〔ネットワークプリンタサーバー〕を選択してインストール

するには、あらかじめプリントサーバー上に対応するプリン

タドライバがインストールされている必要があります。 

・ 本プリンタドライバは、「代替ドライバとネットワークイン

ストール」はサポートしていません。 

・ お使いの環境によっては、本画面が表示されない場合があり

ます。その場合は、手順５ に進んでください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ５ 「利用可能なポート」から、プリンタを接続したポートを選択して、
〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 使用するポートがまだ作成されていない場合は、仮のポート

としてローカルポート（LPT1）などを選択してください。 

この場合は、正しいポート設定を行うまでテストページ等の

印刷は行わないでください。 

 ６ 装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディスク
をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして、〔ディスク使用〕を

クリックする 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ７ 「配布ファイルのコピー元」に、下記フォルダ名を入力するか、〔参
照〕をクリックして下記フォルダを選択する 

入力が終わったら〔OK〕をクリックする 

フォルダ名：D:\Drivers\FMPR-671B\Winnt40 

 

注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D：のときの入力例です。 

ご使用の環境に合わせてドライブを変更してください。 

注 2) ホームページよりダウンロードした最新版のプリンタドライバをお使いにな

るときは、ダウンロードしたドライバデータのあるフォルダ名に変更してく

ださい。 

 ８ プリンタを選択して〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

2 

1 

2

1

・ 「このプリンタのプリンタドライバが既にインストールされ

ています。現在のドライバをそのまま使いますか？新しいド

ライバを使うと、印刷結果が異なる場合があります。」とい

う画面が表示された場合、プリンタドライバのレベルアップ

を行うとき以外は、「現在のドライバを使う(推奨)」を選択

してください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ９ プリンタ名を入力し、通常使用するプリンタの設定を行い、〔次へ〕
をクリックする 

 

 ガイド  

・ 他にインストールされているプリンタが無い場合は、自動的

に通常使用するプリンタに設定されます。 

 １０ プリンタの共有について設定を行い、〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ プリンタの共有については、本プリンタドライバの

README.TXT を参照してください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １１ テストページ印刷の設定を行い、〔完了〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 〔はい〕を選択した場合は、プリンタにＡ４タテ以上の用紙

をセットしてください。 用紙のセット方法については、取

扱説明書の『第 2章 日常の操作』「2.2 用紙のセット」を

参照してください。 

・ 手順５ で仮のプリンタポートを指定した場合は、〔いいえ〕
を選択してください。 

・ 〔完了〕をクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。 

１２下記メッセージが表示されたら、〔OK〕をクリックする 

 

 １３ 「プリンタ」フォルダにプリンタ名が表示されたことを確認する 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １４ 手順１１のテストページ印刷で〔はい〕を選択した場合は、以下の
画面が表示されることを確認する 

テストページが正しく印刷されたら、〔はい〕をクリックする 

 

 １５ Windows NT 4.0 を再起動する 

 ガイド  

・ これでプリンタドライバのインストールは完了です。 

・ プリンタドライバのインストール、または更新をおこなった

ときは、必ず Windows NT 4.0 を再起動してください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

■ Windows Me のとき 

ここでは、Windows Me が動作するパソコンに、FUJTISU FMPR-671B プリ

ンタドライバをインストールする方法について、Windows Me の画面を

例に説明しています。 

インストールは、プリンタフォルダから手動で指定します。 

 

 ガイド  

・ ご使用のパソコンにインストールされている Windows Me のバ

ージョンによっては、インストール手順や表示内容が異なる

場合があります。このときは、表示内容に従ってインストー

ルしてください。 

・ 装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディ

スク、および Windows オペレーティングシステムディスクを

準備してください。 

・ 異なるバージョンの FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバが

インストールされている場合は、削除してからインストール

してください。 

・ ここでは、FUJITSU FMPR-671B プリンタがローカル接続された

パソコンにプリンタドライバをインストールする手順を説明

しています。ネットワーク接続や共有プリンタ(他のパソコン

に接続されているプリンタ)でのインストール方法は、

Windows Me オペレーティングシステムのヘルプ、および本プ

リンタドライバの README.TXT を参照願います。 

・ インストールの途中で「バージョンの競合（コピーするファ

イルより新しいファイルがコンピュータに存在します。既存

のファイルをそのまま使うことをお勧めします。）」という

メッセージが表示される場合があります。 〔はい〕をクリッ

クしてください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 プリンタフォルダからのインストール 

 １ Windows Me を起動する 

 ２ マイコンピュータのコントロールパネルより、〔プリンタ〕をダブ
ルクリックして、〔プリンタ〕フォルダを開く 

 

 ３ 〔プリンタの追加〕をダブルクリックする 

 ４ 「プリンタの追加ウィザード」画面が表示されたら、〔次へ〕をク
リックする 

 

 ガイド  

・ お使いの環境によっては、手順５ 画面が表示されない場合が
あります。 その場合は、手順６ に進んでください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ５ 「ローカルプリンタまたはネットワークプリンタ」画面が表示され
たら、「ローカルプリンタ」を選択し、〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ この画面は、パソコンがネットワークに接続されているとき

のみ表示されます。 

・ スタンドアロン（パソコンとプリンタを 1 対 1 で接続）のと

きや、パソコンをプリントサーバとして使うときは、ローカ

ルプリンタを選択します。印刷先（ポート）を後で変更する

場合も、ローカルプリンタを選択してください。ただし、正

しい印刷先に設定するまでテストページ等の印刷は行わない

でください。 

・ 「ネットワークプリンタ」を選んでインストールするには、

プリントサーバ上に、対応するプリンタドライバがあらかじ

めインストールされている必要があります。 また、「代替

ドライバとネットワークインストール」はサポートしていま

せん。 

 ６ 製造元別のプリンタリストが表示されたら、装置に添付されている
プリンタドライバのセットアップディスクをパソコンの CD-ROM ド

ライブにセットして、〔ディスク使用〕をクリックする 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ７ 「配布ファイルのコピー元」に、下記フォルダ名を入力するか、〔参
照〕をクリックして下記フォルダを選択する 

入力が終わったら〔OK〕をクリックする 

フォルダ名：D:\Drivers\FMPR-671B\Win98Me 

 

注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D：のときの入力例です。 

ご使用の環境に合わせてドライブを変更してください。 

注 2) ホームページよりダウンロードした最新版のプリンタドライバをお使いにな

るときは、ダウンロードしたドライバデータのあるフォルダ名に変更してく

ださい。 

 ガイド  

2

1 

・ 〔参照〕をクリックしてドライバファイルの場所を指定する

ときは、“Win98Me”フォルダの“671SETUP.INF”ファイルを

選択してください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ８ プリンタを選択して〔次へ〕をクリックする 

 

2

1

 ガイド  

・ 「このプリンタのプリンタドライバが既にインストールされ

ています。既存のドライバを使うか、またはこのドライバを

置き換えることができます。」という画面が表示された場合、

プリンタドライバのレベルアップを行うとき以外は、「現在

のドライバを使う(推奨)」を選択してください。 

 ９ 「利用できるポート」から、プリンタを接続したポートを選択して、
〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 使用するポートがまだ作成されていない場合は、仮のポート

としてローカルポート（LPT1）などを選択してください。 

この場合は、正しいポート設定を行うまでテストページ等の

印刷は行わないでください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １０ 「プリンタ名」に表示されるモデル名を確認し、通常使用するプリ
ンタの設定を行い、〔完了〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 他にインストールされているプリンタが無い場合は、自動的

に通常使用するプリンタに設定されます。 

・ 〔完了〕をクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。 

 １１ 「プリンタ」フォルダにプリンタ名が表示されたことを確認し、
Windows Me を再起動する 

 

 ガイド  

・ これでプリンタドライバのインストールは完了です。 

・ テストページの印刷は、Windows Me を再起動した後で行ってく

ださい。 また、テストページは、FUJITSU FMPR-671B プリン

タのアイコンを右クリックし、〔プロパティ〕を選択します。 

プリンタがオンライン状態になっていることを確認し、プリン

タプロパティ〔全般〕タブの〔印字テスト〕ボタンをクリック

してください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

■ Windows 98 のとき 

ここでは、Windows 98 が動作するパソコンに、FUJITSU FMPR-671B プリ

ンタドライバをインストールする方法について、Windows 98 の画面を

例に説明しています。インストールは、プリンタフォルダから手動で指

定します。 

 

 ガイド  

・ ご使用のパソコンにインストールされている Windows 98 のバ

ージョンによっては、インストール手順や表示内容が異なる

場合があります。このときは、表示内容に従ってインストー

ルしてください。 

・ 装置に添付されているプリンタドライバのセットアップディ

スク、および Windows オペレーティングシステムディスクを

準備してください。 

・ 異なるバージョンの FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバが

インストールされている場合は、削除してからインストール

してください。 

・ ここでは、FUJITSU FMPR-671B プリンタがローカル接続された

パソコンにプリンタドライバをインストールする手順を説明

しています。ネットワーク接続や共有プリンタ(他のパソコン

に接続されているプリンタ)でのインストール方法は、

Windows 98 オペレーティングシステムのヘルプ、および本プ

リンタドライバの README.TXT を参照願います。 

・ インストールの途中で「バージョンの競合（コピーするファ

イルより新しいファイルがコンピュータに存在します。既存

のファイルをそのまま使うことをお勧めします。）」という

メッセージが表示される場合があります。 〔はい〕をクリ

ックしてください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 プリンタフォルダからのインストール 

 １ Windows 98 を起動する 

 ２ マイコンピュータのコントロールパネルより、〔プリンタ〕をダブ
ルクリックして、〔プリンタ〕フォルダを開く 

 

 ３ 〔プリンタの追加〕をダブルクリックする 

 ４ 「プリンタの追加ウィザード」画面が表示されたら、〔次へ〕をク
リックする 

 

 ガイド  

・ お使いの環境によっては、手順５ 画面が表示されない場合が
あります。 その場合は、手順６ に進んでください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ５ 「ローカルプリンタまたはネットワークプリンタ」画面が表示され
たら、「ローカルプリンタ」を選択し、〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ この画面は、パソコンがネットワークに接続されているとき

のみ表示されます。 

・ スタンドアロン（パソコンとプリンタを 1 対 1 で接続）のと

きや、パソコンをプリントサーバとして使うときは、ローカ

ルプリンタを選択します。 印刷先（ポート）を後で変更す

る場合も、ローカルプリンタを選択してください。ただし、

正しい印刷先に設定するまでテストページ等の印刷は行わな

いでください。 

・ 「ネットワークプリンタ」を選んでインストールするには、

プリントサーバ上に、対応するプリンタドライバがあらかじ

めインストールされている必要があります。 

また、「代替ドライバとネットワークインストール」はサポ

ートしていません。 

 ６ 製造元別のプリンタリストが表示されたら、装置に添付されている
プリンタドライバのセットアップディスクをパソコンの CD-ROM ド

ライブにセットして、〔ディスク使用〕をクリックする 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ７ 「配布ファイルのコピー元」に、下記フォルダ名を入力するか、〔参
照〕をクリックして下記フォルダを選択する 

入力が終わったら〔OK〕をクリックする 

フォルダ名：D:\Drivers\FMPR-671B\Win98Me 

 

注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D：のときの入力例です。 

ご使用の環境に合わせてドライブを変更してください。 

注 2) ホームページよりダウンロードした最新版のプリンタドライバをお使いにな

るときは、ダウンロードしたドライバデータのあるフォルダ名に変更してく

ださい。 

 ８ プリンタを選択して〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

2

1 

2

1

・ 「このプリンタのプリンタドライバが既にインストールされ

ています。既存のドライバを使うか、またはこのドライバを

置き換えることができます。」という画面が表示された場合、

プリンタドライバのレベルアップを行うとき以外は、「現在

のドライバを使う(推奨)」を選択してください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 ９ 「利用できるポート」から、プリンタを接続したポートを選択して、
〔次へ〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 使用するポートがまだ作成されていない場合は、仮のポート

としてローカルポート（LPT1）などを選択してください。 

この場合は、正しいポート設定を行うまでテストページ等の

印刷は行わないでください。 

 １０ 「プリンタ名」に表示されるモデル名を確認し、通常使用するプリ
ンタの設定を行い、〔完了〕をクリックする 

 

 ガイド  

・ 他にインストールされているプリンタが無い場合は、自動的

に通常使用するプリンタに設定されます。 

・ 〔完了〕をクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 

 １１ 〔ディスクの挿入〕ウィンドウが表示されたら、Windows 98 シス
テムディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットし、〔OK〕を

クリックする 

 

 １２ 「ファイルのコピー元」に「D:\WIN98」と入力するか、〔参照〕を
クリックして「D:\WIN98」を選択する 

入力が終わったら〔次へ〕をクリックする 

 

注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。ご使用の環境に合

わせてドライブを変更してください。 

 １３ 「プリンタ」フォルダにプリンタ名が表示されたことを確認し、
Windows 98 を再起動する 

 

 ガイド  

2

1 

・ これでプリンタドライバのインストールは完了です。 

・ テストページの印刷は、Windows 98 を再起動した後で行ってく

ださい。 また、テストページは、FUJITSU FMPR-671B プリン

タのアイコンを右クリックし、〔プロパティ〕を選択します。 

プリンタがオンライン状態になっていることを確認し、プリン

タプロパティ〔全般〕タブの〔印字テスト〕ボタンをクリック

してください。 
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第 2章 プリンタドライバのインストール 
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第３章 

こんなときは 
この章では、プリンタドライバなどソフトウェアに関するト

ラブルシューティングや留意事項について説明します。 

 
ソフトウェアに関する留意事項 ·············· 74 

セットアッププログラム実行中に 

エラーが表示されたとき ················74 
Windows をアップグレードするとき ·········76 

 

 



第 3章 こんなときは 

ソフトウェアに関する留意事項 –––––––––– 

ここでは、プリンタを使用しているときに発生するソフトウェアの留意

事項について、現象と対処方法を説明します。 

■ セットアッププログラム実行中にエラーが表示されたとき 

Windows 7 で、セットアッププログラム実行中にエラーが表示された

ときは、「対処」に記載された方法でご対応ください。 

 現象と処置内容 

現 象 対 処 

セットアッププログラムを実行したら 

下記画面が表示されました。 

 

セットアッププログラムが、Windows 7 以外

のオペレーティングシステム、または 64 ビ

ット版の Windows オペレーティングシステムで

実行されました。 

セットアッププログラムを起動したオペレ

ーティングシステムを確認してください。

セットアッププログラムは、32 ビット版

Windows 7 専用です。 

セットアッププログラムを実行したら 

下記画面が表示されました。 

 

セットアッププログラム実行中の[Windows 

セキュリティ]画面で、「このドライバーソ

フトウェアをインストールしない」などを

選択しました。 

再度、セットアッププログラムを実行して

ください。 
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第 5章 こんなときは 

現 象 対 処 

セットアッププログラムを実行したら 

下記画面が表示されました。 

 

セットアッププログラムへのフォルダパス

に "@" が使用されています。 
セットアッププログラムのフォルダパスを

"@" を含まないパスに変更してください。
セットアッププログラムのフォルダパスを

変更したら、再度『FMPRSTART.EXE』を実行

してください。 

 

セットアッププログラムを実行したら 

下記画面が表示されました。 

 

インストールに必要なプリンタドライバファ

イルが不足しています。 

セットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドラ

イブにセットする、または弊社ホームページか

ら、再度プリンタドライバをダウンロードしてくだ

さい。 

 

「プリンターの追加」ウィザードを使って

プリンタドライバをインストールしたら 

下記画面が表示されました。 

 

セットアッププログラム「FMPRSTART.EXE」

を使用して、プリンタドライバをインスト

ールしてください。 

注) FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバは、

Windows 7 の「プリンターの追加」ウィザー

ド」を使ったインストールには、対応してお

りません。必ず、セットアッププログラムを

使用して、プリンタドライバをインストール

してください。 
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第 3章 こんなときは 

■ Windows をアップグレードするとき 

現在お使いの Windows オペレーティングシステムを、Windows 7 へア

ップグレードするときは、プリンタドライバを削除してからアップグ

レードしてください。 

 

 

・アップグレード終了後、再度プリンタドライバのセットアップ

を行ってください。 

・プリンタドライバがインストールされた状態で Windows のアッ

プグレードを行うと、アップグレード前のプリンタドライバが

登録されたままとなり、正しい印刷が行えないなどの現象が発

生する場合があります。 

お願い 
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