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Windows® 8 用 
プリンタドライバ インストールガイド 

 

 

 

多目的プリンタ 
FMPR-671B 

 

 

 

■ Windows® 8 をお使いのときは、2 ページ目以降をご覧ください。 

 

■ 下記オペレーティングシステムをお使いのときは、オンラインマニュアル、取扱説明書 

Windows® 7 用プリンタドライバインストールガイド、または各 OS フォルダ内にある

README.TXT を参照してください。 

・Windows® 7 

・Windows Vista® 

・Microsoft® Windows Server® 2003 / Microsoft® Windows Server® 2003 R2 

・Microsoft® Windows® XP 

・Microsoft® Windows® 2000 

・Microsoft® Windows® 2000 Server  

・Microsoft® Windows NT® Version 4.0 

・Microsoft® Windows® Millennium Edition 

・Microsoft® Windows® 98 
 



 

【Windows® 8 をお使いのとき】 
 

 

 

1. はじめに 

このマニュアルは、FUJITSU FMPR-671B を、Windows® 8 上で使用する方法を説明しています。 

このマニュアルに従って、事前の準備と確認を行ってください。 

尚、FUJITSU FMPR-671B は、Microsoft® Windows Server® 2012 を含む 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。 

 

このマニュアルでは、製品名称などを次のように略して表記しています。 

 

製品名称 このマニュアルでの表記 

Windows® 8 Enterprise（32 ビット版） 

Windows® 8 Pro（32 ビット版） 

Windows® 8（32 ビット版） 

Windows 8 

 

 

 

 

2. プリンタを使用するとき 

「FMPR-671B プリンタドライバセットアップ」からプリンタドライバのインストーラを起動して、インストールを行い

ます。 
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･ Windows 8 の[デバイスとプリンター]フォルダの[プリンターの追加]をクリックし、「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のインストールを行うと、「サービス制御マネージャデータベースのオー

プンに失敗しました。」のエラーが表示されます。 

その場合は、一旦追加したプリンタドライバを削除してから本書の手順に従って、プリンタドライバをイン

ストールしてください。 

 

お願い 

 



 

2-1. プリンタドライバのインストール 

ここでは、Windows 8 の画面を例に、FUJITSU FMPR-671B プリンタドライバをインストールする手順で説明 

します。 

 

  ガイド  

・ セットアップディスクをパソコンのCDまたはDVD ドライブにセットすると、｢タップして、リムーバブルドライブに対して行う 

操作を選んでください。｣の画面が表示されます。 

このメッセージをクリックして表示される画面で、「フォルダーを開いてファイルを表示」を選択すると、デスクトップ画面に 

切り替わり、セットアップディスクの一番上の階層が表示されますので、「FMPRSTART.EXE」をダブルクリックしてください。 

※｢タップして、リムーバブルドライブに対して行う操作を選んでください。｣の画面はしばらくすると消えてしまいます。 

そのときは、「エクスプローラ」などを使用してCDまたはDVDドライブを開き、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。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) コンピュータの管理者権限を持ったユーザでログオン
します。 

 

 
 

 

(2) セットアップディスクをパソコンのCDまたはDVD ドライ
ブにセットする、またはホームページからダウンロード

したプリンタドライバが保存されたフォルダを「エクスプ

ローラー」などで開き、『FMPRSTART.EXE』をダブルク

リックします。 
 

 

 
 

 

(3) 「FMPR-671B プリンタドライバセットアップ」画面が表示
されますので、セットアップメニューから、「パラレルでプ

リンタを使用する」をクリックします。 
 

 

 
 

 

(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]をクリックします。 
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(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]ボタンをクリックします。 
 

 

 
 

 

(6) ｢選択してください。｣の画面が表示されます。 
「プリンタードライバーを追加する」を選択し、[OK]ボタ

ンをクリックします。 
 

  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、(1) からやり直してください。 

 

  

(7) ファイルのコピーが開始されます。 
 

  ガイド   

・ 手順(9) の画面が表示されるまで、お待ちください。 
 

 

 
 

 

(8) [Windows セキュリティ]という画面に、｢このデバイスソ
フトウェアをインストールしますか？｣のメッセージが表

示されたら、[インストール]をクリックします。 
 

  ガイド   

・ 本画面の前に、下記画面が表示されたときは、[はい]を

クリックします。 
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(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メッセージ

が表示されます。 
[OK]ボタンをクリックします。 

 

 

 
 

 

(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]をクリックします。 

 

 

 
 

 

(11) プリンタの電源が OFF になっていることを確認して、
プリンタとパソコンをパラレルケーブルで接続し、プリン

タの電源を入れます。 
 

  ガイド   

・ プリンタとパソコンを接続する方法については、オンライ

ンマニュアルの｢第１章 お使いになる前に｣－｢プリンタを

設置する｣－｢パソコンとの接続｣をご覧ください。 

 

 

 
 

 
(12) チャームから「検索」を選択し、[コントロールパネル]を

検索して開きます。 

[ハードウェアとサウンド]部にある、[デバイスとプリンタ

ーの表示]を選択し、｢プリンター｣部にプリンタアイコン

が追加されていることを確認します。 

これで、プリンタドライバのインストールは完了です。 
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3. トラブルシューティング 

3-1. 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 

エラーメッセージと、その対処方法を説明します。 

 

表示されたエラーメッセージ 原因と対処方法 

 

 
 

 

原因： 
1. セットアッププログラムが、Windows 8 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。 

対処： 
1. セットアッププログラムを起動した Windows オペレーティ
ングシステムを確認します。 

本セットアッププログラムは、32 ビット版 Windows 8 専用

です。 

 

 
 

 
 

原因： 
1. プリンタドライバのインストールが中断されました。 
･ セットアップ中の[Windows セキュリティ]画面で、｢インス

トールしない｣を選択しました。 

対処： 
1. 再度セットアッププログラムを実行します。 

 

 
 

原因： 
1. 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。 

対処： 
1. セットアッププログラムのフォルダパスを ”@” を含まない
パスに変更します。 

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』を実行します。 
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表示されたエラーメッセージ 原因と対処方法 

 

 
 

原因： 
1. 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。 

対処： 
1. セットアップディスクをパソコンの CD または DVD ドライブ
にセットし直すか、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。 

 

 
 

原因： 
1. 「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
をインストールしました。 

対処： 
1. セットアッププログラム『FMPRSTART』を使用して、プリン
タドライバをインストールします。 

 

 

 

3-2. [プリンター]部にプリンタアイコンが表示されないとき 

プリンタを接続したときに、お使いの PC によっては、[デバイスとプリンター]の[プリンター]部に、プリンタのア

イコンが表示されない場合があります。 

そのときは、[デバイス]部に表示されているお使いの PC を右クリックします。 

メニュー一覧にプリンタ関連の設定メニューが表示されますので、必要な項目を選択してください。 

 

 



 

4. ソフトウェアに関する留意事項 

4-1. 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 8 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。 
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・ 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 

 

 

 

4-2. Windows 8 アプリから印刷するとき 

本プリンタドライバは、Windows 8 アプリからの印刷をサポートしていません。 

本プリンタドライバをお使いになるときは、「デスクトップ」上で起動するアプリケーションで印刷してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。 
 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権、およびその他の権利の 
侵害については、当社はその責を負いません。 

 無断転載を禁じます。 
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