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コピー

ジョブ保存 

サプライ品のステータス

電子メール

ジョブ ステータス

管理ファックス (f モデルのみ) 

HP Color LaserJet CM6030 および CM6040 MFP
コントロール パネルの使用 

                文書をファックスで送信します。

1. 原稿の印刷面を上にして ADF (自動文書フィーダ) にセットするか、または印
刷面を下にしてガラス面の左上隅に揃えて置きます。

2. [ファックス]      にタッチします。

3. 数値キーパッドを使用してファックス番号を入力するか、[アドレス帳] にタッ
チして宛先を選択します。
番号を削除するには      にタッチします。
[宛先] リストにファックス番号を転送するには      にタッチします。

4. 詳しいファックス設定を確認するには、[その他のオプション]       ボタンにタッ
チします。

5. ファックスを送信するには、[スタート]      を押すか、ステータス バーにある 
[ファックス送信] にタッチします。ファックスの送信をキャンセルするには、
[停止]        を押します。

               トレイ、用紙サイズ、用紙の種類、およびサプライ品のステータスを
       確認します。

• トレイ情報を表示または更新するには、[サプライ品のステータス]      にタッ
チします。トレイ番号にタッチします。用紙サイズやタイプを変更するには 
[変更] にタッチします。各トレイの場所を確認するには、[詳細] にタッチし
ます。

• サプライ品の名前、レベル、必要なアクションを確認するには、[サプライ品の
ステータス]      にタッチします。[サプライ品] タブにタッチします。スクロー
ルして、サプライ品のレベルを確認します。

• サプライ品の部品番号や場所を確認するには、[サプライ品のステータス]      
にタッチし、目的のサプライ品の行にタッチして、[詳細] にタッチします。

                ジョブをスキャンおよび保存します。

保存されたジョブを取得するには、[ジョブ保存]      にタッチします。保存された
ジョブを見つけるには、保存先フォルダにタッチし、ジョブ名にタッチします。
選択したジョブがプライベート ジョブの場合は、このジョブを印刷または削除す
るには、PIN の入力が必要です。保存されたジョブを印刷するには、[スタート]  
      にタッチします。

保存されているジョブのリストを印刷するには、[ジョブ保存]      にタッチしてか
ら、[リスト印刷] にタッチします。

1. 原稿の印刷面を上にして ADF (自動文書フィーダ) にセットするか、または印刷
面を下にしてガラス面の左上隅に揃えて置きます。

2. [ジョブ保存]      にタッチします。[作成] にタッチします。
• ジョブ名を作成するには、次の手順に従います。[新規ジョブ] ボタンをタッ
チしてキーボードを開きます。

• タッチ スクリーンのキーボードを使用してフォルダ名を入力します。
• ドロップダウン メニューで [ジョブ名] を選択します。
 タッチ スクリーンのキーボードを使用してジョブ名を入力します。
• プライベート ジョブの場合は、[印刷用 PIN] を選択します。ポップアップ ボ
ックスに PIN を入力します。[OK] にタッチします。

3. すべてのオプションを設定したら、[スタート]      にタッチして、原稿をスキ
ャンし、ファイルを保存します。

                原稿のコピーを作成します。

1. 原稿の印刷面を上にして ADF (自動文書フィーダ) にセットするか、または印
刷面を下にしてガラス面の左上隅に揃えて置きます。

2. 数値キーパッドを使用して、部数を変更します。

3. デフォルトでは、コピーはモノクロで行われます。カラー コピーを取るに
は、[コピー]      にタッチします。[カラー/黒] にタッチします。[カラー] 
にタッチします。[OK] にタッチします。

4. 設定をカスタマイズするには、[コピー]      にタッチし、個々のオプションに
タッチします。各オプションの詳細については、目的のオプションにタッチ
してから、[ヘルプ]      にタッチします。その他のオプションを表示するに
は、[その他のオプション]      ボタンにタッチします。

5. すべてのオプションを設定したら、[スタート]      にタッチして、原稿をコ
ピーします。

               文書を電子メールへの添付ファイルとして送信します。

1. 原稿の印刷面を上にして ADF (自動文書フィーダ) にセットするか、または印
刷面を下にしてガラス面の左上隅に揃えて置きます。

2. [電子メール]      にタッチします。

3. [差出人：] テキスト ボックスにタッチして、キーボードを開きます。

4. [宛先：] テキスト ボックスにタッチして、キーボードを開きます。必要な情
報を入力します。

5. [件名：] テキスト ボックスにタッチして、キーボードを開きます。必要な情
報を入力します。

6. [その他のオプション]      にタッチし、その他のオプションを設定します。
各オプションの詳細については、目的のオプション名にタッチしてから、
[ヘルプ]      にタッチします。

7. すべてのオプションを設定したら、[スタート]      にタッチして、原稿をス
キャンし、電子メールを送信します。

                すべてのコピー、印刷、および着信ファックス ジョブに関する情報
       を確認できます。

• 現在のジョブをすべて表示するには、[ジョブ ステータス]      にタッチしま
す。[アクティブ] タブに、現在のジョブ/ユーザー/ステータス情報がすべて
表示されます。

• 特定のジョブを表示するには、[ジョブ ステータス]      にタッチします。
[ジョブ] 行にタッチします。[詳細] にタッチします。

• 特定のジョブをキャンセルするには、[ジョブ ステータス]      にタッチしま
す。[ジョブ] 行にタッチします。[ジョブのキャンセル] にタッチします。

• 完了したジョブを表示するには、[ジョブ ステータス]      にタッチします。
[ジョブ ログ] タブにタッチします。

• 完了した特定のジョブを表示するには、[ジョブ ステータス]      にタッチし
ます。[ジョブ ログ] タブにタッチします。目的の [ジョブ] 行にタッチしま
す。[詳細] にタッチします。前の画面に戻るには、[OK] にタッチします。

• ジョブ ログのコピーを印刷するには、[ジョブ ステータス]      にタッチし
ます。[ジョブ ログ] タブにタッチします。[ログの印刷] にタッチします。

                  プロジェクトをセットアップ、カスタマイズ、および管理します。

製品の構成情報にアクセスするには、[管理]      にタッチします。

説明や設定を表示したい項目にタッチします。
[管理] には以下が表示されます。

情報
デフォルト ジョブ オプション
時刻/スケジューリング
管理
初期セットアップ

デバイス動作
印刷品質
トラブルシューティング
リセット
サービス

コントラスト調整ダイアル
表示角度にあわせて、タッチス
クリーンの表示コントラストを
調整できます。

印字可
新しいジョブを処理する準備ができ
ていることを表しています。
データ
データを受信、または処理している
ことを表しています。
注意
対応が必要な箇所があること
を表しています。

モノクロ/カラー コピー部数
数値キーパッドを使用して、部数の値を変更します。

スクロール バー
上下にスクロールして、隠れてい
る情報を表示します。

ネットワーク アドレス
画面をタッチすると、プリンタがどのようにネ
ットワークに接続されているか確認できます。
スリープ
プリンタをスリープ モードにしたり、スリープ 
モードから復帰したりすることができます。
リセット
設定を元に戻し、ホーム画面に
戻ります。

停止
プリンタを停止し、ジョブ キ
ューを開きます。
スタート
ジョブのコピー、スキャン、ファックスを開始
します。または、印刷を再開します。
クリア ボタン
アクティブなテキスト フィールドや数値フ
ィールドをクリアします。
ヘルプ
ヘルプ情報が表示されます。その他のヘルプ

• ファックス情報：www.hp.com/go/MFPFaxAccessory300 (f モデルのみ)
• MFP 使用アニメーション：www.hp.com/go/usemyMFP
• ユーザー CD： ユーザー ガイド、クイック リファレンス ガイド、ファックス ガイド、または Web 
    サイトにアクセス (www.hp.com/support/CLJCM6030MFP または www.hp.com/support/CLJCM6040MFP)
• 印刷品質診断：www.hp.com/go/printquality/CLJCM6030MFP または www.hp.com/go/printquality/CLJCM6040MFP
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ネットワーク アドレス

注意

データ

印字可

モノクロ コピー：

原稿のコピーを作成します

コピー

ジョブ保存
ジョブのスキャンと保存をします

サプライ品のステータス

ファックス

電子メール

ジョブ ステータス

管理
用紙トレイとその他のサプライ品を
確認します

文書をファックスで送信

このデバイスを設定、カスタマイ
ズ、および管理します

アクティブなジョブと完了したジョ
ブを確認します

文書を電子メールの添付ファイルと
して送信します

ネットワーク アドレス
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Copy [Salin]

Job Storage [Penyimpanan Pekerjaan]

Supplies Status [Status Persediaan]

E-mail

Job Status [Status Pekerjaan]

Administration [Administrasi]Faks (model f saja) 

HP Color LaserJet CM6030 dan CM6040 MFP
Menggunakan Panel Kontrol

               Mengirim dokumen ke satu atau beberapa nomor faks.

1. Letakkan dokumen asli dengan menghadap ke atas dalam Automatic 
Document Feeder [Pengumpan Dokumen Otomatis] (ADF), atau 
menghadap ke bawah pada sudut kiri atas kaca.

2. Sentuh Fax [Faks]    .
3. Gunakan tombol angka untuk memasukkan nomor faks, atau sentuh 

Address Book [Buku Alamat] untuk memilih penerima.
Sentuh     untuk menghapus nomor.
Sentuh     untuk mentransfer nomor faks ke daftar Fax Recipients 
[Penerima Faks].

4. Untuk melihat pengaturan faks lainnya, sentuh tombol More Options 
[Opsi Lainnya]    .

5. Untuk mengirm faks, tekan Start [Mulai]     atau sentuh Send Fax [Kirim 
Faks] pada bar status. Untuk membatalkan faks, tekan Stop      .

              Memeriksa status baki, ukuran kertas, jenis kertas, dan 
      persediaan.

• Untuk melihat atau memperbarui informasi baki, sentuh Supplies Status 
[Status Persediaan]    . Sentuh nomor baki. Sentuh Modify [Modifikasi] 
untuk mengubah ukuran kertas atau jenisnya. Untuk melihat lokasi setiap 
baki, sentuh Details [Rincian].

• Untuk melihat nama persediaan, tingkatnya, dan tindakan yang 
diperlukan, sentuh Supplies Status [Status Persediaan]    . Sentuh tab 
Supplies [Persediaan]. Gulir ke bawah untuk melihat tingkat persediaan.

• Untuk melihat nomor komponen persediaan atau lokasi persediaan, sentuh 
Supplies Status [Status Persediaan]    , sentuh baris persediaan, kemudian 
sentuh Details [Rincian].

               Memindai dan menyimpan pekerjaan.

Untuk mengambil pekerjaan tersimpan, sentuh Job Storage [Penyimpanan 
Pekerjaan]    . Carilah pekerjaan tersimpan tersebut dengan menyentuh 
folder yang benar kemudian sentuh nama pekerjaan tersebut. Jika yang 
dipilih adalah pekerjaan privat, maka Anda harus memasukkan PIN untuk 
mencetak atau menghapusnya. Sentuh Start [Mulai]     untuk mencetak 
pekerjaan tersimpan.
Untuk mecetak daftar pekerjaan yang telah disimpan pada produk, sentuh 
Job Storage [Penyimpanan Pekerjaan]     , kemudian sentuh Print List 
[Cetak Daftar].
1. Letakkan dokumen asli dengan menghadap ke atas dalam Automatic 

Document Feeder [Pengumpan Dokumen Otomatis] (ADF), atau 
menghadap ke bawah pada sudut kiri atas kaca.

2. Sentuh Job Storage [Penyimpanan Pekerjaan]    . Sentuh Create [Buat].
• Untuk membuat Job Name [Nama Pekerjaan]: Sentuh tombol New Job 

[Pekerjaan Baru] untuk membuka keyboard.
• Ketikkan nama folder tersebut pada keyboard layar sentuh.
• Pilih Job Name [Nama Pekerjaan] dari menu buka-bawah.

Ketikkan nama pekerjaan tersebut pada keyboard layar sentuh.
• Jika berupa pekerjaan privat, pilih PIN to print [PIN untuk mencetak]. 

Masukkan PIN dalam kotak pop-up.
Sentuh OK.

3. Setelah semua opsi diatur, sentuh Start [Mulai]     untuk memindai 
dokumen dan menyimpan file.

               Membuat salinan dari dokumen aslinya.

1. Letakkan dokumen asli dengan menghadap ke atas dalam Automatic 
Document Feeder [Pengumpan Dokumen Otomatis] (ADF), atau 
menghadap ke bawah pada sudut kiri atas kaca.

2. Gunakan tombol angka untuk mengubah jumlah salinan.

3. Secara standar, salinannya hitam-putih. Untuk salinan berwarna, sentuh 
Copy [Salin]    . Sentuh Color/Black [Warna/Hitam]. Sentuh Color 
[Warna]. Sentuh OK.

4. Untuk menyesuaikan pengaturan, sentuh Copy [Salin]     kemudian sentuh 
opsi satu per satu. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang setiap opsi, 
sentuh opsi itu kemudian sentuh Help [Bantuan]    . Untuk melihat opsi 
lainnya, sentuh tombol More Options [Opsi Lainnya]     .

5. Setelah semua opsi diatur, sentuh Start [Mulai]     untuk menyalin aslinya.

              Mengirim dokumen sebagai lampiran pada e-mail.

1. Letakkan dokumen asli dengan menghadap ke atas dalam Automatic 
Document Feeder [Pengumpan Dokumen Otomatis] (ADF), atau 
menghadap ke bawah pada sudut kiri atas kaca.

2. Sentuh E-mail     .

3. Sentuh kotak teks From [Dari]: untuk membuka keyboard. Masukkan 
informasi tersebut.

4. Sentuh kotak teks To [Ke]: untuk membuka keyboard. Masukkan informasi 
tersebut.

5. Sentuh kotak teks Subject [Perihal]: untuk membuka keyboard. Masukkan 
informasi tersebut.

6. Sentuh More Options [Opsi Lainnya]     untuk mengatur opsi lainnya. 
Untuk mempelajari lebih jauh tentang nama opsi kemudian sentuh 
Help [Bantuan]    .

7. Setelah semua opsi diatur, sentuh Start [Mulai]     untuk memindai 
dokumen dan mengirim e-mail.

               Mengetahui informasi atas semua pekerjaan salin, pekerjaan
      cetak dan pekerjaan faks masuk.

• Untuk melihat semua pekerjaan yang sekarang, sentuh Job Status [Status 
Pekerjaan]    . Tab Active [Aktif] menampilkan semua Jobs/Users/Status 
Information [Pekerjaan/Pengguna/Informasi Status] yang sekarang.

• Untuk melihat pekerjaan tertentu, sentuh Job Status [Status Pekerjaan]    . 
Sentuh baris Job [Pekerjaan]. Sentuh Details [Rincian].

• Untuk membatalkan pekerjaan tertentu, sentuh Job Status [Status 
Pekerjaan]    . Sentuh baris Job [Pekerjaan]. Sentuh Cancel Job [Batalkan 
Pekerjaan].

• Untuk melihat pekerjaan yang selesai, sentuh Job Status [Status Pekerjaan]
     . Sentuh tab Job Log [Log Pekerjaan].

• Untuk melihat pekerjaan tertentu yang selesai, sentuh Job Status [Status 
Pekerjaan]    . Sentuh tab Job Log [Log Pekerjaan]. Sentuh baris Job 
[Pekerjaan] tertentu. Sentuh Details [Rincian]. Untuk kembali ke layar 
sebelumnya, sentuh OK.

• Untuk salinan Job Log [Log Pekerjaan], sentuh Job Status [Status 
Pekerjaan]    . Sentuh tab Job Log [Log Pekerjaan]. Sentuh Print Log 
[Cetak Log].

               Mengatur, menyesuaikan, dan mengelola produk.

Untuk mengakses informasi konfigurasi produk, sentuh Administration 
[Administrasi]    .

Sentuh item tertentu untuk melihat keterangannya dan mengakses 
pengaturannya.
Administration [Administrasi] meliputi:

Information [Informasi]
Default Job Options 
[Opsi Pekerjaan Standar]
Time/Scheduling 
[Waktu/Penjadwalan]
Management [Manajemen]
Initial Set-up [Pengaturan Awal]

Device Behavior 
[Perilaku Perangkat]
Print Quality [Kualitas Cetak]
Troubleshooting 
[Pemecahan Masalah]
Resets [Pengaturan Ulang]
Service [Layanan]

Contrast-adjustment dial 
[Tombol penyesuaian kontras]
Menyesuaikan kontras tampilan layar 
sentuh bagi sudut pandangan Anda.

Siap
Produk siap untuk 
pekerjaan baru.
Data
Produk sedang menerima 
atau mengolah data.
Perhatian
Produk mengalami kondisi 
yang memerlukan perhatian.

Black Copies/Color Copies 
[Salinan Hitam/Salinan Berwarna]
Gunakan tombol angka untuk mengubah 
jumlahnya.
Scroll bar [Bilah gulir]
Gulir ke atas atau ke bawah untuk 
melihat informasi lebih lanjut.

Network Address [Alamat Jaringan]
Sentuh layar untuk informasi tentang 
bagaimana produk terhubung ke jaringan.
Sleep [Tidur]
Memasukkan produk ke atau mengeluarkan 
produk dari mode Sleep [Tidur].
Reset [Atur Ulang]
Mengembalikan pengaturan dan 
mengembalikan ke layar Home [Awal].
Stop
Menghentikan produk, dan membuka 
antrian pekerjaan.
Start [Mulai]
Mulai menyalin, memindai, memfaks, 
atau melanjutkan mencetak pekerjaan.
Clear button [Tombol hapus]
Menghapus teks yang aktif atau kotak nomor.

Help [Bantuan]
Sentuh layar untuk informasi Help [Bantuan].

Bantuan lebih lanjut
• Informasi faks: www.hp.com/go/MFPFaxAccessory300 (model f saja)
• Animasi "Use My MFP" [Menggunakan MFP Saya]: www.hp.com/go/usemyMFP
• CD "Pengguna": Panduan Pengguna, Bantuan pekerjaan, Panduan Faks atau kunjungi
   www.hp.com/support/CLJCM6030MFP atau www.hp.com/support/CLJCM6040MFP
• Diagnostik kualitas cetak: www.hp.com/go/printquality/CLJCM6030MFP 
   atau www.hp.com/go/printquality/CLJCM6040MFP
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Network Address

Perhatian

Data

Siap

Black Copies:

Make copies from an original 
document

Copy

Job Storage
Scan and store a job

Supplies Status

Fax

E-mail

Job Status

Administration
Check on paper trays and other 
supplies

Send a document to one or more 
fax numbers

Set up, customize, and manage this 
device

Check on active and completed jobs

Send your document as an 
attachment to an e-mail

Network Address

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


