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ドライバー&ソフトウェア

CD-ROM
かんたん設置ガイド

（本書）
安全にお使い
いただくために

保証書 電源コード ドラムユニット & トナーカートリッジ
※工場出荷時にあらかじめ取り付けられています。

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
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。

ランプによる本製品の状態表示

警 告

本製品を梱包していたビニール袋などは、子供の手の届かないところに保管
してください。誤ってかぶると窒息の恐れがあります。

注 意

本製品を設置するときは、下記のスペースを確保してください。

100mm

100mm100mm
120mm

付属品を確認する

 ■本製品を引越などで移動させるときには、移動中の本製品の破損を防ぐため購入時に梱包されていた箱
や部品を使って再梱包してください。詳しくは、⇒ユーザーズガイド「本製品を再梱包するときは」を参照
してください。
 ■本製品とコンピューターをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めくだ
さい。
• USBケーブル
2.0m以下のUSBケーブルを推奨します。

Aプラグ
（お使いのコンピューターに
接続します）

Bプラグ
（本製品に接続します）

4 テストページを印刷する

裏面へ
引き続きドライバーとソフトウェアを
インストールしてください。

c. 本製品のウオーミングアップが終了すると、
Ready ランプの点滅が終わり、緑色の
ランプが点灯する

d. <Go>を押す
テストページが印刷されたことを確認してく
ださい。

一度コンピューターから印刷データを送ると、テスト
ページの印刷は利用できなくなります。

b. 電源スイッチをONにする

警 告

• 感電や火災防止のため、電源コード（日本国内でのみ使用可）は、必ず
付属のものを使用してください。
• 感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電源コンセントの保
護接地端子にアース線を確実に接続してください。

この時点では、まだUSBケーブルを接続しないでください。

a. 電源コードを本製品に接続し、電源プラグをコンセントに差し込む

点滅： 、  または                     ON:    or    or                      OFF:  

ランプ 電源OFF スリープ
／ディープ
スリープ状態

ウォーミングアップ中
冷却中※1

印刷可能
状態

データ受信中、
プリンターメモリに
印刷データあり※2

Toner

Drum

Error

Ready （淡く点灯）

ランプ まもなく
トナー交換※3

トナー交換※4 トナー停止 まもなく
ドラム交換※3

ドラム交換

Toner

Drum

Error

Ready

ユーザーズ
ガイド参照 4章 4章

ランプ カバーオープン
紙づまり※2

用紙切れ ドラムエラー※2 ドラム停止 サービス
エラー※2

Toner

Drum

Error

Ready

ユーザーズ
ガイド参照 5章 2章 5章 5章 5章

 ※1： 1秒間隔で点滅します。
※2： 0.5秒間隔で点滅します。
※3： 黄色のランプが2秒間点灯、3秒間消灯を繰り返します。
※4： 連続印刷設定をすると、トナーカートリッジ交換のランプが点灯しても、そのまま印刷し続けることが

できます。
 ＜Go＞を7回押すと、すべてのランプが2度点灯し、Readyランプが点灯します。（連続印刷設定に

なります。）

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を
負う可能性がある内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性
や物的損害の可能性がある内容を示しています。

本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明
しています。

本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。

＜ XXX ＞ 操作パネル上のボタンを表しています。（XXX はボタン名）

オンラインユーザー登録をお勧めします。
https://myportal.brother.co.jp/

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

2 梱包材を取り外す

f. トナーがカートリッジ内で均等に分散するように、
左右にゆっくりと5、6回振る

g. ドラムユニット＆トナーカートリッジを本製品に戻す

c. ドラムユニット&トナーカートリッジから輪ゴムを
取り外す

b. フロントカバーを開ける

d. 紙を引いて、保護部材を取り外す

e. ドラムユニット&トナーカートリッジを取り出す

この時点ではまだ電源コードを接続しないでください。

a. 本製品に貼られている青色のテープをはがし、乾燥剤を取り外す

乾燥剤を誤って食べないでください。
h. フロントカバーを閉じる

3 記録紙をセットする

①

 ●はがきは記録紙トレイに30枚までセットできます。
 ●A4(80g/m2の普通紙)で約250枚までセットできます。

e. 記録紙トレイを本製品に戻す

a. 記録紙トレイを本製品から完全に引き出す
b. 記録紙ガイドを使用する記録紙のサイズに合わせる

• レバー①をつまみながら使用する記録紙のサイズに
合わせます。

• 記録紙ガイドのつめがしっかりと溝にはまっていること
を確認してください。

c. 記録紙をよくさばく
d. 印刷面を下にして記録紙トレイに入れる
記録紙がトレイの中で平らになっていること、▼ ▼ ▼マーク
より下の位置にあることを確認してください。

 ■記録紙に折り目やしわがないか確認し、数回に分けて入れてください。一度にた
くさん入れると紙づまりや給紙ミスの原因になります。
 ■種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでください。
 ■記録紙ガイドが記録紙のサイズに正しくセットされていることを確認してくださ
い。正しくセットされていないと印刷時にトレイ内で記録紙がずれ、故障の原因に
なります。
 ■記録紙トレイの内部にラベルなどを貼らないでください。紙づまりや給紙ミスの原
因になります。

はじめにお読みください

本書の表記

https://myportal.brother.co.jp/


5インストールする前に

インストールする前に

ドライバーとソフトウェアをインストールする

ドライバーとソフトウェアをインストールする

プリンター設定一覧の印刷 消耗品について
本製品の設定値のリストは、次の手順で印刷します。

a. 本製品の電源スイッチをOFFにする
b. フロントカバーが閉じていること、電源コードが
差し込まれていることを確認する

c. 本製品の電源スイッチをONにし、印刷可能状態
になるまで待つ

d. ＜Go＞を2秒以内に3回押す
プリンター設定一覧が印刷されます。

消耗品の交換が必要になると、エラーの状態を操作パネルのランプによって示します。「ランプによるプリンターの
状態表示」を参照してください。消耗品の詳細については、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）
（http://solutions.brother.co.jp/）を参照してください。または、お買い上げの販売店にお問い合わせくだ
さい。

トナーカートリッジ ドラムユニット

型番 TN-11J（HL-2130）、
TN-27J（HL-2240D） 型番 DR-22J

印刷可能枚数 ： 約1,000枚（HL-2130）※1、2
約2,600枚（HL-2240D）※1、2 印刷可能枚数 ： 約12,000枚※2、3

本製品に付属のトナーカートリッジは約700枚※1印刷ができます。
※1 印刷可能枚数はJIS X 6931（ISO/IEC 19752）*規格に基づく公表値を満たしています。

* JIS X 6931（ISO/IEC 19752）とはモノクロ電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するた
めの試験方法を定めた規格です。

※2 使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容などによって異なります。
※3 A4を1回に1ページ印刷した場合

 ●消耗品の寿命は、実際の印刷方法や内容、使用環境により異なります。
 ●トナーの寿命は、使用可能なトナーがなくなった場合やトナーが劣化した場合で検知され、どちらかに該当するとトナーの寿命と
なります。

消耗品のご注文は携帯電話からもできます。
http://direct.brother.co.jp

a. 本製品の電源スイッチをOFFにする b. コンピューターの電源を入れて、付属のドライバー
&ソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブに
セットする

アドミニストレーター（Administrator）権限でログ
オンします。
メイン画面が表示されます。

 ●画面が表示されないときは［マイコンピュータ］からCD-
ROMドライブをダブルクリックし、［Start.exe］をダブルク
リックして画面を表示させてください。
 ●最新のドライバーはサポートサイト（ブラザーソリューション
センター）からダウンロードできます。
（http://solutions.brother.co.jp/）
 ただし、ダウンロードしたドライバーには付属のドライバー&
ソフトウェアCD-ROM内にあるソフトウェアは含まれませ
ん。ソフトウェアをご使用になるには付属のドライバー&
ソフトウェアCD-ROMが必要です。

c. モデル名をクリックする
d. ［プリンタードライバーのインストール］を
クリックする

使用許諾契約などの画面が表示されたときは、
［はい］を押して進んでください。

 ●Windows Vista®/Windows® 7で「ユーザーアカウント
制御」画面が表示されたときは、［許可］または［はい］を選
択します。
 ●［ユーザーズガイド］をクリックすると、CD-ROMに収録さ
れている各ユーザーズガイド（PDF形式）を見ることができ
ます。

e. 表示される画面に従って操作すると、ケーブル接続
画面が表示される

f. 本製品とコンピューターをUSBケーブルで接続す
る

• コンピューターにUSBケーブルを接続します。

• 本製品にUSBケーブルを接続します。

g. 本製品の電源スイッチをONにして、表示される画
面に従い操作する

• 電源スイッチをONにすると、インストールが継続
されます。

• インストール画面が表示されるまでに数秒かかり
ます。

 ●自動的にインストールが再開されます。その間、ウィンドウ
が何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらく
お待ちください。
 ●「XML Paper Specification プリンタードライバー」の
ご案内

 XML Paper Specificationプリンタードライバーは、XML 
Paper Specification文書をプリントするのに適した
Windows Vista®、Windows® 7専用のプリンタードラ
イバーです。

 サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）から
ダウンロードできます。

 （http://solutions.brother.co.jp/）

 インストールが完了しました。

a. 本製品とMacintoshをUSBケーブルで接続する

USBケーブルは、キーボードのUSBポートや電源供給
なしのUSBハブ経由で接続しないでください。本製品と
MacintoshをUSBケーブルで直接接続してください。

b. 本製品の電源スイッチを ON にし、Macintoshの
電源を入れる

c. 付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMを
CD-ROMドライブにセットする

最新のドライバーはサポートサイト（ブラザーソリューションセ
ンター）からダウンロードできます。
（http://solutions.brother.co.jp/）
ただし、ダウンロードしたドライバーには付属のドライバー&
ソフトウェアCD-ROM内にあるソフトウェアは含まれません。
ソフトウェアをご使用になるには付属のドライバー&ソフト
ウェアCD-ROMが必要です。

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。

［ユーザーズガイド］をダブルクリックすると、CD-ROMに収録
されている各ユーザーズガイド（PDF形式）を見ることができ
ます。

e. 下記の画面が表示されたら本製品を選び
［OK］をクリックする

f. 確認画面が表示されたら［次へ］をクリックし、
画面に従い操作する

 インストールが完了しました。

起動しているアプリケーションがある場合
は、すべて終了してからインストールを始め
てください。

画面は、使用しているOSにより異なります。

起動しているアプリケーションがある場合
は、すべて終了してからインストールを始め
てください。

Mac OS 10.4.0～10.4.10をお使いの
方は、Mac OS 10.4.11～10.6.xにアップ
グレードしてください。

Windows®の場合

Mac OS Xの場合

5

困ったときは 本製品の動作がおかしいとき、故障かな？と思ったときなどは、以下の手順で
原因をお調べください。

1 ユーザーズガイド 5章「困ったときには」で調べる
※ 各ユーザーズガイド（PDF形式）は、付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMに収録されています。

2 サポート  ブラザー
ブラザーのサポートサイト
にアクセスして、最新の情報を調べる
http://solutions.brother.co.jp/

http://solutions.brother.co.jp/
http://solutions.brother.co.jp/
http://solutions.brother.co.jp/
http://solutions.brother.co.jp/
http://solutions.brother.co.jp/
http://direct.brother.co.jp

