かんたん設置ガイド

設置・接続

HL-S7000DN

このたびはブラザー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。弊社では、信頼性の高い
製品を提供するために、設計と製造に日々取り組んでおります。
本製品をお使いいただく前に、
「安全にお使いいただくために」をお読みいただき、正しい設定とインストール
の手順については、本書「かんたん設置ガイド」をお読みください。
日本語以外の言語で本書「かんたん設置ガイド」を見るには、http://solutions.brother.com/ をご覧ください。

1

警告

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。

注意

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がある内容を
示しています。

重要

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

メモ

知っていると便利なことや、補足を記載しています。

本製品を開梱して、付属品を確認する

 同梱されている付属品は、国によって異なる場合があります。

インストール CD-ROM
1

インクカートリッジ
約 10000 枚 1

かんたん設置ガイド

電源コード

安全にお使いいただくために

カートリッジのおおよその印刷可能枚数は、ISO/IEC19752 に定めるモノクロパターンを用いて、ISO/IEC24711 に基づく測定方法で
連続印刷により算出した公表値です。

JPN Version 0

1

警告
本製品の梱包にはビニール袋が使われております。ビニール袋はおもちゃではありません。誤ってかぶると
窒息の恐れがありますので、子供の手の届かないところに保管してください。

注意
• 本製品の重量は、40kg 以上あります。安全のため、本製品を持ち運ぶ際は、必ず 2 人以上で前面と背面か
らお持ちください。持ち運ぶときには、ストッパーに注意してください。

• 怪我や故障の原因になるため、オプション製品（増設記録紙トレイ / 排紙トレイ / スタビライザー）を取り
付けたまま、本製品を持ち運ばないでください。

メモ
• 下図のように、本製品のまわりには、最低限のスペースを確保してください。
250 mm

150 mm

330 mm

• 本製品を輸送するときのために、お買い上げ時の梱包材を保管しておいてください。
• インターフェイスケーブルは同梱されておりません。お使いになるインターフェイス（USB またはネッ
トワーク）に適した、インターフェイスケーブルをお買い求めください。
 USB ケーブル
長さ 2.0 ｍ 以下の USB 2.0 ケーブル（タイプ A / B）をお使いください。
 ネットワークケーブル
10BASE-T、100BASE-TX ファーストイーサネット ネットワークまたは 1000BASE-T ギガビットイーサ
ネット ネットワーク用の、ストレートスルーカテゴリー 5 以上のツイストペアケーブルをお使いくださ
い。本製品を、ギガビットイーサネットのネットワークに接続するときは、ストレートスルーカテゴリー
5e 以上のツイストペアケーブルと 1000BASE-T に準拠したネットワーク機器をお使いください。

a
b

2

本製品を梱包している保護テープや包装フィルムを取り外します。
すべての付属品が揃っていることを確認します。

a

2

記録紙トレイに用紙をセッ
トする

記録紙トレイをゆっくり引き出します。トレ
イの前面を少し持ち上げながら引き出します。

メモ
リーガルサイズをセットする場合は、リリース
ボタン a を押し、記録紙トレイの後部を引き出
します。
（リーガルサイズは、一部の地域ではご利用でき
ません。）

1

b

緑色の記録紙ガイドリリースレバー a を押し
ながら、使用したい記録紙サイズの目盛りに
合わせて記録紙ガイドをスライドさせます。
記録紙ガイドがしっかりと溝に入っているこ
とを確認します。
1

1

c
d

紙詰まりや給紙されないなどのトラブルを防
ぐため、記録紙をさばきます。
記録紙トレイに記録紙を入れて、以下を確認
します。
 記録紙が、最大記録紙マーク（bbb）a より
下の位置にあること。
記録紙の入れ過ぎは、紙詰まりの原因とな
ります。
 印刷面を下向きにしてセットすること。
 記録紙の外側が、最大記録紙マーク
（bbb）a が入ったほうの記録紙ガイドに接
していること。
1

3

e

4

記録紙トレイを元の位置に戻します。記録紙
トレイが、本製品にしっかりセットされてい
ることを確認します。

インクカートリッジを取り
付ける

メモ
• リーガルサイズの場合は、排紙ストッパーの
位置を必ず変更してください。位置を変更す
るには、排紙ストッパーの下部にあるリリー
スボタン a を押し、排紙ストッパーを取り外
します。下図のように、カバーを奥にずらし
ます。取り外した排紙ストッパーをカバーを
移動したあとに取り付けます。

注意
• 誤ってインクが目に入ってしまったときは、す
ぐに水で洗い流し、もし、炎症などの症状があ
らわれた場合は、医師にご相談ください。
• インクが皮膚や服に付いたときは、すぐに石け
んや洗剤で洗い流してください。

メモ
本製品を初めて使用する場合は、必ず付属のイ
ンクカートリッジをお使いください。

a
b

電源がオンになっていることを確認します。
画面に［カートリッジがありません］と表示
されます。
インクカートリッジカバー a を開きます。
1

• 排紙ストッパーがお買い上げ時の位置にある
ときは、本製品の状態に応じて点灯します。
リーガルサイズの位置にあるときは点灯しま
せん。詳しくは、ユーザーズガイドの LED 表
示をご覧ください。

メモ
使用できる記録紙について詳しくは、ユーザー
ズガイドの推奨記録紙と印刷用紙をご覧くださ
い。

3

本製品の電源を入れる

重要
インターフェイスケーブルは、まだ接
続しないでください。

a

4

電源コードを本製品へ接続してから、コンセ
ントに差し込みます。

c
d

インクカートリッジを開封します。
本製品にインクカートリッジをしっかりと取
り付けます。

e

インクカートリッジカバーを閉じます。

a

5

印刷品質を確認する

準備作業が終わると、テストページが印刷さ
れます。
テストページの印刷品質を確認してください。

b

印刷品質に問題がない場合は、品質の確認を
終了して、1（
［はい］）を押し、手順 6 に進み
ます。
印刷品質に問題がある場合は、2（
［いいえ］
）
を押します。本製品のクリーニングが始まり、
再びテストページが印刷されます。

メモ
本製品は、インクの充填準備を開始します。こ
の動作には、約 15 分かかります。本製品の電源
を切らないでください。

メモ
エラーメッセージが表示された場合は、画面の
指示に従ってください。

重要
• インクカートリッジを交換する必要がないと
きは、取り出さないでください。
• インクカートリッジの取り付け、取り外しを
繰り返さないでください。インクカートリッ
ジからインクが漏れることがあります。
• 使用開始したインクカートリッジは、6ヶ月
以内に使い切ってください。未開封の場合で
も、インクカートリッジのパッケージに記載
された有効期限以内にお使いください。
• インクが漏れる原因になるため、インクカー
トリッジを分解または改造しないでください。
• 付属のインクカートリッジに、インクを補充
して使用しないでください。また交換用のイ
ンクカートリッジは、ブラザー純正品を続け
てご使用ください。純正品以外のインクカー
トリッジを使用すると、本製品に損傷を与え
たり印刷品質が低下する場合があります。さ
らに、プリンターが途中で停止したり誤った
ステータスメッセージが表示されるなど、誤
動作を引き起こす可能性があります。純正品
以外のインクカートリッジの使用によって引
き起こされたあらゆる問題については、保証
の対象とはなりません。不必要な出費を抑え、
最良の製品性能を得るために、ブラザー純正
品の使用をお勧めします。

a
b

6

表示言語を設定する

Menu を押します。
a または b を押し、
［基本設定］を選びます。
OK を押します。

c
d

OK を押し、［表示言語］を選びます。
a または b を押し、表示したい言語を選びま
す。
OK を押します。

5

7

タイムゾーンを設定する

現在の日付と時刻を設定すると、本体のプリント
ヘッドが適切な時期にクリーニングをおこない、最
適な印刷品質を維持します。

タイムゾーン（サマータイムではなく、標準時）を
設定します。日本のタイムゾーンは UTC+09:00 で
す。

a
b

a
b

Menu を押します。
a または b を押し、［基本設定］を選びます。
OK を押します。

c

a または b を押し、［時計セット］を選びま
す。
OK を押します。

d

a または b を押し、［時計セット］を選びま
す。
OK を押します。

e

数字キーで西暦の下 2 桁を入力し、OK を押し
ます。

時計セット
XXXX/XX/XX XX：XX
年 :2013
入力 ＆ OK ボタン
（例：2013 の場合は、13 を入力する。）

f
g
h

6

8

日付と時刻を設定する

数字キーで月を2桁で入力し、OKを押します。
数字キーで日を2桁で入力し、OKを押します。
数字キーで時刻を入力し、OK を押します。

c
d
e

Menu を押します。
a または b を押し、
［基本設定］を選びます。
OK を押します。
a または b を押し、
［時計セット］を選びま
す。
OK を押します。
a または b を押し、
［タイム ゾーン］を選びま
す。
OK を押します。
a または b を押し、タイムゾーンを設定しま
す。
OK を押します。

次に進む
プリンタードライバーをインストールするに
は、次のページに進みます。

9

接続方法を選択する

Windows® XP Home/XP Professional/XP Professional x64 Edition、Windows Vista®、Windows® 7、Windows
Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2、Mac OS X（10.5.8、10.6.x、10.7.x バージョン）での接続方法
を説明しています。

メモ
製品サポートおよび最新ドライバーのアップデートやユーティリティーソフトウェア、よくあるご質問
（Q&A）
、技術的な質問に対する回答は、http://solutions.brother.co.jp/ をご覧ください。

Windows®：8 ページへ
Macintosh：10 ページへ

Windows® Macintosh
USB

USB ケーブルで接続する場合

Macintosh

有線 LAN

Windows®：11 ページへ
Macintosh：15 ページへ

Windows®

有線 LAN で接続する場合

無線 LAN で接続する場合
無線 LAN

Windows® および Macintosh
：17 ページへ

7

USB

Windows®

USB ケーブルで接続する場合

10

a

インストールする前に

パソコンの電源を入れて、管理者権限でログ
インします。

11

a

重要
起動中のプログラムがある場合は、それらを終
了してください。

メモ
お使いの OS によって画面が異なる場合があり
ます。

b

プリンタードライバーを
インストールする

付属のインストール CD-ROM を、CD-ROM ド
ライブにセットします。

メモ
自動的に画面が表示されない場合は、コン
ピューター（マイ コンピュータ）から CD-ROM
アイコンをダブルクリックして、start.exe をダ
ブルクリックしてください。

b

プリンタードライバーのインストールをク
リックし、使用許諾契約の内容を確認して、
はいをクリックします。

本製品の電源をオフにして、USB ケーブルが
本製品に接続されていないことを確認します。
すでに接続している場合は、取り外してくだ
さい。

メモ
Windows Vista®、Windows® 7 をお使いの場合
は、ユーザーアカウント制御画面が表示された
ら、許可またははいをクリックしてください。

c

USB ケーブルを選び、次へをクリックしま
す。

メモ
PS ドライバー（BR-Script3 プリンタードライ
バー）をインストールする場合は、カスタムを
選び、画面の指示に従ってください。

8

USB
d

この画面が表示されるまで、画面の指示に
従ってください。

Windows®
i

ソフトウェア更新設定画面が表示されたら、
希望のソフトウェア更新の設定を選び、OK
をクリックします。

完了
e

メモ
USB ケーブルを、
マークが付いている本
製品の USB ポートに接続してから、パソコ
ンに接続します。

本製品の電源をオンにします。
自動的にインストールが始まります。画面の
指示に従ってください。

XML Paper Specification プリンタードライバー
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/

Windows® Macintosh
USB

f

インストールはこれで完了
です。

重要
インストール中は、表示されている画面を閉じ
ないでください。すべての画面が表示されるま
で、しばらくかかる場合があります。

g
h

オンラインユーザー登録画面が表示されたら、
ユーザー登録画面の指示に従ってください。
登録が完了したら、次へをクリックします。
セットアップの完了画面が表示されたら、
セットアップの完了後に開始したい項目の
チェックボックスにチェックを入れ、完了を
クリックします。

メモ
セキュリティー設定によっては、本製品やその
ソフトウェアをご使用になるときに、セキュリ
ティーの許可を促す画面が表示される場合があ
ります。この場合は許可をしてください。

9

USB

Macintosh

USB ケーブルで接続する場合

10

a

インストールする前に

本製品が電源に接続されていることを確認し
て、Macintosh の電源を入れます。管理者権
限でログインしてください。

11

a
b

メモ

プリンタードライバーを
インストールする

付属のインストール CD-ROM を、CD-ROM ド
ライブにセットします。
Start Here OSX アイコンをダブルクリックし
ます。

• Mac OS X 10.5.7 以下をお使いの場合は、
Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x にアップグレードし
てください。（使用している Mac OS X の最
新ドライバーおよび情報については、
http://solutions.brother.co.jp/ をご覧くださ
い。
）
• PS ドライバー（BR-Script3 プリンタードラ
イバー）をセットアップする場合は、サポー
トサイト（ブラザーソリューションセンター）
http://solutions.brother.co.jp/ からダウンロー
ドしてください。

b

USB ケーブルを、
マークが付いている本
製品の USB ポートに接続してから、
Macintosh に接続します。

c

メモ
インストールが完了するまで、しばらくかかる
場合があります。

d

e
c

USB ケーブルを選び、次へをクリックしま
す。画面の指示に従ってください。

本製品を一覧から選び、OK をクリックしま
す。

この画面が表示されたら、次へをクリックし
ます。

本製品の電源スイッチをオンにします。

メモ
サービスとサポート画面が表示されたら、画面
の指示に従ってください。

完了

10

インストールはこれで完了
です。

Windows®

有線 LAN
有線 LAN ケーブルで接続する場合
（ピアツーピア ネットワークプリンターを使う場合）

10
TCP/IP

インストールする前に

メモ
本製品をネットワークに接続する場合は、イン
ストールする前にシステム管理者にお問い合わ
せいただくことをおすすめします。

d

a

メモ
自動的に画面が表示されない場合は、コン
ピューター（マイ コンピュータ）から CD-ROM
アイコンをダブルクリックして、start.exe をダ
ブルクリックしてください。

b

プリンタードライバーのインストールをク
リックし、使用許諾契約の内容を確認して、
はいをクリックします。

マークが付いている LAN ポートから保護
キャップを取り外します。

メモ
Windows Vista®、Windows® 7 をお使いの場合
は、ユーザーアカウント制御画面が表示された
ら、許可またははいをクリックしてください。

11

Macintosh

お使いの OS によって画面が異なる場合があり
ます。

付属のインストール CD-ROM を、CD-ROM ド
ライブにセットします。

Windows®

メモ

プリンタードライバーを
インストールする

有線 LAN

起動中のプログラムがある場合は、それらを終
了してください。

本製品の電源スイッチをオンにします。

11

パソコンの電源を入れて、管理者権限でログ
インします。

重要

b

LAN ポートに LAN ケーブルを接続し、ハブの
空いているポートに接続します。

TCP/IP

a ルーター
b 本製品

a

c

Windows®

有線 LAN
c

有線 LAN 接続（イーサネット）を選び、次へ
をクリックします。

g

メモ

セットアップの完了画面が表示されたら、
セットアップの完了後に開始したい項目の
チェックボックスにチェックを入れ、完了を
クリックします。

PS ドライバー（BR-Script3 プリンタードライ
バー）をインストールする場合は、カスタムを
選び、画面の指示に従ってください。

d

Brother ピアツーピア ネットワークプリン
ターを選び、次へをクリックします。

メモ
ファイアウォールの画面が表示された場合は、
設定を選択し、次へをクリックします。

e

自動的にインストールが始まります。画面の
指示に従ってください。

重要
インストール中は、表示されている画面を閉じ
ないでください。すべての画面が表示されるま
で、しばらくかかる場合があります。

メモ
セキュリティー設定によっては、本製品やその
ソフトウェアをご使用になるときに、セキュリ
ティーの許可を促す画面が表示される場合があ
ります。この場合は許可をしてください。

h

ソフトウェア更新設定画面が表示されたら、
希望のソフトウェア更新の設定を選び、OK
をクリックします。

完了

インストールはこれで完了
です。

メモ
• 製品の選択画面が表示された場合は、本製品
を一覧から選び、次へをクリックします。
• ネットワーク上に、同じモデルが複数接続さ
れている場合は、本製品を識別するために、
IP アドレスとノード名が表示されます。
• プリンター設定一覧を印刷して、本製品の IP
アドレスとノード名を確認できます。詳しく
は、32 ページの「プリンター設定一覧を印刷
する」をご覧ください。

f

12

オンラインユーザー登録画面が表示されたら、
画面の指示に従ってください。登録が完了し
たら、次へをクリックします。

メモ
XML Paper Specification プリンタードライバー
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/

Windows®

有線 LAN
有線 LAN ケーブルで接続する場合
（ネットワーク共有プリンターを使う場合）

10

インストールする前に

11

a

プリンタードライバーを
インストールする

付属のインストール CD-ROM を、CD-ROM ド
ライブにセットします。

メモ
TCP/IP

自動的に画面が表示されない場合は、コン
ピューター（マイ コンピュータ）から CD-ROM
アイコンをダブルクリックして、start.exe をダ
ブルクリックしてください。

b
a
b
c
d

プリンタードライバーのインストールをク
リックし、使用許諾契約の内容を確認して、
はいをクリックします。

クライアントコンピューター
サーバーまたはプリントサーバー
TCP/IP または USB
本製品

メモ

パソコンの電源を入れて、管理者権限でログ
インします。

c

起動中のプログラムがある場合は、それらを終
了してください。

メモ
お使いの OS によって画面が異なる場合があり
ます。

b

本製品の電源スイッチをオンにします。

有線 LAN 接続（イーサネット）を選び、次へ
をクリックします。

メモ
PS ドライバー（BR-Script3 プリンタードライ
バー）をインストールする場合は、カスタムを
選び、画面の指示に従ってください。

d

ネットワーク共有プリンターを選び、次へを
クリックします。

13

Macintosh

重要

Windows Vista®、Windows® 7 をお使いの場合
は、ユーザーアカウント制御画面が表示された
ら、許可またははいをクリックしてください。

有線 LAN

a

メモ

Windows®

本製品をネットワークに接続する場合は、イン
ストールする前にシステム管理者にお問い合わ
せいただくことをおすすめします。

Windows®

有線 LAN
e

本製品のキューを選び、OK をクリックしま
す。

メモ
XML Paper Specification プリンタードライバー
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/

メモ
ネットワーク上のプリンターの場所や名前がわ
からない場合は、ネットワーク管理者にお問い
合わせください。

f

自動的にインストールが始まります。画面の
指示に従ってください。

重要
インストール中は、表示されている画面を閉じ
ないでください。すべての画面が表示されるま
で、しばらくかかる場合があります。

g
h

オンラインユーザー登録画面が表示されたら、
ユーザー登録画面の指示に従ってください。
登録が完了したら、次へをクリックします。
セットアップの完了画面が表示されたら、
セットアップの完了後に開始したい項目の
チェックボックスにチェックを入れ、完了を
クリックします。

メモ
セキュリティー設定によっては、本製品やその
ソフトウェアをご使用になるときに、セキュリ
ティーの許可を促す画面が表示される場合があ
ります。この場合は許可をしてください。

完了

14

インストールはこれで完了
です。

有線 LAN

Macintosh

有線 LAN ケーブルで接続する場合

10

a

インストールする前に

本製品が電源に接続されていることを確認し
て、Macintosh の電源を入れます。管理者権
限でログインしてください。

11

a
b

メモ

プリンタードライバーを
インストールする

付属のインストール CD-ROM を、CD-ROM ド
ライブにセットします。
Start Here OSX アイコンをダブルクリックし
ます。

• Mac OS X 10.5.7 以下をお使いの場合は、
Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x にアップグレードし
てください。（使用している Mac OS X の最
新ドライバーおよび情報については、
http://solutions.brother.co.jp/ をご覧くださ
い。）
• PS ドライバー（BR-Script3 プリンタードラ
イバー）をセットアップする場合は、サポー
トサイト（ブラザーソリューションセンター）
http://solutions.brother.co.jp/ からダウンロー
ドしてください。

b

c

有線 LAN 接続（イーサネット）を選び、次へ
をクリックします。画面の指示に従ってくだ
さい。

メモ
マークが付いている LAN ポートから保護
キャップを取り外します。

インストールが完了するまで、しばらくかかる
場合があります。
本製品を一覧から選び、OK をクリックしま
す。

LAN ポートに LAN ケーブルを接続し、ハブの
空いているポートに接続します。

メモ
• ネットワーク上に、同じモデルが複数接続さ
れている場合は、モデル名の後に MAC アド
レス（イーサネットアドレス）が表示されま
す。
• プリンター設定一覧を印刷して、本製品の
MAC アドレス（イーサネットアドレス）と
IP アドレスを確認できます。詳しくは、
32 ページの「プリンター設定一覧を印刷す
る」をご覧ください。

d

本製品の電源スイッチをオンにします。
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Macintosh

有線 LAN

c

Windows®

d

有線 LAN
e

この画面が表示されたら、次へをクリックし
ます。

メモ
サービスとサポート画面が表示されたら、画面
の指示に従ってください。

完了

16

インストールはこれで完了
です。

Macintosh

無線 LAN をお使いになるためには
無線 LAN で接続する場合

10

お使いになる前に

本製品と無線 LAN アクセスポイント / ルーターを 接続するためには、本製品の無線 LAN 設定を最初におこな
う必要があります。本製品とアクセスポイント / ルーターが接続された後に、ネットワーク上のパソコンから
本製品にアクセスができます。パソコンから本製品を操作するには、プリンタードライバーをインストールす
る必要があります。設定とインストール方法については、次の手順をご覧ください。

メモ
• 本製品をネットワークに接続する場合は、インストールする前にシステム管理者にお問い合わせいただ
くことをおすすめします。インストールをする前に、無線 LAN の設定を確認してください。
• すでに本製品で無線 LAN 設定を行ったことがあり、もう一度設定をしなおす場合は、ネットワーク（無
線）設定をリセットしてください。
1 本製品の Menu を押します。a または b を押し、［ネットワーク］を選び、OK を押します。
2 a または b を押し、
［ネットワーク設定リセット］を選び、OK を押します。
3 1 を押す。［再起動しますか？］と表示されたら、1 を押し、[ はい ] を選び、再起動します。
• 最適な印刷をするには、本製品を無線 LAN アクセスポイント / ルーターの近くに設置してください。他
の電気製品からの干渉だけでなく、本製品と無線 LAN アクセスポイントとの間に大きな障害物や壁があ
ると、通信速度に影響を与える可能性があります。
無線 LAN 接続は、すべての文書やアプリケーションにとって、最善の接続方法ではありません。文字と
大きな画像が混在したページのような大きなデータを印刷する場合は、通信速度の速い有線 LAN または
USB 接続で印刷することをおすすめします。
• 本製品は、有線 LAN と無線 LAN のどちらも使用できますが、同時には接続できないため、どちらか一
方を選択する必要があります。
• IEEE 802.1x 対応の無線 LAN を使用する場合は、ユーザーズガイド
証方式を使用するをご覧ください。

ネットワーク編の IEEE 802.1x 認

インフラストラクチャモード
a アクセスポイント / ルーター
b 無線 LAN 対応の製品（本製品）
c 無線 LAN でアクセスポイント / ルーター
と接続しているパソコン
d 有線 LAN でアクセスポイント / ルーター
と接続しているパソコン

無線 LAN
17

無線 LAN をお使いになるためには

11

無線 LAN の設定方法を選ぶ

無線 LAN の設定をするには、次の 3 つの方法があります。ご使用の環境に応じて最適な方法をお選びくださ
い。

メモ
その他の無線 LAN 環境で本製品を設定するには、ユーザーズガイド

a

ネットワーク編をご覧ください。

インストール CD-ROM と USB ケーブルを一時的に使用して設定をする（Windows® のみ）
• 無線 LAN 設定をする間、一時的に USB ケーブルが必要です。
（ケーブルは同梱されておりませ
ん）

この方法で接続するには、無線 LAN で接続されたパソコンの使用をおすすめします。
• Windows® XP をお使いの場合や、パソコンと無線 LAN アクセスポイント / ルーターをネット
ワークケーブルで接続している場合は、無線 LAN アクセスポイント / ルーターの SSID とネット
ワークキーを調べる必要があります。下表の空欄に無線 LAN 設定を記入してください。
• 無線 LAN セキュリティー情報がない場合、ブラザーカスタマーサービスへのお問い合わせはご遠
慮ください。弊社では、お客様のネットワークのセキュリティー設定をお調べすることができませ
ん。
項目

現在の無線 LAN 設定を記入

SSID
（ネットワーク名）
ネットワークキー
（セキュリティーキー / 暗号化キー）
* ネットワークキーは、パスワード、セキュリティーキーまたは暗号化キーとも呼ばれています。

メモ
• SSID とネットワークキーがわからない場合は、無線 LAN の設定はできません。
• SSID とネットワークキーを調べるには
1 お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターに付属の取扱説明書をご覧ください。
2 お買い上げ時のネットワーク名は、メーカー名や型番である可能性があります。
3 それでもわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントルーターのメーカー、シス
テム管理者、またはインターネットプロバイダーにお問い合わせください。

次に進む

18

20 ページ

無線 LAN をお使いになるためには
b

無線接続ウィザードを使用して操作パネルから手動設定をする（Windows®/Macintosh）
お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターが WPS（Wi-Fi Protected Setup™）または
AOSS™ に対応していない場合は、下表の空欄にお使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーター
の無線 LAN 設定を記入してください。

無線 LAN セキュリティー情報がない場合、ブラザーカスタマーサービスへのお問い合わせはご遠慮
ください。弊社では、お客様のネットワークのセキュリティー設定をお調べすることができません。
現在の無線 LAN 設定を記入

項目
SSID
（ネットワーク名）

ネットワークキー
（セキュリティーキー / 暗号化キー）
* ネットワークキーは、パスワード、セキュリティーキーまたは暗号化キーとも呼ばれています。

メモ
• SSID とネットワークキーがわからない場合は、無線 LAN の設定はできません。
• SSID とネットワークキーを調べるには
1 お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターに付属の取扱説明書をご覧ください。
2 お買い上げ時のネットワーク名は、メーカー名や型番である可能性があります。
3 それでもわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントルーターのメーカー、シス
テム管理者、またはインターネットプロバイダーにお問い合わせください。

次に進む

c

22 ページ

WPS または AOSS™ を使用して自動設定をする （Windows® /Macintosh）
お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターが、自動無線（one-push）設定（WPS または
AOSS™）に対応している場合。

次に進む

24 ページ
無線 LAN
19

無線 LAN をお使いになるためには
インストール CD-ROM と USB ケーブルを一時的に使用して設定をす
る（Windows® のみ）

12

無線 LAN の設定をする

• 無線 LAN 設定をする間、一時的に USB ケー
ブルが必要です。（ケーブルは同梱されており
ません）
• Windows® XP をお使いの場合や、パソコン
と無線 LAN アクセスポイント / ルーターを
ネットワークケーブルで接続している場合は、
18 ページの手順 11-a に記入した、無線 LAN
アクセスポイント / ルーターの SSID とネット
ワークキーを確認してください。
• IEEE 802.1x 対応の無線 LAN を使用する場合
は、ユーザーズガイド ネットワーク編の
IEEE 802.1x 認証方式を使用するをご覧くださ
い。

a

付属のインストール CD-ROM を、CD-ROM ド
ライブにセットします。

c

無線 LAN 接続を選び、次へをクリックしま
す。

メモ
PS ドライバー（BR-Script3 プリンタードライ
バー）をインストールする場合は、カスタムを
選び、画面の指示に従ってください。

d

Brother ピアツーピア ネットワークプリン
ターまたはネットワーク共有プリンターを選
び、次へをクリックします。

メモ
• ネットワーク共有プリンターを選んだ場合は、
本製品のキューを選び、OK をクリックしま
す。
• ファイアウォールの画面が表示された場合は、
設定を選択し、次へをクリックします。

e

はい、USB ケーブルを持っていますを選び、
次へをクリックします。

メモ
自動的に画面が表示されない場合は、コン
ピューター（マイ コンピュータ）から CD-ROM
アイコンをダブルクリックして、start.exe をダ
ブルクリックしてください。

b

プリンタードライバーのインストールをク
リックし、使用許諾契約の内容を確認して、
はいをクリックします。

メモ
Windows Vista®、Windows® 7 をお使いの場合
は、ユーザーアカウント制御画面が表示された
ら、許可またははいをクリックしてください。

20

メモ
重要な注意画面が表示された場合は、注意の内
容をお読みください。SSID とネットワークキー
を確認した後、チェックボックスにチェックを
入れ、次へをクリックします。

無線 LAN をお使いになるためには
f

USB ケーブル（同梱されておりません）を
使って、一時的にパソコンと本製品を接続し
ます。

g
h

i

次のいずれかを実行します。
 ご確認くださいという画面が表示された場
合は、チェックボックスにチェックを入
れ、次へをクリックして h に進みます。
 表示されない場合は、i に進みます。
接続したい SSID が表示された場合は、はいに
チェックを入れます。次へをクリックして k
に進みます。

j

18 ページの手順 11-a に記入したネットワー
クキーを入力し、次へをクリックします。

メモ
認証および暗号化の設定をしていない場合は、
警告 ! の画面が表示されます。OK をクリックし
て、設定を続けてください。

k

無線 LAN 設定を確認し、次へをクリックしま
す。設定内容が本製品に送信されます。

メモ
無線設定ウィザードが、本製品と接続可能な
無線 LAN を検索します。18 ページの手
順 11-a に記入した SSID を選び、次へをク
リックします。

• キャンセルをクリックすると、それまでの設
定は保存されません。
• 本製品の IP アドレスを手動で入力する場合
は、IP アドレスの変更をクリックして、ネッ
トワークに必要な IP アドレスを入力してくだ
さい。
• 無線 LAN の接続失敗画面が表示された場合
は、再設定をクリックしてください。

l

本製品とパソコンの間に接続された USB ケー
ブルを抜いて、次へをクリックします。

メモ
• 一覧に何も表示されない場合は、アクセスポ
イントの電源が入っていること、SSID がブ
ロードキャストしていること、本製品とアク
セスポイントの位置が無線 LAN 通信の範囲内
にあることを確認してください。確認後、再
検索をクリックしてください。

プリンタードライバーをインストールする
には、手順 14 に進みます。

無線 LAN

• アクセスポイントが SSID をブロードキャス
トしていない場合は、詳細をクリックすると
手動で設定ができます。画面の指示に従って
SSID（ネットワーク名）を入力し、次へをク
リックします。

無線 LAN 設定は終了しました。本製品の待
ち受け画面に、お使いのアクセスポイント /
ルーターの無線電波の強さが表示されます。

次に進む
29 ページの手順 e

21

無線 LAN をお使いになるためには
無線接続ウィザードを使用して操作パネルから手動設定をする
（Windows®/Macintosh）

12

メモ

無線 LAN の設定をする

• SSID の一覧が表示されない場合は、アクセ
スポイントの電源が入っていることを確認し
てください。本製品をアクセスポイントに近
づけて、もう一度 a の操作から始めてくださ
い。

• 設定を始める前に、19 ページの手順 11-b に
記入した、無線 LAN 設定を確認してくださ
い。
• IEEE 802.1x 対応の無線 LAN を使用する場合
は、ユーザーズガイド ネットワーク編の
IEEE 802.1x 認証方式を使用するをご覧くださ
い。

a

本製品の Menu を押します。a または b を押
し、
［ネットワーク］を選び、OK を押します。

• アクセスポイントが SSID をブロードキャス
トしていない場合は、手動で SSID 名を入力
する必要があります。詳しくは、ユーザーズ
ガイド ネットワーク編の SSID が出力され
ない場合をご覧ください。

e

a または b を押し、［無線 LAN］を選び、OK
を押します。

b

a または b を押し、
［無線接続ウィザード］を
選び、OK を押します。
［無線 LAN 有効？］と表示されたら、a また
は b を押し、［オン］を選び、OK を押しま
す。無線接続ウィザードが起動します。

f

無線接続ウィザードを中止するには、Cancel
を押します。

c

本製品と接続可能な SSID を検索します。接続
可能な SSID の一覧が表示されるまで、しば
らくかかる場合があります。

22

次のいずれかを実行します。
 選択したSSIDの無線LANアクセスポイント
/ ルーターが WPS に対応している場合、
［このアクセスポイントは WPS に対応して
います。自動接続しますか ?］と表示され
たら、e に進みます。
 ネットワークキーを必要とする、認証およ
び暗号化方式を設定している場合は、f に
進みます。
 認証方式がオープンシステム認証で、暗号
化方式がなしの場合は、g に進みます。

19 ページの手順 11-b に記入したネットワー
クキーを入力します。
例えば、［a］を入力するには、数字キーの 2
を押します。数字の［3］を入力するには、
数字キーの 3 を 7 回押します。
文字の表示順：小文字 / 大文字 / 数字
詳しくは、28 ページの「無線 LAN 設定時の
文字入力」をご覧ください。

SSID の一覧が表示されたら、a または b を押
し、19 ページの手順 11-b に記入した SSID
を選び、OK を押します。

d

本製品を自動無線で接続する場合は、1 を押
して、［はい］を選びます。
（［いいえ（手動）
］
を選び、ネットワークキーを入力することを
選択した場合は f に進みます。)［アクセスポ
イントの WPS ボタンを押してください。操
作ができたら次へ進んでください。］と表示さ
れたら、お使いの無線 LAN アクセスポイント
/ ルーターの WPS ボタンを押し、1 を押しま
す。g に進みます。

すべての文字を入力後、OK を押し、設定を
適用するために［はい］を選び、OK を押し
ます。

g

本製品は入力されている情報を使用して無線
LAN に接続します。
接続結果のメッセージが画面に表示され、無
線 LAN レポートが自動的に印刷されます。
接続に失敗した場合は、無線 LAN レポートの
エラーコードを確認して、25 ページの「困っ
たときは」をご覧ください。

無線 LAN をお使いになるためには
無線 LAN の設定は終了しました。本製品の
待ち受け画面に、お使いのアクセスポイン
ト / ルーターの無線電波の強さが表示され
ます。

プリンタードライバーをインストールする
には、手順 13 に進みます。
Windows® の場合：
次に進む
29 ページ

Macintosh の場合：
次に進む
31 ページ

無線 LAN
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無線 LAN をお使いになるためには
WPS または AOSS™ を使用して自動設定をする
（Windows®/Macintosh）

12
a

メモ

無線 LAN の設定をする

お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーター
が WPS（PIN 方式）に対応している場合は、
PIN（個人識別番号）方式を使って本製品を設定
できます。詳しくは、ユーザーズガイド ネッ
トワーク編の WPS（Wi-Fi Protected Setup）
の PIN 方式を使用するをご覧ください。

お使いの無線LANアクセスポイント/ルーター
に、以下の WPS または AOSS™ マークが付
いているか確認してください。

f
b

c
d

お使いの WPS または AOSS™ アクセスポイン
ト / ルーターと本製品を近づけます。近づけ
る距離は、ご使用の環境によって異なる場合
があります。お使いの無線 LAN アクセスポイ
ント / ルーターに付属の取扱説明書をご覧く
ださい。
本製品の Menu を押します。a または b を押
し、
［ネットワーク］を選び、OK を押します。

無線 LAN の設定は終了しました。本製品の
待ち受け画面に、お使いのアクセスポイン
ト / ルーターの無線電波の強さが表示され
ます。

プリンタードライバーをインストールする
には、手順 13 に進みます。

a または b を押し、
［WPS/AOSS］を選
び、OK を押します。

Windows® の場合：

無線 LAN 接続ウィザードを中止するには、
Cancel を押してください。
［アクセスポイントの WPS/AOSS ボタンを押
してください。操作ができたら OK ボタンを
押してください。
］と表示されたら、無線
LAN アクセスポイント / ルーターの WPS ま
たは AOSS™ ボタンを押します。詳しい手順
については、お使いの無線 LAN アクセスポイ
ント / ルーターに付属の取扱説明書をご覧く
ださい。その後に、OK を押します。

本製品を設定するために使用するモード
（WPS または AOSS™）が自動的に検出され
ます。
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接続に失敗した場合は、無線 LAN レポートの
エラーコードを確認して、25 ページの「困っ
たときは」をご覧ください。

a または b を押し、［無線 LAN］を選び、OK
を押します。

［無線 LAN 有効？］と表示されたら、a また
は b を押し、［オン］を選び、OK を押しま
す。無線 LAN 接続ウィザードが起動します。

e

接続結果のメッセージが画面に表示され、無
線 LAN レポートが自動的に印刷されます。

次に進む
29 ページ

Macintosh の場合：
次に進む
31 ページ

無線 LAN をお使いになるためには
困ったときは
無線 LAN セキュリティー情報がない場合は、ブラザーカスタマーサービスへのお問い合わせはご遠慮くだ
さい。弊社ではお客様のネットワークのセキュリティー設定をお調べすることができません。

無線 LAN 設定（ネットワーク名（SSID）とネットワークキー）を調べるには
1）お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターに付属の取扱説明書をご覧ください。
2）お買い上げ時のネットワーク名は、メーカー名や型番である可能性があります。
3）それでもわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントルーターのメーカー、システム管理者、
またはインターネットプロバイダーにお問い合わせください。
* ネットワークキーは、パスワード、セキュリティーキーまたは暗号化キーとも呼ばれています。
* 無線 LAN アクセスポイント / ルーターが SSID をブロードキャストしないように設定している場合は、
SSID は自動的に検出されません。手動で SSID 名を入力する必要があります。ユーザーズガイド ネット
ワーク編の SSID が出力されない場合をご覧ください。

無線 LAN レポート
無線 LAN の接続に失敗した場合は、無線 LAN レポートのエラーコードと、次の内容をご確認ください。
エラーコード

解決方法
無線 LAN 設定が有効になっていないため、無線 LAN 設定をオンにしてください。

TS-01

- 本製品に LAN ケーブルを接続している場合は、ケーブルを抜いて、無線 LAN 設定を
オンにしてください。
1. 本製品の Menu を押します。a または b を押し、
［ネットワーク］を選び、OK
を押します。
2. a または b を押し、［無線 LAN］を選び、OK を押します。
3. a または b を押し、［無線接続ウィザード］を選び、OK を押します。
4.［無線 LAN 有効？］と画面に表示されたら、a または b を押し、［オン］を選び、
OK を押します。無線 LAN 接続ウィザードが起動します。
無線 LAN アクセスポイント / ルーターが見つかりませんでした。
1. 次の 4 つのポイントを確認してください。

TS-02

無線 LAN

-無線 LAN アクセスポイント / ルーターの電源が入っていることを確認してください。
-本製品との間に障害物がない位置に移動して、無線 LAN アクセスポイント / ルー
ターに近づけてください。
-無線 LAN 設定をするときは、一時的に無線 LAN アクセスポイントから約 1m 以内に
本製品を設置してください。
-お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターの、MAC アドレスフィルタリング機
能を使用している場合は、本製品の MAC アドレスを確認して、通信を許可してく
ださい。詳しくは、32 ページの「プリンター設定一覧を印刷する」をご覧くださ
い。
2. SSID とセキュリティー情報（SSID / 認証方式 / 暗号化方式 / ネットワークキー）を
手動設定したときに、間違えて入力した可能性があります。
正しい情報を確認して、SSID とセキュリティー情報を再入力してください。
詳しくは、25 ページの「無線 LAN 設定（ネットワーク名（SSID）とネットワーク
キー）を調べるには」をご覧ください。
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無線 LAN をお使いになるためには
エラーコード

解決方法
無線 LAN とセキュリティーの設定を間違えて入力した可能性があります。
無線 LAN の設定を再確認してください。

TS-03

* 入力または選択した SSID / 認証方式 / 暗号化方式 / ユーザー ID / パスワード を間違
えていないか確認してください。
詳しくは、25 ページの「無線 LAN 設定（ネットワーク名（SSID）とネットワーク
キー）を調べるには」をご覧ください。
無線 LAN アクセスポイント / ルーターで使用されている認証方式、暗号化方式を本製品
はサポートしておりません。
インフラストラクチャモードの場合、無線 LAN アクセスポイント / ルーターの認証方
式、暗号化方式を変更してくだい。本製品がサポートしている認証方式は、以下の
WPA、WPA2、オープンシステム認証、共有キー認証です。WPA は、TKIP または
AES 暗号化方式をサポートしています。WPA2 は、AES 暗号化方式をサポートしてい
ます。オープンシステム認証と共有キー認証は、WEP をサポートしています。
問題が解決されない場合は、入力した SSID またはネットワークの設定が正しくない可
能性があります。無線 LAN の設定を再確認してください。
認証方式と暗号化方式

TS-04

認証方式
WPA-PSK
WPA2-PSK
オープンシステム認証
共有キー認証

暗号化方式
TKIP
AES
AES
WEP
なし（暗号化なし）
WEP

詳しくは、25 ページの「無線 LAN 設定（ネットワーク名（SSID）とネットワーク
キー）を調べるには」をご覧ください。
アドホックモードの場合、パソコンの無線 LAN 設定の認証方式と暗号化方式を変更し
てください。
本製品は、認証方式はオープンシステム認証方式、暗号化方式は WEP のみサポートし
ています。

TS-05

セキュリティー情報（SSID / ネットワークキー）の設定が間違っています。
SSID とセキュリティー情報（ネットワークキー）を再確認してください。
お使いのルーターが WEP 暗号化方式を使用する場合は、1 番目の WEP キーを使って
接続します。本製品では 1 番目の WEP キーのみ使用できます。
詳しくは、25 ページの「無線 LAN 設定（ネットワーク名（SSID）とネットワーク
キー）を調べるには」をご覧ください。

TS-06

無線 LAN セキュリティー情報（認証方式 / 暗号化方式 / ネットワークキー）の設定が間
違っています。
TS-04 の表をご覧いただき、無線 LAN セキュリティー情報（認証方式 / 暗号化方式 /
ネットワークキー）を再確認してください。
お使いのルーターが WEP 暗号化方式を使用する場合は、1 番目の WEP キーを使って
接続します。本製品では 1 番目の WEP キーのみ使用できます。
詳しくは、25 ページの「無線 LAN 設定（ネットワーク名（SSID）とネットワーク
キー）を調べるには」をご覧ください。
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無線 LAN をお使いになるためには
エラーコード

解決方法
WPS または AOSS™ を実行している無線 LAN アクセスポイント / ルーターが見つかり
ませでした。
WPS または AOSS™ を使用して無線 LAN の設定をしている場合、本製品と無線 LAN
アクセスポイント / ルーターの両方を操作する必要があります。
お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターが WPS 機能または AOSS™ 機能対応機
器であることを確認して、もう一度設定し直してください。

TS-07

WPS または AOSS™ を使用して、無線 LAN アクセスポイント / ルーターを操作する方
法がわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターに付属の取扱説
明書をご覧いただくか、無線 LAN アクセスポイント / ルーターのメーカー、またはネッ
トワーク管理者にお問い合わせください。
WPS または AOSS™ を実行している無線 LAN アクセスポイントが複数見つかりまし
た。
TS-08

- 無線 LAN 通信の範囲内で WPS または AOSS™ を実行している無線 LAN アクセスポ
イント / ルーターをひとつだけにして、再試行してください。
- 他のアクセスポイントからの干渉を避けるため、数分後に設定し直してください。

無線 LAN
27

無線 LAN をお使いになるためには
無線 LAN 設定時の文字入力
数字キーには 3 つ、または 4 つの文字がそれぞれ印字されています。0 および # は特殊文字を入力するときに
使用します。
数字キーを繰り返し押して、入力したい文字を表示してください。
無線 LAN 設定を設定する
押下キー

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回

8回

9回

2

a

b

c

A

B

C

2

a

b

3

d

e

f

D

E

F

3

d

e

4

g

h

i

G

H

I

4

g

h

5

j

k

l

J

K

L

5

j

k

6

m

n

o

M

N

O

6

m

n

7

p

q

r

s

P

Q

R

S

7

8

t

u

v

T

U

V

8

t

u

9

w

x

y

z

W

X

Y

Z

9

スペースを入力する
スペースを入力するには、c を 2 回押してください。
修正する
d または c を押し、修正したい文字にカーソルを移動して、Clear を押してください。正しい文字を入力して
ください。また、カーソルを移動して文字を入力すると、文字を挿入できます。カーソルが文字の最後にある
場合は、Clear を押すと左側の文字が削除されます。
同じキーを続けて使用する
前の文字と同じキーを使用して別の文字を入力する場合は、c を押してカーソルを右に移動してから入力して
ください。
特殊文字と記号
# または 0 を押し、d または c で入力したい特殊文字または記号にカーソルを移動してください。OK を押し
て、入力したい文字を選択してください。
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# を押す：

. @ - _ '（スペース）: ; < = > ? [ ] ^ ！ " # $ % & ( )

0 を押す：

0¥{|}~

+,/

Windows®

無線 LAN
プリンタードライバーをインストールする

13

a

インストールする前に

c

メモ
PS ドライバー（BR-Script3 プリンタードライ
バー）をインストールする場合は、カスタムを
選び、画面の指示に従ってください。

パソコンの電源を入れて、管理者権限でログ
インします。

重要
起動中のプログラムがある場合は、それらを終
了してください。

d

• ネットワーク共有プリンターを選んだ場合は、
本製品のキューを選び、OK をクリックしま
す。

お使いの OS によって画面が異なる場合があり
ます。

a

• ファイアウォールの画面が表示された場合は、
設定を選択し、次へをクリックします。

本製品の電源スイッチをオンにします。

14

Brother ピアツーピア ネットワークプリン
ターまたはネットワーク共有プリンターを選
び、次へをクリックします。

メモ

メモ

b

無線 LAN 接続を選び、次へをクリックしま
す。

プリンタードライバーを
インストールする

e

本製品を一覧から選び、次へをクリックしま
す。

付属のインストール CD-ROM を、CD-ROM ド
ライブにセットします。

メモ
自動的に画面が表示されないときは、コン
ピューター（ マイ コンピュータ）から CD-ROM
アイコンをダブルクリックして、start.exe をダ
ブルクリックしてください。

b

メモ
WEP を使用している場合に、［接続しました］
と画面に表示されているにもかかわらず、本製
品が見つからない場合は、WEP キーが正しく入
力されているか確認してください。WEP キーは
大文字と小文字が区別されます。

プリンタードライバーのインストールをク
リックし、使用許諾契約の内容を確認して、
はいをクリックします。

自動的にインストールが始まります。画面の
指示に従ってください。

メモ
Windows Vista®、Windows® 7 をお使いの場合
は、ユーザーアカウント制御画面が表示された
ら、許可またははいをクリックしてください。

g

オンラインユーザー登録画面が表示されたら、
ユーザー登録画面の指示に従ってください。
登録が完了したら、次へをクリックします。
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Macintosh

インストール中は、表示されている画面を閉じ
ないでください。すべての画面が表示されるま
で、しばらくかかる場合があります。

無線 LAN

重要

Windows®

f

無線 LAN
h

セットアップの完了画面が表示されたら、
セットアップの完了後に開始したい項目の
チェックボックスにチェックを入れ、完了を
クリックします。

メモ
セキュリティー設定によっては、本製品やその
ソフトウェアをご使用になるときに、セキュリ
ティーの許可を促す画面が表示される場合があ
ります。この場合は許可をしてください。

i

ソフトウェア更新設定画面が表示されたら、
希望のソフトウェア更新の設定を選び、OK
をクリックします。

完了

インストールはこれで完了
です。

メモ
XML Paper Specification プリンタードライバー
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/
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Windows®

無線 LAN

Macintosh

プリンタードライバーをインストールする

13

a

インストールする前に

本製品が電源に接続されていることを確認し
て、Macintosh の電源を入れます。管理者権
限でログインしてください。

メモ
無線 LAN 設定が失敗した場合は、無線 LAN 設
定ウィザード 画面が表示されます。無線 LAN の
設定を完了するには、画面の指示に従ってくだ
さい。

d

本製品を一覧から選び、OK をクリックしま
す。

メモ
• Mac OS X 10.5.7 以下をお使いの場合は、
Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x にアップグレードし
てください。（使用している Mac OS X の最
新ドライバーおよび情報については、
http://solutions.brother.co.jp/ をご覧くださ
い。）
• PS ドライバー（BR-Script3 プリンタードラ
イバー）をセットアップする場合は、サポー
トサイト（ブラザーソリューションセンター）
http://solutions.brother.co.jp/ からダウンロー
ドしてください。

14

a
b

プリンタードライバーを
インストールする

付属のインストール CD-ROM を、CD-ROM ド
ライブにセットします。
Start Here OSX アイコンをダブルクリックし
ます。

メモ
• ネットワーク上に、同じモデルが複数接続さ
れている場合は、モデル名の後に MAC アド
レス（イーサネットアドレス）が表示されま
す。
• プリンター設定一覧を印刷して、本製品の
MAC アドレス（イーサネットアドレス）と
IP アドレスを確認できます。詳しくは、
32 ページの「プリンター設定一覧を印刷す
る」をご覧ください。

e

この画面が表示されたら、次へをクリックし
ます。

メモ

c

無線 LAN 接続を選び、次へをクリックしま
す。画面の指示に従ってください。
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Macintosh

インストール中は、表示されている画面を閉じ
ないでください。すべての画面が表示されるま
で、しばらくかかる場合があります。

インストールはこれで完了
です。

無線 LAN

重要

完了

Windows®

サービスとサポート画面が表示されたら、画面
の指示に従ってください。

LAN 接続
ウェブブラウザー
（Web Based Management）
本製品はウェブサーバーを内蔵しているため、
HTTP（ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用
して、プリンターの状態を確認したり、設定を変更
したりできます。

メモ
Windows® をお使いの場合は、Microsoft®
Internet Explorer® 7.0/8.0 または Firefox 3.6 を、
Macintosh をお使いの場合は、Safari 4.0/5.0 を
推奨します。JavaScript と Cookie が有効である
ことを確認してください。ウェブブラウザーを
使用する場合は、プリントサーバーの IP アドレ
スを確認する必要があります。プリントサー
バーの IP アドレスは、プリンター設定一覧に記
載されています。

a
b

ウェブブラウザーを起動します。
ウェブブラウザーのアドレス欄に“http:// 本製
品の IP アドレス /”（" 本製品の IP アドレス "
には、本製品の IP アドレスまたはプリント
サーバーの名前がはいります）と入力します。
 例）http://192.168.1.2/

ネットワーク設定をお買い上げ時の
状態に戻す
ネットワーク設定をお買い上げ時の設定に戻す場合
は、以下の手順に従ってください。

a
b

Menu を押します。
a または b を押し、
［ネットワーク］を選びま
す。
OK を押します。

c

a または b を押し、
［ネットワーク設定リセッ
ト］を選びます。
OK を押します。

d

1 を押し、［決定］を選び、1 を押して本製品
を再起動してください。

プリンター設定一覧を印刷する
プリンター設定一覧は、ネットワーク設定を含め
た、すべての現在のプリンター設定を印刷します。

a
b

Menu を押します。
a または b を押し、
［製品情報］を選びます。
OK を押します。

c

OK を押し、［プリンター設定 印刷］を選びま
す。
現在のプリンター設定が印刷されます。

メモ
プリンター設定一覧の IP Address が 0.0.0.0 と
印刷された場合は、1 分後にもう一度操作して
ください。

メモ
• ログインパスワードを設定している場合は、
ウェブブラウザー管理画面にアクセスする画
面が表示されたら、パスワードを入力してく
ださい。
• 詳しくは、ユーザーズガイド ネットワーク
編のウェブブラウザー（Web Based
Management）をご覧ください。
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LAN 接続
サイレントインストール
（Windows® のみ）
サイレントインストールは、管理者のパソコンから
プリンタードライバーをインストールできるため、
各パソコンのユーザーがドライバーをインストール
する必要がありません。

a

コマンドプロンプトを起動します。
スタート / すべてのプログラム / アクセサリ /
コマンド プロンプトをクリックします。
もしくは、スタート / プログラムとファイル
の検索（ファイル名を指定して実行）をク
リックして cmd と入力して、Enter を押しま
す。

b

> の記号に続けて、
「CD-ROM ドライブ名 :」
を入力して、Enter を押します。
（
「CD-ROM ドライブ名」には CD-ROM を入れ
たドライブ名を入力します。）
例）D ドライブに CD-ROM を入れた場合
c:¥>d:

c

> の記号に続けて、
「cd install¥ モデル名」
を入力して、Enter を押します。
（
「モデル名」には本製品のモデル名を入力し
ます。）
例）モデル名が HL-S7000DN の場合
d:¥>cd install¥HL-S7000DN

d

> の記号に続けて、
「setup /ip IP アドレス」
を入力して、Enter を押します。
（
「IP アドレス」にはプリンターの IP アドレ
スを入力します。
）
例）IP アドレスが 192.168.1.1 の場合
d:¥install¥HL-S7000DN>setup /ip
192.168.1.1
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オプション製品 / 消耗品
オプション製品
本製品には、以下のオプション製品があります。オプション製品を取り付けることで、本製品の機能をさらに
拡張することができます。オプション製品の増設記録紙トレイ、排紙トレイ、スタビライザーについて詳しく
は、http://www.brother.co.jp をご覧ください。
増設記録紙トレイ

排紙トレイ

スタビライザー

LT-7100

MX-7100

SB-7100

増設記録紙トレイ（Tray2、Tray3、
Tray4）は 3 段まで設置することがで
き、各トレイには記録紙を 500 枚まで
セットできます。

オプション排紙トレイを 1 つ設置する
ことができ、記録紙を 500 枚まで保持
できます。

増設記録紙トレイを 2 つ以上設置する
場合は、スタビライザーを必ず設置し
てください。

消耗品
消耗品の交換時期になると、操作パネルの液晶ディスプレイにエラーが表示されます。消耗品について詳しく
は、http://www.brother.co.jp をご覧いただくか、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
交換用インクカートリッジ
HC-05BK
（約 30000 枚）1

1

カートリッジのおおよその印刷可能枚数は、ISO/IEC19752 に定めるモノクロパターンを用いて、ISO/IEC24711 に基づく測定方法で
連続印刷により算出した公表値です。

メモ
消耗品の交換については、ユーザーズガイドのインクカートリッジの交換をご覧ください。
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商標について
Brother ロゴはブラザー工業株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Server、および Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国におけ
る登録商標または商標です。
Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本および / またはその他の国における登録商標または商標です。
Apple、Macintosh、Mac OS、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
Wi-Fi Protected Setup は、Wi-Fi Alliance の商標です。
AOSS は、株式会社バッファローの商標です。
本ガイドに製品名が記載されている各ソフトウェアの開発会社は、著作プログラムに特定したソフトウェアライセンス契約を有します。

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。
編集および出版について
本書は、ブラザー工業株式会社の監修のもとで編集および出版、新製品の説明と仕様を記載しています。
本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
ブラザー工業株式会社は、本書に掲載された資料を予告なく変更する権利を有します。また提示されている資料に依拠したため生じた損害
（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

著作権およびライセンスについて
©2012 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.
This product includes software developed by the following vendors:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
©2008 Devicescape Software, Inc. All rights reserved.
This product includes the “KASAGO TCP/IP”software developed by ZUKEN ELMIC,Inc.
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