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ELECOM 無線プリントサーバ LD-WL11PS / P1 、LD-WL11PS / U1 

セットアッププログラム(PSAdmin)インストール及び、 

ファームウェアアップグレード手順 

 

 

※注意事項 

① ファームアップは、無線プリントサーバと同じネットワークの IP アドレスに設定され

た PC から行う必要があります。（同じネットワークに設定されていない場合は、製品

付属の「プリントサーバ設定マニュアル」をお読みになり、設定を行ってください） 

② 新しいファームウェアでは新しい PSAdmin でのみ動作が保証されます。 

③ ファームウェアのアップグレード前に必ずセットアッププログラム(PSAdmin)を新し

いプログラムにインストールしなおしてください。 

④ 今回のセットアッププログラムのアップデートは「PSAdmin」のみのアップデートです。

「Network Print Monitor」 のみインストールしたパソコン(管理者以外のコンピュー

タ)ではプログラムのアップデートは必要ありません。 

 

・ファームウェアとセットアッププログラムの組み合わせ 

 必ず下記組み合わせで使用してください。(ファームウェアのアップグレードは必ず新し

い PSAdmin(V1.08.06.05)に更新後行ってください。) 

LD-WL11PS/P1 

組み合わせ ファームウェ

ア 

圧縮ファイル名 PSAdmin Network Print 

Monitor 

圧縮ファイル名 

１ V6.09.20C (初回出荷版) 1.08.05 4.03.21 (初回出荷版) 

２ V6.11.20C wl11ps-p1_61120.exe 1.08.06.05 4.03.21 PS-Admin1080605.EXE

LD-WL11PS/U1 

組み合わせ ファームウェ

ア 

圧縮ファイル名 PSAdmin Network Print 

Monitor 

圧縮ファイル名 

１ V6.09.21C (初回出荷版) 1.08.05 4.03.21 (初回出荷版) 

２ V6.11.21C wl11ps-p1_61121.exe 1.08.06.05 4.03.21 PS-Admin1080605.EXE
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１．古いバージョンのセットアッププログラム(PSAdmin 及び Network Print Monitor)を削

除する 

※今回のセットアッププログラムのアップデートは「PSAdmin」のみのアップデートです。

「Network Print Monitor」 のみインストールしたパソコン(管理者以外のコンピュータ)

ではプログラムのアップデートは必要ありませんので以下は実行しないでください。 

 

・「PSAdmin」を起動している場合はプログラムウィンドウの右上の をクリックして終了

してください。 

・「スタート」をクリックし、スタートメニューから「コントロールパネル」をクリックし

ます。 

（WindowsXP 以外はスタートメニューから「設定」をポイントし、「コントロールパネル」

をクリック(あるいはダブルクリック)します。） 

 

 

 

・コントロールパネルが開きますので、「プログラムの追加と削除」をクリックして下さい。 

（WindowsXP 以外は「アプリケージョンの追加と削除」をクリックします。） 
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・下記の画面が開きますので、「Network Print Monitor for Windows 2000 / XP」

(WindowsME/98SE の場合は「Network Print Monitor for Windows 98/ME」)を選択し、「変

更と削除」ボタン(WindowsME/98SE の場合は「追加と削除」ボタン)をクリックして下さい。 

 

 

・確認のメッセージが出て来ますので、「はい(Y)」をクリックして下さい。 

 

 

 

・ファイルの削除が終了すると、下記の画面になりますので「OK」をクリックして完了し

て下さい。 
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・アンインストール後も「Network Print Monitor」フォルダが存在した場合、削除します。 

※削除するフォルダを間違えるとそのフォルダを使用しているプログラムが動作しなくな

りますので、フォルダを間違えないよう十分確認してから削除してください。 

 

削除します 

 

 

※セットアッププログラムがインストールされているフォルダはデフォルトでは

c:\Program files\Network Print Monitor です。 

インストール時にインストール場所を変更した場合は指定したフォルダを削除して下さ

い。また、OS が C ドライブ以外にインストールされている場合はそのドライブを指定して

ください。 

「’Network Print Monitor’の名前を変更したり、移動または削除すると、プログラムが

動作しないことがあります。続けますか？」という警告メッセージが表示される場合があ

りますが、問題ありませんので「はい」をクリックして削除してください。 

このときフォルダ名が「Network Print Monitor」(あるいはインストール時に指定した

フォルダ)であることを再度確認してください。 
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２．ダウンロードしたセットアッププログラム(PSAdmin)のファイルを解凍し、インストー

ルする 

・ダウンロードしたセットアッププログラムファイルをダブルクリックして解凍します。 

・必要に応じて解凍先フォルダを変更してください。変更しなかった場合は同じフォルダ

に解凍されます。(下図の例ではデスクトップに解凍されます) 

・「OK」をクリックして解凍します。 

 

 
 

・セットアッププログラムが解凍されます。 

・解凍された「ELECOM」フォルダをダブルクリックして開きます。 

 

 
 

 

・「ELECOM」フォルダ内の setup アイコンをダブルクリックしてインストールを開始します。 

 

 
 

・以降は付属の「プリントサーバ設定マニュアル」を参照してインストールを完了してく

ださい。 

 

 

 

解凍されたセットアッププログラムのフォルダ

をダブルクリックして開きます。 
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３．ダウンロードしたファームウェアファイルを解凍する 

・ダウンロードしたファームウェアファイルをダブルクリックして解凍します。 

・必要に応じて解凍先フォルダを変更してください。変更しなかった場合は同じフォルダ

に解凍されます。(下図の例ではデスクトップに解凍されます) 

・「OK」をクリックして解凍します。 

 
ダブルクリックして解凍します 

 

 

・ファームウェアファイルが解凍されます。 

 

 

 

解凍されたファームウェアファイル 
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４．新しいファームウェアをセットアッププログラム(PSAdmin)がインストールされたフォ

ルダにコピーする 

・セットアッププログラム(PSAdmin)がインストールされているフォルダを開き、新しいフ

ァームウェアをそのフォルダにコピーします。 

 

 

 

※セットアッププログラム(PSAdmin)がインストールされているフォルダはデフォルトで

は c:\Program files\Network Print Monitor です。 

インストール時にインストール場所を変更した場合は指定したフォルダにコピーしてくだ

さい。 

また、OS が C ドライブ以外にインストールされている場合はそのドライブを指定してくだ

さい。 
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５． PSAdmin を起動し、ファームウェアをアップデートする 

・スタートメニューから「すべてのプログラム」を選択し、PSAdmin をクリックし PSAdmin

を起動します。 

 

 

 

・PSAdmin が起動し、デバイス（LD-WL11PS/P1 または LD-WL11PS/U1）を検索します。 

※デバイスが見つからない場合はネットワークが切断されているとおもわれますので、設

定を確認し、接続できる状態にして下さい。（※詳細は製品添付の「プリントサーバー設定

マニュアル」を参照してください。） 

 

 

・検索が終わり、デバイスが表示されたら、ファームアップしたいデバイスを選択し、ツ

ールバーにあるアップデートアイコン(下の図の赤枠)をクリックして下さい。 

 

 

 

・下記の画面が出て来ますので「次へ」をクリックして下さい。 
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・ファームウェアのアップグレードが開始されます。 
アップグレード中は絶対にプリントサーバの電源をきらないで下さい。 

 

※ファームウェアのアップグレードに失敗する場合は、下記原因が考えられます。 

① プリントサーバとパソコンの IP アドレスが正しく設定されていない。(異なるネットワ

ークアドレスに設定されている等) 

製品添付の「プリントサーバー設定マニュアル」を参照して正しく設定してください。 

② 無線通信環境が悪い。 

プリントサーバが接続している機器(アクセスポイント等)以外の無線LAN機器の電源を

切って、再度実行してみてください。また、ファームウェアのアップグレード中は他の

機器での通信を行わないようにしてください。 

 

・ファームウェアのアップグレードが終わると、自動的にプリントサーバの再起動を行い

ます。 
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６． ファームウェアのバージョンを確認する 

・再起動したらファームウェアのバージョンを確認してください。 

 
ファームウェアのバージョンを確認する 
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