
●Windows® 98環境に、プリンタドライバをインストールする方法を説明します。フロッピーディスクのラベルに

「for Windows98」と記載されたディスクを使用してください。

●NEC PC-9800シリーズへのインストールはPC98用「Fax Printer Driver」ディスクを使用してください。

●IBM PC/AT互換機(DOS/V)のインストールは、DOS/V用「Fax Printer Driver」ディスクを使用してください。
●本プリンタドライバはWindows98のプラグ アンド プレイ機能をサポートしています。

Windows® 98 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。
Windows の正式名称は、Microsoft  Windows Operating Systemです。

Windows® 98にインストールするには

Windows 98にインストールする

Windows 98を起動します。

あらかじめ全てのアプリケーションソフトを終了し

ておきます。

1

フロッピーディスクドライブに付属の

「Fa x  P r i n t e r  D r i v e r  f o r

Windows98」ディスクを入れます。

2

［プリンタの追加］アイコンをダブルク
リックします。

4

 スタート  ボタンから  設定 (S)  －
 プリンタ (P)  を選択します。

［プリンタ］フォルダが表示されます。

3

「プリンタの追加ウィザード」が開きま
す。

 次へ＞  ボタンをクリックします。

5

接続方法を選択します。

［ローカルプリンタ］を選択してください。

＊この手順は、ネットワークをインストールしてい

ない場合は表示されません。

6

「プリンタの製造元とモデルの選択」が
開きます。

 ディスク使用 (H)  ボタンをクリックします。

7

「ディスクからインストール」が開きま
す。

「Fax Printer Driver」ディスクをセットしたド

ライブ名を入力し、 OK  ボタンをクリックしま

す。

例えば「Fax Printer Driver」ディスクをAドライ

ブにセットしたなら“A:¥”となります。

8

「プリンタ(P):」に、「Fax Printer
Type1(またはType2）」が表示されて
いることを確認し、 次へ＞  ボタンをク
リックします。

9
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「プリンタに名前を付けられます。」が
開きます。

①ファクスに任意の名前を付けるこができますが、

通常、表示されている名前をそのまま使ってく

ださい。（例：Fax Printer Type1）

②「Windowsベースのプログラムで、このプリン

タを通常のプリンタとして使いますか？」の問い

合わせに対し、［はい］を選択したのち  完了  ボ

タンをクリックします。

11

セットアッププログラムが開きます。

 次へ(N)＞  ボタンをクリックします。

＊アプリケーションソフトなどWindowsのプログ

ラムを終了していない場合は、 キャンセル  ボ

タンを押してセットアッププログラムを終了し

てください。その後、他のプログラムを終了し

た後、手順3からやり直しください。

12

「インストール先の選択」が開きます。

 次へ(N)＞  ボタンをクリックします。

＊通常は表示されているフォルダにインストールし

てください。

13

「プログラムフォルダの選択」が開きま
す。

 次へ(N)＞  ボタンをクリックします。

＊通常は表示されているフォルダ名してください。

14

インストールが終了すると、再起動を要
求します。

フロッピーディスクを取り出し、「はい、直ちにコ

ンピュータを再起動します。」を選択後、 完了  ボ

タンをクリックします。

「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」を

選択し、 完了  ボタンをクリックしたときは、正

しくインストールされていません。必ず

Windows98を終了して再起動してください。

15

プリンタドライバのインストールが完了

すると  スタート  ボタンのプログラム

グループに［Fax Printer］ が自動的に

登録されます。

タスクバーには Fax Printer Type1 プリン

トマネージャ、または  Fax Printer Type2

プリントマネージャが現れます。

17

2

ポートの選択画面が現れます。ファクス
が接続されているポートを選択し、
 次へ＞  ボタンをクリックします。
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プラグ アンド プレイによりWindows98にインストールする

¡Windows98のプラグ アンド プレイを使うことにより、簡単にインストール作業を行うことができます。

ファクスとコンピュータの電源を切り、

プリンタコントローラとコンピュータを

接続します。

1

ファクスとコンピュータの電源を入れ、

Windows 98を起動します。
2

起動中、「新しいハードウェアの追加

ウィザード」が開き、プリンタコント

ローラが検出されます。

フロッピーディスクドライブに、付属の「Fax

Printer Driver for Windows98」ディスクを入

れ、   次へ＞  ボタンをクリックします。

3

ドライバの検索方法の選択が開きます。

「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する

（推奨）」が選択されていることを確認し、

 次へ＞  ボタンをクリックします。

4

ドライバの検索場所の選択が開きます。

「フロッピーディスクドライブ(F)」にチェックを

付け、 次へ＞  ボタンをクリックします。

5

「Fax Pr in ter  Type1（または

Type2）」が検出されます。

 次へ＞  ボタンをクリックします。

＊検出されない場合は、フロッピーディスクを確認し、

  ＜戻る  ボタンをクリックします。手順5よりやり直し

てください。

6

「プリンタの追加ウィザード」が開きま
す。

①ファクスに任意の名前を付けるこができますが、

通常、表示されている名前をそのまま使ってく

ださい。（例：Fax Printer Type1）

②「Windowsベースのプログラムで、このプリン

タを通常のプリンタとして使いますか？」の問い

合わせに対し、［はい］を選択したのち  完了  ボ

タンをクリックします。

7

※以下の画面が表示されたときは、次の手順で

「PMSETUP .EXE」ファイルの場所を指定し

てください。

①「ファイルの場所( I )」で「Fax  P r i n t e r

Driver」ディスクをセットしたドライブ名を選

択します。

②「PMSETUP」アイコンをダブルクリックしま

す。以降のインストール作業は、2ページの手

順12より続けてください。

＊ キャンセル  を選択してしまった時は、 スタート  ボ

タンから  ファイル名を指定して実行(R)  を選択し、

「Fax Printer Driver」ディスク内の「PMSETUP」

を実行してください。
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プリンタドライバを削除する

¡プリンタドライバを削除する場合は、プリントマネージャを必ず閉じてから行ってください。

プリントマネージャを終了します。1

スタート  ボタンから
プログラム (P)  － Fax Printer  －
Fax Printer のアンインストール  を
選択します。

2

アンインストーラが開きます。

プリンタドライバを削除する準備ができたら

 はい(Y)  ボタンをクリックします。

（中止する場合は  いいえ(N)  ボタンをクリック

します）

3

「ファイル削除の確認」が開きます。

 はい(Y)  ボタンをクリックすると、プリンタド

ライバの削除が実行されます。

4

アンインストールが完了したら OK  ボ
タンを押してください。5

再起動を要求します。

ドライバの削除を有効にするには、 はい(Y)  ボタ

ンをクリックします。

  いいえ(N)  ボタンをクリックしたときは、正しく

削除されていません。必ずWindows 98を終了し

て再起動してください。
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