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ご注意
① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することはおやめください。
② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社まで御連絡ください。

また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品およ
び、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が課されることがあります。

はじめに
このたびは、エイセルの製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
製品の機能を十分に活用し、効果的にご利用いただくため、本書をお読みください。
本書は、Simple Printing Software（本書ではこれ以降”しんぷり”と略記する。）を利用した
プリント操作方法について説明しています。
また、本ソフトウェアは、


簡単な操作で印刷、FAX 送信を実行したい。



印刷のためだけに、いちいちアプリケーションを起動させるのは面倒だ。また、FAX 送信
する場合、その都度プリンタドライバへ FAX 宛先情報を設定したくない。



空き状態のプリンタがありながら出力待ちが発生するといった状態を回避し、利用効率を
向上させたい。



プリンタ障害が発生した場合、印刷の再実行を行わずに他のプリンタへ出力したい。



自分の印刷ジョブの状態を知りたい。



複数文書を束ねてソートするといった、通常、印刷後に発生する作業を軽減したい。

といったお客様の要望を満たすために開発されました。
本書の記載事項は事前通知なしに変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

2010 年 1 月
エイセル株式会社
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本書の読み方
■本書の構成
本書の各章の内容を次に説明します。
第１章

概要
しんぷりの機能概略と利用可能な環境について説明しています。

第２章

インストール／アンインストール
しんぷりのインストールおよびアンインストール方法について説明していま

す。
第３章

操作方法と画面説明

第４章

メニュー説明

第５章

しんぷりショートカットバー

第６章

メッセージ

第７章

付録

しんぷりの操作方法、および各画面の機能について説明しています。
しんぷりの各画面の機能をメニューに沿って説明しています。
簡単操作のためのボタンを登録／削除する方法について説明しています。
しんぷりの各メッセージについて説明しています。
その他の注意事項／制限事項について説明しています。

■本書の表記
① 本文中では、説明する内容によって、次の用語を使用しています。
注記

 本プリンターを正しく使っていただくための注意事項を記述しています。
手順を行う前に、お読みください。

② 本文中では、次の記号を使用しています。
「

」 特定のプリンター名やホスト名、メニューの選択項目、本書での参照箇所を
表示します。
例：

ここでは「lp」とします。

「１」を選択して、ネットワークプリンターを設定します。
詳細は「2.1 インストール手順について」を参照してください。
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第1章

概要

第1章

概要

この節では、しんぷりの機能概略および運用環境について説明します。

1.1

システム概要

しんぷりは、


簡単なオペレーションにより印刷業務を行う。



印刷業務自体を効率化することを目的とした付加機能を提供する。

システムです。

1.1.1

用語説明

本システムをよりよくご理解いただくために、以下の用語について補足説明します。

用語説明
印刷属性
プリンタデバイスオプション
ドキュメントプロパティ
印刷テンプレート（印刷体裁）

印刷テンプレートバー

ショートカットバー

ツールバーメニュー
プリンタ状態一覧画面

ファイル一覧画面
テンプレートファイル
しんぷりイメージファイル
代行プリンタ
Contents Bridge
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用紙、両面、カラーモード等の印刷情報です。
プリンタのオプション情報または、初期設定情報です。
アプリケーションから印刷する場合にプリンタのプロパテ
ィにて表示される印刷属性です。
実行する印刷業務を一つにまとめたものです。プリンタ、
印刷属性および、印刷機能から構成されます。印刷を行う
場合、最初に印刷テンプレートを作成しておくことが必要
になります。
印刷テンプレートをボタン化しツールバー形式で表示した
画面です。使用するプリンタの状態、印刷属性、ツールバ
ーメニュー、ツールヒントから構成されます。
印刷テンプレートをショートカットボタンとして集めたも
のです。ショートカットボタンに文書ファイルをドラッグ&
ドロップするだけで印刷を実行することができます。
印刷テンプレートバー上のツールバーボタンに対して表示
されるメニューです。
使用可能なプリンタを一覧表示し、プリンタ本体のデバイ
ス情報（カラー、両面等）、状態（正常、故障等）、印刷ジ
ョブの出力状況（アイドル、印刷中等）、印刷ジョブの混み
具合を状態表示します。
しんぷりで印刷を実行する文書ファイルを取り込んで一覧
表示する画面です。
印刷テンプレートをインポートまたは、エクスポートする
場合に使用するファイルです。拡張子は”SPT”です。
しんぷり内部で使用する印刷イメージファイルです。拡張
子は”SPS”です。
プリンタ障害の発生したプリンタの代わりに印刷を実行す
るプリンタです。
PDF 形式のファイルを直接プリンタに出力する機能です。

1.1 システム概要

ACEL Printer

SNMP エージェント

ダイアログボックス
ダイアログ
タブシート
タブ
マウスメニュー

しんぷりをインストールすると、Windows のプリンタとし
て”ACEL Printer”が生成されます。”ACEL Printer”はし
んぷりの印刷を効率よく処理するためのプリンタです。プ
リンタを削除したり、プリンタのプロパティから動作環境
を変更することはしないようお願いいたします。（プリン
タを削除するとしんぷりは起動できません。）
SNMP エージェントと通信することによりネットワークに
接続されているプリンタの構成情報や、印刷ジョブの状態
を獲得することができます。SNMP エージェントと通信す
るためには、ネットワークに接続されているプリンタでな
ければなりません。
プログラムとユーザー間において情報の表示および、設定
を行うために一時的に開かれるウィンドウです。ダイアロ
グと明記する場合もあります。
ダイアログボックスにて複数ダイアログが重なり、見出し
で表示切り替えを行うことができる場合に切り替えの対象
となる個々の画面をタブシートと呼びます。
マウスを右クリックすることによって表示されるメニュー
です。
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1.1.2

概要

機能と特徴

しんぷりの機能と特徴について説明します。
（１）印刷テンプレートを使用して印刷環境を簡単に作成
① よく使用する印刷属性を簡単操作で指定できます。


印刷を実行する場合は、「出力用紙サイズ、両面印刷、Ｎアップ、カラーモード、
部数、ソート」が指定できます。（簡単印刷の場合）



FAX 送信を実行する場合は、「FAX 番号、送信先、通信モード」が指定できます。
（簡単 FAX の場合）



すべて同一の画面上で指定できます。（プリンタのプロパティ画面ではタブシート
を切り替えて指定）



それぞれの印刷属性を指定した時の印刷イメージを絵で確認できます。（簡単印刷
の場合）



アプリケーションは使いこなせるが、印刷はボタンを押すだけでプリンタの機能が
使いこなせないユーザの悩みを解消します。

② 作成した印刷テンプレートは、ツールバーにボタンとして登録します。複数の印刷テン
プレートを作成→保管しておくことができます。


１台のプリンタに対して数パターンの印刷テンプレートを作成しシーンによって
使い分けることができます。
簡単印刷→カラー／白黒、片面／両面、Ｎアップなどの異なる印刷テンプレー
トを作成できます。
簡単 FAX→送信先ごとに分けて印刷テンプレートを作成できます。



アプリケーションから印刷する場合、その都度属性を設定し直さなければなりませ
んが、しんぷりにて定型の属性として保管しておけば、再設定する必要はないので
作業効率が向上します。

③ また、印刷テンプレートをしんぷりのショートカットバーに登録することができます。


ショートカットバーに印刷したい文書ファイルをドラッグ&ドロップすることで印
刷を開始できます。

（２）簡単操作による文書ファイルの取り込み
① デスクトップあるいは、エクスプローラー上の文書ファイルをドラッグ＆ドロップ操作
で取り込めます。


コピー＆貼り付け操作、しんぷりへ［送る］操作も対応しています。



メニューからダイアログを開いて印刷を実行するファイルを選択する必要はあり
ません。

② 複数ファイルを同時に取り込むことができます。また、フォルダを指定して一度に取り
込むこともできます。


圧縮文書は自動解凍して取り込むことができます。



メールの添付文書もドラッグ＆ドロップして取り込めます。



圧縮されたメールの添付文書を、ドラッグ＆ドロップし一度に印刷を実行すること
ができます。
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（３）アプリケーションを自動起動して印刷
① 文書ファイルに関連付けられたアプリケーションを自動起動して印刷を実行します。


異なるアプリケーションで作成された複数の文書ファイルの印刷をすべて自動で
実行します。



印刷の都度アプリケーションを起動する必要はなくなります。

（４）一括印刷－複数文書ファイルを束ねて一括で印刷
① 複数の文書を束ねて１回の印刷指示でプリンタに出力することができます。


異なるアプリケーションで作成された文書も束ねて１回の印刷指示でプリンタに
出力することができます。



束ねてステイプルすることが自動でできます。



印刷の後処理を軽減します。→複数文書を束ねてソートする作業を手作業で行わず
に済みます。

（５）複数印刷
① 同一文書ファイルを複数のプリンタへ同時に出力します。
② 通常であれば、出力するプリンタ数分の文書ファイルの印刷を実行しなければなりませ
んが、複数印刷を使用すれば、アプリケーションの印刷実行は１回で済み、全てのプリ
ンタに出力されます。


複数のプリンタへの出力が１回の操作で済むため、作業効率が向上します。

③ １台のプリンタに対して異なるパターンの印刷属性で印刷することができます。例えば、
以下の印刷の組み合わせが１回の印刷指示で済みます。


客先用としてカラーで印刷×３部出力



社内用として白黒で印刷（２アップ両面×２部出力）



ＯＨＰ用として印刷

（６）部数分散印刷
① 印刷部数を複数のプリンタに負荷分散して印刷します。
② プリンタの空き状況を監視して最も効率の良いと思われるプリンタに部数を振り分けま
す。
③ 大量部数の文書ファイルを振り分ける場合などに便利です。
（７）代行印刷
① 出力するプリンタに障害が発生した場合、別のプリンタに切り替えて印刷します。
② 用紙切れ、紙つまり、トナー切れなどのプリンタエラーが発生したことを検知し、前も
って指定されたプリンタへ印刷を切り替えます。
③ 代行印刷の実行方式として下記の３パターンから選択できます。


ページ単位で代行→エラーが発生した次のページから代行印刷を実行します。



部単位で代行→エラーが発生した部数の先頭ページから代行印刷を実行します。



印刷を最初からやり直します。

④ 大量ページの文書など最初から印刷する手間がはぶけます。
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（８）Contents Bridge
① ＰＤＦ形式のファイルを直接プリンタに出力します。
② 印刷属性を（用紙サイズ、用紙の種類、レイアウト（Ｎアップ、カタログなど）、両面印
刷、カラーモード、印刷モード、部数、ソート、ジョブオーナー名）簡単操作で指定す
ることができます。
（９）プリンタ管理、印刷ジョブのモニタリング
① 使用するプリンタの状態、プリンタの性能、印刷ジョブの出力状況を画面に表示します。


１つの画面で必要な情報をすべて確認することができます。



一覧リスト形式なので複数のプリンタの状態を同時に見ることができます。



印刷を実行する前にプリンタの状態（正常に動作しているのか？）を確認すること
ができます。



最適なプリンタを選択して印刷を実行することができます。



フロアー内外の複数のプリンタを効率よく使用できます。

② また、印刷テンプレートで指定したプリンタの状態を印刷テンプレートのツールバーで
表示します。


印刷を実行した後で、プリンタの異常に気づくことを防止します。

③ プリンタ本体のデバイス情報を獲得しプリンタデバイスオプションを最適化します。


プリンタプロパティから変更しなくても、プリンタのオプション構成を設定できま
す。

④ 印刷結果、FAX 送信結果を通知します。
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プリンタの異常に気がつかず待たされることはなくなります。

1.2 動作環境

1.2

動作環境

しんぷりが動作するハードウェアの環境は以下のとおりです。
（１）ハードウェア環境
OS
・Microsoft Windows 95（※1）
・Microsoft Windows 98（※2）
・Microsoft Windows Millennium Edition
・Microsoft Windows NT 4.0 Server / WorkStation（※3）
・Microsoft Windows 2000 Server / Professional（※4）
・Microsoft Windows XP Home Edition / Professional（※5）
・Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition（※6）
・Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition（※6）
・Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard Edition（※6）
・Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition（※6）
※Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 以上を推奨します。
CPU
Pentium133MHz 以上または、互換性のある CPU
メモリ
32MB 以上（推奨：64MB 以上）（※6）
その他
・CD-ROM ドライブ
・800×600 ドット以上のディスプレイ
・マウス
（※1）Windows 95 は ServicePack1 以上がインストールされている必要があります。
（※2）Windows 98 は ServicePack1 以上がインストールされている必要があります。
（※3）Windows NT 4.0 は ServicePack6a がインストールされている必要があります。
管理者（Administrator）権限のあるユーザのみ使用可能です。
（※4）Windows 2000 は ServicePack2 以上（推奨：ServicePack4）がインストールされて
いる必要があります。
管理者（Administrator）権限のあるユーザのみ使用可能です。
（※5）Windows XP は ServicePack1 以上（推奨：ServicePack2）がインストールされてい
る必要があります。
管理者（Administrator）権限のあるユーザのみ使用可能です。
（※6）Windows Server 2003 は ServicePack1 / ServicePack2 を推奨します。
管理者（Administrator）権限のあるユーザのみ使用可能です。
（※7）使用する OS 側の制限により必要なメモリが増える場合があります。
（２）プリンタ環境
機種
インターフェース

プリンタドライバ

その他

富士ゼロックス㈱社製プリンタを推奨
・SNMP で管理できるネットワークプリンタを推奨
・TCP／IP プロトコル、IPX／SPX プロトコルで接続しているプ
リンタを推奨
ART EX プリンタドライバ、PLW プリンタドライバ、HBPL プリ
ンタドライバ、ART プリンタドライバ、XPL2 プリンタドライバ
を推奨
Windows にて使用するプリンタオブジェクトを作成しておくこと
が必要
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（３）その他
アプリケーション
圧縮文書の解凍
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実行する文書ファイルに印刷が関連付けられたアプリケーション
が必要
・UNLHA32.DLL が必要（LZH 形式の圧縮）
・UNZIP32.DLL が必要（ZIP 形式の圧縮）

第2章

インストール／アンインストール

第２章

インストール／アンインストール

この節では、しんぷりのインストール／アンインストール方法について説明します。

2.1

インストーラの起動とセットアップ

セットアップの前に「1.2 動作環境」の項を参照してセットアップの準備が整っているかどう
か確認しておいてください。
セットアップのファイルは圧縮されています。そのままの状態ではご使用になれません。必ず
セットアッププログラム（Setup.exe）から実行してください。
しんぷりをインストールする前に、起動している他のアプリケーションがあれば、すべて終了
してください。

2.1.1

通常インストール

（１）CD-ROM をドライブに挿入して、Setup.exe を起動してください。
起動直後、以下の画面が表示された場合、Windows システムファイルをアップデートする
必要があります。

操作
［はい］ボタンをクリックしてください。Windows システ
ムファイルをアップデートします。コンピュータを再起動した
後、再度 Setup.exe を実行してください。
［いいえ］ボタンをクリックした場合には、インストールを
中止します。
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2.1 インストーラの起動とセットアップ
（２）しんぷりのセットアップが開始されて「ようこそ」の画面が表示されます。

操作
［次へ］ボタンをクリックしてください。「使用許諾契約画
面」が表示されます。
［キャンセル］ボタンをクリックした場合には、インストー
ルを中止します。

注記



インストールを途中で終了した場合、しんぷりは正しく動作いたしません。再度イン
ストールを実行してください。

（３）使用許諾契約画面で製品使用許諾契約の内容を読んで製品使用許諾契約の条項に同意して
ください。同意しない場合はインストールを続行することはできません。
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操作
［はい］ボタンをクリックしてください。「インストール先
の選択画面」が表示されます。
［戻る］ボタンをクリックした場合には、ひとつ前の画面に
戻ります。
［いいえ］ボタンをクリックした場合には、インストールを
中止します。

注記



インストールを途中で終了した場合、しんぷりは正しく動作いたしません。再度イン
ストールを実行してください。

（４）インストール先の選択画面でインストール先のフォルダを指定してください。

操作
［次へ］ボタンをクリックしてください。「プログラムフォ
ルダの選択画面」が表示されます。
［戻る］ボタンをクリックした場合には、ひとつ前の画面に
戻ります。
［キャンセル］ボタンをクリックした場合には、インストー
ルを中止します。

注記



インストールを途中で終了した場合、しんぷりは正しく動作いたしません。再度イン
ストールを実行してください。

初期設定のフォルダ以外のフォルダにインストールを行う
場合は、［参照］ボタンをクリックしてインストール先のフォ
ルダを指定してください。「ディレクトリの選択画面」が表示
されます。
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2.1 インストーラの起動とセットアップ

［OK］ボタン…インストール先のフォルダを設定します。
［キャンセル］ボタン…ディレクトリ選択を中止します。

（５）プログラムフォルダの選択画面でプログラムフォルダを指定してください。

操作
［次へ］ボタンをクリックしてください。インストールが開
始されます。
［戻る］ボタンをクリックした場合には、ひとつ前の画面に
戻ります。
［キャンセル］ボタンをクリックした場合には、インストー
ルを中止します。

注記



インストールを途中で終了した場合、しんぷりは正しく動作いたしません。再度イン
ストールを実行してください。



初期設定は“エイセルパッケージ”になっています。初期設定のプログラムフォルダ
以外のフォルダを設定する場合には、下にある既存のフォルダの一覧から選択してくだ
さい。
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（６）印刷テンプレートの自動生成画面が表示されます。

操作
［次へ］ボタンをクリックしてください。印刷テンプレート
のプリンタ選択画面が表示されます。
［キャンセル］ボタンをクリックした場合には、印刷テンプ
レートを生成せずにインストールを完了します。

注記



［キャンセル］した場合、インストール完了画面が表示されます。

（７）印刷テンプレートのプリンタ選択画面が表示されます。

操作
［開始］ボタンをクリックしてください。印刷テンプレート
の自動生成を開始します。
［キャンセル］ボタンをクリックした場合には、印刷テンプ
レートを生成せずにインストールを完了します。
プリンタを選択後、［アドレス変更］ボタンをクリックした
14
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場合には、プリンタアドレス変更ダイアログが表示されます。
「3.5.6 プリンタアドレス変更ダイアログ」を参照してくだ
さい。

注記



［プリンタ名］横のチェックがはずれているプリンタの印刷テンプレートは作成され
ません。



作成可能なプリンタの印刷テンプレートは 20 までです。



プリンタのオプション構成情報が取得できない場合は規定値で作成されます。



［キャンセル］した場合、インストール完了画面が表示されます。

（８）印刷テンプレート自動生成が完了します。

操作
［完了］ボタンをクリックしてください。インストール完了
画面とプログラムフォルダ画面を表示します。
［繰り返し>>］ボタンをクリックした場合には、未生成のプ
リンタの印刷テンプレートを生成することができます。
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（９）インストールを終了します。

操作
［完了］ボタンをクリックしてください。セットアップが終
了します。

2.1.2

上書きインストール

既にしんぷりがインストールされている場合には、しんぷりを上書きモードでインストールす
ることができます。（アンインストールせずにインストールできます。）
（１）CD-ROM をドライブに挿入して、Setup.exe を起動してください。
起動直後、以下の画面が表示された場合、Windows システムファイルをアップデートする
必要があります。

操作
［はい］ボタンをクリックしてください。Windows システ
ムファイルをアップデートします。コンピュータを再起動した
後、再度 Setup.exe を実行してください。
［いいえ］ボタンをクリックした場合には、インストールを
中止します。
16

2.1 インストーラの起動とセットアップ
（２）しんぷりのセットアップが開始されて「ようこそ」の画面が表示されます。

操作
［次へ］ボタンをクリックしてください。上書きインストー
ルの開始確認画面が表示されます。
［キャンセル］ボタンをクリックした場合には、インストー
ルを中止します。
（３）上書きインストールの開始確認画面が表示されます。

操作
［はい］ボタンをクリックしてください。インストールが開
始されます。
［いいえ］ボタンをクリックした場合には、インストールを
中止します。
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（４）上書きインストールを終了します。
インストール時に更新できなかったファイルがある場合

操作
［完了］ボタンをクリックしてください。
［今すぐコンピュータを再起動します］ボタンを選択した場
合には、［完了］ボタンをクリックした直後に、再起動されま
す。［あとでコンピュータを再起動します］ボタンを選択した
場合には、必ず手動で再起動させてください。

インストールが完了した場合

操作
［完了］ボタンをクリックしてください。
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2.2

アンインストール

アンインストールの前にしんぷりが起動されていないことを確認しておいてください。
アンインストールは、Windows の［アプリケーションの追加と削除のプロパティ］ダイアログ
から実行してください。
しんぷりをアンインストールする前に、起動している他のアプリケーションがあれば、すべて
終了してください。
（１）ファイル削除の確認画面が表示されます。

操作
［ＯＫ］ボタンをクリックしてください。アンインストール
を開始します。
［キャンセル］ボタンをクリックした場合には、アンインス
トールは行いません。
（２）共有ファイルの検出画面が表示されます。

操作
［はい］ボタンをクリックしてください。当該共有ファイル
を削除して、アンインストールを続行します。
［いいえ］ボタンをクリックした場合には、共有ファイルを
削除せずに、アンインストールを続行します。
［キャンセル］ボタンをクリックした場合には、［セット
アップの中止］ダイアログが表示されます。
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［はい］ボタン…アンインストールを中止します。
［いいえ］ボタン…アンインストール画面に戻ります。

（３）アンインストールを終了します。
アンインストール時に削除できなかったファイルがある場合

操作
［完了］ボタンをクリックしてください。
［今すぐコンピュータを再起動します］ボタンを選択した場
合には、［完了］ボタンをクリックした直後に、再起動されま
す。［あとでコンピュータを再起動します］ ボタンを選択し
た場合には、必ず手動で再起動させてください。
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2.2 アンインストール

アンインストールが完了した場合

操作
［完了］ボタンをクリックしてください。
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0 メイン画面
この節では、しんぷりのメイン画面について説明します。

3.1

メイン画面

しんぷりを起動して最初に表示される画面をメイン画面と呼びます。起動方法は、インストー
ル後、［スタート］メニューから［プログラム］→［エイセルパッケージ］→［しんぷり］を選択
してください。

3.1.1

概要

メイン画面は、メニューバー、ツールバー、印刷テンプレートバー、印刷ボタン、ファイル一
覧画面によって構成されています。詳細に関しては、各項を参照してください。

メニューバー
ツールバー
印刷テンプレートバー

印刷ボタン

ファイル一覧画面

3.1.2

操作手順

しんぷりの操作手順としては、
1. 印刷テンプレートを作成する
2. 文書ファイルを取り込む
3. 印刷を実行する
となります。
次節以降、操作方法について順を追って説明していきます。
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この節では、しんぷりの操作の基本にある印刷テンプレートの操作方法について説明します。

3.2

印刷テンプレート操作

印刷テンプレートとは、実行する印刷業務を一つにまとめたものです。プリンタ、印刷属性お
よび、印刷機能から構成されます。
印刷を行う場合、最初に印刷テンプレートを作成しておくことが必要になります。
作成した印刷テンプレートは、メニューまたは、印刷テンプレートバーより編集することがで
きます。
（１）新規作成
① 印刷テンプレートを新規に作成します。
② メニューより［印刷テンプレート］－［新規作成］を選択します。
③ または、ツールバーより［新規作成］を選択します。
④ 印刷テンプレートダイアログが表示されます。ダイアログにて、印刷の実行環境を設定
します。
⑤ 設定後［登録］ボタンを押すと、作成した印刷テンプレートがメニューおよび、印刷テ
ンプレートバーに登録されます。
⑥ 登録できる印刷テンプレートの数は最大２０までです。
（２）変更
① 印刷テンプレートを変更します。
② メニューより［変更する印刷テンプレートの名称］－［変更］を選択します。
③ または、印刷テンプレートバーより［変更する印刷テンプレートのツールバーメニュー］
－［変更］を選択します。
④ 印刷テンプレートダイアログが表示されます。ダイアログにて、印刷の実行環境を変更
します。
⑤ 変更後［OK］または、［適用］ボタンを押すと、変更した内容が反映されます。
⑥ 同時に複数の印刷テンプレートは変更できません。
（３）ショートカットバーに登録
① 印刷テンプレートをショートカットバーに登録します。
② メニューより［変更する印刷テンプレートの名称］－［ショートカットバーに登録］を
選択します。
③ または、印刷テンプレートバーより［変更する印刷テンプレートのツールバーメニュー］
－［ショートカットバーに登録］を選択します。
④ 登録開始の確認メッセージが表示されます。［OK］ボタンを押すと、指定した印刷テン
プレートがショートカットバーに登録されます。
（４）削除
① 印刷テンプレートを削除します。
② メニューより［変更する印刷テンプレートの名称］－［削除］を選択します。
③ または、印刷テンプレートバーより［変更する印刷テンプレートのツールバーメニュー］
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－［削除］を選択します。
④ 削除確認メッセージが表示されます。［はい］ボタンを押すと、印刷テンプレートが削除
され、メニューおよび、印刷テンプレートバーからなくなります。
⑤ 変更中の印刷テンプレートは削除できません。
（５）インポート
① 他のしんぷりで作成した印刷テンプレートを自分の環境にインポートします。
② メニューより［印刷テンプレート］－［インポート］を選択します。
③ または、ツールバーより［インポート］を選択します。
④ ファイルを開くダイアログが表示されます。ダイアログにて、インポートする印刷テン
プレートファイルを選択します。
⑤ ［OK］ボタンを押すと、選択した印刷テンプレートファイルの内容を自分の環境にイン
ポートします。
（６）エクスポート
① 自分の環境で作成した印刷テンプレートをファイル出力します。
② メニューより［印刷テンプレート］－［エクスポート］を選択します。
③ または、ツールバーより［エクスポート］を選択します。
④ 名前を付けて保存ダイアログが表示されます。ダイアログにて、出力先および、出力す
る印刷テンプレートファイル名を指定します。
⑤ ［OK］ボタンを押すと、印刷テンプレートをファイル出力します。

3.2.1

印刷テンプレートバー

印刷テンプレートバーとは、印刷テンプレートをボタン化し（ツールバーボタン）ツールバー
形式で表示した画面です。
作成した印刷テンプレートに対して、ツールバーボタンが１つ生成されます。
ツールバーボタンは、使用するプリンタの状態、印刷属性、ツールバーメニュー、ツールヒン
トから構成されます。

3.2.1.1

概要
印刷テンプレートバーでは、個々の印刷テンプレートに対応
したツールバーボタンを表示します。

印刷テンプレートバー

ツールバーボタン

選択ボタン
25
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ここにマウスカーソルを乗せる
ここをクリック

ツールヒント

ツールバーメニュー

3.2.1.2

ツールバーボタンのアイコン
機能
使用するプリンタの状態をアイコンで表示します。
① プリンタは正常です。
② プリンタに異常が発生しています。印刷できない状態で
す。
③ プリンタの状態取得に失敗しました。次の理由が考えら
れます。→プリンタの電源が入っていない。プリンタエ
ージェントが起動されていない。ネットワークエラー。
④ 印刷テンプレートに指定したプリンタに矛盾があります。
次の理由が考えられます。→Windows システムよりプリ
ンタが削除された。その他プリンタに対するアクセスエ
ラーが発生した。
※ ①、②、③は印刷テンプレートに［簡単印刷］、［簡単
FAX］を指定した場合のみ表示されるアイコンです。
印刷属性（両面、Ｎアップ、カラー）をアイコンで表示しま
す。
① 印刷テンプレートに［簡単印刷］を指定した場合のアイ
コン

② 印刷テンプレートに［複数印刷］を指定した場合のアイ
コン（印刷属性に対応したアイコン表示は行いません。）

③ 印刷テンプレートに［部数分散印刷］を指定した場合の
アイコン（［印刷体裁を設定する］場合のみ印刷属性に
対応したアイコン表示を行います。）

26

3.2 印刷テンプレート操作
④ 印刷テンプレートに［簡単 FAX］を指定した場合のアイ
コン

⑤ 印刷テンプレートに［Contents Bridge］を指定した場合
のアイコン（印刷属性に対応したアイコン表示は行いま
せん。）

3.2.1.3

ツールバーボタンの名前
機能
ツールバーボタンには［登録名］の先頭８文字（日本語４文
字）が表示されます。
印刷テンプレート作成時に［登録名］を省略した場合、実行
する印刷機能に対応した名前→”簡単印刷””複数印刷””分
散印刷”“簡単 FAX”“Contents Bridge”が自動的に付加さ
れます。

3.2.1.4

ツールバーメニュー
機能
ツールバーメニューから、［変更］［ショートカットバーに
登録］［削除］が選択できます。

3.2.1.5

ツールヒント
機能
ツールヒントは、マウスカーソルをツールバーボタンに合わ
せると表示されるポップアップウィンドウです。印刷テンプレ
ートの内容を表示します。

（１）簡単印刷の場合
① プリンタ名
② 印刷属性項目
・出力用紙サイズ(用紙フリー、用紙 A4、用紙 A3、
用紙 A5、用紙 B4、用紙 B5、用紙任意
・両面印刷(両面なし、両面（長辺とじ）、両面
（短辺とじ）
・Ｎアップ(NUP なし、2UP、4UP、8UP、16UP、32UP
・カラーモード(カラー（自動）、カラー、白黒
・部数／丁合い(部数 n、部数 n（ソート）
27
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※n は部数
・代行印刷の有無(代行なし、代行（ページ単位）、
代行（ジョブ単位）、代行（部単位）
※表示例
印刷-1 簡単印刷、代行（ﾍﾟｰｼﾞ単位）
DocuPrint C2220
用紙 A4、両面（長辺）、NUP なし、ｶﾗｰ、部数 1（ｿ
ｰﾄ）
（２）複数印刷の場合
・指定されたプリンタ分の印刷属性を簡単印刷指定の
フォーマットで表示
※表示例
複数印刷

複数印刷、代行（ﾍﾟｰｼﾞ単位）

DocuPrint C1250
用紙 B4、両面なし、8UP、ｶﾗｰ（自動）、部数 10（ｿｰﾄ）
DocuPrint C2220
用紙ﾌﾘｰ、両面なし、2UP、白黒、部数 5（ｿｰﾄ）
（３）部数分散印刷の場合
① 分散印刷する部数
② 分散指定されたプリンタ名
③ 印刷属性
・指定された場合は、出力用紙サイズ、両面印刷、
Ｎアップ、カラーモードを簡単印刷指定のフォ
ーマットで表示
・指定されない場合は、未設定
※表示例
部数印刷

部数分散印刷、代行なし

部数→20 部（ｿｰﾄ）
DocuPrint C1250、DocuPrint C2220
印刷設定
用紙 A4、両面（短辺）、4UP、ｶﾗｰ
（４）簡単 FAX の場合
① プリンタ名
② 印刷属性項目
・代行印刷の有無(代行なし（固定）)
※表示例
簡単 FAX 簡単 FAX、代行なし
DocuCentre Color f450 FAX
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（５）Contents Bridge の場合
① プリンタ名
② 印刷属性項目
・出力用紙サイズ(用紙 A4、用紙自動
・用紙種類(種類（標準）、種類（プリンタ設定）
・レイアウト→自動倍率、100%（等倍）、カタロ
グ（小冊子）、2UP、4UP
・両面印刷(両面なし、両面（長辺とじ）、両面
（短辺とじ）
・カラーモード／印刷モード(カラー（自動）／
高速、カラー（自動）／標準、カラー（自動）
／高画質、白黒／高速、白黒／標準、白黒／高
画質
・部数／丁合い(部数 n、部数 n（ソート）
※n は部数
・代行印刷の有無(代行なし（固定）)
※表示例
C-Bridge Contents Bridge、代行なし
DocuPrint C3530
用紙 A4、種類（標準）、自動倍率、両面なし、ｶﾗｰ
（自動）/標準、部数 1

3.2.1.6

印刷を実行する印刷テンプレートの指定
機能
印刷を実行する場合は、実行する印刷テンプレートを必ず指
定しなければなりません。
印刷テンプレートのツールバーボタンを選択（マウスで押し
ます。）することで、実行する印刷テンプレートを指定します。

3.2.1.7

変更する印刷テンプレートの切り替え操作
機能
印刷テンプレート変更中に（印刷テンプレートダイアログを
表示している状態）、他の印刷テンプレートに変更を切り替え
るには以下の操作を行います。
① 切り替える印刷テンプレートのツールバーボタンを選択
します。（マウスで押します。）
② または、メニューより［切り替える印刷テンプレートの
名称］－［変更］を選択します。
※ 同時に複数の印刷テンプレートは変更できません。
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印刷テンプレートダイアログ

印刷テンプレートダイアログは、実行する印刷業務を指定し、印刷テンプレートを生成するダ
イアログです。プリンタ、印刷属性および、印刷機能から構成されます。
簡単印刷、複数印刷、部数分散印刷、簡単 FAX、Contents Bridge の５つのタブシートで構成
され、最前面に表示されているタブシートの印刷機能で印刷を実行します。

3.2.2.1

概要
印刷テンプレートダイアログでは、実行する印刷業務を設定
し印刷テンプレートとして保存します。

(2)
(3)

(1)
(4)～(8)

タブシート

(9)(10)

3.2.2.2

(11)

(12)

設定項目一覧
印刷テンプレートダイアログの構成要素は次の通りです。
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1.

［登録名］入力ボックス

2.

［印刷タイプ］コンボボックス

3.

［代行印刷を行う］チェックボックス

4.

［簡単印刷］タブ

3.2 印刷テンプレート操作
5.

［複数印刷］タブ

6.

［部数分散印刷］タブ

7.

［簡単 FAX］タブ

8.

［Contents Bridge］タブ

9.

［登録］ボタン

10.

［OK］ボタン

11.

［適用］ボタン

12.

［キャンセル］ボタン

（１）［登録名］入力ボックス
機能
この印刷テンプレートを登録する場合の名称を指定します。
最大半角で 64 文字まで指定できます。

注記



省略した場合は、
［印刷タイプ］
により、簡単印刷 or 複数印刷 or 分散印刷 or 簡単 FAX
or Contents Bridge という名称で登録されます。

（２）［印刷タイプ］コンボボックス
機能
実行する印刷機能を指定します。
① 簡単印刷→印刷機能として簡単印刷を実行します。
② 複数印刷→印刷機能として複数印刷を実行します。
③ 部数分散印刷→印刷機能として部数分散印刷を実行しま
す。
④ 簡単 FAX→FAX 送信機能として簡単 FAX を実行します。
⑤ Contents Bridge→印刷機能として Contents Bridge を
実行します。Contents Bridge は、PDF 形式のファイル
を直接プリンタに出力する機能です。
（３）［代行印刷を行う］チェックボックス
機能
代行印刷の有無を指定します。
代行印刷を行う場合にチェックします。代行印刷設定ダイア
ログが自動表示されます。
選択肢
チェックあり
チェックなし

注記



デフォルト
◎

［印刷タイプ］が部数分散印刷、簡単 FAX、Contents Bridge の場合はこのチェックボ
ックスは表示されません。

（４）［簡単印刷］タブ
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機能
印刷機能として簡単印刷を実行します。

（５）［複数印刷］タブ
機能
印刷機能として複数印刷を実行します。
（６）［部数分散印刷］タブ
機能
印刷機能として部数分散印刷を実行します。
（７）［簡単 FAX］タブ
機能
FAX 送信機能として簡単 FAX を実行します。
（８）［Contents Bridge］タブ
機能
印刷機能として Contents Bridge を実行します。
（９）［登録］ボタン
機能
このボタンは印刷テンプレートを新規作成する場合に表示
します。
作成した印刷テンプレートがメニューおよび、印刷テンプレ
ートバーに登録されます。
（１０）［OK］ボタン
機能
このボタンは印刷テンプレートを変更する場合に表示しま
す。
印刷テンプレートを変更しダイアログを閉じます。
（１１）［適用］ボタン
機能
このボタンは印刷テンプレートを変更する場合に表示しま
す。
印刷テンプレートを変更しますがダイアログは閉じません。
（１２）［キャンセル］ボタン
機能
処理を中断しダイアログを閉じます。
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3.2.3

簡単印刷タブ

簡単印刷を実行するプリンタ、印刷属性を設定するタブシートです。

3.2.3.1

概要
［簡単印刷］タブでは、簡単印刷を実行するプリンタおよび、
印刷属性を設定することができます。

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(14)

(10)
(11)
(12)
(13)

3.2.3.2

設定項目一覧
［簡単印刷］タブの構成要素は次の通りです。タブオーダー
順は列挙順となりますが、左側のビットマップはタブストップ
の対象外となります。
1.

［プリンタ名］コンボボックス

2.

［代行プリンタの参照］ボタン

3.

［指定の用紙サイズに収める］チェックボックス

4.

［出力用紙サイズ］ラジオボタン

5.

［両面印刷する］チェックボックス

6.

［両面印刷の方式］ラジオボタン
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7.

［複数ページを一枚の用紙にまとめて印刷する］チェッ
クボックス

8.

［Ｎアップ］ラジオボタン

9.

［カラーモード］ラジオボタン

10.

［部数］入力ボックス

11.

［部単位でソートする］チェックボックス

12.

［プロパティを設定し印刷する］チェックボックス

13.

［プロパティ］ボタン

14.

［印刷イメージ］ビットマップ

（１）［プリンタ名］コンボボックス
機能
しんぷりで使用可能なプリンタを一覧表示します。
印刷テンプレートを新規作成する場合、Windows の標準の
プリンタに指定されたプリンタをデフォルト表示します。
使用するプリンタを選択します。
（２）［代行プリンタの参照］ボタン
機能
使用するプリンタの代行プリンタ参照ダイアログを表示し
ます。

注記



代行プリンタを指定できないプリンタを使用する場合は選択不可になります。

（３）［指定の用紙サイズに収める］チェックボックス
機能
出力用紙サイズを指定するかどうかを指定します。
選択肢
チェックあり
チェックなし

注記

デフォルト
◎



［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は選択不可になります。



［チェックあり］の場合は［出力用紙サイズ］を設定することができます。

（４）［出力用紙サイズ］ラジオボタン
機能
出力用紙サイズを指定する場合にチェックします。以下の用
紙サイズが指定できます。
A4、A3、A5、B4、B5
※プリンタドライバが ART プリン
タドライバでかつ、［複数ページを一
枚の用紙にまとめて印刷する］を指定
する場合は、必ずチェックしてくださ
34

選択肢
A4
A3
A5
B4
B5

デフォルト
◎

3.2 印刷テンプレート操作
い。

注記



［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は選択不可になります。



［指定の用紙サイズに収める］が［チェックなし］の場合は選択不可になります。

（５）［両面印刷する］チェックボックス
機能
両面印刷を行うかどうかを指定します。
選択肢
チェックあり
チェックなし

注記

デフォルト
◎



［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は選択不可になります。



［チェックあり］の場合は［両面印刷］を設定することができます。

（６）［両面印刷の方式］ラジオボタン
機能
両面印刷を行う場合にチェックします。
① 長辺とじ→用紙の長い方を綴じて印刷します。
② 短辺とじ→用紙の短い方を綴じて印刷します。
［印刷イメージ］で指定後の印刷イメージが確認できます。
※使用するプリンタに両面印刷機能がある場合に指定でき
ます。
選択肢
長辺とじ
短辺とじ

注記

デフォルト
◎



［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は選択不可になります。



［両面印刷する］が［チェックなし］の場合は選択不可になります。

（７）［複数ページを一枚の用紙にまとめて印刷する］チェックボックス
機能
連続するページ（2／4／8 ページ）を１つの用紙にまとめて
印刷するかどうかを指定します。
選択肢
チェックあり
チェックなし

注記

デフォルト
◎



［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は選択不可になります。



［チェックあり］の場合は［Ｎアップ］を設定することができます。
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（８）［Ｎアップ］ラジオボタン
機能
１つの用紙にまとめて印刷する場合にチェックします。１枚
の用紙にまとめるページ数を指定します。
2 ページ、4 ページ、8 ページ
［印刷イメージ］で指定後の印刷イメージが確認できます。
※プリンタドライバが ART プリンタドライバでかつ、［複
数ページを一枚の用紙にまとめて印刷する］を指定する場合は、
［指定の用紙サイズに収める］を必ずチェックしてください。
選択肢
2 ページ
4 ページ
8 ページ

注記

デフォルト
◎



［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は選択不可になります。



［複数ページを一枚の用紙にまとめて印刷する］が［チェックなし］の場合は選択不
可になります。

（９）［カラーモード］ラジオボタン
機能
カラーモードを指定します。
① 自動→ページ毎に色を判定し、白黒のみが指定されてい
る場合は［白黒］で白黒以外の色が指定されている場合
は［カラー］に切り替えて自動で印刷します。
② カラー→全てのトナー（シアン／マゼンタ／イエロー／
ブラック）を混合してカラーで印刷します。
③ 白黒→ブラックトナーを使用して白黒で印刷します。
［印刷イメージ］で指定後の印刷イメージが確認できます。
※使用するプリンタがカラープリンタでない場合、［白黒］
を自動選択しカラーモードの指定を入力禁止にします。
選択肢
自動
カラー
白黒

注記



◎

［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は選択不可になります。

（１０）［部数］入力ボックス
機能
印刷する部数を 1～999 部の範囲で指定します。
キーまたは、スピンボタンで入力します。
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選択肢
1
～999

注記



デフォルト
◎

［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は選択不可になります。

（１１）［部単位でソートする］チェックボックス
機能
複数ページからなる文書ファイルを部単位でソートして印
刷するかどうかを指定します。
部単位でソートして印刷する場合にチェックします。
［印刷イメージ］で指定後の印刷イメージが確認できます。
※内蔵ハードディスクが未装着のプリンタは指定できない
場合があります。

注記



［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は選択不可になります。

（１２）［プロパティを設定し印刷する］チェックボックス
機能
プリンタのドキュメントプロパティを表示し印刷属性を設
定するかどうかを指定します。
出力用紙サイズ、両面印刷、N アップ、カラーモード、部数、
ソート以外の印刷属性を設定する場合にチェックします。
ドキュメントプロパティが未設定の場合は、ドキュメントプ
ロパティダイアログが自動表示されます。
選択肢
チェックあり
チェックなし

注記



デフォルト
◎

［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は、［プリンタ名］以外
の設定項目が選択不可になります。

（１３）［プロパティ］ボタン
機能
使用するプリンタのドキュメントプロパティダイアログを
表示します。
［プロパティを設定し印刷する］がチェックされている場合
のみ選択することができます。
選択肢
選択可
選択不可

デフォルト
◎
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注記



［プロパティを設定し印刷する］が［チェックなし］の場合は選択不可になります。

（１４）［印刷イメージ］ビットマップ
機能
指定した印刷属性をイメージで表示します。
両面印刷、N アップ、カラーモード、ソートを組み合わせて
表示します。
［印刷イメージ］ビットマップは、［カラーモード］の設定
が［自動（カラー／白黒）、カラー］である場合、カラーのビ
ットマップを使用し、［カラーモード］が［白黒］である場合
は、白黒のビットマップを使用します。
自動（カラー／白黒）、カラー、白黒それぞれでの［印刷イ
メージ］ビットマップは、左から順に以下のとおりです。

自動（カラー／白黒）、カラー、白黒それぞれでの両面印刷
（長辺とじ、短辺とじ）の［印刷イメージ］ビットマップは、
左から順に以下のとおりです。
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Ｎアップの 2 ページ、4 ページ、8 ページ、16 ページ、32
ページの［印刷イメージ］ビットマップは、左から順に以下の
とおりです。

ソートのあり、なしの［印刷イメージ］ビットマップは、左
から順に以下のとおりです。
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3.2.4

複数印刷タブ

複数印刷を実行するプリンタ、印刷属性を設定するタブシートです。

3.2.4.1

概要
［複数印刷］タブでは、複数印刷を実行するプリンタおよび、
印刷属性を設定することができます。

(1)
(2)
(3)

印刷属性一覧

3.2.4.2

設定項目一覧
［複数印刷］タブの構成要素は次の通りです。
1.

［新規］ボタン

2.

［変更］ボタン

3.

［削除］ボタン

（１）［新規］ボタン
機能
新規に印刷属性を作成します。印刷属性ダイアログを開きま
す。
（２）［変更］ボタン
機能
［印刷属性一覧］にて選択した印刷属性を変更します。印刷
属性ダイアログを開きます。
［印刷属性一覧］にて変更する印刷属性を選択し、マウスダ
ブルクリック操作により印刷属性ダイアログを開くこともで
きます。
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（３）［削除］ボタン
機能
［印刷属性一覧］にて選択した印刷属性を削除します。
［印刷属性一覧］にて削除する印刷属性を選択し、DEL キ
ーにより印刷属性を削除することもできます。

3.2.4.3

［印刷属性一覧］リスト
複数印刷を実行する印刷属性をリスト形式で表示します。

（１）［プリンタ名］
機能
複数印刷を実行するプリンタを指定します。
プリンタの状態、印刷属性の指定状況をアイコンで表示しま
す。
① 指定したプリンタに矛盾があります。次の理由が考えら
れます。→Windows システムよりプリンタが削除された。
その他プリンタに対するアクセスエラーが発生した。
② 指定プリンタは印刷属性が設定できないプリンタです。
（２）［用紙］
機能
指定した出力用紙サイズを表示します。
① フリー→出力用紙サイズは指定していません。
② A4、A3、A5、B4、B5→出力用紙サイズに A4、A3、A5、
B4、B5 が指定されています。
③ 任意→出力用紙サイズに A4、A3、A5、B4、B5 以外の
用紙サイズが指定されています。
④ －→出力用紙サイズが取得できません。（印刷属性が設
定できないプリンタの場合）
（３）［両面印刷］
機能
指定した両面印刷を表示します。
① なし→両面印刷は指定していません。
② 両面（長辺）→両面印刷（長辺とじ）が指定されていま
す。
③ 両面（短辺）→両面印刷（短辺とじ）が指定されていま
す。
④ －→両面印刷が取得できません。（印刷属性が設定でき
ないプリンタの場合）
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（４）［NUP］
機能
指定した N アップ印刷を表示します。
① なし→N アップ印刷は指定していません。
② 2UP→2 アップが指定されています。
③ 4UP→4 アップが指定されています。
④ 8UP→8 アップが指定されています。
⑤ 16UP→16 アップが指定されています。
⑥ 32UP→32 アップが指定されています。
⑦ －→N アップ印刷が取得できません。（印刷属性が設定
できないプリンタの場合）
（５）［色］
機能
指定したカラーモードを表示します。
① カラー（自動）→自動が指定されています。
② カラー→カラーが指定されています。
③ 白黒→白黒が指定されています。
④ －→カラーモードが取得できません。（印刷属性が設定
できないプリンタの場合）
（６）［部数］
機能
指定した部数および、部単位でソートするの有無を表示しま
す。
① n（ソート）→部単位でソートするが指定されています。
※n は部数を表します。
② －→部数が取得できません。（印刷属性が設定できない
プリンタの場合）
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3.2.5

部数分散印刷タブ

部数分散印刷を実行するプリンタ、印刷属性を設定するタブシートです。

3.2.5.1

概要
［部数分散印刷］タブでは、部数分散印刷を実行するプリン
タおよび、印刷属性を設定することができます。

(1)

(2)

(3)

部数分散プリンタ一覧

3.2.5.2

設定項目一覧
［部数分散印刷］タブの構成要素は次の通りです。
1.

［印刷体裁を設定する］チェックボックス

2.

［印刷設定］ボタン

3.

［部数］入力ボックス

（１）［印刷体裁を設定する］チェックボックス
機能
印刷属性を設定するかどうかを指定します。
印刷する全ての文書ファイルに同じ印刷属性を設定する場
合にチェックします。
印刷属性が未設定の場合は、印刷属性ダイアログが自動表示
されます。
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※［印刷体裁を設定する］をチェックしない場合は、選択し
た［プリンタ名］の標準の設定値で印刷を実行します。
選択肢
チェックあり
チェックなし

デフォルト
◎

（２）［印刷設定］ボタン
機能
印刷属性ダイアログを表示します。
［印刷体裁を設定する］がチェックされている場合のみ選択
することができます。
（３）［部数］入力ボックス
機能
分散して印刷する部数を 1～999 部の範囲で指定します。
キーまたは、スピンボタンで入力します。
選択肢
1
～999

3.2.5.3

デフォルト
◎

［部数分散プリンタ一覧］リスト
部数分散印刷を実行することができるプリンタをリスト形
式で表示します。
プリンタ本体のデバイス情報（カラー、両面等）を一覧表示
します。

（１）［プリンタ名］
機能
部数分散印刷を実行するプリンタを指定します。
部数分散印刷で使用するプリンタを選択する場合は、［プリ
ンタ名］に表示しているチェックマークをオンにします。
（２）［色］
機能
カラー印刷が可能なプリンタかどうかを表示します。
① カラー→カラーで印刷することができます。
② 白黒→カラーで印刷することはできません。白黒のみで
す。
③ －→プリンタからカラー印刷の有無を取得できません。
（３）［画面］
機能
両面印刷機能があるプリンタかどうかを表示します。
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① ○→両面印刷を行うことができます。
② ×→両面印刷を行うことはできません。片面のみです。
③ －→プリンタから両面印刷機能の有無を取得できません。
（４）［ホチキス］
機能
フィニッシャーによるホチキス止めが可能なプリンタかど
うかを表示します。
① ○→ホチキス止めを行うことができます。
② ×→ホチキス止めを行うことはできません。
③ －→プリンタからフィニッシャー指定の有無を取得でき
ません。
（５）［出力速度］
機能
プリンタの出力速度（毎分何枚）を表示します。
① n 枚／分→プリンタの出力速度（毎分何枚）です。
※n は枚数を表します。
② －→プリンタから出力速度を取得できません。
（６）［アドレス］
機能
プリンタアドレスを表示します。
（７）［機種］
機能
プリンタの機種名を表示します。
（８）［プリンタドライバ］
機能
使用しているプリンタドライバを表示します。
（９）［ポート名］
機能
使用しているプリンタポート名を表示します。
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印刷属性ダイアログ

複数印刷、部数分散印刷において、印刷属性を設定するダイアログです。

3.2.6.1

概要
印刷属性ダイアログでは、実行するプリンタおよび、印刷属
性を設定することができます。

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(16)

(14)
(15)

3.2.6.2

設定項目一覧
印刷属性ダイアログの構成要素は次の通りです。タブオーダ
ー順は列挙順となりますが、左側のビットマップはタブストッ
プの対象外となります。
1.

［プリンタ名］コンボボックス

2.

［代行プリンタの参照］ボタン

3.

［指定の用紙サイズに収める］チェックボックス

4.

［出力用紙サイズ］ラジオボタン

5.

［両面印刷する］チェックボックス

6.

［両面印刷の方式］ラジオボタン

7.

［複数ページを一枚の用紙にまとめて印刷する］チェッ
クボックス

8.
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9.

［カラーモード］ラジオボタン

10.

［部数］入力ボックス

11.

［部単位でソートする］チェックボックス

12.

［プロパティを設定し印刷する］チェックボックス

13.

［プロパティ］ボタン

14.

［OK］ボタン

15.

［キャンセル］ボタン

16.

［印刷イメージ］ビットマップ

（１）［プリンタ名］コンボボックス
機能
しんぷりで使用可能なプリンタを一覧表示します。
印刷テンプレートを新規作成する場合、Windows の標準の
プリンタに指定されたプリンタをデフォルト表示します。
使用するプリンタを選択します。
※部数分散印刷では、［プリンタ名］は表示しません。
（２）［代行プリンタの参照］ボタン
機能
使用するプリンタの代行プリンタ参照ダイアログを表示し
ます。
※部数分散印刷では、［代行プリンタの参照］は表示しませ
ん。

注記



代行プリンタを指定できないプリンタを使用する場合は選択不可になります。

（３）［指定の用紙サイズに収める］チェックボックス
機能
出力用紙サイズを指定するかどうかを指定します。
選択肢
チェックあり
チェックなし

注記

デフォルト
◎



［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は選択不可になります。



［チェックあり］の場合は［出力用紙サイズ］を設定することができます。
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（４）［出力用紙サイズ］ラジオボタン
機能
出力用紙サイズを指定する場合にチェックします。以下の用
紙サイズが指定できます。
A4、A3、A5、B4、B5
※プリンタドライバが ART プリン
タドライバでかつ、［複数ページを一
枚の用紙にまとめて印刷する］を指定
する場合は、必ずチェックしてくださ
い。

注記

選択肢
A4
A3
A5
B4
B5

デフォルト
◎



［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は選択不可になります。



［指定の用紙サイズに収める］が［チェックなし］の場合は選択不可になります。

（５）［両面印刷する］チェックボックス
機能
両面印刷を行うかどうかを指定します。
選択肢
チェックあり
チェックなし

注記

デフォルト
◎



［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は選択不可になります。



［チェックあり］の場合は［両面印刷］を設定することができます。

（６）［両面印刷の方式］ラジオボタン
機能
両面印刷を行う場合にチェックします。
① 長辺とじ→用紙の長い方を綴じて印刷します。
② 短辺とじ→用紙の短い方を綴じて印刷します。
［印刷イメージ］で指定後の印刷イメージが確認できます。
※使用するプリンタに両面印刷機能がある場合に指定でき
ます。
選択肢
長辺とじ
短辺とじ

注記

デフォルト
◎



［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は選択不可になります。



［両面印刷する］が［チェックなし］の場合は選択不可になります。

（７）［複数ページを一枚の用紙にまとめて印刷する］チェックボックス
機能
連続するページ（2／4／8 ページ）を１つの用紙にまとめて
印刷するかどうかを指定します。
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選択肢
チェックあり
チェックなし

注記

デフォルト
◎



［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は選択不可になります。



［チェックあり］の場合は［Ｎアップ］を設定することができます。

（８）［Ｎアップ］ラジオボタン
機能
１つの用紙にまとめて印刷する場合にチェックします。１枚
の用紙にまとめるページ数を指定します。
2 ページ、4 ページ、8 ページ
［印刷イメージ］で指定後の印刷イメージが確認できます。
※プリンタドライバが ART プリンタドライバでかつ、［複
数ページを一枚の用紙にまとめて印刷する］を指定する場合は、
［指定の用紙サイズに収める］を必ずチェックしてください。
選択肢
2 ページ
4 ページ
8 ページ

注記

デフォルト
◎



［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は選択不可になります。



［複数ページを一枚の用紙にまとめて印刷する］が［チェックなし］の場合は選択不
可になります。

（９）［カラーモード］ラジオボタン
機能
カラーモードを指定します。
① 自動→ページ毎に色を判定し、白黒のみが指定されてい
る場合は［白黒］で白黒以外の色が指定されている場合
は［カラー］に切り替えて自動で印刷します。
② カラー→全てのトナー（シアン／マゼンタ／イエロー／
ブラック）を混合してカラーで印刷します。
③ 白黒→ブラックトナーを使用して白黒で印刷します。
［印刷イメージ］で指定後の印刷イメージが確認できます。
※使用するプリンタがカラープリンタでない場合、［白黒］
を自動選択しカラーモードの指定を入力禁止にします。
選択肢
自動
カラー
白黒

注記



デフォルト

◎

［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は選択不可になります。
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（１０）［部数］入力ボックス
機能
印刷する部数を 1～999 部の範囲で指定します。
キーまたは、スピンボタンで入力します。
※部数分散印刷では、［部数］は指定できません。
選択肢
1
～999

注記



デフォルト
◎

［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は選択不可になります。

（１１）［部単位でソートする］チェックボックス
機能
複数ページからなる文書ファイルを部単位でソートして印
刷するかどうかを指定します。
部単位でソートして印刷する場合にチェックします。
［印刷イメージ］で指定後の印刷イメージが確認できます。
※内蔵ハードディスクが未装着のプリンタは指定できない
場合があります。

注記



［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は選択不可になります。

（１２）［プロパティを設定し印刷する］チェックボックス
機能
プリンタのドキュメントプロパティを表示し印刷属性を設
定するかどうかを指定します。
出力用紙サイズ、両面印刷、N アップ、カラーモード、部数、
ソート以外の印刷属性を設定する場合にチェックします。
ドキュメントプロパティが未設定の場合は、ドキュメントプ
ロパティダイアログが自動表示されます。
※部数分散印刷では、［プロパティを設定し印刷する］は表
示しません。
選択肢
チェックあり
チェックなし

注記



◎

［プロパティを設定し印刷する］が［チェックあり］の場合は、［プリンタ名］以外
の設定項目が選択不可になります。
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デフォルト

3.2 印刷テンプレート操作
（１３）［プロパティ］ボタン
機能
使用するプリンタのドキュメントプロパティダイアログを
表示します。
［プロパティを設定し印刷する］がチェックされている場合
のみ選択することができます。
※部数分散印刷では、［プロパティ］は表示しません。
選択肢
選択可
選択不可

注記



デフォルト
◎

［プロパティを設定し印刷する］が［チェックなし］の場合は選択不可になります。

（１４）［OK］ボタン
機能
印刷属性を設定しダイアログを閉じます。
（１５）［キャンセル］ボタン
機能
処理を中断しダイアログを閉じます。
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（１６）［印刷イメージ］ビットマップ
機能
指定した印刷属性をイメージで表示します。
両面印刷、N アップ、カラーモード、ソートを組み合わせて
表示します。
［印刷イメージ］ビットマップは、［カラーモード］の設定
が［自動（カラー／白黒）、カラー］である場合、カラーのビ
ットマップを使用し、［カラーモード］が［白黒］である場合
は、白黒のビットマップを使用します。
自動（カラー／白黒）、カラー、白黒それぞれでの［印刷イ
メージ］ビットマップは、左から順に以下のとおりです。

自動（カラー／白黒）、カラー、白黒それぞれでの両面印刷
（長辺とじ、短辺とじ）の［印刷イメージ］ビットマップは、
左から順に以下のとおりです。
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Ｎアップの 2 ページ、4 ページ、8 ページ、16 ページ、32
ページの［印刷イメージ］ビットマップは、左から順に以下の
とおりです。

ソートのあり、なしの［印刷イメージ］ビットマップは、左
から順に以下のとおりです。
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3.2.7

簡単FAXタブ

簡単 FAX を実行するプリンタ、FAX 宛先情報を設定するタブシートです。

3.2.7.1

概要
［簡単 FAX］タブでは、簡単 FAX を実行するプリンタおよ
び、印刷属性を設定することができます。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
FAX 宛先一覧

3.2.7.2

設定項目一覧
［簡単 FAX］タブの構成要素は次の通りです。

（１）［プリンタ名］コンボボックス
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1.

［プリンタ名］コンボボックス

2.

［宛先一覧を使用する］チェックボックス

3.

［追加］ボタン

4.

［変更］ボタン

5.

［削除］ボタン

6.

［プロパティ］ボタン

3.2 印刷テンプレート操作
機能
簡単 FAX の機能が使用可能なプリンタを一覧表示します。
使用するプリンタを選択します。
（２）［宛先一覧を使用する］チェックボックス
機能
FAX 宛先一覧を使用して FAX 送信を行うかどうかを指定し
ます。
FAX 宛先一覧を使用する場合にチェックします。
FAX 宛先一覧を使用する場合、FAX プリンタに設定されて
いる宛先情報は無視されます。
（３）［追加］ボタン
機能
新規に FAX 宛先情報を作成します。FAX 宛先編集ダイアログ
を開きます。

注記



［宛先一覧を使用する］が［チェックなし］の場合は選択不可になります。

（２）［変更］ボタン
機能
［FAX 宛先一覧］にて選択した FAX 宛先情報を変更します。
FAX 宛先編集ダイアログを開きます。
［FAX 宛先一覧］にて変更する FAX 宛先情報を選択し、マ
ウスダブルクリック操作により FAX 宛先編集ダイアログを開
くこともできます。

注記



［宛先一覧を使用する］が［チェックなし］の場合は選択不可になります。

（５）［削除］ボタン
機能
［FAX 宛先一覧］にて選択した FAX 宛先情報を削除します。
［FAX 宛先一覧］にて削除する FAX 宛先情報を選択し、DEL
キーにより FAX 宛先情報を削除することもできます。

注記



［宛先一覧を使用する］が［チェックなし］の場合は選択不可になります。

（６）［プロパティ］ボタン
機能
使用するプリンタのドキュメントプロパティダイアログを
表示します。
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［FAX宛先一覧］リスト
FAX 宛先情報をリスト形式で表示します。

（１）［FAX 番号］
機能
送信先の FAX 番号を表示します。
（２）［送信先］
機能
送信先の名前を表示します。
（３）［通信モード］
機能
FAX 送信時に使用する通信モードを表示します。
① G3→通信モードに「G3 自動」が指定されています。
② 国際→通信モードに「国際通信」が指定されています。
③ G4→通信モードに「G4 自動」が指定されています。



注記

使用するプリンタの G4 オプションの有無に関わらず G4 モードは常に設定できます。
ただし、使用するプリンタが G4 モードでの送信ができないプリンタである場合は G3
モードに変更して送信します。
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3.2.8

FAX宛先編集ダイアログ

FAX 宛先情報を設定するダイアログです。

3.2.8.1

概要
FAX 宛先編集ダイアログでは、FAX 番号や送信先を設定する
ことができます。

(1)
(2)
(3)
(4)

3.2.8.2

(5)

設定項目一覧
FAX 宛先編集ダイアログの構成要素は次の通りです。
1.

［FAX 宛先番号］入力ボックス

2.

［送信先］入力ボックス

3.

［通信モード］コンボボックス

4.

［OK］ボタン

5.

［キャンセル］ボタン

（１）［FAX 宛先番号］入力ボックス
機能
送信先の FAX 番号を指定します。
最大半角文字で 100 文字まで指定できます。

注記



本項目は省略できません。



半角文字において以下の文字は指定できません。
/:*?¥"<>|.

（２）［送信先］入力ボックス
機能
送信先の名前を指定します。
最大半角文字で 40 文字まで指定できます。
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（３）［通信モード］コンボボックス
機能
FAX 送信時に使用する通信モードを指定します。
① G3→通信モードに「G3 自動」を指定します。
② 国際→通信モードに「国際通信」を指定します。
③ G4→通信モードに「G4 自動」を指定します。
選択肢
G3
国際
G4

（４）［OK］ボタン
機能
FAX 宛先情報を設定しダイアログを閉じます。

注記



［FAX 宛先番号］が未入力の場合は選択不可になります。

（５）［キャンセル］ボタン
機能
処理を中断しダイアログを閉じます。
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デフォルト
◎

3.2 印刷テンプレート操作

3.2.9

Contents Bridgeタブ

Contents Bridge を実行するプリンタ、印刷属性を設定するタブシートです。Contents Bridge
は、PDF 形式のファイルを直接プリンタに出力する機能です。

3.2.9.1

概要
［Contents Bridge］タブでは、Contents Bridge を実行す
るプリンタおよび、印刷属性を設定することができます。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(12)

(7)
(8)
(9)

(11)

3.2.9.2

(10)

設定項目一覧
［Contents Bridge］タブの構成要素は次の通りです。タブ
オーダー順は列挙順となりますが、左側のビットマップはタブ
ストップの対象外となります。
7.

［プリンタ名］コンボボックス
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8.

［用紙サイズ］ラジオボタン

9.

［用紙種類］ラジオボタン

10.

［レイアウト］ラジオボタン

11.

［両面印刷する］チェックボックス

12.

［両面印刷の方式］ラジオボタン

13.

［カラーモード］ラジオボタン

14.

［印刷モード］ラジオボタン

15.

［部数］入力ボックス

16.

［部単位でソートする］チェックボックス

17.

［ジョブオーナー名］ボタン

18.

［印刷イメージ］ビットマップ

（１）［プリンタ名］コンボボックス
機能
Contents Bridge の機能が使用可能なプリンタを一覧表示
します。
使用するプリンタを選択します。
（２）［用紙サイズ］ラジオボタン
機能
出力用紙サイズを指定します。以下の用紙サイズが指定でき
ます。
① A4→出力用紙サイズを A4 固定で出力します。
② 自動→印刷する PDF 形式ファイルの原稿サイズに従っ
て、用紙サイズを決定します。
選択肢
A4
自動

注記



デフォルト
◎

［レイアウト］が［2 アップ］、
［4 アップ］の場合は［A4］固定で選択不可とします。

（３）［用紙種類］ラジオボタン
機能
出力する用紙の種類を指定します。
① 標準→普通紙で出力します。
② 自動→印刷するプリンタ本体に設定された用紙の種類に
従います。
選択肢
標準
プリンタ設定

注記
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デフォルト
◎

［レイアウト］が［カタログ（小冊子）
］の場合は［標準］固定で選択不可とします。

3.2 印刷テンプレート操作
（４）［レイアウト］ラジオボタン
機能
原稿の割り付け方法を指定します。
① 自動倍率→出力する用紙サイズにあわせて、原稿サイズ
から自動的に拡大／縮小します。
② 100%（等倍）→原稿サイズのまま出力します。［用紙サ
イズ］が［A4］の場合でかつ、原稿サイズが A4 より大
きい場合には、A4 サイズを超える部分はカットされます。
③ カタログ（小冊子）→折り合わせると冊子になるように
ページ順を割り付けて、用紙の両面に印刷します。使用
するプリンタに両面印刷機能がある場合に指定できます。
④ 2 アップ→連続する 2 ページを１つの用紙にまとめて印
刷します。
⑤ 4 アップ→連続する 4 ページを１つの用紙にまとめて印
刷します。
［印刷イメージ］で指定後の印刷イメージが確認できます。
選択肢
自動倍率
100%（等倍）
カタログ（小冊子）
2 アップ
4 アップ

デフォルト
◎

（５）［両面印刷する］チェックボックス
機能
両面印刷を行うかどうかを指定します。
選択肢
チェックあり
チェックなし

注記



デフォルト
◎

［レイアウト］が［カタログ（小冊子）
］の場合は［チェックあり］固定で選択不可と
します。



［チェックあり］の場合は［両面印刷］を設定することができます。

（６）［両面印刷の方式］ラジオボタン
機能
両面印刷を行う場合にチェックします。
① 長辺とじ→用紙の長い方を綴じて印刷します。
② 短辺とじ→用紙の短い方を綴じて印刷します。
［印刷イメージ］で指定後の印刷イメージが確認できます。
※使用するプリンタに両面印刷機能がある場合に指定でき
ます。
選択肢
長辺とじ

デフォルト
◎
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短辺とじ

注記



［レイアウト］が［カタログ（小冊子）
］の場合は［長辺とじ］固定で選択不可としま
す。



［両面印刷する］が［チェックなし］の場合は選択不可になります。

（７）［カラーモード］ラジオボタン
機能
カラーモードを指定します。
① 自動→ページ毎に色を判定し、白黒のみが指定されてい
る場合は［白黒］で白黒以外の色が指定されている場合
は［カラー］に切り替えて自動で印刷します。
② 白黒→ブラックトナーを使用して白黒で印刷します。
［印刷イメージ］で指定後の印刷イメージが確認できます。
選択肢
自動
白黒

デフォルト
◎

（８）［印刷モード］ラジオボタン
機能
印刷処理時間や画質に関する指定を行います。
① 高速→印刷処理を高速に行います。
② 標準→標準（高速と高画質の中間）のモードです。
③ 高画質→高画質で印刷します。
選択肢
高速
標準
高画質

デフォルト
◎

（９）［部数］入力ボックス
機能
印刷する部数を 1～999 部の範囲で指定します。
キーまたは、スピンボタンで入力します。
選択肢
1
～999

デフォルト
◎

（１０）［部単位でソートする］チェックボックス
機能
複数ページからなる文書ファイルを部単位でソートして印
刷するかどうかを指定します。
部単位でソートして印刷する場合にチェックします。
［印刷イメージ］で指定後の印刷イメージが確認できます。
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（１１）［ジョブオーナー名］ボタン
機能
ジョブオーナー名を指定します。
ジョブオーナー名の設定ダイアログを表示します。
（１２）［印刷イメージ］ビットマップ
機能
指定した印刷属性をイメージで表示します。
レイアウト、両面印刷、カラーモード、ソートを組み合わせ
て表示します。
［印刷イメージ］ビットマップは、［カラーモード］の設定
が［自動］である場合、カラーのビットマップを使用し、［カ
ラーモード］が［白黒］である場合は、白黒のビットマップを
使用します。
自動、白黒それぞれでの［印刷イメージ］ビットマップは、
左から順に以下のとおりです。

自動、白黒それぞれでの両面印刷（長辺とじ、短辺とじ）の
［印刷イメージ］ビットマップは、左から順に以下のとおりで
す。
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自動、白黒それぞれでのレイアウト－カタログ（小冊子）の
［印刷イメージ］ビットマップは、左から順に以下のとおりで
す。

レイアウト－自動倍率、100%（等倍）の［印刷イメージ］
ビットマップは、左から順に以下のとおりです。

Ｎアップの 2 ページ、4 ページ、8 ページ、16 ページ、32
ページの［印刷イメージ］ビットマップは、左から順に以下の
とおりです。

ソートのあり、なしの［印刷イメージ］ビットマップは、左
から順に以下のとおりです。
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3.2.10 ジョブオーナー名の設定ダイアログ
Contents Bridge を実行する場合のジョブオーナー名を設定するダイアログです。

3.2.10.1 概要
ジョブオーナー名の設定ダイアログでは、ジョブオーナー名
を設定することができます。ジョブオーナーは、印刷ジョブの
集計機能などで使用します。

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

3.2.10.2 設定項目一覧
ジョブオーナー名の設定ダイアログの構成要素は次の通り
です。
6.

［ログイン名を使用する］ラジオボタン

7.

［オーナー名を入力する］ラジオボタン

8.

［ジョブオーナー名］入力ボックス

9.

［OK］ボタン

10.

［キャンセル］ボタン

選択肢
ログイン名を使用する
オーナー名を入力する

デフォルト
◎

（１）［ログイン名を使用する］ラジオボタン
機能
ジョブオーナー名として、Windows のログイン名を使用し
ます。
（２）［オーナー名を入力する］ラジオボタン
機能
ジョブオーナー名を任意に指定したい場合に選択します。
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（３）［ジョブオーナー名］入力ボックス
機能
任意のジョブオーナー名を指定します。
最大半角文字で 31 文字、全角文字で 15 文字まで指定でき
ます。

注記

［オーナー名を入力する］が未選択の場合は入力不可になります。



（４）［OK］ボタン
機能
ジョブオーナー名を設定しダイアログを閉じます。

注記



［オーナー名を入力する］が選択されかつ、［ジョブオーナー名］が未入力の場合は選
択不可になります。

（５）［キャンセル］ボタン
機能
処理を中断しダイアログを閉じます。
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3.2.11 代行印刷設定ダイアログ
代行印刷の実行方式を設定するダイアログです。

3.2.11.1 概要
代行印刷設定ダイアログでは、代行印刷を行う場合の実行方
法を設定することができます。

(1)
(2)
(3)

(4)

3.2.11.2 設定項目一覧
代行印刷設定ダイアログの構成要素は次の通りです。
1.

［エラーが発生したページからやり直す］ラジオボタン

2.

［最初から印刷をやり直す］ラジオボタン

3.

［部単位で印刷をやり直す］ラジオボタン

4.

［OK］ボタン
選択肢
エラーが発生したページからやり直す
最初から印刷をやり直す
部単位で印刷をやり直す

デフォルト
◎

（１）［エラーが発生したページからやり直す］ラジオボタン
機能
エラーが発生した次のページから代行印刷を実行する方式
を選択します。
（２）［最初から印刷をやり直す］ラジオボタン
機能
最初から代行印刷を実行する方式を選択します。部数指定さ
れた場合、部数分実行し直します。
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（３）［部単位で印刷をやり直す］ラジオボタン
機能
エラーが発生した部数の先頭ページから代行印刷を実行す
る方式を選択します。
（４）［OK］ボタン
機能
ダイアログを閉じます。
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3.2.12 代行プリンタ参照ダイアログ
使用する代行プリンタを一覧表示するダイアログです。

3.2.12.1 概要
代行プリンタ参照ダイアログでは、使用する代行プリンタの
一覧を参照することができます。

(1)

(2)

3.2.12.2 設定項目一覧
代行プリンタ参照ダイアログの構成要素は次の通りです。
1.

［代行プリンタ一覧］リスト

2.

［閉じる］ラジオボタン

（１）［代行プリンタ一覧］リスト
機能
使用する代行プリンタのプリンタ名を使用する順番で一覧
に表示します。
（２）［閉じる］ボタン
機能
ダイアログを閉じます。
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この節では、印刷する文書ファイルの指定方法について説明します。

3.3

文書ファイルの指定とファイル一覧

しんぷりを使用して印刷を実行するには、どの文書ファイルを印刷対象にするか、決めておく
必要があります。ここでは、印刷実行したい文書ファイルをどのように指定すればよいのかにつ
いて説明します。

3.3.1

対象とする文書ファイル

しんぷりで印刷できる文書ファイルに関する注意事項／制限事項について説明します。
（１）印刷可能な文書ファイル
 しんぷりでは、
文書ファイルに対して実行するアプリケーションの印刷が関連付けられて
いなければ印刷を実行することはできません。


実行するアプリケーションが関連付けられているかどうかは下記のいずれかの操作で確
認することができます。
① 実行する文書ファイルをドラッグ&ドロップ（または、コピー&貼り付け）
でプリンタに置いてください。
② Windows エクスプローラより実行する文書ファイルをマウスボタン右クリ
ックより［印刷］メニューを実行してください。
※ この時、ドロップ（または、貼り付け）しても印刷が開始されない場合や、［印刷］
メニューがない場合は、その文書ファイルの印刷はしんぷりでは実行できません。



印刷が関連付けられている文書ファイルでも、下記の条件に該当する場合は、アプリケー
ション側の制限により正常に印刷できないことがあります。ご注意ください。

①

印刷を開始してもしんぷりの印刷属性が無視される。指定したプリンタとは別のプリンタ
に出力されてしまう。
印刷を指示するためのダイアログボックスを開いて、オペレータの入力を要求する
アプリケーションにおいて発生する頻度が高く、この場合、しんぷりでは印刷の実
行結果を知ることができません。

②

部数などの一部の印刷属性に対して、アプリケーションで無視される。
しんぷりでは印刷の実行結果を知ることはできますが、印刷結果（印刷属性）がし
んぷりで指定したものと異なる場合があります。

③

印刷が関連付けられているのに、文書ファイルを開くまたは、新規作成文書を開く操作を
実行してしまうアプリケーション
アプリケーションで何もせずに終了してしまい、この場合、しんぷりでは印刷の実
行結果を知ることができません。

④

アプリケーションが二重に起動されるとしんぷりの印刷属性が無視される。指定したプリ
ンタとは別のプリンタに出力されてしまう。
この場合、しんぷりでは印刷の実行結果を知ることができません。使用するアプリ
ケーションを全て終了させてから印刷を実行すると、この問題は回避されます。
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（２）圧縮文書
 ZIP 形式または、LZH 形式で圧縮されたファイルは、自動解凍してファイル一覧画面に
取り込むことができます。


以下の DLL ファイルが Windows フォルダ、Windows のシステムフォルダ、パスの通っ
たフォルダまたは、しんぷりのインストール先フォルダにあらかじめ必要です。

① ZIP 形式ファイルを解凍する場合は、UNZIP32.dll が必要です。
② LZH 形式ファイルを解凍する場合は、UNLHA32.dll が必要です。



解凍したファイルは、しんぷりの作業用フォルダに取り込みそこから印刷を実行します。
ファイル一覧画面から消去された場合は、解凍したファイルを自動で削除します。

（３）メール添付文書など
 E メールの添付文書や、Windows がテンポラリフォルダとして指定しているフォルダか
らファイルを取り込む場合、しんぷりの作業用フォルダに一旦コピーしそこから印刷を
実行します。
Windows システムが途中でファイルを削除してしまうのを防ぐためです。


ファイル一覧画面から消去された場合は、コピーしたファイルを自動で削除します。

（４）しんぷりイメージファイル
 しんぷりイメージファイルは、しんぷり内部で使用する印刷イメージファイルです。


アプリケーションから ACEL Printer を指定して印刷を実行すると、しんぷりイメージ文
書が生成され、ファイル一覧画面に表示されます。



しんぷりイメージファイルは、しんぷりの作業用フォルダに一時的に作成されそこから印
刷を実行します。



ファイル一覧画面から消去された場合は、生成したファイルを自動で削除します。

（５）フォルダ
 フォルダを直接指定して取り込むことができます。


フォルダを指定した場合、配下の文書ファイル全てが取り込みの対象となります。



サブフォルダを持つフォルダを指定した場合、全てのサブフォルダの文書ファイルが取り
込みの対象となります。この場合、フォルダ取り込み確認ダイアログが表示されます。
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ファイル一覧画面

ファイル一覧画面は、しんぷりで印刷を実行する文書ファイルを取り込んで一覧表示する画面
です。
パスワード設定
ボタン

3.3.2.1

設定項目一覧

（１）［ファイル名］
機能
文書ファイル名を表示します。
文書ファイルの場所をアイコンで表示します。
① しんぷりの作業用フォルダに格納されたファイルで
す。
② 解凍した文書ファイルです。しんぷりの作業用フォ
ルダに格納されます。
③ しんぷりイメージファイルです。
④ パスワード保護されている PDF 形式ファイルです。
（２）［フォルダ名］
機能
文書ファイルの格納先を表示します。
（３）［種類］
機能
文書ファイルの種類を表示します。表示内容は関連付けられ
ているアプリケーションに依存します。
（４）［サイズ］
機能
文書ファイルサイズを表示します。
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（５）［更新日時］
機能
文書ファイルの最終更新日時を表示します。

3.3.3

文書ファイルの取り込み

この項では、ファイル一覧画面に文書ファイルを取り込む方法について説明します。

3.3.3.1

ドラッグ&ドロップ操作
操作
① デスクトップまたは、エクスプローラーからファイル、
フォルダを選択します。
② 選択した状態でマウスをドラッグし、ファイル一覧画面
にマウスボタンを離します。
③ 取り込んだファイルは、ファイル一覧画面の最下部に追
加されます。

3.3.3.2

コピー&貼り付け操作
操作
① デスクトップまたは、エクスプローラーからファイル、
フォルダを選択します。
② 選択した状態でマウスの右ボタンをクリックして［コピ
ー］を実行します。
③ メニューより［編集］－［貼り付け］を選択します。取
り込んだファイルは、ファイル一覧画面の最下部に追加
します。
④ または、ファイル一覧画面より貼り付け先を選択後、マ
ウスの右ボタンをクリックして［貼り付け］を実行しま
す。この場合、取り込んだファイルは、貼り付け先の直
下に追加します。

3.3.3.3

送る操作
操作
① デスクトップまたは、エクスプローラーからファイル、
フォルダを選択します。
② 選択した状態でマウスの右ボタンをクリックして［送る］
－［しんぷり］を実行します。
③ しんぷりを起動していない場合は、しんぷりが起動され
ファイルを取り込みます。
④ 取り込んだファイルは、ファイル一覧画面の最下部に追
加されます。
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［ファイル］－［ファイルの取り込み］メニュー
操作
① ファイル選択ダイアログを表示し、選択した文書ファイ
ルをファイル一覧画面に取り込みます。複数ファイルの
選択が可能です。
② メニューより［ファイル］－［ファイルの取り込み］を
選択します。
③ 取り込んだファイルは、ファイル一覧画面の最下部に追
加します。

3.3.3.5

［ファイル］－［フォルダの取り込み］メニュー
操作
① フォルダ選択ダイアログを表示し、選択したフォルダの
配下にある文書ファイルをファイル一覧画面に取り込み
ます。
② メニューより［ファイル］－［フォルダの取り込み］を
選択します。
③ 取り込んだファイルは、ファイル一覧画面の最下部に追
加します。

3.3.3.6

既に存在するファイルを取り込む場合
機能
ファイル一覧画面に取り込んだ文書ファイルと同じファイ
ルを再度取り込むと、上書き表示されます。
但し、圧縮文書を解凍ししんぷりの作業用フォルダに取り込
まれた文書ファイルは上書きされません。

3.3.3.7

取り込みに失敗する場合
機能
下記のいずれかの条件に該当する場合、エラーメッセージが
表示されます。
① 文書ファイルに対して実行するアプリケーションの印刷
が関連付けられていない場合
② 文書ファイルへのアクセスが禁止されている場合
複数文書ファイルの場合、印刷を実行できるファイルが１つ
でもあれば、取り込みを続行するかの確認メッセージが表示さ
れます。
［はい］ボタンを押すと、印刷を実行できるファイルがファ
イル一覧画面に追加されます。
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3.3.4

文書ファイルの並び替え

ファイル一覧画面へ取り込んだ文書ファイルを並び替えて印刷を実行する順番を指定する方法
について説明します。
並び替えは、一括印刷にて複数の文書を束ねる順番を指定する場合に使用します。

3.3.4.1

ドラッグ&ドロップで並び替え（移動）
操作
① ファイル一覧画面より移動する文書ファイルを選択しま
す。複数ファイルの選択が可能です。
② 選択した状態でマウスをドラッグしながら、移動先の文
書ファイルを選択しマウスボタンを離します。
③ 選択した全ての文書ファイルが移動先の下に移動します。

3.3.4.2

1 つ上へ移動
操作
① ファイル一覧画面より移動する文書ファイルを選択しま
す。複数ファイルの選択が可能です。
② 選択した状態でマウスの右ボタンをクリックして［上へ］
を実行します。
③ 選択した文書ファイルが画面の 1 つ上へ移動します。

3.3.4.3

1 つ下へ移動
操作
① ファイル一覧画面より移動する文書ファイルを選択しま
す。複数ファイルの選択が可能です。
② 選択した状態でマウスの右ボタンをクリックして［下へ］
を実行します。
③ 選択した文書ファイルが画面の 1 つ下へ移動します。

3.3.4.4

見出しソート
操作
① ファイル一覧画面の列見出し（ファイル名、フォルダ名、
種類、ファイルサイズ、更新日時）をマウスでクリック
します。
② 選択した列見出しの表示内容で昇順または、降順にソー
トします。
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文書ファイルの削除

ファイル一覧画面へ一旦取り込んだ文書ファイルを画面より削除（消去）する方法について説
明します。

3.3.5.1

選択して削除
操作
① ファイル一覧画面より削除する文書ファイルを選択しま
す。
② メニューより［編集］－［削除］を選択します。
③ または、選択した状態でマウスの右ボタンをクリックし
て［削除］を実行します。
④ 選択した文書ファイルは、ファイル一覧画面より消去さ
れます。但し、しんぷりの作業用フォルダに解凍または、
コピーしたファイルは、ファイル自身も削除されます。

3.3.5.2

全て削除
操作
① メニューより［編集］－［全て削除］を選択します。
② 全ての文書ファイルが、ファイル一覧画面より消去され
ます。但し、しんぷりの作業用フォルダに解凍または、
コピーしたファイルは、ファイル自身も削除されます。

3.3.6

文書ファイルの内容表示

ファイル一覧画面へ取り込んだ文書ファイルの内容を表示する方法について説明します。

3.3.6.1

開く
操作
① ファイル一覧画面より開く文書ファイルを選択します。
② メニューより［編集］－［開く］を選択します。
③ または、選択した状態でマウスの右ボタンをクリックし
て［開く］を実行します。
④ 選択した文書ファイルに関連付けられたアプリケーショ
ンを起動し文書ファイルの内容を表示します。
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3.3.7

PDF 形式ファイルのパスワード設定

パスワード保護された PDF 形式ファイルに対してパスワードを設定する方法について説明し
ます。PDF 形式ファイルのパスワード設定は Contents Bridge を使用して印刷を行う場合のみ有
効な機能です。

3.3.7.1

パスワードの設定
操作
① ファイル一覧画面よりパスワードを設定する PDF 形式
の文書ファイルを選択します。パスワード保護されてい
る文書ファイルは、［ファイル名］に アイコンで表示
しています。
② パスワードの設定ボタンを押します。

③ または、メニューより［編集］－［PDF のパスワード］
を選択するか、選択した状態でマウスの右ボタンをクリ
ックして［PDF のパスワード］を実行します。
④ パスワードの設定ダイアログを表示します。
⑤ ダイアログにてパスワードを設定し［OK］ボタンを押す
と、［ファイル名］から アイコンが消えます。
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フォルダ取り込み確認ダイアログ

サブフォルダを持つフォルダをファイル一覧画面に取り込む場合、フォルダ取り込み確認ダイ
アログが表示されます。
ダイアログにてサブフォルダの文書ファイルを取り込むかどうかを指定します。

(1)
(2)
(3)
(4)

3.3.8.1

設定項目一覧
フォルダ取り込み確認ダイアログの構成要素は次の通りで
す。
1.

［サブフォルダを含む全ての文書ファイルを取り込む］
ラジオボタン

2.

［フォルダ配下の文書ファイルのみ取り込む］ラジオボ
タン

3.

［OK］ボタン

4.

［キャンセル］ボタン

選択肢
サブフォルダを含む全ての文書ファイルを取り込む
フォルダ配下の文書ファイルのみ取り込む

デフォルト
◎

（１）［サブフォルダを含む全ての文書ファイルを取り込む］ラジオボタン
機能
サブフォルダを含む全ての文書ファイルをファイル一覧画
面への取り込み対象とします。
（２）［フォルダ配下の文書ファイルのみ取り込む］ラジオボタン
機能
フォルダ配下の文書ファイルのみ取り込みます。サブフォル
ダの文書ファイルは取り込みません。
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（３）［OK］ボタン
機能
指定した取り込み方法で文書ファイルをファイル一覧画面
に取り込みます。
（４）［キャンセル］ボタン
機能
処理を中断してダイアログを閉じます。

3.3.9

パスワードの設定ダイアログ

パスワード保護された PDF 形式ファイルに対してパスワードを設定するダイアログです。パス
ワードの設定は、Contents Bridge を使用して印刷を行う場合のみ有効な機能です。

(1)
(2)
(3)

3.3.9.1

(4)

設定項目一覧
パスワードの設定ダイアログの構成要素は次の通りです。
1.

［ファイル名］入力ボックス

2.

［パスワード］入力ボックス

3.

［OK］ボタン

4.

［キャンセル］ボタン

（１）［ファイル名］入力ボックス
機能
パスワード保護されている文書ファイル名を表示します。こ
の項目は入力できません。
（２）［パスワード］入力ボックス
機能
文書ファイルに設定されているパスワードを指定します。
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（３）［OK］ボタン
機能
指定したパスワードと文書ファイル中のパスワードが一致
しているかをチェックし、一致した場合、ダイアログを閉じま
す。一致しない場合は、エラーメッセージを表示します。
４回パスワードを入力しても一致しない場合は、処理を中断
しダイアログを閉じます。
（４）［キャンセル］ボタン
機能
処理を中断しダイアログを閉じます。
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この節では、しんぷりでサポートする印刷機能および、印刷の実行方法について説明します。

3.4

印刷

印刷機能および、印刷の実行方法について説明します。

3.4.1

印刷機能

しんぷりでサポートする印刷機能について説明します。
（１）簡単印刷
 しんぷりで通常使用する印刷機能です。


以下の印刷属性は、ドキュメントプロパティを使用せずに直接設定することができます。
出力用紙サイズ、両面印刷、N アップ、カラーモード、部数、ソート



使用するプリンタのドキュメントプロパティを設定することができます。



使用できるプリンタは１台です。

（２）複数印刷
 同一文書ファイルを複数のプリンタへ同時に印刷します。


通常であれば、出力するプリンタ数分の文書ファイルの印刷を実行しなければなりません
が、複数印刷を使用すれば、文書ファイルに関連付けられたアプリケーションの印刷実
行は１回で済み、全てのプリンタに出力されます。



１台のプリンタに対して異なるパターンの印刷属性で印刷することができます。例えば、
以下の印刷の組み合わせが１回の印刷指示で済みます。
①

カラーで印刷×３部出力

②

白黒で印刷（２アップ両面×２部出力）

③

OHP として印刷

（３）部数分散印刷
 指定された印刷部数を複数のプリンタに負荷分散して印刷します。


プリンタの空き状況を監視して最も効率の良いと思われるプリンタに部数を振り分けま
す。（プリンタのエラー発生状態および、プリンタでの印刷待ちジョブ、印刷中ジョブの
件数の大小で判断します。）



大量部数の文書ファイルを振り分ける場合など便利です。



部数分散するプリンタを選択する場合は、同程度の性能を持つプリンタをご使用になるこ
とを推奨します。
例 カラープリンタと白黒プリンタに部数を振り分けた場合は、印刷結果が異なる場合が
あります。

（４）代行印刷
 出力するプリンタに障害が発生した場合、別のプリンタに切り替えて印刷します。


用紙切れ、紙つまり、トナー切れなどのプリンタエラーが発生したことを検知し、前もっ
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て指定されたプリンタへ印刷を切り替えます。



代行印刷の実行方式は以下の３種類です。
①

ページ単位で代行する。

エラーが発生した次のページから代行印刷を実行する方式です。
②

部単位で代行する。

エラーが発生した部数の先頭ページから代行印刷を実行する方式を選択します。
③

印刷を最初からやり直す。

部数指定された場合、部数分実行し直します。


部数分散印刷と同様に、代行するプリンタを選択する場合は、同程度の性能を持つプリン
タをご使用になることを推奨します。
例 カラープリンタから白黒プリンタに代行印刷を実行した場合は、印刷結果が異なって
しまいます。



簡単印刷、複数印刷と組み合わせて使用することができます。部数分散印刷、簡単 FAX、
Contents Bridge と組み合わせて指定することはできません。

（５）簡単 FAX
 しんぷりで通常使用する FAX 機能です。


以下の FAX 宛先情報について、使用するプリンタのドキュメントプロパティ画面からの
設定とは別に任意に指定することができます。指定できる宛先の数に制限はありません。
FAX 番号、送信先、通信モード



使用するプリンタのドキュメントプロパティから FAX 送信シート情報を設定することが
できます。



使用できるプリンタは１台です。

（６）一括印刷
 複数の文書を束ねて１回の印刷指示でプリンタに出力することができます。


異なるアプリケーションで作成された文書も束ねて１回の印刷指示でプリンタに出力す



複数の異なるアプリケーションをその都度起動し、手作業で束ねる必要はなくなります。



簡単印刷、複数印刷、部数分散印刷、簡単 FAX、代行印刷と組み合わせて使用すること

ることができます。

ができます。Contents Bridge と組み合わせて指定することはできません。
（７）Contents Bridge
 ＰＤＦ形式のファイルを直接プリンタに出力します。


印刷属性を（用紙サイズ、用紙の種類、レイアウト（Ｎアップ、カタログなど）、両面印
刷、カラーモード、印刷モード、部数、ソート、ジョブオーナー名）簡単操作で指定す
ることができます。
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3.4.2

使用可能なプリンタとサポート機能の関係

しんぷりで利用できるプリンタおよび、各機能との関連（注意事項／制限事項）について説明
します。
（１）使用可能なプリンタ
 Windows システムの「プリンタの追加」にて追加済みであることとします。


富士ゼロックス㈱社製のプリンタを推奨します。



下記の条件に該当するプリンタは、しんぷりの提供する機能が一部使用できません。
① 富士ゼロックス㈱社製以外のプリンタである。
② 使用するプリンタドライバが ART EX プリンタドライバ、PLW プリンタド
ライバ、HBPL プリンタドライバ、ART プリンタドライバ、XPL2 プリン
タドライバでない。
③ ART EX プリンタドライバ、PLW プリンタドライバ、HBPL プリンタドラ
イバ、ART プリンタドライバ、XPL2 プリンタドライバにおいてプリンタ
ドライバのバージョンがサポート対象外のバージョンである。
④ プリンタがネットワークで接続されていない。
⑤ ネットワークで接続されていてもプリンタのアドレスが解決できない。プリ
ンタ電源オフのため、プリンタと通信できない。
⑥ プリンタの SNMP エージェントが起動していない。
⑦ SNMP エージェントがサポートしていないため、印刷ジョブ状態を獲得で
きない。

（２）使用するプリンタの事前確認
 しんぷりでは、現在のプリンタ環境によってサポート可能な機能を決定します。使用する
プリンタに対して、事前に以下について確認することを強く推奨します。
① プリンタの電源をオンにする。
プリンタの電源がオフの場合、一部の機能が使用できないことがあります。
② SNMP エージェントが起動中であることを確認する。
SNMP エージェントが起動されていない場合、一部の機能が使用できません。
③ ART EX プリンタドライバ、PLW プリンタドライバ、HBPL プリンタドライバ、
ART プリンタドライバ、XPL2 プリンタドライバを使用する場合、最新のプリン
タドライバを使用する。
サポート対象外のプリンタドライバを使用した場合、ドキュメントプロパティの設
定ができない等の不具合が発生する場合があります。
④ その他、プリンタへのアクセス権の確認やネットワーク環境の確認を行ってくださ
い。
（３）印刷属性が指定できないプリンタ
 下記の条件に該当するプリンタは、印刷属性を個別に指定することはできません。
① 富士ゼロックス㈱社製以外のプリンタである。
② 使用するプリンタドライバが ART EX プリンタドライバ、PLW プリンタドライバ、
HBPL プリンタドライバ、ART プリンタドライバ、XPL2 プリンタドライバでな
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い。
③ ART EX プリンタドライバ、PLW プリンタドライバ、HBPL プリンタドライバ、
ART プリンタドライバ、XPL2 プリンタドライバにおいてプリンタドライバのバ
ージョンがサポート対象外のバージョンである。
※ ③の条件に該当するプリンタは、上記条件を解決すれば印刷属性を指定することが
できます。



「簡単印刷」「複数印刷」において印刷属性を指定できません。

（４）「部数分散印刷」機能を使用できないプリンタ
 下記の条件に該当するプリンタは、
「部数分散印刷」を使用することはできません。
① 富士ゼロックス㈱社製以外のプリンタである。
② 使用するプリンタドライバが ART EX プリンタドライバ、PLW プリンタドライバ、
HBPL プリンタドライバ、ART プリンタドライバ、XPL2 プリンタドライバでな
い。
③ FAX ドライバを使用している。（FAX ドライバは、「部数分散印刷」を使用するこ
とはできません。）
④ ART EX プリンタドライバ、PLW プリンタドライバ、HBPL プリンタドライバ、
ART プリンタドライバ、XPL2 プリンタドライバにおいてプリンタドライバのバ
ージョンがサポート対象外のバージョンである。
⑤ プリンタがネットワークで接続されていない。
⑥ ネットワークで接続されていてもプリンタのアドレスが解決できない。プリンタ電
源オフのため、プリンタと通信できない。
⑦ プリンタの SNMP エージェントが起動していない。
⑧ SNMP エージェントがサポートしていないため、印刷ジョブ状態を獲得できない。
※ ④、⑤、⑥、⑦の条件に該当するプリンタは、上記条件を解決すれば「部数分散印
刷」を使用することができます。
（５）「代行印刷」機能を使用できないプリンタ
 下記の条件に該当するプリンタは、
「代行印刷」を使用することはできません。「代行印
刷」を指定しても無視されます。
① 富士ゼロックス㈱社製以外のプリンタである。
② 使用するプリンタドライバが ART EX プリンタドライバ、PLW プリンタドライバ、
HBPL プリンタドライバ、ART プリンタドライバでない。（XPL2 プリンタドライ
バは、「代行印刷」を使用することはできません。）
③ FAX ドライバを使用している。（FAX ドライバは、「代行印刷」を使用することは
できません。）
④ ART EX プリンタドライバ、PLW プリンタドライバ、HBPL プリンタドライバ、
ART プリンタドライバにおいてプリンタドライバのバージョンがサポート対象外
のバージョンである。
⑤ SNMP エージェントがサポートしていないため、印刷ジョブ状態を獲得できない。
⑥ SNMP エージェントがサポートしていないため、印刷ジョブの中断ができない。
※ ④の条件に該当するプリンタは、上記条件を解決すれば「代行印刷」を使用するこ
とができます。
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下記の条件に該当するプリンタは、「代行プリンタの指定」を使用することはできません。
① 富士ゼロックス㈱社製以外のプリンタである。
② 使用するプリンタドライバが ART EX プリンタドライバ、PLW プリンタドライバ、
HBPL プリンタドライバ、ART プリンタドライバでない。（XPL2 プリンタドライ
バは、「代行プリンタの指定」を使用することはできません。）
③ FAX ドライバを使用している。（FAX ドライバは、「代行プリンタの指定」を使用
することはできません。）
④ ART EX プリンタドライバ、PLW プリンタドライバ、HBPL プリンタドライバ、
ART プリンタドライバにおいてプリンタドライバのバージョンがサポート対象外
のバージョンである。
⑤ プリンタがネットワークで接続されていない。
⑥ ネットワークで接続されていてもプリンタのアドレスが解決できない。プリンタ電
源オフのため、プリンタと通信できない。
⑦ プリンタの SNMP エージェントが起動していない。
⑧ SNMP エージェントがサポートしていないため、印刷ジョブ状態を獲得できない。
⑨ SNMP エージェントがサポートしていないため、印刷ジョブの中断ができない。
※ ④、⑤、⑥、⑦の条件に該当するプリンタは、上記条件を解決すれば「代行プリン
タの指定」を使用することができます。

（６）「簡単 FAX」機能を使用できないプリンタ
 下記以外のプリンタでは、
「簡単 FAX」を使用することはできません。
ApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270
ApeosPort-III C4400
ApeosPort-III C3300 / C2200
ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400
ApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200
ApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 I
ApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 I
ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000
ApeosPort-II 4000 / 3000
ApeosPort 450 I / 350 I
DocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270
DocuCentre-III C4400
DocuCentre-III C3300 / C2200
DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400
DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200
DocuCentre C7550 I / C6550 I / C5540 I
DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I
DocuCentre C2101
DocuCentre C2100
DocuCentre-III 3000 / 2000
DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000
DocuCentre-II 4000 / 3000
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DocuCentre 450 I / 350 I
DocuCentre Color f450 / f360 / f250
DocuCentre Color a450 / a360 / a250
DocuCentre Color 400 / 320 / 240 / 160
DocuCentre 1085 / 1055
DocuCentre f285 / f235
DocuCentre a285 / a235
DocuCentre 185 / 155
DocuCentre 402 / 352
DocuCentre 230 / 280

（７）「Contents Bridge」機能を使用できないプリンタ
 下記以外のプリンタでは、
「Contents Bridge」を使用することはできません。
ApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270
ApeosPort-III C4400
ApeosPort-III C3300 / C2200
ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400
ApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200
ApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 I
ApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 I
DocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270
DocuCentre-III C4400
DocuCentre-III C3300 / C2200
DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400
DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200
DocuCentre C7550 I / C6550 I / C5540 I
DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I
ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000
ApeosPort-II 4000 / 3000
ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I
ApeosPort 450 I / 350 I
DocuCentre-III 3000 / 2000
DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000
DocuCentre-II 4000 / 3000
DocuCentre 750 I / 650 I / 550 I
DocuCentre 450 I / 350 I
DocuCentre Color f450 / f360 / f250
DocuCentre Color a450 / a360 / a250
DocuCentre 9000
DocuCentre 1085 / 1055
DocuCentre f1100 / f900
DocuCentre a1100 / a900
DocuCentre f285 / f235
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DocuCentre a285 / a235
DocuCentre 185 / 155
DocuPrint C3360
DocuPrint C5450
DocuPrint C3200 A
DocuPrint C3540 / C3250 / C3140
DocuPrint C3530
DocuPrint C3050
DocuPrint C2425 / C2426
DocuPrint C2424
DocuPrint C2250
DocuPrint C830
DocuPrint C1616
DocuPrint 2060 / 3050
DocuPrint 405 / 505
DocuPrint 340A
DocuPrint 350JM
DocuPrint 205 / 255 / 305
DocuPrint 181 / 211
4112 / 4127
（８）「プリンタオプションの最適化」機能を使用できないプリンタ
 下記の条件に該当するプリンタは、
「プリンタオプションの最適化」を使用することはで
きません。
① 富士ゼロックス㈱社製以外のプリンタである。
② 使用するプリンタドライバが ART EX プリンタドライバ、PLW プリンタドライバ、
HBPL プリンタドライバ、ART プリンタドライバ、XPL2 プリンタドライバでな
い。
③ FAX ドライバを使用している。（FAX ドライバは、「プリンタオプションの最適
化」を使用することはできません。）
④ ART EX プリンタドライバ、PLW プリンタドライバ、HBPL プリンタドライバ、
ART プリンタドライバ、XPL2 プリンタドライバにおいてプリンタドライバのバ
ージョンがサポート対象外のバージョンである。
⑤ プリンタがネットワークで接続されていない。
⑥ ネットワークで接続されていてもプリンタのアドレスが解決できない。プリンタ電
源オフのため、プリンタと通信できない。
⑦ プリンタの SNMP エージェントが起動していない。
※④、⑤、⑥、⑦の条件に該当するプリンタは、上記条件を解決すれば「プリンタオ
プションの最適化」を使用することができます。
（９）印刷、FAX 送信結果が通知できないプリンタ
 下記の条件に該当するプリンタは、印刷、FAX 送信結果を通知することができません。
① 富士ゼロックス㈱社製以外のプリンタである。
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② 使用するプリンタドライバが ART EX プリンタドライバ、PLW プリンタドライバ、
HBPL プリンタドライバ、ART プリンタドライバ、XPL2 プリンタドライバでな
い。または、XPL2 プリンタドライバにおいて下記以外のプリンタが使用されてい
る。
DocuPrint C830
DocuPrint C1616
③ ART EX プリンタドライバ、PLW プリンタドライバ、HBPL プリンタドライバ、
ART プリンタドライバ、XPL2 プリンタドライバにおいてプリンタドライバのバ
ージョンがサポート対象外のバージョンである。
④ プリンタがネットワークで接続されていない。
⑤ ネットワークで接続されていてもプリンタのアドレスが解決できない。プリンタ電
源オフのため、プリンタと通信できない。
⑥ プリンタの SNMP エージェントが起動していない。
⑦ SNMP エージェントがサポートしていないため、印刷ジョブ状態を獲得できない。
※ ③、④、⑤、⑥の条件に該当するプリンタは、上記条件を解決すれば印刷結果を通
知することができます。
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3.4.3

印刷、FAX 送信の実行

印刷および、FAX 送信の実行方法および、実行時の注意事項について説明します。
（１）事前に操作すべきこと
 印刷テンプレートを作成し、印刷を実行する印刷テンプレートを選択します。
FAX 送信を実行する場合は、簡単 FAX 用の印刷テンプレートを作成します。


印刷テンプレートバーのツールバーボタンを選択（マウスで押します。）することで、実行
する印刷テンプレートを指定します。



印刷する文書ファイルをファイル一覧画面に取り込みます。

（２）印刷ボタンで開始
 印刷ボタンを押すと実行を開始します。



または、メニューより［ファイル］－［印刷］を選択します。

（３）プリンタ環境の設定
 印刷を開始すると、使用するプリンタへ印刷属性を設定します。
FAX 送信を実行する場合は、FAX 番号や送信先などの FAX 宛先情報を設定します。下
記の条件に該当する場合、確認メッセージが表示されます。
①印刷属性、FAX 宛先情報の設定に失敗した場合
・ 簡単印刷、簡単 FAX、Contents Bridge の実行の場合、印刷は中断されます。
・ 複数印刷、部数分散印刷の実行中でかつ、使用する全てのプリンタで印刷属
性の設定に失敗した場合、印刷は中断されます。
・ 代行印刷実行中の場合、印刷は中断されます。
②部数分散印刷または、代行印刷実行中において指定した印刷属性と使用するプリン
タに矛盾が生じた場合
例１：カラー印刷が指定されているのに、白黒しか印刷できないプリンタを使用
した。
例２：８アップが指定されているのに、４アップまでしか印刷できないプリンタ
を使用した。
・ この場合、印刷を続けるか、中断するかどうかを指示することができます。


また、使用するプリンタの状態をチェックし下記の条件に該当する場合、確認メッセージ
が表示されます。印刷を続けるか、中断するかどうかを指示することができます。代行
印刷および、代行プリンタが指定されている場合は、代行印刷の実行を指示することも
できます。
①プリンタの状態取得に失敗した場合
・ 次の理由が考えられます。→プリンタの電源が入っていない。プリンタエー
ジェントが起動されていない。ネットワークエラー。
②用紙切れ、紙つまり、トナー切れなどのプリンタエラーが発生した場合
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（４）Contents Bridge－文書ファイルチェックとパスワードの設定
 Contents Bridge を実行する場合、PDF 形式ファイル以外のファイルは実行対象としま
せん。実行対象としない文書ファイルは、文書ファイル一覧画面に残ります。


また、パスワード保護されている PDF 形式ファイルがあれば、パスワードの設定ダイア
ログを表示します。ここで、正しいパスワードを設定しなければ印刷は実行できません。
詳細は「3.3.7

PDF 形式ファイルのパスワード設定」を参照してください。

（５）印刷、FAX 送信の実行
 印刷ダイアログを表示します。Contents Bridge を実行する場合、ファイルを直接プリン
タに出力します。それ以外の印刷および、FAX 送信を実行する場合は、文書ファイルが関
連付けられているアプリケーションの印刷を実行します。
印刷ダイアログにて以下の操作を指示することができます。
①印刷実行の一時停止
・ 印刷の実行を停止します。
・ 再開を指示するまで次の印刷処理を開始しません。
・ 現在印刷中の処理に対して、一時停止を指示することはできません。
②印刷実行の再開
・ 一時停止中の印刷を再開します。
・ 次の印刷から処理を再開します。
③印刷実行の中断
・ 印刷の実行を中断します。
・ 現在印刷中の処理に対して、中断を指示することはできません。
・ スプール中の印刷ジョブがあれば全て削除します。
※ スプールからプリンタに送られた印刷ジョブは削除しません。


下記の条件に該当する場合、確認メッセージが表示されます。
①処理の実行に失敗した場合または、実行途中でエラーが発生した場合
・ これ以上印刷を続けることができない場合、印刷を中断します。
・ 印刷を実行していない文書ファイルが残っている場合、印刷を続けるか、中
断するかどうかを指示することができます。
②アプリケーションの印刷中ダイアログにて処理を中断した場合
・ これ以上印刷を続けることができない場合、印刷を中断します。
・ 印刷を実行していない文書ファイルが残っている場合、印刷を続けるか、中
断するかどうかを指示することができます。
※ アプリケーションによっては、処理の中断がしんぷりに通知されないものが
あります。

（６）処理状況や実行結果がしんぷりで取得できないケースとその回避方法
 下記の条件に該当する場合、印刷、FAX 送信の処理状況や実行結果がしんぷりで取得で
きません。そのため、印刷、FAX 送信が完了したことが検知できず、しんぷりではまだ
処理中であると判断してしまいます。
①印刷を実行せずにアプリケーションが終了した場合
例１：印刷を指示するためのダイアログを開いて、オペレータの入力を要求する
アプリケーションにおいてダイアログで［キャンセル］を選択した。
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例２：アプリケーションにて印刷を開始する前にエラーが発生しアプリケーショ
ンが印刷を行わなかった。
②アプリケーションからの応答がない場合
例１：印刷途中で止まってしまった。
例２：アプリケーションが終了しない。


このような場合や、途中で強制終了させたい場合は、以下の操作を行います。
①印刷ダイアログの［中断］ボタンを押します。
②「印刷終了中…」のメッセージが表示されます。
③強制終了する場合は、［終了］ボタンを押してください。印刷を中断します。
※ 強制終了すると印刷エラーが発生する場合がありますが、しんぷりの動作には影響
しません。
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印刷、FAX 送信結果の通知と代行印刷

印刷および、FAX 送信結果の通知と代行印刷の操作方法について説明します。
（１）印刷、FAX 送信結果の通知
 印刷または、FAX 送信が完了すると印刷結果通知ポップアップ画面を表示します。


完了した印刷ジョブの実行結果を画面に表示します。

（２）代行印刷の指定方法
 代行するプリンタを指定します。
① メニューより［ツール］－［プリンタ状態一覧］を選択します。プリンタ状態一覧
画面が表示されます。
② プリンタ状態一覧画面にて代行プリンタを指定するプリンタを選択します。
③ 選択した状態でマウスの右ボタンをクリックして［代行プリンタ］を実行します。
④ または、プリンタ状態一覧画面の［代行プリンタ］ボタンを押します。
⑤ 代行プリンタ設定ダイアログが表示されます。ダイアログにて代行するプリンタを
指定します。


代行印刷の実行方式として、自動で実行（自動実行）するか、その都度代行印刷を実行す
ることを確認しながら実行（手動実行）するかを環境設定より指定します。
① メニューより［ツール］－［オプション］を選択します。オプション設定ダイアロ
グが表示されます。
② ［代行印刷］タブで指定します。



最後に、印刷テンプレートダイアログにおいて代行印刷を指定します。
① ［代行印刷を行う］をチェックします。代行印刷設定ダイアログが自動表示されま
す。
② 代行印刷設定ダイアログにて代行印刷の実行方式を指定します。

（３）代行印刷の自動実行
 代行印刷の実行方式として、自動実行を指定した場合、代行プリンタ設定ダイアログで指
定したプリンタの順番で代行印刷を実行します。


代行印刷を実行する前に代行印刷ポップアップ画面を表示し、代行印刷を実行することを
通知します。

（４）代行印刷の手動実行
 代行印刷の実行方式として、手動実行を指定した場合、代行プリンタ設定ダイアログで指
定したプリンタの順番は無効となります。


代行印刷する前に代行印刷ポップアップ画面を表示します。



ダイアログにて代行プリンタを選択します。ダイアログでは代行印刷の開始、中断を指示
することができます。



代行印刷を中断した場合、代行印刷の対象となっている印刷ジョブ（プリンタエラーとな
っている印刷ジョブ）はそのまま残します。
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3.4.5

ショートカットバーを利用した印刷

この項では、ショートカットバーを利用した印刷方法について説明します。
ショートカットバー

ショートカットボタン

3.4.5.1

ドラッグ&ドロップ操作
操作
① デスクトップまたは、エクスプローラーからファイル、
フォルダを選択します。
② 選択した状態でマウスをドラッグし、実行するショート
カットボタンでマウスボタンを離します。
③ 指定した印刷テンプレートの設定内容で印刷を開始しま
す。
④ 印刷が実行されると、印刷ダイアログが表示されます。
⑤ 印刷が終了すると、印刷結果通知ポップアップ画面が表
示されます。
⑥ 印刷の実行に失敗した文書ファイルはファイル一覧画面
に残ります。

注記



他でしんぷりを使用した印刷が実行中である場合、メッセージを表示後、処理を中断
します。



以下の場合、ファイル一覧画面を表示します。

・複数ファイルが選択された場合
・他でしんぷりを使用した印刷が実行中である場合
・印刷に失敗した文書ファイルが存在する場合

3.4.5.2

コピー&貼り付け操作
操作
① デスクトップまたは、エクスプローラーからファイル、
フォルダを選択します。
② 選択した状態でマウスの右ボタンをクリックして［コピ
ー］を実行します。
③ 実行するショートカットボタンを選択後、マウスの右ボ
タンをクリックして［貼り付け］を実行します。
④ 指定した印刷テンプレートの設定内容で印刷を開始しま
す。
⑤ 印刷が実行されると、印刷ダイアログが表示されます。
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⑥ 印刷が終了すると、印刷結果通知ポップアップ画面が表
示されます。
⑦ 印刷の実行に失敗した文書ファイルはファイル一覧画面
に残ります。

注記



他でしんぷりを使用した印刷が実行中である場合、メッセージを表示後、処理を中断
します。



以下の場合、ファイル一覧画面を表示します。

・複数ファイルが選択された場合
・他でしんぷりを使用した印刷が実行中である場合
・印刷に失敗した文書ファイルが存在する場合

3.4.6

しんぷりイメージファイルの出力

しんぷりイメージファイルは、しんぷり内部で使用する印刷イメージファイルです。（ファイル
拡張子は”SPS”です。）
このファイルは、アプリケーションから”ACEL Printer”を指定して印刷を実行することで出
力されます。
印刷を実行すると、しんぷりのファイル一覧画面に出力したファイルが取り込まれます。（しん
ぷりを起動していない場合は、しんぷりが起動されます。）
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3.4.7

印刷ダイアログ

印刷を開始すると表示されるダイアログです。
印刷の実行状況を表示し、実行の中断／一時停止／再開を指示することができます。
印刷が完了すると、自動的にダイアログは閉じます。
なお、FAX 送信を実行した場合は、FAX 送信ダイアログを表示しますが、印刷ダイアログと同
機能を提供しています。合わせて本章にて説明します。
(1)

(2)

(3)

印刷結果一覧

3.4.7.1

設定項目一覧
印刷ダイアログの構成要素は次の通りです。
1.

［実行中断］ボタン

2.

［実行一時停止］ボタン

3.

［実行再開］ボタン

（１）［実行中断］ボタン
機能
印刷の実行を中断します。
現在印刷中の文書ファイルに対して、中断を指示することは
できません。
スプール中の印刷ジョブがあれば全て削除します。
※既にスプールからプリンタに送られた印刷ジョブは削除
されません。
（２）［実行一時停止］ボタン
機能
印刷の実行を停止します。
再開を指示するまで次の印刷処理を開始しません。
現在印刷中の文書ファイルに対して、一時停止を指示するこ
とはできません。
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（３）［実行再開］ボタン
機能
印刷の実行を再開します。
次の文書ファイルから印刷を再開します。

3.4.7.2

［印刷結果一覧］リスト
現在の印刷実行状況および、実行結果を印刷の実行単位で一
覧表示します。

（１）［ファイル名］
機能
印刷を実行する文書ファイル名を表示します。
（２）［プリンタ名］
機能
出力先のプリンタ名を表示します。
（３）［FAX 番号］
機能
FAX 送信ダイアログの場合、送信先の FAX 番号を指定します。
（４）［状態］
機能
現在の印刷実行状況および、実行結果を表示します。
① 待機→印刷の実行を待っています。（印刷未開始）
② データ出力中→印刷を効率よく実行するために印刷のイ
メージデータを”ACEL Printer”に出力中です。
③ データ出力完了→印刷のイメージデータの出力が完了し
ました。
④ 印刷実行中→使用するプリンタへの印刷実行中です。
⑤ 実行完了→プリンタへの印刷実行が完了しました。
⑥ 異常→印刷実行中に異常終了しました。この印刷に対す
る処理を中断します。
⑦ 中断→印刷が中断されました。この印刷に対する処理を
中断します。
（５）［ドキュメント名］
機能
プリンタに出力した印刷ドキュメント名を表示します。
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3.4.8

印刷結果通知ポップアップ画面

印刷または、FAX 送信が完了すると印刷結果通知ポップアップ画面を表示します。
完了した印刷、FAX 送信ジョブの実行結果や出力枚数、FAX 番号を画面に表示します。

(1)

印刷完了ジョブ一覧

(2)

3.4.8.1

設定項目一覧
印刷結果通知ポップアップ画面の構成要素は次の通りです。
1.

［印刷完了メッセージ］入力ボックス

2.

［閉じる］ボタン

（１）［印刷完了メッセージ］入力ボックス
機能
処理完了日時、実行結果、プリンタ名および、ドキュメント
名をメッセージで表示します。
文字列が欠けている場合は、↓キーを押すと画面がスクロー
ルします。
（２）［閉じる］ボタン
機能
画面を閉じます。

3.4.8.2

［完了ジョブ一覧］リスト
印刷、FAX 送信が完了した印刷ジョブを一覧表示します。
［日時］の新しい印刷ジョブ順に表示します。

（１）［日付］
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機能
印刷、FAX 送信が完了した日時を表示します。

（２）［ドキュメント名］
機能
プリンタに出力した印刷ドキュメント名を表示します。
（３）［プリンタ名］
機能
出力先のプリンタ名を表示します。
（４）［印刷結果］
機能
印刷、FAX 送信結果を表示します。
① 正常→印刷、FAX 送信が正常終了しました。
② 中断→印刷、FAX 送信が途中で中断されました。
③ 異常→印刷、FAX 送信が異常終了しました。
④ タイムアウト→印刷ジョブの出力状況が不明である状態
がオプション設定で指定した時間経過したため、印刷ジ
ョブのモニタリングを中止します。
（５）［出力枚数］
機能
印刷の場合、プリンタに出力した用紙の枚数を表示します。
（６）［FAX 番号］
機能
FAX 送信の場合、送信先の FAX 番号を表示します。
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3.4.9

代行印刷ポップアップ画面

代行印刷を開始する前に代行印刷ポップアップ画面を表示します。

(1)

(2)

(3)

3.4.9.1

(4)

設定項目一覧
代行印刷ポップアップ画面の構成要素は次の通りです。
1.

［代行印刷メッセージ］入力ボックス

2.

［代行プリンタ一覧］リスト

3.

［代行印刷開始］ボタン

4.

［中断］ボタン

（１）［代行印刷メッセージ］入力ボックス
機能
代行印刷することをメッセージで表示します。
エラーの発生したプリンタ名および、ドキュメント名を表示
します。
文字列が欠けている場合は、↓キーを押すと画面がスクロー
ルします。
（２）［代行プリンタ一覧］リスト
機能
代行印刷するプリンタを一覧表示します。
代行印刷を手動で実行する場合は、ここで代行印刷を実行す
るプリンタを選択します。
代行印刷を自動で実行する場合は、代行プリンタを選択する
ことはできません。
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（３）［代行印刷開始］ボタン
機能
［代行プリンタ一覧］にて選択したプリンタを使用して代行
印刷を開始します。
代行印刷を自動で実行する場合は、表示しません。
（４）［中断］ボタン
機能
このボタンを押すと代行印刷を中断します。
代行印刷を自動で実行する場合は、表示しません。
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この節では、プリンタの状態表示について説明します。

3.5

プリンタ状態一覧

印刷に最適なプリンタを簡単操作で把握できることを目的とした状態表示を行います。
使用可能なプリンタを一覧表示し、プリンタ本体のデバイス情報（カラー、両面等）
、状態（正
常、故障等）、印刷ジョブの出力状況（アイドル、印刷中等）
、印刷ジョブの混み具合を状態表示
します。

3.5.1

プリンタアドレスの解決

プリンタアドレスを解決する場合の注意事項／制限事項について説明します。
（１）インストール時にプリンタアドレスが自動解決できるプリンタ
 下記の条件に該当するプリンタは、
しんぷりのインストール時にプリンタアドレスを自動
検出することができます。
① DPU ポートから指定している LPR（TCP／IP）接続プリンタ
② SMB（TCP／IP）接続プリンタ
③ DNS 名称指定での接続プリンタ
④ NetWare 上の共有プリンタ
※ ①、②、③の条件に該当するプリンタは、プリンタとの通信が実際に成功しなけれ
ばプリンタアドレスが自動解決できたと判定しません。


Windows NT、Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 システム上のネットワーク
共有プリンタは、プリンタアドレスが取得できません。



NetWare 上の共有プリンタはインストール時のみ自動検出します。

（２）しんぷり起動中にプリンタアドレスが自動解決できるプリンタ
 下記の条件に該当するプリンタは、
しんぷりを起動中にプリンタアドレスを自動検出する
ことができます。
① DPU ポートから指定している LPR（TCP／IP）接続プリンタ
② SMB（TCP／IP）接続プリンタ
③ DNS 名称指定での接続プリンタ
※ プリンタとの通信が実際に成功しなければプリンタアドレスが自動解決できたと
判定しません。


Windows NT、Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 システム上のネットワーク
共有プリンタは、プリンタアドレスが取得できません。
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プリンタ状態一覧画面

プリンタ状態一覧画面は、使用可能なプリンタを一覧表示し、プリンタ本体のデバイス情報（カ
ラー、両面等）、状態（正常、故障等）、印刷ジョブの出力状況（アイドル、印刷中等）、印刷ジョ
ブの混み具合を状態表示します。
メニューより［ツール］－［プリンタ状態一覧］を実行することで表示されます。
(1)
(2)
(3)

(4)

プリンタ状態一覧

3.5.2.1

設定項目一覧
プリンタ状態一覧画面の構成要素は次の通りです。
1.

［プリンタオプションの最適化］ボタン

2.

［代行プリンタ］ボタン

3.

［アドレス変更］ボタン

4.

［閉じる］ボタン

（１）［プリンタオプションの最適化］ボタン
機能
プリンタ本体のデバイス情報を獲得しプリンタデバイスオ
プションを最適化します。

注記



プリンタが未選択の場合、選択不可



プリンタの取得に失敗しているプリンタは選択不可

（２）［代行プリンタ］ボタン
機能
代行プリンタの指定を実行します。代行プリンタ設定ダイア
ログを表示します。

注記
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プリンタが未選択の場合、選択不可



プリンタの取得に失敗しているプリンタは選択不可

3.5 プリンタ状態一覧
（３）［アドレス変更］ボタン
機能
プリンタアドレスの変更を実行します。プリンタアドレス変
更ダイアログを表示します。

注記



プリンタが未選択の場合、選択不可

（４）［閉じる］ボタン
機能
プリンタ状態一覧画面を閉じます。

3.5.2.2

［プリンタ状態一覧］リスト

（１）［プリンタ名］
機能
プリンタ名を表示します。
プリンタの状態の取得状況をアイコンで表示します。
① プリンタに異常が発生しています。印刷できない状
態です。
② プリンタの状態取得に失敗しました。次の理由が考
えられます。→プリンタの電源が入っていない。プ
リンタエージェントが起動されていない。ネットワ
ークエラー。
③ プリンタアドレスが獲得できないため、状態が表示
できません。
（２）［使用状況］
機能
プリンタの現在の使用状況を表示します。
”○”はすぐに印刷できる状況であることを意味します。
（３）［エラー状態］
機能
プリンタのエラー発生状態を表示します。エラー発生状態と
は、プリンタのオペレーションパネルに、エラー表示されてお
り（エラーインジケータ点灯）印刷ができない状態を意味しま
す。
”○”はエラーが発生していない状態であることを意味しま
す。
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（４）［ワーニング状態］
機能
プリンタに対して軽度のエラーが発生している状態を表示
します。エラーの内容によっては、そのまま印刷を実行すると、
プリンタエラーとなるものもあります。
”○”はワーニングエラーが発生していない状態であること
を意味します。
（５）［ジョブ件数］
機能
印刷中または、印刷待ちのジョブの件数を表示します。
（６）［アドレス］
機能
プリンタアドレスを表示します。
（７）［色］
機能
カラー印刷が可能なプリンタかどうかを表示します。
① カラー→カラーで印刷することができます。
② 白黒→カラーで印刷することはできません。白黒のみで
す。
③ －→プリンタからカラー印刷の有無を取得できません。
（８）［画面］
機能
両面印刷機能があるプリンタかどうかを表示します。
① ○→両面印刷を行うことができます。
② ×→両面印刷を行うことはできません。片面のみです。
③ －→プリンタから両面印刷機能の有無を取得できません。
（９）［ホチキス］
機能
フィニッシャーによるホチキス止めが可能なプリンタかど
うかを表示します。
① ○→ホチキス止めを行うことができます。
② ×→ホチキス止めを行うことはできません。
③ －→プリンタからフィニッシャー指定の有無を取得でき
ません。
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（１０）［出力速度］
機能
プリンタの出力速度（毎分何枚）を表示します。
① n 枚／分→プリンタの出力速度（毎分何枚）です。
※n は枚数を表します。
② －→プリンタから出力速度を取得できません。
（１１）［機種］
機能
プリンタの機種名を表示します。
（１２）［プリンタドライバ］
機能
使用しているプリンタドライバを表示します。
（１３）［ポート名］
機能
使用しているプリンタポート名を表示します。
（１４）［代行プリンタの使用］
機能
このプリンタが代行プリンタを指定しているか否かを表示
します。
① ○→代行プリンタが指定されています。
② ×→代行プリンタは指定していません。

3.5.2.3

プリンタアドレスの指定方法
プリンタ状態一覧画面におけるプリンタアドレスの指定方
法について説明します。

操作
① プリンタ状態一覧画面におけるプリンタアドレスの指定
方式は、IP アドレス、IPX アドレス、DNS 名の３種類
です。
② プリンタ状態一覧画面にてアドレスを指定するプリンタ
を選択します。
③ 選択した状態でマウスの右ボタンをクリックして［アド
レス変更］を実行します。
④ または、プリンタ状態一覧画面の［アドレス変更］ボタ
ンを押します。
⑤ プリンタアドレス変更ダイアログが表示されます。ダイ
アログにてプリンタアドレスを指定します。
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⑥ ［OK］ボタンを押すと、指定したプリンタアドレスが有
効であるかを確認するために、プリンタとの通信を行い
ます。成功するまで、指定したプリンタアドレスが有効
であるとみなしません。
⑦ 成功した場合、アドレスを指定したプリンタのプリンタ
状態を更新します。

3.5.2.4

プリンタオプションの最適化方法
プリンタ本体のデバイス情報を獲得しプリンタデバイスオ
プションを最適化します。プリンタ状態一覧画面におけるプリ
ンタオプションの最適化の方法について説明します。

操作
① プリンタ状態一覧画面にてプリンタオプションを最適化
するプリンタを選択します。
② 選択した状態でマウスの右ボタンをクリックして［プリ
ンタオプションの最適化］を実行します。
③ または、プリンタ状態一覧画面の［プリンタオプション
の最適化］ボタンを押します。
④ 最適化開始の確認メッセージが表示されます。
⑤ ［OK］ボタンを押すと、プリンタオプションの最適化を
実行します。

3.5.2.5

代行プリンタの指定方法
代行プリンタとは、プリンタ障害の発生したプリンタの代わ
りに印刷を実行するプリンタです。
プリンタ状態一覧画面における代行プリンタの指定方法に
ついて説明します。

操作
① プリンタ状態一覧画面にて代行プリンタを指定するプリ
ンタを選択します。
② 選択した状態でマウスの右ボタンをクリックして［代行
プリンタ］を実行します。
③ または、プリンタ状態一覧画面の［代行プリンタ］ボタ
ンを押します。
④ 代行プリンタ設定ダイアログが表示されます。ダイアロ
グにて代行するプリンタを指定します。
⑤ ［OK］ボタンを押すと、これ以降の代行印刷において、
指定したプリンタを代行プリンタとして使用します。
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3.5.3

プリンタアドレス変更ダイアログ

プリンタアドレスを指定するダイアログです。

(1)～(3)
(4)～(6)
(7)

3.5.3.1

(8)

設定項目一覧
プリンタアドレス変更ダイアログの構成要素は次の通りで
す。
1.

［IP アドレス］ラジオボタン

2.

［IPX アドレス］ラジオボタン

3.

［DNS 名］ラジオボタン

4.

［IP アドレス］入力ボックス

5.

［IPX アドレス］入力ボックス

6.

［DNS 名］入力ボックス

7.

［OK］ボタン

8.

［キャンセル］ボタン

（１）［IP アドレス］ラジオボタン
機能
プリンタアドレスの指定方式として IP アドレスを選択しま
す。
選択肢
IP アドレス
IPX アドレス
DNS 名

デフォルト
◎

（２）［IPX アドレス］ラジオボタン
機能
プリンタアドレスの指定方式として IPX アドレスを選択し
ます。
（３）［DNS 名］ラジオボタン
機能
プリンタアドレスの指定方式として DNS 名を選択します。
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（４）［IP アドレス］入力ボックス
機能
プリンタアドレスの指定方式が［IP アドレス］の場合に表
示されます。
IP アドレスを入力します。
（５）［IPX アドレス］入力ボックス
機能
プリンタアドレスの指定方式が［IPX アドレス］の場合に表
示されます。
IPX アドレスを入力します。
（６）［DNS 名］入力ボックス
機能
プリンタアドレスの指定方式が［DNS 名］の場合に表示さ
れます。
DNS 名を入力します。
（７）［OK］ボタン
機能
指定したプリンタアドレスが有効であるかを確認するため
に、プリンタとの通信を行います。成功するまで、指定したプ
リンタアドレスが有効であるとみなしません。
（８）［キャンセル］ボタン
機能
処理を中断しダイアログを閉じます。
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3.5.4

代行プリンタ設定ダイアログ

代行プリンタを指定するダイアログです。
(1)

(3)

(2)

代行プリンタ一覧
(4)
(5)

3.5.4.1

設定項目一覧
代行プリンタ設定ダイアログの構成要素は次の通りです。
1.

［プロパティ］ボタン

2.

［優先上へ］ボタン

3.

［優先下へ］ボタン

4.

［OK］ボタン

5.

［キャンセル］ボタン

（１）［プロパティ］ボタン
機能
選択した代行プリンタのドキュメントプロパティを設定し
ます。

注記



新たに「ドキュメントプロパティ」を表示します。



この「ドキュメントプロパティ」で設定されたプロパティが代行プリンタの印刷属性
となります。



以下の属性は、代行印刷を実行する場合、上書きされます。

原稿サイズ、出力用紙サイズ、用紙の向き、ズーム、両面、色、NUP、丁合い

（２）［優先上へ］ボタン
機能
代行印刷の実行順番を指定する場合に使用します。
選択した代行プリンタの優先順位を１つ上へ移動します。
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注記



「代行プリンタ一覧」の項目が未選択の場合、選択不可



先頭項目選択時、選択不可

（３）［優先下へ］ボタン
機能
代行印刷の実行順番を指定する場合に使用します。
選択した代行プリンタの優先順位を１つ下へ移動します。

注記



「代行プリンタ一覧」の項目が未選択の場合、選択不可



最終項目選択時、選択不可

（４）［OK］ボタン
機能
これ以降の代行印刷において、指定したプリンタを代行プリ
ンタとして使用します。
（５）［キャンセル］ボタン
機能
処理を中断しダイアログを閉じます。

3.5.4.2

［代行プリンタ一覧］リスト

（１）［プリンタ名］
機能
代行プリンタとして使用可能なプリンタ名を表示します。
代行プリンタとして使用する場合は、［プリンタ名］に表示
されているチェックマークをオンにします。
（２）［色］
機能
カラー印刷が可能なプリンタかどうかを表示します。
① カラー→カラーで印刷することができます。
② 白黒→カラーで印刷することはできません。白黒のみで
す。
③ －→プリンタからカラー印刷の有無を取得できません。
（３）［両面］
機能
両面印刷機能があるプリンタかどうかを表示します。
① ○→両面印刷を行うことができます。
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② ×→両面印刷を行うことはできません。片面のみです。
③ －→プリンタから両面印刷機能の有無を取得できません。
（４）［ホチキス］
機能
フィニッシャーによるホチキス止めが可能なプリンタかど
うかを表示します。
① ○→ホチキス止めを行うことができます。
② ×→ホチキス止めを行うことはできません。
③ －→プリンタからフィニッシャー指定の有無を取得でき
ません。
（５）［出力速度］
機能
プリンタの出力速度（毎分何枚）を表示します。
① n 枚／分→プリンタの出力速度（毎分何枚）です。
※n は枚数を表します。
② －→プリンタから出力速度を取得できません。
（６）［アドレス］
機能
プリンタアドレスを表示します。
（７）［機種］
機能
プリンタの機種名を表示します。
（８）［プリンタドライバ］
機能
使用しているプリンタドライバを表示します。
（９）［ポート名］
機能
使用しているプリンタポート名を表示します。
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オプション設定

しんぷりの動作環境を指定します。メニューより［ツール］－［オプション］を選択します。
オプション設定ダイアログが表示されます。

3.6.1

オプション設定ダイアログ

オプション設定ダイアログは、印刷完了通知情報、代行印刷情報、プリンタ情報、プリンタグ
ループ選択の４つのタブシートで構成されます。

(1)～(4)

(4)
(5)

3.6.1.1

設定項目一覧
オプション設定ダイアログの構成要素は次の通りです。
1.

［印刷完了通知情報］タブ

2.

［代行印刷情報］タブ

3.

［プリンタ情報］タブ

4.

［プリンタグループ選択］タブ

5.

［OK］ボタン

6.

［キャンセル］ボタン

（１）［印刷完了通知情報］タブ
機能
印刷結果の通知方法を設定するタブシートです。
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（２）［代行印刷情報］タブ
機能
代行印刷の自動実行、手動実行を切り替えるタブシートです。
（３）［プリンタ情報］タブ
機能
印刷ジョブのモニタリング方式、プリンタのチェック周期を
設定するタブシートです。
（４）［プリンタグループ選択］タブ
機能
しんぷりの実行可能とするプリンタグループを選択するタ
ブシートです。
（５）［OK］ボタン
機能
指定した動作環境で処理を実行します。
（６）［キャンセル］ボタン
機能
処理を中断しダイアログを閉じます。

3.6.2

印刷完了通知情報タブ

印刷結果の通知方法を設定するタブシートです。

(1)
(2)
(3)
(4)
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設定項目一覧
［印刷完了通知情報］タブの構成要素は次の通りです。
1.

［ポップアップ画面を表示し印刷完了を通知します。］
チェックボックス

2.

［音を鳴らして通知します。］ チェックボックス

3.

［指定した時間が経過すると、画面を自動で閉じます。］
チェックボックス

4.

［自動終了待ち時間］入力ボックス

（１）［ポップアップ画面を表示し通知します。］チェックボックス
機能
印刷が完了した場合、ポップアップ画面を表示するかどうか
を指定します。
ポップアップ画面を表示する場合にチェックします。
選択肢
チェックあり
チェックなし

デフォルト
◎

（２）［音を鳴らして通知します。］チェックボックス
機能
印刷が完了した場合、音を鳴らすかどうかを指定します。
音を鳴らす場合にチェックします。
［ポップアップ画面を表示し印刷完了を通知します。］がチ
ェックされている場合のみ指定することができます。
※使用するマシンによっては、音が鳴らせない場合がありま
す。
選択肢
チェックあり
チェックなし

デフォルト
◎

（３）［指定した時間が経過すると、画面を自動で閉じます。］チェックボックス
機能
ポップアップ画面表示後、一定時間が経過した場合、画面を
自動で閉じるかどうかを指定します。
画面を閉じる場合にチェックします。
［ポップアップ画面を表示し印刷完了を通知します。］がチ
ェックされている場合のみ指定することができます。
選択肢
チェックあり
チェックなし
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（４）［自動終了待ち時間］入力ボックス
機能
ポップアップ画面を閉じるまでの待ち時間を 5～300 秒の範
囲で指定します。
キーまたは、スピンボタンで入力します。
［ポップアップ画面を表示し印刷完了を通知します。］およ
び、［指定した時間が経過すると、画面を自動で閉じます。］
がチェックされている場合のみ指定することができます。
選択肢
30
5～300

3.6.3

デフォルト
◎

代行印刷情報タブ

代行印刷の自動実行、手動実行を切り替えるタブシートです。

(1)

3.6.3.1

設定項目一覧
［代行印刷情報］タブの構成要素は次の通りです。
1.

［代行印刷する前に確認画面を表示します。］チェック
ボックス

（１）［代行印刷する前に確認画面を表示します。］チェックボックス
機能
代行印刷の自動実行、手動実行を切り替えます。
代行印刷をその都度確認しながら実行する場合は、チェック
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します。
代行印刷を自動で実行する場合は、チェックをはずします。
選択肢
チェックあり
チェックなし

3.6.4

デフォルト
◎

プリンタ情報タブ

印刷ジョブのモニタリング方式、プリンタのチェック周期を設定するタブシートです。

(1)

(2)

(3)

3.6.4.1

設定項目一覧
「プリンタ情報タブ」の構成要素は次の通りです。
1.

［ジョブモニタタイムアウト］入力ボックス

2.

［プリンタチェック間隔］入力ボックス

3.

［プリンタ通信情報の設定］ボタン

（１）［ジョブモニタタイムアウト］入力ボックス
機能
印刷ジョブの出力状況が不明である状態がここで指定した
時間経過した場合、その印刷ジョブのモニタリングを中止しま
す。
1～60 分の範囲で指定します。推奨値は 10 分です。
キーまたは、スピンボタンで入力します。
選択肢
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10
1～60

◎

（２）［プリンタチェック間隔］入力ボックス
機能
ここで指定した間隔でプリンタの現在の状態や印刷ジョブ
の出力状況を取得します。
3～60 秒の範囲で指定します。推奨値は５秒です。
キーまたは、スピンボタンで入力します。
選択肢
5
3～60

デフォルト
◎

（３）［プリンタ通信情報の設定］ボタン
機能
ネットワークにより接続されたプリンタからデバイス情報
を取得するための通信情報を設定します。
プリンタ通信情報の設定ダイアログを表示します。

3.6.4.2

プリンタ通信情報の設定ダイアログ

ネットワークにより接続されたプリンタからデバイス情報を取得するための通信情報を設定す
るダイアログです。

(1)

(2)

(4)
(3)

(5)
プリンタ通信情報の設定ダイアログの構成要素は次の通り
です。
1.

［接続リトライ回数］入力ボックス
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2.

［接続タイムアウト］入力ボックス

3.

［OK］ボタン

4.

［キャンセル］ボタン

5.

［標準に戻す］ボタン

（１）［接続リトライ回数］入力ボックス
機能
プリンタの接続に失敗した場合、指定した数分の再接続を実
行します。
1～10 回の範囲で指定します。推奨値は 1 回です。
キーまたは、スピンボタンで入力します。
選択肢
1
1～10

デフォルト
◎

（２）［接続タイムアウト］入力ボックス
機能
プリンタへの接続がタイムアウトするまでの時間です。
10～30000 ミリ秒の範囲で指定します。推奨値は 1000 ミリ
秒（1 分）です。
キーまたは、スピンボタンで入力します。
短い値を指定すると、しんぷりの動作に影響を与える場合が
あります。ご注意ください。
選択肢
1000
10～30000

デフォルト
◎

（３）［OK］ボタン
機能
プリンタ通信情報を設定しダイアログを閉じます。

（４）［キャンセル］ボタン
機能
処理を中断しダイアログを閉じます。

（５）［標準に戻す］ボタン
機能
このダイアログの設定を初期設定状態に戻します。
接続リトライ回数→1 回、接続タイムアウト→1000 ミリ秒
（1 分）となります。
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3.6.5

プリンタグループ選択タブ

しんぷりが実行可能となるプリンタのグループを設定するタブシートです。
ART EX、PLW、HBPL、ART、XPL2 以外のプリンタドライバをご使用になる場合、「簡単印
刷の印刷属性が指定できない。」などの機能制限が発生します。

3.6.5.1

設定項目一覧
「プリンタグループ選択タブ」の構成要素は次の通りです。
1.

［富士ゼロックス㈱の下記のプリンタドライバを使用
するプリンタのみを対象とする。］ラジオボタン

2.

［富士ゼロックス㈱のプリンタのみを対象とする。］ラ
ジオボタン

3.

［全てのプリンタを対象とする。］ラジオボタン

選択肢
富士ゼロックス㈱の下記のプリンタドライバを
使用するプリンタのみを対象とする。
富士ゼロックス㈱のプリンタのみを対象とする。
全てのプリンタを対象とする。

デフォルト

◎

（１）
［富士ゼロックス㈱の下記のプリンタドライバを使用するプリンタのみを対象とする。
］ラ
ジオボタン
機能
富士ゼロックス㈱社製の下記のプリンタドライバを使用す
るプリンタのみを対象とします。
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・ART EX プリンタドライバ
・PLW プリンタドライバ
・HBPL プリンタドライバ
・ART プリンタドライバ
・XPL2 プリンタドライバ

（２）［富士ゼロックス㈱のプリンタのみを対象とする。］ラジオボタン
機能
富士ゼロックス㈱社製のプリンタのみを対象とします。
ただし、DocuWorks Printer は選択できません。
（３）［全てのプリンタを対象とする。］ラジオボタン
機能
全てのプリンタを対象とします。
本操作を行うことにより DocuWorks Printer も選択できま
す。

120

第4章 メニュー説明

第4章

メニュー説明

この節では、しんぷりのメニューコマンドについて説明します。

4.1

メニューバー

ファイル

印刷ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ

編

ファイルの取り込み

新規作成

貼り付け

フォルダの取り込み

インポート

削除

印刷

エクスポート

全て削除

終了

印刷－1

開く

2UP/A4

PDF のパスワ
ード

ユーザが定義した印刷

集

表

示

ツール

ヘルプ

ステータス
バー

プリンタ状態
一覧

トピックの
検索

ツールバー

オプション

バージョン
情報

テンプレート名

4.1.1

ファイルメニュー

文書ファイルの取り込みや印刷など、ファイル操作に関するメニューコマンドです。

4.1.1.1

コマンド一覧
ファイルメニューでは以下のコマンドを実行することがで
きます。

4.1.1.2

1.

［ファイルの取り込み］

2.

［フォルダの取り込み］

3.

［印刷］

4.

［終了］

［ファイル］－［ファイルの取り込み］
操作
① ファイル選択ダイアログを表示し、選択した文書ファイ
ルをファイル一覧画面に取り込みます。複数ファイルの
選択が可能です。
② メニューより［ファイル］－［ファイルの取り込み］を
選択します。
③ 取り込んだファイルは、ファイル一覧画面の最下部に追
加します。
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4.1.1.3

［ファイル］－［フォルダの取り込み］
操作
① フォルダ選択ダイアログを表示し、選択したフォルダの
配下にある文書ファイルをファイル一覧画面に取り込み
ます。
② メニューより［ファイル］－［フォルダの取り込み］を
選択します。
③ 取り込んだファイルは、ファイル一覧画面の最下部に追
加します。
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［ファイル］－［印刷］
操作
① 指定した印刷テンプレートの設定内容で印刷を開始しま
す。
② メニューより［ファイル］－［印刷］を選択します。

4.1.1.5

［ファイル］－［終了］
操作
① しんぷりを終了します。
② メニューより［ファイル］－［終了］を選択します。

4.1.2

印刷テンプレートメニュー

印刷テンプレート操作に関するメニューコマンドです。

4.1.2.1

コマンド一覧
印刷テンプレートメニューでは以下のコマンドを実行する
ことができます。

4.1.2.2

1.

［新規作成］

2.

［インポート］

3.

［エクスポート］

4.

［印刷テンプレート］名称 1

5.

［印刷テンプレート］名称 2

6.

［印刷テンプレート］名称 3

［印刷テンプレート］－［新規作成］
操作
① 印刷テンプレートを新規に作成します。
② メニューより［印刷テンプレート］－［新規作成］を選
択します。
③ または、ツールバーより［新規作成］を選択します。
④ 印刷テンプレートダイアログが表示されます。ダイアロ
グにて、印刷の実行環境を設定します。
⑤ 設定後［登録］ボタンを押すと、作成した印刷テンプレ
ートがメニューおよび、印刷テンプレートバーに登録さ
れます。
⑥ 登録できる印刷テンプレートの数は最大２０までです。
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4.1.2.3

［印刷テンプレート］－［インポート］
操作
① 他のしんぷりで作成した印刷テンプレートを自分の環境
にインポートします。
② メニューより［印刷テンプレート］－［インポート］を
選択します。
③ または、ツールバーより［インポート］を選択します。
④ ファイルを開くダイアログが表示されます。ダイアログ
にて、インポートする印刷テンプレートファイルを選択
します。
⑤ ［OK］ボタンを押すと、選択した印刷テンプレートファ
イルの内容を自分の環境にインポートします。

4.1.2.4

［印刷テンプレート］－［エクスポート］
操作
① 自分の環境で作成した印刷テンプレートをファイル出力
します。
② メニューより［印刷テンプレート］－［エクスポート］
を選択します。
③ または、ツールバーより［エクスポート］を選択します。
④ 名前を付けて保存ダイアログが表示されます。ダイアロ
グにて、出力先および、出力する印刷テンプレートファ
イル名を指定します。
⑤ ［OK］ボタンを押すと、印刷テンプレートをファイル出
力します。
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［印刷テンプレート操作］メニュー
操作
① 作成した印刷テンプレートに対して、［印刷テンプレー
ト操作］メニューが一つ生成されます。メニューには［登
録名］が表示されます。
② ［印刷テンプレート操作］メニューより、［変更］ ［シ
ョートカットバーに登録］ ［削除］が選択できます。

4.1.2.6

［印刷テンプレート操作］－［変更］
操作
① 印刷テンプレートを変更します。
② メニューより［変更する印刷テンプレートの名称］－［変
更］を選択します。
③ または、印刷テンプレートバーより［変更する印刷テン
プレートのツールバーメニュー］－［変更］を選択しま
す。
④ 印刷テンプレートダイアログが表示されます。ダイアロ
グにて、印刷の実行環境を変更します。
⑤ 変更後［OK］または、［適用］ボタンを押すと、変更し
た内容が反映されます。
⑥ 同時に複数の印刷テンプレートは変更できません。
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4.1.2.7

［印刷テンプレート操作］－［ショートカットバーに登録］
操作
① 印刷テンプレートをショートカットバーに登録します。
② メニューより［変更する印刷テンプレートの名称］－［シ
ョートカットバーに登録］を選択します。
③ または、印刷テンプレートバーより［変更する印刷テン
プレートのツールバーメニュー］－［ショートカットバ
ーに登録］を選択します。
④ 登録開始の確認メッセージが表示されます。［OK］ボタ
ンを押すと、指定した印刷テンプレートがショートカッ
トバーに登録されます。

4.1.2.8

［印刷テンプレート操作］－［削除］
操作
① 印刷テンプレートを削除します。
② メニューより［変更する印刷テンプレートの名称］－［削
除］を選択します。
③ または、印刷テンプレートバーより［変更する印刷テン
プレートのツールバーメニュー］－［削除］を選択しま
す。
④ 削除確認メッセージが表示されます。［はい］ボタンを
押すと印刷テンプレートが削除され、メニューおよび、
印刷テンプレートバーからなくなります。
⑤ 変更中の印刷テンプレートは削除できません。

4.1.3

編集メニュー

文書ファイルの取り込みや削除操作に関するメニューコマンドです。

4.1.3.1

コマンド一覧
編集メニューでは以下のコマンドを実行することができま
す。

4.1.3.2

1.

［貼り付け］

2.

［削除］

3.

［全て削除］

4.

［開く］

5.

［PDF のパスワード］

［編集］－［貼り付け］
操作
① コピーした文書ファイルをファイル一覧画面に取り込み
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ます。
② メニューより［編集］－［貼り付け］を選択します。
③ 取り込んだファイルは、ファイル一覧画面の最下部に追
加します。

4.1.3.3

［編集］－［削除］
操作
① ファイル一覧画面にて選択した文書ファイルを画面より
削除します。
② メニューより［編集］－［削除］を選択します。

4.1.3.4

［編集］－［全て削除］
操作
① ファイル一覧画面の全ての文書ファイルを画面より削除
します。
② メニューより［編集］－［全て削除］を選択します。

4.1.3.5

［編集］－［開く］
操作
① ファイル一覧画面へ取り込んだ文書ファイルの内容を表
示します。
② メニューより［編集］－［開く］を選択します。

4.1.3.6

［編集］－［PDFのパスワード］
操作
① パスワード保護された PDF 形式ファイルに対してパス
ワードを設定します。
② メニューより［編集］－［PDF のパスワード］を選択し
ます。

4.1.4

表示メニュー

ツールバー、ステータスバーの表示／非表示を行うメニューコマンドです。

4.1.4.1

コマンド一覧
表示メニューでは以下のコマンドを実行することができま
す。
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1.

［ツールバー］

2.

［ステータスバー］
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4.1.4.2

［表示］－［ツールバー］
操作
① ツールバーの表示／非表示を切り替えます。
② メニューより［表示］－［ツールバー］を選択します。
③ また、ツールバーのボタンを押したままの状態にすると
簡単な説明が表示されます。

4.1.4.3

［表示］－［ステータスバー］
操作
① ステータスバーの表示／非表示を切り替えます。
② メニューより［表示］－［ステータスバー］を選択しま
す。
③ ステータスバーの左側の部分には、メニューを選択した
場合に、それぞれの簡単な説明が表示されます。

4.1.5

ツールメニュー

プリンタ状態一覧画面の表示および、しんぷりのオプション機能を設定するメニューコマンド
です。

4.1.5.1

コマンド一覧
ツールメニューでは以下のコマンドを実行することができ
ます。

4.1.5.2

1.

［プリンタ状態一覧］

2.

［オプション］

［ツール］－［プリンタ状態一覧］
操作
① プリンタ状態一覧画面を表示します。
② メニューより［ツール］－［プリンタ状態一覧］を選択
します。

4.1.5.3

［ツール］－［オプション］
操作
① しんぷりの動作環境を指定します。
② メニューより［ツール］－［オプション］を選択します。

4.1.6

ヘルプメニュー

ヘルプトピックの検索および、、バージョン情報の表示を行うメニューコマンドです。
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コマンド一覧
ヘルプメニューでは以下のコマンドを実行することができ
ます。

4.1.6.2

1.

［トピックの検索］

2.

［バージョン情報］

［ヘルプ］－［トピックの検索］
操作
① しんぷりのオンラインヘルプを表示します。
② メニューより［ヘルプ］－［トピックの検索］を選択し
ます。
③ また、ツールバーのヘルプは、コンテキストヘルプを実
行します。
④ カーソルの形が
になりますので、検索したいメニ
ュー、画面をマウスクリックします。

4.1.6.3

［ヘルプ］－［バージョン情報］
操作
① しんぷりのバージョン情報画面を表示します。
② メニューより［ヘルプ］－［バージョン情報］を選択し
ます。
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4.1.7

バージョン情報ダイアログ

しんぷりのバージョン情報や製品の紹介を行っているホームページ情報を表示するダイアログ
です。

(1)
(3)

(2)

4.1.7.1

設定項目一覧
バージョン情報ダイアログの構成要素は次の通りです。
1.

［エイセルのホームページ］ボタン

2.

［しんぷりのホームページ］ボタン

3.

［OK］ボタン

（１）［エイセルのホームページ］ボタン
機能
エイセル社のホームページを開きます。
（２）［しんぷりのホームページ］ボタン
機能
しんぷりの製品を紹介するホームページを開きます。
（３）［OK］ボタン
機能
ダイアログを閉じます。
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この節では、ツールバーについて説明します。

4.2

ツールバー
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

ツールバーは以下の要素から構成されています。
1.

［新規作成］ボタン

2.

［ファイル］ボタン

3.

［フォルダ］ボタン

4.

［インポート］ボタン

5.

［エクスポート］ボタン

6.

［貼り付け］ボタン

7.

［削除］ボタン

8.

［プリンタ状態一覧］ボタン

9.

［オプション］ボタン

10.

［ヘルプ］ボタン

アイコンの各機能については、「4.1 メニューバー」の各コマンドを参照してください。
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4.3 その他のメニューコマンド
この節では、その他のメニューについて説明します。

4.3

その他のメニューコマンド

その他の画面から表示されるメニューコマンドについて説明します。

4.3.1

ファイル一覧画面のメニュー

ファイル一覧画面からマウス右クリック操作によって使用できるメニューコマンドです。

4.3.1.1

コマンド一覧
ファイル一覧画面では、以下のコマンドを実行することがで
きます。

4.3.1.2

1.

［上へ］

2.

［下へ］

3.

［貼り付け］

4.

［削除］

5.

［開く］

6.

［PDF のパスワード］

［上へ］
操作
① ファイル一覧画面にて選択した文書ファイルを画面の１
つ上へ移動します。
② メニューより［上へ］を選択します。

4.3.1.3

［下へ］
操作
① ファイル一覧画面にて選択した文書ファイルを画面の１
つ下へ移動します。
② メニューより［下へ］を選択します。

4.3.1.4

［貼り付け］
操作
① コピーした文書ファイルをファイル一覧画面の選択した
位置に取り込みます。
② メニューより［貼り付け］を選択します。
③ 取り込んだファイルは、貼り付け先の直下に追加します。
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4.3.1.5

［削除］
操作
① ファイル一覧画面にて選択した文書ファイルを画面より
削除します。
② メニューより［削除］を選択します。

4.3.1.6

［開く］
操作
① ファイル一覧画面へ取り込んだ文書ファイルの内容を表
示します。
② メニューより［開く］を選択します。

4.3.1.7

［PDFのパスワード］
操作
① パスワード保護された PDF 形式ファイルに対してパス
ワードを設定します。
② メニューより［PDF のパスワード］を選択します。

4.3.2

プリンタ状態一覧画面のメニュー

プリンタ状態一覧画面からマウス右クリック操作によって使用できるメニューコマンドです。

4.3.2.1

コマンド一覧
プリンタ状態一覧画面では、以下のコマンドを実行すること
ができます。

4.3.2.2

1.

［プリンタオプションの最適化］

2.

［代行プリンタ］

3.

［アドレス変更］

［プリンタオプションの最適化］
操作
① プリンタ本体のデバイス情報を獲得しプリンタデバイス
オプションを最適化します。
② プリンタ状態一覧画面にてプリンタオプションを最適化
するプリンタを選択します。
③ メニューより［プリンタオプションの最適化］を選択し
ます。
④ 最適化開始の確認メッセージが表示されます。［OK］ボ
タンを押すと、プリンタオプションの最適化を実行しま
す。
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4.3.2.3

［代行プリンタ］
操作
① 代行プリンタとは、プリンタ障害の発生したプリンタの
代わりに印刷を実行するプリンタです。代行プリンタを
指定します。
② プリンタ状態一覧画面にて代行プリンタを指定するプリ
ンタを選択します。
③ メニューより［代行プリンタ］を選択します。
④ 代行プリンタ設定ダイアログが表示されます。ダイアロ
グにて代行するプリンタを指定します。
⑤ ［OK］ボタンを押すと、これ以降の代行印刷において、
指定したプリンタを代行プリンタとして使用します。

4.3.2.4

［アドレス変更］
操作
① プリンタアドレスを指定します。
② プリンタ状態一覧画面にてアドレスを指定するプリンタ
を選択します。
③ メニューより［アドレス変更］を選択します。
④ プリンタアドレス変更ダイアログが表示されます。ダイ
アログにてプリンタアドレスを指定します。
⑤ ［OK］ボタンを押すと、指定したプリンタアドレスが有
効であるかを確認するために、プリンタとの通信を行い
ます。成功するまで、指定したプリンタアドレスが有効
であるとみなしません。
⑥ 成功した場合、アドレスを指定したプリンタのプリンタ
状態を更新します。
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5.1 ショートカットバー操作
この節では、しんぷりのショートカットバーについて説明します。

5.1

ショートカットバー操作

ショートカットバーは、印刷テンプレートをショートカットボタンとして集めたものです。シ
ョートカットボタンに文書ファイルをドラッグ&ドロップするだけで印刷を実行することができ
ます。ショートカットバーの操作方法について説明します。
（１）しんぷりを起動する
 しんぷりイメージアイコンのボタン（画面の左端のボタン）を
マウスで押します。


または、しんぷりイメージアイコンのボタンを選択した状態でマウスの右ボタンをクリッ



しんぷりが起動します。既にしんぷりが起動している場合、しんぷりの画面をアクティブ

クして［開く］を実行します。
にします。
（２）印刷テンプレートを変更する
 変更するショートカットボタンを選択します。
（マウスで押します。）


または、変更するショートカットボタンを選択した状態でマウスの右ボタンをクリックし



しんぷりが起動します。既にしんぷりが起動している場合、しんぷりの画面をアクティブ



起動したしんぷりは、ショートカットボタンに対応する印刷テンプレートのみを変更しま



印刷テンプレートを変更します。印刷テンプレートを変更して［適用］ボタンまたは［OK］

て［開く］を実行します。
にします。
す。
ボタンをクリックすると、ショートカットボタンのアイコンが設定内容に応じて変更さ
れます。その他、文書ファイルの取り込み、印刷を実行することができます。
（３）印刷を実行する
 デスクトップまたは、
エクスプローラーからファイル、フォルダを選択します。（または、
選択した状態でマウスの右ボタンをクリックして［コピー］を実行します。）


選択した状態でマウスをドラッグし、実行するショートカットボタンでマウスボタンを離
します。（または、印刷を実行するショートカットボタンを選択した状態でマウスの右ボ
タンをクリックして［貼り付け］を実行します。）



印刷を開始します。下記の条件に該当する場合、印刷を開始しません。この場合は、しん
ぷりを起動し印刷するファイルを取り込みます。
① 印刷する文書ファイルが複数の場合
② ショートカットボタンに対応する印刷テンプレートが変更中である場合→印刷テ
ンプレートを変更するしんぷりが起動している場合です。



また、印刷に失敗した場合もしんぷりを起動し印刷するファイルを取り込みます。

（３）ボタンを削除する
 削除するショートカットボタンを選択した状態でマウスの右ボタンをクリックして
［削除］
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を実行します。



選択したショートカットボタンを削除します。



ショートカットボタンに対応する印刷テンプレートが変更中である場合、削除できません。
→印刷テンプレートを変更するしんぷりが起動している場合です。

注記
このアイコンはアプリケーションの起動アイコンです。したがって、こ



のボタンを削除することはできません。

（５）常に前面に表示する
 タイトルバーにマウスカーソルをおいた状態でマウスの右ボタンをクリックします。


メニューより［常に前面表示］を選択します。



メニューにチェックマークが付加されている場合は、ショートカットバーをウィンドウの



解除する場合は、再度メニューより［常に前面表示］を選択します。

最前面に表示します。

（６）タスクバーに入れる
 タイトルバーにマウスカーソルをおいた状態でマウスの右ボタンをクリックします。


メニューより［タスクバーに入れる］を選択します。



タスクバーに表示されます。

（７）タスクバーに入れたショートカットバーを表示する
 タスクバーよりショートカットバーアイコンのボタンを選択しマウスの右ボタンをクリ
ックします。
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メニューより［ショートカットバーを表示］を選択します。



または、タスクバーのショートカットバーアイコンをマウスダブルクリックします。

5.2 ショートカットボタンの構成

5.2

ショートカットボタンの構成

ショートカットバーに登録した印刷テンプレートに対して、ショートカットボタンが１つ生成
されます。
ショートカットボタンは、印刷属性、メニュー、ツールヒントから構成されます。

ショートカットボタン
印刷テンプレート名称
（１）ショートカットボタンのアイコン
 印刷属性（両面、Ｎアップ、カラー）をアイコンで表示します。
① 印刷テンプレートに［簡単印刷］を指定した場合のアイコン

② 印刷テンプレートに［複数印刷］を指定した場合のアイコン（印刷属性に対応した
アイコン表示は行いません。）

③ 印刷テンプレートに［部数分散印刷］を指定した場合のアイコン（［印刷体裁を設
定する］場合のみ印刷属性に対応したアイコン表示を行います。）

④ 印刷テンプレートに［簡単 FAX］を指定した場合のアイコン

⑤ 印刷テンプレートに［Contents Bridge］を指定した場合のアイコン（印刷属性に
対応したアイコン表示は行いません。）

（２）ショートカットボタンの名前
 ショートカットボタンには［登録名］の先頭８文字（日本語４文字）が表示されます。
（３）メニュー
 メニューから、
［開く］［削除］［貼り付け］が選択できます。
（４）ツールヒント
 ツールヒントは、
マウスカーソルをショートカットボタンに合わせると表示されるポップ
アップウィンドウです。印刷テンプレートの内容を表示します。
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ショートカットバーメニュー

ショートカットバーのメニューコマンドについて説明します。メニューを表示するには、タイ
トルバーにマウスカーソルをおいた状態でマウスの右ボタンをクリックします。
ショートカットバーがタスクバーに常駐している場合は、タスクバーよりショートカットバー
アイコンのボタンを選択しマウスの右ボタンをクリックします。

5.2.1.1

コマンド一覧
ショートカットバーでは、以下のコマンドを実行することが
できます。

5.2.1.2

1.

［閉じる］

2.

［バージョン情報］

3.

［常に前面に表示］

4.

［タスクバーに入れる］

5.

［ショートカットバーを表示］

6.

［ヘルプ］

［閉じる］
操作
① ショートカットバーを終了します。
② メニューより［閉じる］を選択します。

5.2.1.3

［バージョン情報］
操作
① ショートカットバーのバージョン情報ダイアログを表示
します。
② メニューより［バージョン情報］を選択します。

5.2.1.4

［常に前面に表示］
操作
① ショートカットバーをウィンドウの最前面に表示するか
どうかを指定します。
② メニューより［常に前面に表示］を選択します。

5.2.1.5

［タスクバーに入れる］
操作
① ショートカットバーをタスクバーに入れます。
② メニューより［タスクバーに入れる］を選択します。
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5.2.1.6

［ショートカットバーを表示］
操作
① タスクバーに入れたショートカットバーを表示します。
② メニューより［ショートカットバーを表示］を選択しま
す。

5.2.1.7

［ヘルプ］
操作
① しんぷりのオンラインヘルプを表示します。
② メニューより［ヘルプ］を選択します。
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6.1

メッセージ一覧

この節では、しんぷりで表示される主なメッセージについて説明します。
（１）起動環境に誤りがある場合
プログラムを不正に起動した場合や、インストール環境に誤りがある場合に表示されるメ
ッセージです。
システム環境の構築に失敗しました。
アプリケーションをインストールし直してください。
作業用ディレクトリの生成に失敗しました。
プログラムの起動手続きに誤りがあります。
ACEL Printer が見つかりません。
アプリケーションをインストールし直してください。
ACEL Printer の初期化に失敗しました。
アプリケーションをインストールし直してください。
管理者（Administrator）権限がないため、プログラムを起動できません。
管理者権限を持つユーザ名でログイン後、再起動してください。
現在別のユーザが使用しているため起動できません。
（２）印刷環境に誤りがある場合
使用するプリンタへの印刷属性の設定に失敗した場合や、プリンタ状態が不正な場合に表
示されるメッセージです。
プリンタは削除されました。又は、無効なプリンタです。
プリンタへのアクセス権限がありません。
サポート対象外バージョンのプリンタドライバが指定されています。
しんぷりではこのプリンタに対する印刷属性の取得、設定を行う事ができません。
サポート対象外バージョンのプリンタドライバが指定されています。
しんぷりではこのプリンタに対する FAX 送信属性の取得、設定を行う事ができません。
プリンタに対する印刷属性の取得、設定に失敗しました。
全てのプリンタに対して印刷属性の取得、設定に失敗しました。
プリンタ状態の取得に失敗しました。
以下の原因が考えられます。
・プリンタの電源が入っていない。
・プリンタエージェントが起動されていない。
・ネットワークエラー
プリンタに異常が発生しています。
プリンタがオフラインです。
機種やプリンタ構成の違いにより一部の印刷属性が設定できないプリンタがあります。
このまま処理を続けるには「印刷開始」を押してください。
（３）印刷実行時のエラー
印刷実行エラーが発生した場合に表示されるメッセージです。
他のしんぷりで印刷実行中です。処理を中止します。
ACEL Printer が見つかりません。処理を中止します。
143

第6章

メッセージ
ACEL Printer の初期化に失敗しました。処理を中止します。
ACEL Printer においてドライバ情報の生成に失敗しました。
ACEL Printer のオープンに失敗しました。
プリンタのオープンに失敗しました。
印刷を実行する文書ファイルが見つかりません。
ファイルの関連付けに誤りがあります。又は、アプリケーションがインストールされて
いません。
アプリケーションが使用する作業用ディレクトリの設定に失敗しました。
アプリケーションへのアクセスを拒否されました。
アプリケーションにて文書ファイルを使用する事ができません。
アプリケーションの起動に失敗しました。
印刷を実行する文書ファイルのオープンに失敗しました。
ファイルのオープンに失敗しました。
印刷を開始できません。
印刷データファイルの獲得に失敗しました。
プリンタドライバ情報の設定に失敗しました。
印刷が中止されました。
パスワードが一致しません。
印刷を中断します。
指定した文書ファイルは全て Contents Bridge の印刷を実行できません。
Contents Bridge で使用可能なファイル形式ではありません。
空のファイルが指定されました。

（４）印刷テンプレート操作関連
印刷テンプレート操作実行時に表示されるメッセージです。
使用可能なプリンタが見つかりません。
処理を中止し画面を閉じます。
拡張子が spt ではありません。ファイルを指定し直してください。
使用可能なプリンタが見つかりません。
×××は変更できません。
処理を中止し画面を閉じます。
（×××⇒登録名）
×××は削除されました。
または無効なプリンタです。
このまま作業を続けるには、使用するプリンタを選択してください。
（×××⇒登録名）
指定したプリンタは削除されました。または無効なプリンタです。
登録可能な印刷テンプレートの数は最大２０です。
不要な印刷テンプレートを削除後、再度実行してください。
選択したプリンタが見つかりません。別のプリンタを選択し直してください。
印刷体裁が未設定です。「印刷体裁を設定する」をオフにします。
プリンタのプロパティが未設定です。「プロパティを設定し印刷する」をオフにします。
選択したプリンタでは、「指定の用紙サイズに収める」が ON の場合に NUP を指定する
事ができます。
「指定の用紙サイズに収める」を ON にします。
選択したプリンタでは、「指定の用紙サイズに収める」が ON の場合に NUP を指定する
事ができます。
「複数ページを一枚の用紙にまとめて印刷する」を OFF にします。
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選択したプリンタでは、「指定の用紙サイズに収める」がＡ５の場合、両面印刷を指定す
る事はできません。
「両面印刷する」を OFF にします。
選択したプリンタでは、「指定の用紙サイズに収める」がＡ５の場合、両面印刷を指定す
る事はできません。
FAX 宛先番号に以下の文字は使用できません。
/:*?¥"<>|.
簡単印刷／簡単 FAX／Contents Bridge のみ設定する事ができます。簡単印刷に画面を
切り替えます。
×××を削除しますか?
（×××⇒登録名）
（５）ファイル操作関連
ファイル取り込みなどのファイル操作実行時に表示されるメッセージです。
書庫ファイル（×××）は解凍できませんでした。
処理を中止します。
（×××⇒ファイル名）
書庫ファイル（×××）に解凍できない文書ファイルが含まれています。
ファイルを取り込みますか?
（×××⇒ファイル名）
書庫ファイル（×××）を取り込みますか?
（×××⇒ファイル名）
印刷を実行できない文書ファイルが含まれています。
ファイルを取り込みますか?
指定した文書ファイルは全て印刷を実行できません。
処理を中止します。
パスワードが一致しません。
再度パスワードを入力してください。
パスワードが一致しません。
（６）プリンタ状態一覧画面関連
プリンタ状態一覧画面にて表示されるメッセージです。
プリンタアドレスが未解決のプリンタがあります。
プリンタアドレスを指定してください。
IP アドレスに未入力の項目があります。
LPR（TCP/IP）プリンタの取得に失敗しました。
以下の原因が考えられます。
・プリンタの電源が入っていない。
・プリンタエージェントが起動されていない。
・ネットワークエラー
指定したアドレスでプリンタ環境を更新しますか?
プリンタのオプション情報を最適化します。
プリンタオプション情報の最適化に失敗しました。
サポート対象外バージョンのプリンタドライバが指定されています。
このプリンタのオプション情報を最適化できません。
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（７）ショートカットバー関連
ショートカットバーにて表示されるメッセージです。
登録可能なショートカットの数は最大５０です。
不要なショートカットを削除後、再度実行してください。
×××を削除しますか?
（×××⇒ショートカット名）
×××の削除に失敗しました。
（×××⇒ショートカット名）
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対応機種（プリンタ）

しんぷりでは次の富士ゼロックス㈱社製のプリンタが利用できます。

ApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270
ApeosPort-III C4400
ApeosPort-III C3300 / C2200
ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400
ApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200
ApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 I
ApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 I
DocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270
DocuCentre-III C4400
DocuCentre-III C3300 / C2200
DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400
DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200
DocuCentre C7550 I / C6550 I / C5540 I
DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I
DocuCentre C2101
DocuCentre C2100
DocuCentre Color f450 / f360 / f350
DocuCentre Color a450 / a360 / a250
DocuCentre Color 400 / 320 / 240 / 160
DocuCentre Color 500 / 500 CP
DocuColor 1250
DocuColor 620
DocuPrint C3360
DocuPrint C5450
DocuPrint C3200 A
DocuPrint C3540 / C3250 / C3140
DocuPrint C3530
DocuPrint C3050
DocuPrint C2425 / C2426
DocuPrint C2424
DocuPrint C2250
DocuPrint C2221
DocuPrint C2220
DocuPrint C1250
DocuPrint C1616
DocuPrint C1100
DocuPrint C830
DocuPrint C620
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ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000
ApeosPort-II 4000 / 3000
ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I
ApeosPort 450 I / 350 I
DocuCentre-III 3000 / 2000
DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000
DocuCentre-II 4000 / 3000
DocuCentre 750 I / 650 I / 550 I
DocuCentre 450 I / 350 I
DocuCentre 9000
DocuCentre 1085 / 1055
DocuCentre f1100 / f900
DocuCentre a1100 / a900
DocuCentre f285 / f235
DocuCentre a285 / a235
DocuCentre 185 / 155
DocuCentre 559 / 659 / 719 CP
DocuCentre 402 / 352
DocuCentre 507 / 508 / 607 / 608 / 707 / 708
DocuCentre 230 / 280
DocuCentre 251 / 351 / 401
DocuCentre 905 / 1010 / 1015
DocuCentre 505 / 605 / 705 CP
DocuCentre 450E / 550E / 600 CP
DocuCentre 450 / 550
DocuCentre 250 / 350 / 400
DocuPrint 2060 / 3050
DocuPrint 405 / 505
DocuPrint 340A
DocuPrint 350JM
DocuPrint 205 / 255 / 305
DocuPrint 260 / 360
DocuPrint 401
DocuPrint 280
DocuPrint 250 / 400
DocuPrint 181 / 211
DocuPrint 180 / 210
4112 / 4127
Able 3150 / 3150 FS
Able 1250 / 1251 / 1350 / 1351 / 1405 / 3250 / 3350 / 3351 / 3405
Able 1220 / 1320 / 1321 / 3221 / 3321 / 1180 / 3180
Laser Press 4410
Laser Press 4300
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Laser Press 4210
Laser Press 4200
Laser Press 4160 II / 4161 II
Laser Press 4160 / 4161
Laser Press 4150 II
Laser Press 4150
※その他の機種の対応状況に関しては、お手数ですが弊社までお問い合わせ願います。
※ご使用になるプリンタや動作環境によって、しんぷりの機能が制限される場合があります。詳
細に関しては、「3.4.2.
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7.2

プリンタドライバの対応バージョン

富士ゼロックス㈱社製の ART EX 、PLW、HBPL、ART、XPL2 プリンタドライバをご使用
になる場合は、以下のバージョンのプリンタドライバを使用してください。尚、ご使用可能なプ
リンタドライババージョンの詳細は、弊社ホームページで提供しています。ドライバ更新の際に
は、次の URL よりドライババージョンをご確認ください。 URL

http://www.ACEL.co.jp

（１）ART EX プリンタドライバ

ApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270
DocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270
Ver.2.7.0 以降
DocuPrint C3360
Ver.2.7.0 以降
DocuCentre C2101
Ver.2.6.0 以降
ApeosPort-III C4400
DocuCentre-III C4400
Ver.2.6.0 以降
ApeosPort-III C3300 / C2200
DocuCentre-III C3300/C2200
Ver.2.6.0 以降
DocuPrint C2250
Ver.2.6.0 以降
DocuCentre-III 3000 / 2000
Ver.2.6.0 以降
DocuCentre 9000
Ver.2.5.50 以降
DocuCentre 1085 / 1055
Ver.2.5.55 以降
4112 / 4127
Ver.2.6.0 以降
DocuPrint C3250
Ver.2.5.53 以降
ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400
DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400
Ver.2.6.0 以降
ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000
DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000
Ver.2.6.0 以降
DocuPrint 2060 / 3050
Ver.2.6.1 以降
DocuPrint C3050
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Ver.2.6.1 以降
ApeosPort-II 4000 / 3000
DocuCentre-II 4000 / 3000
Ver.2.6.0 以降
DocuCentre C2100
Ver.2.5.22 以降
ApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200
DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200
Ver.2.6.0 以降
DocuPrint C5450
Ver.2.6.0 以降
DocuPrint C3200 A
Ver.2.5.5 以降
ApeosPort C7550 I
DocuCentre C7550 I
Ver.2.5.47 以降
ApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 I
DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I
Ver.2.5.31 以降
ApeosPort 450 I / 350 I
DocuCentre 450 I / 350 I
Ver.2.5.22 以降
DocuPrint C3540 / C3140
Ver.2.5.34 以降
ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I
DocuCentre 750 I / 650 I / 550 I
Ver.2.5.27 以降
ApeosPort C6550 I / C5540 I
DocuCentre C6550 I / C5540 I
Ver.2.5.12 以降
DocuPrint C2424
Ver.2.5.2 以降
DocuCentre f1100 / f900
DocuCentre a1100 / a900
Ver.2.5.1 以降
DocuCentre f285 / f235
DocuCentre a285 / a235
Ver.2.5.5 以降
DocuCentre 185 / 155
Ver.2.5.4 以降
DocuPrint 405 / 505
Ver.2.5.0 以降
DocuPrint 340A
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DocuPrint 350JM
Ver.2.4.4 以降
DocuCentre Color f450 / f360 / f250
DocuCentre Color a450 / a360 / a250
Ver.2.5.0 以降
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DocuCentre 559 / 659 / 719 CP
Ver.2.3.2 以降
DocuPrint 205 / 255 / 305
Ver.2.4.0 以降
DocuCentre Color 160
Ver.1.15.0 以降
DocuPrint C2425 / C2426
Ver.2.1.0 以降
DocuCentre 402 / 352
Ver.1.13.0 以降
DocuPrint C3530
Ver.2.0.0 以降
DocuCentre Color 240
Ver.1.14.0 以降
DocuCentre 507 / 508 / 607 / 608 / 707 / 708
Ver.1.10.0 以降
DocuCentre 230 / 280
Ver.1.8.1 以降
DocuCentre Color 400 / 320
Ver.1.9.0 以降
DocuPrint C2220
Ver.1.4.1 以降
DocuPrint C2221
Ver.1.5.0 以降
（２）PLW プリンタドライバ

DocuCentre 905
Ver.2.2.7 以降
DocuCentre 1015
Ver.2.2.0 以降
DocuCentre Color 500 / 500 CP
Ver.1.7.1 以降
DocuPrint C1250
DocuColor 1250
Ver.1.2.0 以降
DocuCentre 1010
Ver.1.3.1 以降
（３）HBPL プリンタドライバ

DocuPrint C1100
Ver.2.5.19 以降
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（４）ART プリンタドライバ

Windows 95 / 98 / Me
Windows NT 4.0
Windows 2000 / XP
Ver.6.20 以降
Windows Server 2003
Ver.6.92 以降
（５）XPL2 プリンタドライバ

DocuPrint C830
Ver.3.6.4 以降
DocuPrint C1616
Ver.3.6.4 以降
DocuPrint C620
DocuColor 620
Ver.3.3.0 以降
DocuPrint 181 / 211
Ver.3.1.4 以降
DocuPrint 180 / 210
Ver.3.2.5 以降
Able 3150 / 3150 FS
Ver.3.3.6 以降
※旧バージョンのプリンタドライバまたは、ART EX 、PLW、HBPL、ART、XPL2 プリンタド
ライバ以外のプリンタドライバを使用するとしんぷりの機能が一部制限されます。詳細に関し
ては、「3.4.2.

使用可能なプリンタとサポート機能の関係」をご覧ください。
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Windows NT 4.0 / 2000 / XP / Server 2003 の動作環境

について
Windows NT 4.0、Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 環境下においては、管理者
（Administrator）権限を持つユーザ名でログインしなければしんぷりは起動できません。

7.4

ACEL Printerに関する注意事項

しんぷりをインストールすると、Windows のプリンタとして"ACEL Printer"が生成されます。
"ACEL Printer"はしんぷりの印刷を効率よく処理するためのプリンタです。プリンタの削除や、
プリンタのプロパティから動作環境を変更することはしないようお願いいたします。
プリンタを削除するとしんぷりは起動できません。
また、下記の環境下において、アプリケーションから”ACEL Printer”を指定して印刷を実行
した場合、しんぷりは自動で起動できません。（メッセージが表示されます。）このような場合は、
［スタート］メニューから［プログラム］→［エイセルパッケージ］→［しんぷり］を選択して
ください。
① Windows XP において
② Windows 起動時のユーザとは別のユーザに切り替えてログオンしかつ
③ アプリケーションから”ACEL Printer”を指定して印刷を実行した場合
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7.5

アプリケーションのサポート状況

しんぷりから印刷可能なアプリケーションおよび、印刷の関連付けがないなどの理由によりし
んぷりの印刷に適さないアプリケーションは次の通りです。
■Windows 95 / 98 / Me、Windows NT4.0、Windows 2000 / XP
アプリケーション
印刷開始前／終了後のアプリケーション側の動作
注意事項／制限事項
Microsoft Word 95
○ 余白が印刷可能なページの範囲外に設定されている場
Microsoft Word 97
合、印刷続行の可否を問い合わせます。
Microsoft Word 98
→「セクション番号 1 の余白が印刷可能なページ範囲
の外に設定されています。印刷を継続しますか?」
Microsoft Word 2000
Microsoft Word 2002 (XP)
Microsoft Word 2003
※Microsoft Word 2003 は、Windows 2000 / XP のみ
Microsoft Word 2007
※Microsoft Word 2007 は、Windows XP のみ
Microsoft Excel 95
○ ①複数シートを同時に印刷する場合は、印刷したいシ
Microsoft Excel 97
ートを選択してから文書を保存してください。
Microsoft Excel 2000
②シートを単独で印刷する場合は、文書保存の際、ア
Microsoft Excel 2002 (XP)
クティブになっているシートが印刷されます。
Microsoft Excel 2003
※Microsoft Excel 2003 は、Windows 2000 / XP のみ
Microsoft Excel 2007
※Microsoft Excel 2007 は、Windows XP のみ
Microsoft PowerPoint 95
× PowerPoint の新規作成画面が表示されます。このた
め、印刷は実行できません。
Microsoft PowerPoint 97
○
Microsoft PowerPoint 2000
Microsoft PowerPoint 2002 (XP)
Microsoft PowerPoint 2003
Microsoft PowerPoint 2007
Microsoft Publisher 98
Microsoft Publisher 2000
Microsoft Publisher 2002 (XP)
Microsoft Publisher 2003
Microsoft Publisher 2007

×

Microsoft Access

×

Adobe Acrobat 3.0J

△

※Microsoft PowerPoint 2003 は、Windows 2000 / XP のみ
※Microsoft PowerPoint 2007 は、Windows XP のみ

しんぷりにて印刷が完了したことが検知できません。
※Microsoft Publisher 2003 は、Windows 2000 / XP のみ
※Microsoft Publisher 2007 は、Windows XP のみ

印刷の関連付けがないため、ファイルを取り込むこと
ができません。
①印刷ダイアログが表示されます。
②Windows95/98/Me における通常の印刷は OK です
が、WindowsNT4.0/2000/XP での印刷、一括印刷、複
数印刷、部数分散印刷、代行印刷を実行するとエラー
メッセージが表示されます。
→「プリンタドライバのスプールの設定が変更されて
います。スプールデータ形式を「EMF」に設定してく
ださい。」
③アプリケーションは自動終了しません。

○：印刷実行可能、×：印刷実行不可、△：一部の印刷は実行可能
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アプリケーション
Adobe Acrobat 4.0J
Adobe Acrobat 5.0J
Adobe Reader 6.0J
Adobe Reader 7.0J
Adobe Reader 8.0J
Adobe PageMaker 6.5J

○

Adobe Illustrator 7.0J
Adobe Illustrator 8.0J

○
×

Adobe PhotoShop

×

FujiXerox DocuWorks 4.0
FujiXerox DocuWorks 4.1
FujiXerox DocuWorks 5.0
FujiXerox DocuWorks 6.0
FujiXerox DocuWorks 6.1
FujiXerox DocuWorks 6.2
JustSystem 一太郎 8
JustSystem 一太郎 9
JustSystem 一太郎 10
JustSystem 一太郎 11
JustSystem 一太郎 12
JustSystem 一太郎 13
JustSystem 一太郎 2004
JustSystem 一太郎 2005
Lotus SuperOffice98 WordPro
Lotus SuperOffice2000 WordPro
Lotus SuperOffice2001 WordPro
Lotus SuperOffice98 1-2-3
Lotus SuperOffice2000 1-2-3
Lotus SuperOffice2001 1-2-3

○

Lotus SuperOffice98 Freelance

○

○

印刷開始前／終了後のアプリケーション側の動作
注意事項／制限事項
アプリケーションは自動終了しません。

①文書保存時と異なるプリンタへ出力指定した場合、
確認のダイアログが表示されます。
②アプリケーションは自動終了しません。
印刷実行前に印刷ダイアログが表示されます。
アプリケーションのオープニング画面が表示されます
が印刷は開始されません。（印刷の関連付けはありま
すが、アプリケーションの印刷は実行されません。）
印刷の関連付けがないため、ファイルを取り込むこと
ができません。

※FujiXerox DocuWorks 6.0 / 6.1 / 6.2 は、Windows 98
/ Me / 2000 / XP のみ
○

JS 系フォントがない場合は他のフォントに置き換えて
印刷されます。
→「JS 明朝」などの JS 系フォントを使用する文書も
あるので一太郎は JS 系フォントも含めてインストール
することを推奨します。
※一太郎 2004 / 2005 は、Windows 98 / Me / 2000 /
XP のみ

○

○

Office98 1-2-3→「印刷できません。他のﾌﾟﾘﾝﾀを選択し
て、再度実行してください。…」のメッセージが表示
される場合があります。

Lotus SuperOffice2000 Freelance
Lotus SuperOffice2001 Freelance

Corel Draw 6.0J
Corel Draw 8.0J
Corel Draw 9.0J
Corel Draw 10.0J

○

Micrografx Designer 7.0J

×

用紙方向に誤りがある場合、自動調整の可否を問い合
わせます。
→「ﾌﾟﾘﾝﾀの印刷の方向がﾄﾞｷｭﾒﾝﾄと一致していません。
ﾌﾟﾘﾝﾀを自動的に調整しますか?」
印刷の関連付けがないため、ファイルを取り込むこと
ができません。

Imaging for Windows
○
Imaging for Windows 95
Imaging for Windows NT
○：印刷実行可能、×：印刷実行不可、△：一部の印刷は実行可能
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アプリケーション
Microsoft InternetExplore 3.0J

×

Microsoft InternetExplore 4.0J
Microsoft InternetExplore 5.0J
Netscape Navigator 3.0J

○
△

印刷開始前／終了後のアプリケーション側の動作
注意事項／制限事項
印刷の関連付けがないため、ファイルを取り込むこと
ができません。
印刷実行前に印刷ダイアログが表示されます。
印刷を実行することは可能ですが、文書ファイルなし
のエラーがアプリケーションより返されます。
そのため、連続して印刷することはできません。
よって束ねて印刷、複数印刷、部数分散印刷、代行印
刷を実行することができません。

Netscape Navigator 4.7J
○
Microsoft メモ帳
○
○：印刷実行可能、×：印刷実行不可、△：一部の印刷は実行可能
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■Windows Server 2003
アプリケーション

印刷開始前／終了後のアプリケーション側の動作
注意事項／制限事項

Microsoft Word 2000
Microsoft Word 2002 (XP)
Microsoft Word 2003
Microsoft Word 2007
Microsoft Excel 2000
Microsoft Excel 2002 (XP)
Microsoft Excel 2003
Microsoft Excel 2007

○

Microsoft PowerPoint 2000
Microsoft PowerPoint 2002 (XP)
Microsoft PowerPoint 2003
Microsoft PowerPoint 2007
Microsoft Publisher 2000
Microsoft Publisher 2002 (XP)
Microsoft Publisher 2003
Microsoft Publisher 2007
Adobe Acrobat 3.0J

○

Adobe Acrobat 4.0J
Adobe Acrobat 5.0J
Adobe Reader 6.0J
Adobe Reader 7.0J
Adobe Reader 8.0J
FujiXerox DocuWorks 6.0
FujiXerox DocuWorks 6.1
FujiXerox DocuWorks 6.2
JustSystem 一太郎 11
JustSystem 一太郎 12
JustSystem 一太郎 13
JustSystem 一太郎 2004

○

Lotus SuperOffice2000 WordPro
Lotus SuperOffice2001 WordPro
Lotus SuperOffice2000 1-2-3
Lotus SuperOffice2001 1-2-3

○

Lotus SuperOffice2000 Freelance
Lotus SuperOffice2001 Freelance

○

○

①複数シートを同時に印刷する場合は、印刷したいシ
ートを選択してから文書を保存してください。
②シートを単独で印刷する場合は、文書保存の際、ア
クティブになっているシートが印刷されます。

×

しんぷりにて印刷が完了したことが検知できません。

△

①印刷ダイアログが表示されます。
②印刷、一括印刷、複数印刷、部数分散印刷、代行印
刷を実行するとエラーメッセージが表示されます。
→「プリンタドライバのスプールの設定が変更されて
います。スプールデータ形式を「EMF」に設定してく
ださい。」
③アプリケーションは自動終了しません。
アプリケーションは自動終了しません。

○

○

JS 系フォントがない場合は他のフォントに置き換えて
印刷されます。
→「JS 明朝」などの JS 系フォントを使用する文書も
あるので一太郎は JS 系フォントも含めてインストール
することを推奨します。

○

○：印刷実行可能、×：印刷実行不可、△：一部の印刷は実行可能
※その他のアプリケーションの対応状況に関しては、お手数ですが弊社までお問い合わせ願いま
す。
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7.6

印刷結果に関する制限事項

しんぷりから印刷した結果が、アプリケーションの印刷プレビューやアプリケーションから直
接印刷した結果と異なる場合があります。
これらの原因および、その対処方法について説明します。
（１）プリンタフォントが正しく出力されない
 文書中にプリンタフォントが存在する場合、プリンタフォントが正しく出力されない場合
があります。文書中にプリンタフォント指定の文字列が存在する場合、その文字列はア
プリケーション側で何らかのフォントに置換され印刷されます。


プリンタフォントを使用して印刷する場合には、文書中では True Type フォントを選択し、
印刷で使用するプリンタドライバ側でフォント代替を指定してください。

※この問題は、下記の条件下では発生しません。
④ Windows 95 / 98 / Me において［簡単印刷］を実行する場合でかつ
⑤ ［複数の文書を束ねて印刷］、［代行印刷］を指定しない場合
（２）グラフィック系の印刷結果が異なる
 Microsoft PowerPoint の印刷において、しんぷりから印刷した結果が、アプリケーション
から直接印刷した結果と異なる場合があります。
① しんぷりから印刷→カラーイメージで印刷されます。
② アプリケーションから直接印刷→グレースケールイメージで印刷されます。


この現象は、以下のプリンタを使用した場合に発生します。
① ART プリンタドライバを使用プリンタは、Microsoft PowerPoint 2002 / 2003 /
2007 でのみ発生します。
Laser Press 4150
Laser Press 4150 II
Laser Press 4160 / 4161
Laser Press 4160 II / 4161 II
Laser Press 4200
Laser Press 4210
Laser Press 4300
Laser Press 4410
Able 1220 / 1320 / 1321 / 3221 / 3321 / 1180 / 3180
Able 1250 / 1251 / 1350 / 1351 / 1405 / 3250 / 3350 / 3351 / 3405
DocuCentre 250 / 350 / 400
DocuCentre 251 / 351 / 401
DocuCentre 450 / 550
DocuCentre 450E / 550E / 600 CP
DocuCentre 505 / 605 / 705 CP
DocuPrint 250 / 400
DocuPrint 280
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DocuPrint 401
DocuPrint 260 / 360
② 以下のプリンタでは、Microsoft(R) PowerPoint 97 / 2000 / 2002 / 2003 / 2007 で
発生します。
ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000
ApeosPort-II 4000 / 3000
ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I
ApeosPort 450 I / 350 I
DocuCentre-III 3000 / 2000
DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000
DocuCentre-II 4000 / 3000
DocuCentre 750 I / 650 I / 550 I
DocuCentre 450 I / 350 I
DocuCentre 9000
DocuCentre 1085 / 1055
DocuCentre f1100 / f900
DocuCentre a1100 / a900
DocuCentre f285 / f235
DocuCentre a285 / a235
DocuCentre 185 / 155
DocuPrint 2060 / 3050
DocuPrint 405 / 505
DocuPrint 340A
DocuPrint 350JM
DocuPrint 205 / 255 / 305
DocuCentre 402 / 352
DocuCentre 230 / 280
DocuPrint 181 / 211
DocuPrint 180 / 210
4112 / 4127
Able 3150 / 3150 FS

（３）印刷文書中にイメージデータがある場合、プリンタ側でエラーが発生し印刷できない
 以下のプリンタにおいて、文書中にイメージデータが存在する場合、プリンタ側でエラ
ーが発生し、印刷されないことがあります。
DocuCentre 505 / 605 / 705 CP
DocuPrint 280
DocuCentre 251 / 351 / 401
DocuPrint 401
DocuPrint 260 / 360


このような現象が発生した場合には、プリンタドライバの以下の設定を変更後、再度印刷
を行ってください。
① 該当するプリンタのプリンタプロパティを開きます。
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② 「グラフィックス」タブ／「画質／パフォーマンス」グループ内の「ビットマッ
プ形式」を「ディザ」に変更します。
（４）文書ファイルとアプリケーションのバージョン差異により、印刷結果が異なる
 文書ファイルを作成したアプリケーションと印刷を実行するアプリケーションのバージ
ョンが異なる場合、文書中の設定状態が無効となることがあります。


例えば、Lotus1-2-3 98 で作成した文書を Lotus1-2-3 2000 で印刷した場合、文書に対し
設定したスケールが有効とならず、等倍で印刷されることがあります。



このような現象が発生した場合には、一旦、印刷するアプリケーションのバージョンで
文書ファイルを更新→保存後、再度印刷を行ってください。

※印字品質等に関して問題が生じた場合は、お手数ですが弊社までお問い合わせ願います。

7.7

プリンタの状態取得に関する制限事項

プリンタの使用状況やネットワークの混雑状況によっては、プリンタの状態表示や印刷結果の
通知に時間がかかることがあります。
また、プリンタ MIB の仕様制限により、プリンタの状態表示において本来の状態と異なる状
態が表示される場合や、状況が表示されない場合があります。
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CentreWareネットワークサービスとの連携について

しんぷりと CentreWare ネットワークサービス（以下、CentreWare と略記する。）の連携につ
いて説明します。
（１）下記の条件においてしんぷりから印刷を実行すると、しんぷりから印刷結果の完了は通知
されません。代わりに CentreWare が印刷結果を通知します。
① CentreWare の「プリンターモニター」が動作中の場合でかつ
② 印刷を実行するプリンタのプリンタプロパティにて「CentreWare」タブの「ドキ
ュメントモニターを使用する」がオンの場合
（２）しんぷりを起動または、印刷を実行すると、以下のメッセージが表示され印刷できない場
合があります。この場合、メッセージの内容に従って、「しんぷり－CentreWare サービス
モジュールのインストール」を実行し、最新の CentreWare サービスモジュールをインス
トールしてください。

※本機能は、バージョンが 4.8R2 以降の CentreWare から有効となります。

164

サポートお問い合わせは．．
．
この商品のセットアップ・操作・機能などについてのお問い合わせは、
エイセル株式会社

製品サポート係までご連絡ください。

エイセル株式会社 製品サポート係

E-Mail

info-simply@acel.co.jp

FAX

03-3230-0010

※受付時間

平日 9:30～12:00, 13:00～17:00
土日・祝祭日・当社指定休日を除く

URL

http://www.acel.co.jp/

なお、お問い合わせいただく際には、以下の項目をご確認ください。
 しんぷりのバージョン
 ご使用中のパソコンの機種名および動作環境
 メモリ・ディスク容量や周辺機器の機種名など
 エラーメッセージが表示されている場合は、そのメッセージの内容
 現象が起きた場合の詳細な手順がお分かりであれば、その内容

ユーティリティソフトウェア

し ん ぷ り
2001
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2010

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

Ver1.3EX
ユーザーズマニュアル

3 月 初版発行
2 月 1.21 版発行
6 月 1.22 版発行
11 月 1.23 版発行
1 月 1.24 版発行
3 月 1.25 版発行
9 月 1.26 版発行
2 月 1.27 版発行
5 月 1.28 版発行
1 月 1.29 版発行

発 行 所
住
所

エイセル株式会社
〒102-0084 東京都 千代田区 二番町 9

著 作 者

©Copyright 2001-2010 by エイセル株式会社
［本書の内容は、断りなく変更することがあります。
］

