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このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にあがとうございます。

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。

本書は DCP-390CN、DCP-595CN を対象としています。お使いの製品の型番は操作パネル上

に表記していますので、ご確認ください。

本書では本製品や操作パネルの説明に、DCP-390CN のイラストを使用しています。

裏面へ

かんたん設置ガイド－基本編－
DCP-390CN
DCP-595CN

インクカートリッジを取り付ける

3 e インクカートリッジの緑色のつまみ 11 を右に最後まで
回して封印を開放し、黄色いキャップ 22を引き抜く

4
印刷テストをする

d インク挿入口にセットされてい
る緑色の保護部材 11 を取り出す

日付と時刻を設定する［時計セット］

5

付属品の確認と保護部材の取り外し

1 a 付属品を確認する
不備な点がございましたら、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口（ブラザーコールセンター）」にご連絡ください。

本体 初期インクカートリッジ（4 個）※ USB ケーブル A4 記録紙（普通紙）

L 判記録紙（光沢紙）
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CD-ROM

※ お買い上げ後はじめてインクカートリッジを取り付けるときは、必ず初期インクカートリッジをご使用ください。

a 記録紙トレイを引き出す

b トレイカバー 11 を開く

用紙をセットする

c 幅のガイド 11 と長
さのガイド 22 の△
の目印 33 を、記録
紙のサイズの目
盛りに合わせる
幅のガイドは両手で
動かしてください。

e 幅のガイドを、記録紙にぴったりと合わせる

g インクカートリッジを「カチッ」と音がするまで確実に
押し込む

注意

USB ケーブルは、まだ接続しないで
ください。

a 電源プラグをコンセン
トに差し込む

b 画面の表示を確認する
画面には【カートリッジが
ありません】と表示されて
います。

注意

本製品をネットワークに接続する LAN ■
ケーブルは同梱されておりません。LAN
環境でお使いになる場合は、カテゴリ 5
（100 BASE-TX 用）のストレートケーブ
ルをお買い求めください。

2b 本製品から梱包材、保護部材、テープ、
フィルムをすべて取り除く

d 印刷したい面を下にして、記録紙の上端から先にセットする
記録紙の先端がコツンと
当たるところまでセット
します。強く押し込まな
いでください。用紙先端
が傷ついたり、装置内に
入り込んでしまうことが
あります。

f トレイカバーを閉じる

g 記録紙トレイを本体に戻して、記録紙ストッパーを引き出し 11 、
フラップを開く 22

f インクカートリッジを取り付ける
リリースレバーの色 11 と、インクカート
リッジの色 22 を合わせてください。

h インクカバーを閉じる

自動的に約 4 分間、プリン

トヘッドのクリーニングが

行われます。

【カートリッジがありませ

ん】と表示された場合は、

インクカートリッジが正し

くセットされていません。

手順fまたはgに戻り、

インクカートリッジをセッ

トし直してください。

⇒手順 4へ進む

注意

保護部材は捨てないでください。本製 ■
品を輸送するときに必要です。

 クリーニングを繰り返しても印刷品質が悪い場合は、3 ～ 5 時間放置したあとで、再度「印刷品
質チェックシート」を印刷してみてください。

 インクカートリッジをしっかり取り付けずに印刷テストをしてしまった場合、5 回以上クリー
ニングを行わないと印刷品質が正常にならないことがあります。

現在の日付と時刻を合わせます。
（画面には、日時は表示されません。）

a を押し、 で【初期設定】を選び、
を押す

b で【時計セット】を選び、 を押す

c で西暦の下 2 桁を入力し、 を押す

d で月を 2 桁で入力し、 を押す

e で日付を 2 桁で入力し、 を押す

f で時間を 24 時間制で入力し、 を押す

 日付や時刻を間違って入力したときは、 を押す
と、入力し直すことができます。

g を押す

設定が終わり、待ち受け画面が表示されます。

セットしたカートリッジの色
のリリースレバーが上がって
いるか確認します。

c インクカバー 11 を開く
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はじめにお読みください



USB 接続（Windows® の場合）

USB 接続（Macintosh の場合）

Innobella
innobella（イノベラ）は、ブラザーの純正消耗品の新シリーズです。イノベラの名前は、イノベーション（innovation.「革新的」）とベラ（Bella・イタリア語で「美
しい」）の2つの言葉に由来しています。革新的なプリント技術により美しく鮮やかな高品質のプリントを実現します。写真の印刷には「イノベラ写真光沢紙」
をお勧めします。イノベラインクとあわせてお使い頂ければ、鮮やかでキメの細かい発色、つややかな仕上がりの超高画質の写真プリントを実現します。
また、安定した印刷品質の維持のためにも、イノベラインク・イノベラ写真光沢紙、およびブラザー純正の専用紙のご使用をお勧めします。

a 本製品と Macintosh を
USB ケーブルで接続する

(1) 両手で本体カバーを開いて、
本体カバーサポートでしっ
かり固定される位置まで持
ち上げる

(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、
Macintosh に USB ケーブルを接続する

カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならな
いようにします。

(2) 「USB」と書かれた USB ケー
ブル接続端子に USB ケーブル
を接続する
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(4) 本体カバーを閉じる

ドライバをインストールする

d 「Start Here OSX」をダブル
クリックする
画面の指示に従って、インストールを
進めてください。

⇒ DCP-390CN は、手順 f へ

⇒ DCP-595CN は、手順 e へ

f インストールが終わって
Macintosh の再起動を
促す画面が表示されたら、
Macintoshを再起動する
再起動が終わるまで、しばらくお待
ちください。

 再起動後、本製品を自動的に検索しま
す。しばらくお待ちください。

g 本製品を選んで、［OK］をク
リックする

h 以下の画面が表示されたら、
［OK］をクリックする

a 「Presto! PageManager」
をダブルクリックする
画面の指示に従って、インストールを
進めてください。

Presto! PageManager について

Presto! PageManager をインストールすると
ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキャ
ンした文書や画像を管理したり、加工すること
ができます。

オンラインユーザー登録のご案内（ブラザーマイポータルのご案内）

オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドライバやファームウェアの
情報、また各種サポートやキャンペーン情報などを、いちはやくメールでお知らせ
します。
（https://myportal.brother.co.jp/）

ソフトウェアのインストールは終了しました。
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Presto! PageManager をインストールする

接続方法を選択する

ドライバと Presto! PageManager をインストールする

a パソコンの電源を入れる
Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional 
x64 Edition/Windows Vista® を使用している場合
は、「アドミニストレータ（Administrator）権限」
または「管理者権限」でログインします。

b 付属の CD-ROM をパソコンの CD-
ROM ドライブにセットする

 画面が表示されないときは、「マイコンピュー
タ（コンピュータ）」から CD-ROM ドライブ
をダブルクリックし、「start.exe」をダブルク
リックしてください。

c 「インストール」をクリックする

d Presto! PageManager の使用
許諾契約の内容を確認して、［は
い］をクリックする

e 使用許諾契約の内容を確認し、
［はい］をクリックする

f 「USB ケーブル」を選び、［次へ］
をクリックする

g パソコンにケーブル接続の画面が
表示されたら、本製品とパソコン
を USB ケーブルで接続する

(1) 両手で本体カバーを開いて、本
体カバーサポートでしっかり固
定される位置まで持ち上げる

(2) 「USB」と書かれた USB ケーブル接
続端子に USB ケーブルを接続する

(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、パソコンに USB ケーブルを接続する

カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないようにします。

インストールが自動的に開始されます。

インストール中に、ウィンドウが何度も

開く場合がありますが、ユーザー登録画

面が表示されるまで、しばらくお待ちく

ださい。

h ユーザー登録をする
ユーザー登録をする場合は［本
ブラザー製品のオンライン登
録］をクリックして、ユーザー
登録を行います。

あとでユーザー登録をする場
合はこのまま手順 i に進み

ます。

i ［次へ］をクリックする

j ［完了］をクリックする

パソコンが再起動します。

Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional 
x64 Edition/Windows Vista® を使用している場合

は、「アドミニストレータ（Administrator）権限」

または「管理者権限」でログインしてください。

注意

以下の画面が表示されたときは、［OK］をクリッ ■
クし、Windows® をアップデートしてください。
パソコンを再起動すると、インストールは自動的
に再開されます。

Windows Vista ■ ® をお使いの場合、以下の画
面が表示されたときは、［許可］をクリック
してください。

注意

パソコンと本製品は USB ■
ケーブルで直接接続してくだ
さい。パソコン本体以外の
USB ポートや USB ハブなど
を経由して接続しないでくだ
さい。

(4) 本体カバーを閉じる

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除
し 11 、本体カバーサポートをゆっくり押
して 22 、本体カバーを閉じます 33 。

k ファームウェアの更新に関する設定をする
以下の画面が表示されたら、内容を確認して、ファームウェア更新機能の設定
を行ってください。

インストールが完了しました。

 インストールの際にエラーメッセージ
が表示されたときは、「インストール
診断ツール」を使って、正しくインス
トールできたか確認してください。「イ
ンストール診断ツール」は、スタート
メニューから、［すべてのプログラム
（プログラム）］－［Brother］－［DCP-
XXXX*］－［インストール診断ツール］
を選ぶと起動します。

 *「XXXX」はモデルの型式名です。

パソコンと接続する前にお読みください
注意

インストールをする前に、手順 ■ 5
までが終わっていることをご確
認ください。
Windows ■ ® の場合、市販のセキュ
リティソフトをお使いのときは、
インストールが正常に行われない
可能性があります。インストール
する前に、セキュリティソフトを
一時的に停止させておくことをお
勧めします。

メモリーカードまたは USB ■
フラッシュメモリーが本製品
に差し込まれていないことを
ご確認ください。
起動しているアプリケーショ ■
ンがある場合は、終了させて
からインストールを始めてく
ださい。

本製品に USB ケーブルと LAN ■
ケーブルを同時につないでご使
用になりたい場合は、手順に従っ
て両方のインストールを行って
ください。このとき、LAN ケー
ブルと USB ケーブルをまとめ
て積み上げ、本体内部の溝にお
さめてください。（コア付きの
USB ケーブルはご使用になれま
せん。）

b Macintosh の電源
を入れる
Macintosh の管理者権限
を持っているユーザーで
ログインしてください。

c 付属の CD-ROM を
Macintosh の CD-
ROM ドライブに
セットする

BookScan&Whiteboard Suite は、以下
の 2 つの機能を持った Reallusion, Inc
のソフトウェアです。
• スキャン画像の補正
 スキャンした本の画像の影や傾きを

自動補正します。
• ホワイトボードの画像化
 デジタルカメラで撮影されたホワイ

トボードの画像を自動補正します。
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FaceFilter Studio をインストールする

注意

管理者権限を持っているユーザーでログインしてください。 ■
FaceFilter Studio をはじめて起動する前に、以下のことを確認してください。 ■
・ ドライバやソフトウェアのインストールが完了していること。
・ 本製品の電源が入っていること。
・ 本製品とパソコンが接続されていること。
Windows Server ■ ® 2003/2003 x64 Edition/2008 を使用している場合は、
FaceFilter Studio はご利用になれません。

FaceFilter Studio は、簡単に写真
をふちなし印刷できるReallusion, 
Inc のソフトウェアです。赤目を
修正したり、明るさを自動調整す
ることができます。

BookScan&Whiteboard Suite をインストールする

注意

管理者権限を持っているユーザーでログインしてください。 ■
このソフトウェアは、インストールの際にインターネットへの接続が必要です。 ■
本製品の電源を入れ、パソコンに接続した状態でインストールを行って ■
ください。また、パソコンがインターネットに接続できることを確認し
てください。
Windows Server ■ ® 2003/2003 x64 Edition/2008 を使用している場合は、
BookScan&Whiteboard Suite はご利用になれません。

b 「トップメニュー」画面の［その他ソフトウェア］を
クリックする

c ［BookScan&Whiteboard Suite］をクリック
する
画面の指示に従って、インストールを進めてください。

6 本製品をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、
ドライバや付属のソフトウェアなどをインストールする必要があります。まず
接続方法を選択してください。また、ソフトウェアをインストールする前に、
CD-ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境（⇒ユーザーズガイド 
基本編「付録」－「使用環境」）を確認してください。

USB
ケーブルで
接続する
場合

ネットワークに接続してご使用になるときは、別冊の

「かんたん設置ガイド ネットワーク編」をご覧ください。

注意

ここではまだUSBケーブルは接続しないで ■
ください。

e 「USB ケーブル」を選び、［次へ］
をクリックする
※  DCP-390CN は、この手順は不要です。

本体カバーを少し持
ち上げて固定を解除

し 11 、本体カバーサ
ポートをゆっくり押

して 22 、本体カバー
を閉じます 33 。

a 「マイコンピュータ（コンピュータ）」から
CD-ROM ドライブをダブルクリックする

 画面が表示されないときは、CD-ROM ドライブをダブ
ルクリックしたあと、「start.exe」をダブルクリックし
てください。

a 「マイコンピュータ（コンピュータ）」から
CD-ROM ドライブをダブルクリックする

 画面が表示されないときは、CD-ROM ドライブをダブルク
リックしたあと、「start.exe」をダブルクリックしてください。

b 「トップメニュー」画面の［その他ソフトウェア］
をクリックする

c ［FaceFilter Studio］をクリックする
画面の指示に従って、インストールを進めてください。

FaceFilter Studio の使いかたについて

FaceFilter Studio を使ってふちなし印刷などをする方法について
は、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。
⇒画面で見るマニュアル「プリンタ」－「プリンタ（Windows®）」
－「FaceFilter Studio で写真をプリントする」

 FaceFilter Studio がうまくインストールできないときは、一度アン
インストールをしてから、再度インストールし直してください。

LAN ケーブルで
接続する場合
ルータ・ハブなどに本製品

を有線でつなぎます。

無線 LAN で接続する場合
（DCP-595CN のみ）

無線 LAN アクセスポイントに

本製品を無線でつなぎます。

手順 7へ

 最新ドライバがサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）
（http://solutions.brother.co.jp/）からダウンロードできます。ただし、サポートサ
イト上のドライバに付属のソフトウェアは含まれません。付属のソフトウェアは
CD-ROM からインストールしてください。CD-ROM ドライブ搭載（外付け可）
のパソコンをお持ちでない場合は、付属のソフトウェアをご利用いただけません。
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http://solutions.brother.co.jp/
https://myportal.brother.co.jp/

