
AirPrint ガイ ド

本ガイドは、次のモデルを対象としています。

DCP-J137N/J557N/J757N/J957N、

MFC-J727D/J727DW/J827DN/J827DWN/J877N/J897DN/J897DWN/J987DN/J987DWN
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本書の見かた

本文中では、マークについて、次のように表記しています。 

商標について

BROTHER は、ブラザー工業株式会社の商標または登録商標です。

Apple、Macintosh、iPad、iPhone、iPod touch、OS X および Safari は、米国および他の国々で登

録された Apple Inc. の商標です。

AirPrint および AirPrint のロゴは、Apple Inc. の商標です。

Wi-Fi Direct は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。

ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録

商標です。

©2014 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

操作手順に関する補足情報を説明しています。



はじめに●

4

はじめに

概要

AirPrint 機能を使うと、プリンタードライバーをインストールせずに、iPad、iPhone、iPod touch
から写真やメール文、ウェブページ、書類を無線で印刷することができます。
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使用環境について

サポートされている OS
AirPrint は、最新の iOS を搭載した iPad（全モデル）、iPhone（3GS 以降）、iPod touch（第 3 世

代以降）と互換性があります。詳細については、Apple のウェブサイト（http://support.apple.com/
kb/HT4356?viewlocale=ja_JP）を参照してください。

ネットワーク設定

AirPrint を使用するためには、お使いの携帯端末をブラザー製品が接続されている無線 LAN ネット

ワークに接続する必要があります。 AirPrint は、アドホックモード、インフラストラクチャモード、

Wi-Fi Direct®（対応モデルのみ）を使用しての無線 LAN 接続に対応しています。

携帯端末の無線 LAN ネットワーク設定については、お使いの携帯端末の取扱説明書をご覧くださ

い。

Safari の をタップして表示されるリンクを使うと、Apple の Web サイト上で、お使いの携帯

端末の取扱説明書を閲覧することができます。

ブラザー製品の無線 LAN ネットワーク設定については、「かんたん設置ガイド」およびサポートサ

イト（ブラザーソリューションセンター　http://support.brother.co.jp/）から「ユーザーズガイド

ネットワーク編」をダウンロードしてご覧ください。

お使いのブラザー製品が Wi-Fi Direct® に対応していて、ブラザー製品を Wi-Fi Direct® ネットワー

クに設定したい場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター

http://support.brother.co.jp/) から、「Wi-Fi Direct ガイド」をダウンロードしてご覧ください。

●アドホックモード
無線 LAN アクセスポイント / ルーターを使用せずに、ブラザー製品に携帯端末を接続します。

1 携帯端末

2 無線 LAN 対応ブラザー製品

2

1

http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ja_JP
http://support.brother.co.jp/
http://support.brother.co.jp/
http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ja_JP
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●インフラストラクチャモード
無線 LAN アクセスポイント / ルーターを経由してブラザー製品に携帯端末を接続します。

• ブラザー製品が無線機能を使用して無線 LAN アクセスポイント / ルーターに接続されている場合

1 携帯端末

2 無線 LAN アクセスポイント / ルーター

3 無線 LAN 対応ブラザー製品

• ブラザー製品が LAN ケーブルを使用して、無線 LAN アクセスポイント / ルーターに接続されて

いる場合（有線 LAN 対応モデルのみ）

1 携帯端末

2 無線 LAN アクセスポイント / ルーター

3 LAN ケーブル

4 有線または無線 LAN 対応ブラザー製品

3
21

4
3

21
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● Wi-Fi Direct®ネットワーク（対応モデルのみ）
Wi-Fi Direct® を使用してブラザー製品に携帯端末を接続します。Wi-Fi Direct® は、アクセスポイン

トを使用せずに、ブラザー製品と携帯端末との間に安全な無線 LAN ネットワークを設定することが

できます。

1 携帯端末

2 ブラザー製品

Wi-Fi Direct® を使用すると、ご利用のブラザー製品は 1 対 1 の無線通信のみに対応しま

す。

2

1
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印刷

iPad、iPhone、iPod touch から印刷する

印刷の手順は、アプリケーションによって異なります。以下では Safari で閲覧しているホームペー

ジの印刷手順を例にして説明しています。

ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。

Safari で印刷したいページを開きます。

をタップします。

［プリント］をタップします。

ブラザー製品が選択されていることを確認します。
別の製品が選択されている場合やプリンターが選択されていない場合は、［プリンタを選択］を

タップします。利用可能な製品の一覧が表示されたら、お使いのブラザー製品をタップします。

印刷枚数、両面印刷（お使いのブラザー製品が対応している場合）などを必要に応じ

て設定します。

［プリント］をタップします。

1

2

3

4

5

6

7
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OS X v10.7 以降で印刷する

印刷の手順は、アプリケーションによって異なります。以下では Safari で閲覧しているホームペー

ジの印刷手順を例にして説明しています。

ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。

お使いの Macintosh の Safari で印刷したいページを開きます。

［ファイル］を選択して、［プリント］をクリックします。

ブラザー製品が選択されていることを確認します。
別の製品が選択されている（またはプリンターが選択されていない）場合は、［プリンタ］のドロッ

プダウンリストをクリックし、お使いのブラザー製品または［近くのプリンタ］を選択します。

印刷枚数、両面印刷（お使いのブラザー製品が対応している場合）などを必要に応じ

て設定します。

［プリント］をクリックします。

印刷する前に、お使いのブラザー製品を Macintosh のプリンターリストに追加しておい

てください。その際、［ドライバ］のドロップダウンリストから「AirPrint Printer」を選

んでください。

1

2

3

4

5

6
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困ったときは

ここでは、ブラザー製品で AirPrint を使用するときに、発生する可能性があるトラブルの解決方法

を説明します。これを読んだ後でも問題を解決することができない場合は、弊社サポートサイト

（ブラザーソリューションセンター）（http://support.brother.co.jp/）をご覧ください。

トラブル対処方法

ウェブブラウザーを使ってAirPrintを無効または有効に
する

標準的なウェブブラウザーを使って、ブラザー製品の AirPrint を有効または無効にすることができ

ます。（お買い上げ時の設定は、有効になっています。）

ブラザー製品がコンピューターと同じネットワークに接続されていることを確認しま

す。

お使いのコンピューター上でウェブブラウザーを開きます。

ウェブブラウザーのアドレスバーに「http://xxx.xxx.xxx.xxx/」と入力します。

（「xxx.xxx.xxx.xxx」はお使いのブラザー製品の IP アドレスです。）
例：http://192.168.1.2/

こんなときは 対処のしかた　

お使いのブラザー製品がプリンターの一覧に表示

されない。

ブラザー製品の電源が入っていることを確認しま

す。

ネットワーク設定を確認します。（「ネットワーク

設定」 ）

無線 LAN アクセスポイント / ルーターまたはブラ

ザー製品の近くに携帯端末を移動します。

印刷できない。 ブラザー製品の電源が入っていることを確認しま

す。

ネットワーク設定を確認します。（「ネットワーク

設定」 ）

iOS 端末から複数のページを印刷しようとしたが、

最初のページしか印刷されない。

最新の iOS を搭載しているかを確認します。

AirPrint の詳細については、Apple のウェブサイ

ト（http://support.apple.com/kb/
HT4356?viewlocale=ja_JP）を参照してしてくだ

さい。

IP アドレスは、お使いのブラザー製品のネットワーク設定メニューで確認できます。確

認方法の詳細については、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター　

http://support.brother.co.jp/）から「ユーザーズガイド　ネットワーク編」をダウンロー

ドしてご覧ください。

P.5

P.5

1

2

3

http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ja_JP
http://support.brother.co.jp/
http://support.brother.co.jp/
http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ja_JP
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［AirPrint］をクリックします。

 AirPrint を無効にしたい場合は［無効］、有効にしたい場合は［有効］を選択します。

 ［OK］をクリックします。

 ブラザー製品を再起動します。

4

5

6

7
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