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*実際の製品は写真と異なる場合があります。



FCC 準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のB クラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認
する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有
害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発
生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉
を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致し
かねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製
品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方
法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。

製品と受信アンテナの距離を離す。

受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続す
る。

販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサ
イト上で使用する場合がありますが、これらは一切  StarTech.com とは関係がありません。これら
の使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、 StarTech.com による当該製
品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するも
のではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.com は、本書で使
用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボル
は、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。
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はじめに
StarTech.comのPCI Express 並列カードをご購入いただきありがとうございます。本カードを使
うことにより、プリンタやスキャナを始めとするデバイスにプラグ・アンド・プレイで接続できる
PCI Expressのスピードとパワーを活用しながら、お使いの並列デバイスが最適なパフォーマン
スを実現するよう、DB25接続機能を追加することができます。

特徴
•  最大データ転送速度　1.5 Mbps

• PCI 2.2 およびPCI 電源管理1.0に準拠

• SPP / EPP / ECP 並列ポートは、現在のCentronics インタフェースに完全対応

付属品
• 1 x PCI Express並列カード

• 1 x ドライバCD

• 1 x ユーザマニュアル

動作環境
• Windows 95/NT4/98/98SE/ME/2000/XP/Server 2003/Vista、DOS、Linux

•	 利用可能なPCI ExpressスロットのあるWindowsなどのパソコン
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インストール手順
警告！他のすべてのパソコン周辺機器同様、PCI Expressカードも静電気により深刻なダメージ
を受ける場合があります。コンピューターケースを開ける前や、カードに触れる前には、必ず適
切に接地するようにしてください。StarTech.comでは、お客様がコンピューターコンポーネント
を実装する際には、帯電防止ストラップを着用することを推奨しています。帯電防止ストラップ
が手に入らない場合、接地済みの大型金属面（コンピューターケースなど）に数秒触れ、お客様
の体に蓄積した静電気を放電してください。また、カードは端を持つようにし、ゴールドコネク
タ部に触れないようにしてください。

ハードウェアのインストール手順
1.	 コンピューターのカバーを外します。本ステップの詳細な手順は、お使いのコンピューター
を購入時に同梱されていたユーザマニュアルをご覧ください。

2.	 空いているPCI Expressスロットを見つけ、ポートやソケットを塞いでいる金属製ブラケット
を取り外します。

3.	 空いているPCI Expressスロットの上にカードを置きます。このとき、カードの向きがスロット
に対して正しいことを確認してください。カードに均等に力をかけながら確実にスロットに
挿入します。挿入したら、適切なサイズのネジを使って、隣のソケットでカードを固定します
（先に、金属製ブラケットで塞がれていた場所です）。

4.	 コンピューターカバーを外し、コンピューターに接続されているすべての電源を再接続し
ます。

ソフトウェアインストール手順
Windows® 2000をお使いの場合

1.	 ドライバCDをCD-ROMドライバに挿入します。

2.	 新しいハードウェアが検出されました」ウィザードが開いたら、	「次へ」をクリックします。

3.	 私のデバイスに適切なドライバを検索する（推奨）」を選択し、「次へ」をクリックします。

4. CD-ROM ドライブ」を選択し、他のボックスはチェックから外します。「次へ」をクリックします。

5.	 次へ」をクリックします。

6.	 終了」をクリックし、ドライバのインストールを完了します。

Windows® XP/Server 2003/XP-x64/Server 2003-x64をお使いの場合

1.	 ドライバCDをCD-ROMドライバに挿入します。

2.	 新しいハードウェアが検出されました」ウィザードが開いたら、	、「ソフトウェアを自動的にイ
ンストールする（推奨）」、「次へ」の順にクリックします。

3.	 ドライバソフトウェアがデジタル署名されていないという旨のハードウェアインストールイ
ンストール警告が表示されたら、「それでも続行する」、「終了」の順にクリックし、ドライバの
インストールを完了します。		

Windows® Vista/Vista-x64をお使いの場合
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1.	 ドライバCDをCD-ROMドライバに挿入します。

2.	 	「新しいハードウェアが検出されました」ウィザードが開いたら、	、「ドライバソフトウェアの
場所を指定し、インストールする（推奨）」をクリックします。

3.	 	「次へ」をクリックしてセットアップを続行します。

4.	 	「新しいハードウェアを追加する」ウィザードが「このデバイスソフトウェアをインストールし
ますか？」とプロンプトします。「インストール」をクリックして続行します。

5.	 ドライバのインストールが完了したら	「終了」をクリックします。

Windows® ドライバのインストール状況を確認するには
必要なソフトウェアがインストールされているかを確認するには、コントロールパネルか、次の
手順によりアクセスで可能なシステムプロパティのデバイスマネージャをクリックします：

1.	 	「マイコンピュータ」を右クリックし、「管理」を選択します。		

2.	 	「コンピューター管理」画面左側の「デバイスマネージャ」をクリックします。

ポート（COM＆LPT）に1つの PCI Express ECP並列ポートがインストールされているのが確認で
きるはずです。	
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技術仕様
外形寸法 21 mm x 110 mm  

x 120 mm

バスの種類 PCI Express 1 レーン

チップセット OXPCIe952

最大データ転送速度 最大1.5 Mbps

OSサポート
Windows 95/ 98SE/ ME/ 2000/ XP(32/64bit)/ 

Vistal(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Server 2008 
R2/Linux 
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技術サポート
StarTech.comの永久無料技術サポートは、 当社が業界屈指のソリューションを提供するという
企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場
合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートする
ためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

保証に関する情報
本製品は2年間保証が付いています。	

また、StarTech.com は、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載さ
れている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量
にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.com 
は商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対し
て保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP（またはその役員、幹部、従業員、または代理人）は、
商品の使用に起因または関連するいかなる損害（直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生
的、その他を問わず）、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払わ
れた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対
する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載
される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。



見つけにくい製品を見つけやすく。StarTech.comでは、これが企業理念です。それ
は、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンスト
ップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一
緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパー
ツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送
します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまで
アクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報はwww.startech.
comまでアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利なツールをお使いい
ただけます。

StarTech.com は接続や技術パーツの	 ISO 9001 認証メーカです。StarTech.com	 は
1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサー
ビスを提供しています。


