
2021年4月 GM1179J1-1 1版 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

ICカード・ラベル
発行システム
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DocuPrint CP310 dw/CP210 dw
NEC Color MultiWriter 5850C/5800C
NEC Color MultiWriter 400F
専用ユーザーガイド
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Microsoft、Windows は、米国Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標ま
たは商標です。

Microsoft Corporation の許可を得て画面写真を使用しています。

本書は富士ゼロックスブランドの商品を含みます。
富士ゼロックスブランドの商品は、米国ゼロックス社からライセンスを受けている商品です。
商品提供者は富士フイルムビジネスイノベーション株式会社です。

本マニュアルは、富士ゼロックス株式会社が過去に販売した以下の機種にも適合するソフトウェアの説明を
含みます。 
 
適合機種名：
DocuPrint CM310 z/CM210 z
DocuPrint CP310 dw/CP210 dw
NEC Color MultiWriter 5850C/5800C
NEC Color MultiWriter 400F

Xerox、Xerox ロゴ、Fuji Xerox ロゴおよびDocuPrint は、米国ゼロックス社の登録商標または商標で
す。
FUJIFILM、および FUJIFILMロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
NEC、NECロゴは、日本電気株式会社の登録商標です。
その他の社名、または商品名等は各社の登録商標または商標です。

コンピューターウイルスや不正侵入などによって発生した障害については、弊社はその責任を負いかねま
すので、あらかじめご了承ください。

このマニュアルの編集、変更、または無断で転載はしないでください。
このマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
このマニュアルに記載されている画面やイラストは一例です。ご使用の機種やソフトウェア、OSの
バージョンによって異なることがあります。



31.1   対象用紙

1 制限事項
IC カード・ラベル発行システムを本書の対象機種で利用するには、次の制限事項があります。

注記
本書は、ICカード・ラベル発行システムを以下の機械で利用するために必要な説明と制限事項について記載して
います。対応するファームウェアのバージョンは、次のとおりです。ファームウェアが古い場合は、各社の公式
HPから最新のファームウェアをダウンロードして更新してください。詳細は、ご利用になるプリンターまたは
複合機のマニュアルを参照してください。
- DocuPrint CM310 z/CM210 z
対応ファームウェアバージョン「標準 ROM Ver.201708290654」以降
- DocuPrint CP310 dw/CP210 dw
対応ファームウェアバージョン「標準 ROM Ver.201708150644」以降
- NEC Color MultiWriter 5850C/5800C
Controller ファームウェアバージョン：「201708150645」以降
- NEC Color MultiWriter 400F
Controller ファームウェアバージョン「201708290655」以降

1.1 対象用紙

補足
「ICカード 2つ折り -2 連タイプ -100B」は、中央のミシン目どおりに切り離し、シングルタイプにすることで利用
できます。

品名 利用可否
IC カード 2つ折り -2 連タイプ -100B 利用できません
IC カード 2つ折り - シングルタイプ -25B 利用できます
IC ラベル -2 連タイプ -100B 利用できません
IC ラベル - シングルタイプ -25B 利用できません



4 1   制限事項

1.2 印刷領域の制限
下図のように印刷領域に制限がありますので、券面レイアウトを作成するときにはご注意ください。

注記
画質を正しく保つためには、上記制限のとおりに券面レイアウトを作成する必要があります。制限領域に画像・
文字がある場合は画質不良の原因となります。
ICカードラベルを印刷した後に、A4サイズの用紙を印刷すると、ICカードラベルのサイズ幅内で濃度ムラが発
生する可能性があります。
プリンターや複合機の性能により、印刷位置が縦方向、横方向にずれることがあります。

①ICチップ、アンテナ側の券面
には、画像を配置しない。
（文字は可）

②ミシン目、切れ目の上に画像・
文字を配置しない。

③券面の下 5 mm以下には画像・
文字を配置しない。



52.1   ドライバーをインストールするプリンターのプロパティを開く

2 プリンターを登録する
本書の対象機種に付属している、メディア（「ソフトウェア /製品マニュアル」）を準備してください。

注記
IC カード・ラベル発行システムで使用するプリンタードライバーは、ART EX ドライバーのみ対応しています。
IC カード・ラベル発行システムを使用する、すべてのコンピューターに対してプリンターを登録してください。
インストールには、管理者権限が必要です。
IC カード・ラベル発行システムは、富士フイルムビジネスイノベーション社製とNEC社製の複合機の使用を前
提にしています。
次の場合でも、IC カードラベルに合わせた複合機を新規に登録する必要があります。必ず下記の手順を実施し
てください。
- 既存の複合機を使用している場合
- どこでもプリントやサーバーレスプリントの対象複合機を使用する場合

補足
富士フイルムビジネスイノベーション社の用紙（IC カードラベル）は、手差しトレイを使用することを前提と
しています。
複合機やプリンターの機種、バージョンごとに、設定や画面が異なる場合があります。詳しくは、ご使用の複合
機やプリンターの取扱説明書を参照してください。

2.1 ドライバーをインストールするプリンター
のプロパティを開く

1. メディアをCD-ROMドライブにセットします。
2. メディアに格納されているマニュアルを参照し、ドライバーをインストールしてください。



6 2   プリンターを登録する

2.2 プリンターのプロパティを開く
1. Windowsのスタートボタンから、[Windows システムツール ] > [コントロールパネル ] > [ ハードウェア

とサウンド ] > [ デバイスとプリンター ]を開きます。

2. インストールしたプリンターを右クリックし、メニューから［プリンターのプロパティ］を選択します。
3. ［詳細設定］タブを選択します。
4. ［標準の設定］をクリックします。

プリンターの標準設定画面が表示されます。



72.3   ［用紙 /出力］タブの項目を設定する

2.3 ［用紙 /出力］タブの項目を設定する
1. ［用紙 /出力］タブを選択します。

2. ［用紙］の右側ボタンをクリックし、［用紙一括設定］を選択します。



8 2   プリンターを登録する

3. ［原稿サイズ］で［ユーザー定義用紙…］を選択し、シングル用紙のサイズを以下の操作で登録します。

1)［新しい用紙名で登録］にチェックマークをつけます。

2)［用紙名］に「IC カードラベル・シングル」と入力します。

3)［短辺］に 132(mm) と入力します。

4)［長辺］に 148(mm) と入力します。

5)［登録］ボタンを選択します。

6)［OK］ボタンをクリックします。



92.3   ［用紙 /出力］タブの項目を設定する

4. ［用紙一括設定］で次の設定をします。

1)［用紙トレイ選択］で「手差しトレイ」を選択します。

2)［原稿サイズ］で、手順 3で登録した「IC カードラベル・シングル」を選択します。

3)［手差し用紙種類］で「厚紙 2」を選択します。

4)［手差し用紙の給紙方向］で「たて置き優先」を選択します。

5)［OK］ボタンをクリックします。



10 2   プリンターを登録する

2.4 ［イメージ］タブの項目を設定する
1. ［イメージ］タブを選択します。

2. ［トナー節約］で「しない」を選択します。



112.5   ［カラー］タブの項目を設定する

2.5 ［カラー］タブの項目を設定する
1. ［カラー］タブを選択します。

2. ［カラーモード］で「カラー（自動判別）」を選択します。
3. ［自動モードのあいまい判定］にチェックマークをつけます。
4. ［印刷モード］で「高画質」を選択します。
5. ［画質自動補正］で「人物」を選択します。



12 2   プリンターを登録する

2.6 ［レイアウト /スタンプ］タブの項目を設定
する

1. ［レイアウト /スタンプ］タブを選択します。

2. ［ページレイアウトの追加設定］で「たて原稿」を選択します。



132.7   ［詳細設定］タブの項目を設定する

2.7 ［詳細設定］タブの項目を設定する
1. ［詳細設定］タブを選択します。

2. ［用紙の置き換え］で「用紙補給を表示する」を選択します。
3. ［用紙トレイ選択の処理方法］で「ドライバーの設定を優先」を選択します。
4. ［余白］を選択し、［設定］ボタンをクリックし、余白の設定をします。



14 2   プリンターを登録する

1)［余白を指定する］にチェックマークを付けます。

2)［用紙サイズごとに余白を指定する］にチェックマークを付けます。

3)［余白指定する用紙サイズ］で「指定しない」を選択します。

4)［用紙サイズ］で「IC カードラベル・シングル」を選択します。

5) 余白をすべて［0.0］mmにします。

6)［OK］をクリックします。

5. 上記画面に戻るので、［OK］をクリックします。



152.8   プリンターの設定を保存する

2.8 プリンターの設定を保存する
1. ［全般］タブを選択します。
2. プリンター名の欄に任意の名前を入力して、［OK］をクリックします。

プリンター名から IC カードラベルの出力設定がされているのがわかるように入力することをおすすめしま
す。

3. ［デバイスとプリンター］内に、プリンターが登録されていることを確認します。



16 3   用紙を設定する

3 用紙を設定する
3.1 転写電圧の設定をする

プリンターに、2つ折りカードラベルを印刷するための設定をします。
画質を正しく保つためには、転写出力調整値を初期設定値より高くする必要があります。初期設定値のま
ま、または初期設定値より低くした場合は、画質不良の原因になります。

プリンターの［メンテナンス］＞［2次転写電圧オフセット調整］で、以下の設定にします。

補足
設定方法の詳細は、本書が対象する機種のマニュアルを参照してください。

設定項目 設定値
用紙種別 厚紙 2
2次転写電圧オフセット調整 推奨値：+12

初期設定値（0）を+11 ～ +13 に設定してください。



173.2   用紙のセット方法

3.2 用紙のセット方法
用紙の裏面に印刷されている矢印をプリンター側に向け、印刷する面を上側にして、手差しトレイにセット
します。

補足
セット時の印刷面の表裏は、機種によって異なります。

用紙裏面の矢印の向きを確認します。 印刷する面を上側にしてセットします。



ご意見、ご相談などは、お客様相談センターにご連絡ください。
電話 ：0120-27-4100
ファクス ：0120-05-5035

受付時間：9時から 12時、13時から 17時（土・日・祝日および弊社指定休業日をのぞく）
フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部の IP 電話からつながらない場合があり
ます。
お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあ
ります。
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