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ネットワークセキュリティに関する重要なお知らせ - 初期のログインパスワードの変更について 

ネットワークセキュリティに関する重要なお知らせ -  05 
初期のログインパスワードの変更について 
 

本製品の設定を管理するための初期ログインパスワードは下記のいずれか

となります。  

• access 
• initpass 
• 製品にある「Pwd」後ろの 8 桁  

本製品にデフォルトのパスワードが設定されていない場合は、パスワード 
欄を空白のままにしてください。  
 

初期ログインパスワードの変更 

本製品への不正アクセスから保護し、下記の機能およびソフトウェア*をよ

り安全にご利用いただくため、初期ログインパスワードの変更を強く 
お勧めします。  

• Web Based Management  
• BRAdmin Light/Professional  

* 機能やソフトウェアは、お使いの製品によって異なります。 

 

お使いの製品の初期ログインパスワードの変更方法については、該当の手

順をご確認ください。 
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1. RJ シリーズ 
 

1. ウェブブラウザーのアドレスバーに「http:// 製品の IPアドレス」

を入力します (「製品の IPアドレス」の部分には本製品の IP アドレス

またはプリントサーバー名を入力します）。  
 
例： http://192.168.1.2 
 

2. パスワードの入力が求められたら、初期ログインパスワードを入力し

ます (「access」、「initpass」または製品にある「Pwd」後ろの 
8 桁）。 
 

 
��������� 初期ログインパスワードを確認するには、印刷設定/情報を印刷

し、Default Password (初期ログインパスワード) の欄を確認してく

ださい。詳細については、弊社サポートサイト

(https://support.brother.co.jp) の「ユーザーズガイド」を参照してく

ださい。 
 

 
3. 管理者設定タブをクリックします。 

 
4. 使用するパスワードを入力します。 

 
5. 新しいパスワードの確認欄に、パスワードをもう一度入力します。  

必要に応じて、パスワードを記録し、安全な場所に保管してください。 
 

6. OK をクリックします。 
 

  

https://support.brother.co.jp/
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2. TD と TJ シリーズ 
 

1. ウェブブラウザーのアドレスバーに「http:// 製品の IP アドレス」

を入力します (「製品の IP アドレス」の部分には本製品の IP アドレ

スまたはプリントサーバー名を入力します）。 
 
例： http://192.168.1.2 
 

2. 必要に応じて、次のユーザー ID を入力します。  

モデル ユーザーID 
TD-4100N  admin  
TD-4420DN/4520DN/4550DNWB  initpass  
TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4750TNWB/ 
4750TNWBR  

root  

TJ-4021TN/4121TN/4121TNR/4420TN/4520TN/ 
4620TN 

 
3. パスワードの入力が求められたら、初期ログインパスワードを入力し

ます (「access」、「initpass」または製品にある「Pwd」後ろの 
8 桁）。 

 
��������� (TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4750TNWB/4750TNWBR と

TJ-4021TN/4121TN/4121TNR/4420TN/4520TN/4620TN 以外) 初期ロ

グインパスワードを確認するには、印刷設定/情報を印刷し、Default 
Password (初期ログインパスワード) の 
欄を確認してください。詳細については、弊社サポートサイト

(https://support.brother.co.jp) の「ユーザーズガイド」を参照してく

ださい。 
 

 

4. 管理者設定タブまたは Password (パスワード) タブをクリックし

ます。 

 
��������� お使いのウェブブラウザによって、追加のセキュリティダイアロ

グボックスが表示されたら、ユーザー ID とパスワードを入力し、

[OK] をクリックします。 
ユーザーID: admin 
初期ログインパスワード: 製品にある「Pwd」後ろの 8 桁 
 

 

https://support.brother.co.jp/
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5. 使用するパスワードを入力します。 
 

6. 新しいパスワードの確認欄に、パスワードをもう一度入力します。  
必要に応じて、パスワードを記録し、安全な場所に保管してください。 
 

7. OK または Set (設定) をクリックします。 
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3. VC シリーズ 
 

1. ウェブブラウザーのアドレスバーに「http:// 製品の IP アドレス」

を入力します (「製品の IP アドレス」の部分には本製品の IP アドレ

スまたはプリントサーバー名を入力します）。 
 
例： http://192.168.1.2 
 

2. 製品の Web Based Management ページが表示されます。 
AirPrint オプション > 管理者ログインパスワード にアクセスします。 

 
���������管理者ログインパスワードが 表示されない場合は、管理者ログイ

ンをクリックし、初期ログインパスワードを入力し、ログイン をクリ

ックします。 
 

 
3. 新しいパスワードを入力欄に、使用するパスワードを入力します。  

必要に応じて、パスワードを記録し、安全な場所に保管してください。 
 

4. 確認用パスワードの欄に、パスワードをもう一度入力します。 
 

5. 保存をクリックします。 
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4. QL-820NWBc 
1. ウェブブラウザーのアドレスバーに「https:// 製品の 

IP アドレス」を入力します (「製品の IP アドレス」の部

分には本製品の IP アドレスまたはプリントサーバー名を

入力します）。 
 

例：https://192.168.1.2 
 

2. 製品にある「Pwd」後ろの 8 桁のログインパスワードを入力し、

ログインをクリックします。 

 

 
���������初期ログインパスワードを確認するには、印刷設定/情報を印刷し、

Default Password (初期ログインパスワード) の欄を確認してくださ

い。詳細については、弊社サポートサイト(https://support.brother.co.jp) 
の「ユーザーズガイド」を参照してください。 
 

 

 

3. ナビゲーションメニューへ移動し、管理者設定 > ログインパスワー

ドをクリックします。 
 

 
���������画面の左側にナビゲーションメニューが表示されない場合は、

から開始します。 
 

 

 

4. 画面のログインパスワードガイドラインに従い、新しいパスワード

の入力欄にパスワードを入力します。 
 

5. 新しいパスワードの確認欄にもう一度パスワードを入力します。 
 

6. OKをクリックします。 
  

https://support.brother.co.jp/
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5. その他のモバイルプリンター & ラベルプリンター 
 

1. ウェブブラウザーのアドレスバーに「http:// 製品の IP アドレス」

を入力します (「製品の IP アドレス」の部分には本製品の IP アドレ

スまたはプリントサーバー名を入力します）。 
 
例： http://192.168.1.2 
 

2. パスワードの入力が求められたら、初期ログインパスワードを入力し

ます (「access」、「initpass」または製品にある「Pwd」後ろの 
8 桁）。 

 
���������初期ログインパスワードを確認するには、印刷設定/情報を印刷

し、Default Password (初期ログインパスワード) の欄を確認してく

ださい。詳細については、弊社サポートサイト

(https://support.brother.co.jp) の「ユーザーズガイド」を参照してく

ださい。 
 

 
3. 管理者設定タブをクリックします。 

 
4. 使用するパスワードを入力します。 

 
5. 新しいパスワードの確認欄に、パスワードをもう一度入力します。  

必要に応じて、パスワードを記録し、安全な場所に保管してください。 
 

6. OK をクリックします。 

https://support.brother.co.jp/
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