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ユーザーズマニュアル

ーーCDドライバーのセットアップ
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ご使用の前に
ご使用の際は、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全にお使いいただくために

本書には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産へ

の損害を未然に防止するために、以下の記号が使われています。

その意味は次のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

!警 告：

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が

想定される内容を示しています。

!注 意：

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害

を起こす可能性が想定される内容を示しています。

Q 注記 :

本製品の取り扱いについて有効な情報を示しています。

安全上のご注意

!警 告：

❏本製品を布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置したりしないでください。

内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。

❏アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しな

いでください。感電・火災のおそれがあります。

❏煙が出る、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください 。感

電・火災のおそれがあります。

異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、

販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。

❏異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください 。感

電・火災のおそれがあります。

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソン

の修理窓口にご相談ください。

❏マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。

❏お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。

❏必ず指定されているAC アダプターをお使いください。他の電源を使うと、火災の
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おそれがあります。

❏可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使

用しないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しな

いでください。引火による火災のおそれがあります。

❏各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでくだ

さい。

発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそ

れがあります。

❏製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください 。感

電や火傷のおそれがあります。

❏開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしない

でください。感電・火災のおそれがあります。

❏本製品を指定以外の電圧で使用しないでください。火災・感電のおそれがあります。

❏電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。感電・

火災のおそれがあります。

❏電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。感電・火災のおそ

れがあります。

❏破損した電源コードを使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。電

源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。

また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。

･電源コードを加工しない

･電源コードに重いものを載せない

･無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない

･熱器具の近くに配線しない

❏濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電のおそれがあり

ます。

❏電源コードのたこ足配線はしないでください。発熱して火災になるおそれがありま

す。

❏電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃

してください。電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラ

グの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。
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❏電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持

って抜いてください。コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあり

ます。

❏AC アダプターを取り扱う際は、以下の点を守ってください。感電・火災のおそれ

があります。

･雨や水のかかる場所で使用しない

･電源コードで吊り下げない

･コネクターにクリップなどの金属性のものを接触させない

･布団などで覆わない

❏ドロアーキックアウトコネクターに、電話線を差し込まないでください。電 話回

線またはプリンターを破損するおそれがあります。

!注 意：

❏不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。落ち

たり倒れたりして、けがをするおそれがあります。

❏油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでくださ

い。

感電・火災のおそれがあります。

❏本製品の上に乗ったり、重いものを置いたりしないでください。倒れたり、こわれ

たりしてけがをするおそれがあります。

❏各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えない

でください。

火災やけがのおそれがあります。

マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。

❏本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、全 ての

配線を外したことを確認してから行ってください。

コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。

❏プリンターカバーの開閉の際は、カバーと本体との接合部（継ぎ目）に手を近づけ

ないでください。

指や手を挟んで、けがをするおそれがあります。

❏長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてく

ださい。
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❏マニュアルカッターに手や指を強く押し付けないように注意してください。けがを

するおそれがあります。

･印刷された用紙を取り出す時

･ロール紙交換時 など

注意ラベル

本製品に貼ってあるラベルは、以下の注意事項を示しています。

! 注 意：

使用中または使用直後は、サーマルヘッドに触らないでください。印字後は高温にな

っている場合があります。

使用制限
本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種

安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用

される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセー

フ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた

上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。

本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、きわめて

高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これら

の用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。
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サーマルプリンター初めての使い方

第一、サーマルプリンターとＰＣ正確に接続してください

サーマルプリンターの操作について、Youtubeでの動画をご覧ください

https://www.youtube.com/watch?v=-64_lwauAL0&list=PLCadm5H

8BfnsxWr7_brMxc4f8XgHtC6FB&index=4

第二、CDドライバーのセットアップします

CDドライバーをダウンロードします：

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ8guX7Z0wJOotq4hc

h1gscKBYwSJk4UUoNy
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サーマルプリンターとＰＣ正確に接続

サーマルプリンターのCDドライバー設置の前に、以下の手順で、サーマルプ

リンターとＰＣ正確に接続してください

第一、AC アダプターを接続します。

!警 告：

必ず指定のAC アダプターを使用してください。火災・感電のおそれがあります。

1. AC アダプターのDC コネクターを、プリンターのDC-in コネクターに奥まで

確実に差し込みます。

2. AC ケーブルのコネクターを、AC アダプターの AC インレットに奥まで確実

に差し込みます。

3. 電源プラグを、アース付きのコンセントに奥まで確実に差し込みます。

4. AC アダプターのラベル面を下にして設置します。
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第二、ロール紙のセット / 交換

!注 意：
必ず指定されたロール紙を使用してください。

1. ロール紙カバーを開けます。

2. 使用済みのロール紙芯があれば、取り出します。

3. ロール紙を正しい向きに入れます。

第三、USBケイブルでサーマルプリンターとｐｃ接続します。

第四、CDドライバーのセットアップを始めます
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CDドライバーのセットアップの手順

もしインターネットから ITPP068のCDドライバーをダウンロードしたら、

以下の手順で、CDドライバーを起動します。

1、ZIP形式ダウンロードデータを解凍してから、[Driver]をクリックします

2、パソコンシステムによると、コンピュータシステムに対応するどらいばー

を選択します。例えば、windowsシステムであれば[Windows Driver]をクリッ

クします
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3、[POS Printer Driver Setup v7.11.exe]をクリックします
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Administrator 権限でインストールしてください。

インストール
POS Printer Driver v7.11.exe を実行してください。

1、[ Yes（はい）] をクリックします

2、[ I accept the agreement] をクリックします →[Next] をクリックします
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3、→インストール ファイルの保存先フォルダを選択しま す。

→[Next] をクリックします

4、→デスクトップには POS Printer Driver v7.11のショートカットアイコンが 自

動的に生成されます

→[Next] をクリックします
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5、→インストールの確認画面が表示されます

→[Install] をクリックします

6、「 インストール完了 」 画面が表示されます。[ Finish] をクリックします。
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7、 →USBポートが 検知されたら 、 OKをクリックします。

→ この図で選択できるポートは、「USB」 を選択しま す。

8、→正しいWindows OSを選択します

→プリンターインタフェースとタイプをチェックしま す

→[Install Now] をクリックします
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9、インストールに成功しました画面が表示されます 。[Yes] をクリックします

10、キューの[ プロパティ ]-[ ポート] から、“ ポート ” と“ 説明” を確認し

てください。

→「Ports」を選び、USB001が 検知されたら 、USB001を選択します

→[Apply] をクリックします.
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11、「 General」を選び、[Print Test Page] をクリックします.テストページの印

刷を行います.

ロール紙に文字がありましたら、プリンターのインストールに成功します！

しかし：

1. 1枚の紙でも印刷されていない場合は、改めてusbポートを交換して再接続をお

願いします。

2. ロール紙の上に文字がない場合は、紙の方向を調整して、テストページを再印刷

してください。
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