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「多目的プリンタ FMPR-671B」取扱説明書の訂正について 
 

このたびは、多目的プリンタ FMPR-671B(以降、本製品)をお買い上げいただき、

誠にありがとうございます。本製品の取扱説明書に関して修正、誤記がありました

ので、以下の通り訂正致します。本製品をお使いになる前に本紙をよくお読みにな

り正しくお使いいただきますようお願い致します。 
 

ﾍﾟｰｼﾞ 修正内容 

(1) 「製品を安全に使用していただくために」に、以下を補足致します。

修正前 － (記載無し)

修正後 ● 本製品の廃棄について 

製品(付属品を含む)を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清

掃に関する法律」の規制を受けます。 

法人・企業のお客様へ 

本製品の廃棄については、弊社ホームページ「IT 製品の処

分・リサイクル」 

（ http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle

/recycleindex.html） 

をご覧ください。 

● 消耗品の廃却について 

使用済の消耗品は、法令・条例に従って産業廃棄物としてお客

様にて処分をお願いします。 

お客様が処理業者に処理を委託する場合で、(財) 日本産業廃棄

物処理振興センターが発行する伝票(産業廃棄物マニフェスト)

への記載が必要となった場合に、下記に本所望品の種類・特性

などを示しますので、伝票記載時の参考にしてください。 

製品(付属品を含む)を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清

掃に関する法律」の規制を受けます。 

産業廃棄物処理マニフェスト情報 

 消耗品内訳 マニフェスト情報  

名  称 種類 形状 重金属等有無 特製 

リボンカセット 廃プラスチック 固形 無し － 
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ﾍﾟｰｼﾞ 修正内容 
(2) 装置添付のフロッピィディスクを CD-ROM に変更致します。 

修正前 ・・・本書及び装置添付のフロッピィディスク内の Readme ファイル

をお読みいただき、・・・ 

修正後 ・・・本書及び装置添付の CD-ROM 内の Readme ファイルをお読みい

ただき、・・・ 

(2) 

(6) 

49 

「富士通パーソナルエコーセンター」を「ハードウェア修理相談センター」に

訂正致します。 

修正前 ・・・お買い求めの販売店または富士通パーソナルエコーセンター

に・・・ 

修正後 ・・・お買い求めの販売店またはハードウェア修理相談センター

に・・・ 

(3) 商標を、以下のように訂正致します。 

修正前 Microsoft、Windows、MS-DOS は、米国 Microsoft Corporation の

米国およびその他の国における登録商標です。 

修正後 Microsoft、Windows、MS-DOS、Windows NT、Windows Server、Windows 

Vista 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。 

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。 

(12) 目次 付録 4 用紙のセット 付 4.1 を、以下のように訂正致します。 

修正前 付 4.1 はがき・往復はがき(官製はがき相当)のセット ········ 56 

修正後 付 4.1 はがき・往復はがき(郵便はがき相当)のセット ········ 56 

(27) 「添付品の内容確認」の、⑫多目的プリンタドライバ／ライブラリセット(FD)

を、セットアップディスク(CD-ROM)に変更致します。 

修正前 ⑪ 修理サービス網一覧 

⑫ 多目的プリンタドライバ／ライブラリセット 

 

修正後 ⑪ セットアップディスク 

 

修理サービス網一覧 
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ﾍﾟｰｼﾞ 修正内容 
(32) 「パソコンとの接続について」の (1) を、以下のように訂正致します。 

修正前 (1) プリンタドライバのインストール 

本装置に添付されているプリンタドライバ(フロッピィ)をイ

ンストールします。 インストール方法は、添付のフロッピ

ィの README.TXT ファイルを参照して、ご使用のシステムあっ

たプリンタドライバをインストールしてください。 

修正後 (1) プリンタドライバのインストール 

本装置に添付されているプリンタドライバ(CD-ROM)をインス

トールします。 インストール方法は、添付 CD-ROM の各プリ

ンタドライバ毎の README.TXT ファイルを参照して、ご使用の

システムあったプリンタドライバをインストールしてくださ

い。 

 NOTE!  の記載内容を以下のように訂正致します。 

修正前  NOTE!  特に、Windows NT4.0 の場合は SETUP.EXE を起動しアプ

リケーション登録を行ってからプリンタの追加を行って

ください。 

修正後  NOTE!  特に、Windows NT4.0 の場合は「Winnt40」フォルダ内に

ある SETUP.EXE を必ず実行してから、プリンタの追加を

行ってください。SETUP.EXE を実行しなかった場合は、

本プリンタドライバは正常動作しません。 

「パソコンとの接続について」の (2) を、以下のように訂正致します。 

修正前 (2) このプリンタは、ＦＭまたはＡＴインタフェースをもつ当社パ

ソコンに接続できます。ここでいうインタフェースは、プリン

タとの接続信号線の種類を指します。 

FMR-XXX、FMNoteBook、FMTOWNS に接続するときは FM インタフェ

ース、AT 互換機(FMV-XXX)に接続するときは AT インタフェース

となります。 

修正後 (2) このプリンタは、ＦＭまたはＡＴインタフェースをもつ当社パ

ソコンに接続できます。ここでいうインタフェースは、プリン

タとの接続信号線の種類を指します。 

FMR-XXX に接続するときは FM インタフェース、AT 互換機

(FMV-XXX)に接続するときは AT インタフェースとなります。 
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ﾍﾟｰｼﾞ 修正内容 
(32) 「パソコンとの接続について」の (4) を、以下のように訂正致します。 

修正前 (4) プリンタ⇒パソコンの順で電源を投入する場合は、接続するパ

ソコンの種類により、プリンタ側で設定(ホストインタフェース

の設定)を合わせてからにしてください。 

 接続するパソコンの種類 ホストインタフェースの設定(注)  

FMR/FMTOWNS シリーズ モード 1 (FM) 

FMV シリーズ モード 2 (AT) 

修正後 (4) プリンタ⇒パソコンの順で電源を投入する場合は、接続するパ

ソコンの種類により、プリンタ側で設定(ホストインタフェース

の設定)を合わせてからにしてください。 

 接続するパソコンの種類 ホストインタフェースの設定(注)  

FMR シリーズ モード 1 (FM) 

FMV シリーズ モード 2 (AT) 

39 「第７章 使用上の注意」で Windows 環境で本プリンタを上手にお使いいた

だくために を、以下のように訂正致します。 

修正前  NOTE!  以下のアプリケーションに対しては、上記の印刷は未サ

ポートです。 

 Word 97 

 一太郎 

 Windows 版 OASYS 

修正後  NOTE!  以下のアプリケーションに対しては、上記の印刷は未サ

ポートです。 

 Word 97/98/2000/2002/2003/2007 

 一太郎 

 Windows 版 OASYS 

56 「付録 4 用紙のセット」で 付 4.1 を、以下のように訂正致します 

修正前 付 4.1 はがき・往復はがき(官製はがき相当)のセット 

修正後 付 4.1 はがき・往復はがき(郵便はがき相当)のセット 
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ﾍﾟｰｼﾞ 修正内容 
118 「付録 13 ESC/P モードの制限事項」で ◆サポートコマンド を、以下のよう

に訂正致します。 

修正前 ◆サポートコマンド 

このプリンタは、ＥＳＣ／Ｐ™ 24-J84 に準拠して…… 

修正後 ◆サポートコマンド 

このプリンタは、ＥＳＣ／Ｐ 24-J84 に準拠して…… 

「付録 13 ESC/P モードの制限事項」で ◆ソフトウェアの設定 を、以下のよ

うに訂正致します 

修正前 付属の多目的プリンタドライバ／ライブラリセット内の多目的

プリンタドライバを、Windows® の「コントロールパネル」の「プ

リンタの設定」を使用し、追加／選択を行ってください。 

詳細については、多目的プリンタドライバフロッピィディスクに入

っているソフトウェア説明書およびユーザーズマニュアルをお読み

ください。 

  ソフトウェア説明書 ユーザーズマニュアル  
Windows 3.1 README.DOC README.WRI 

Windows 95 README.TXT 
補足.TXT 

F5CMILIB.DOC(プリンタ制御ライブラリ) 

Windows NT3.5 README.TXT README.WRI 

Windows NT4.0 README.TXT 
補足.TXT 

F5CMILIB.DOC(プリンタ制御ライブラリ) 
 

修正後 付属セットアップディスク(CD-ROM)内の多目的プリンタドライ

バを、Windows® のプリンタフォルダから「プリンタの追加」を使

用し、追加／選択を行ってください。詳細については、セットアッ

プディスク(CD-ROM)の各フォルダに収められているソフトウェア

説明書およびユーザーズマニュアルをお読みください。 

注 1)Windows XP/Vista では、プリンタフォルダから「プリンタのイ

ンストール」を使用し、追加／選択を行ってください。 

  ソフトウェア説明書 ユーザーズマニュアル  
Windows 98/Me 

README.TXT 
補足.TXT 

F5CMILIB.DOC 

(プリンタ制御ライブラリ) 

Windows NT4.0 

Windows 2000/XP/Server 2003

Windows Vista 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本紙は取扱説明書の表紙裏のページに挟んで大切に保管してください。 

 

発行日 2010 年 2 月 
Copyright © FUJITSU LIMITED 2008 

KA02050-Y483 02 


