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HP Color LaserJet CM6030/CM6040 MFP シリーズ ファックス 

操作 手順  

ファックスを送信する 原稿のスキャンには、ガラス、または自動文書フィーダ 
(ADF) のどちらかを使用できます。原稿は、スキャナのガラ

スには表を下向きに、ADF には表を上向きに置きます。 
[ホーム] 画面から [ファックス] をタッチします。 
[ファックス受信者：] テキスト ボックス (1) をタッチしま

す。表示されるキーパッドから電話番号を入力します。 
さらに番号を入力するには、下矢印 (2) をタッチし、続けて

電話番号を入力します。 
ファックスを送信するには、[ファックス送信] ボタン (3) を
タッチするか、コントロール パネルにある緑色の [スタート] 
ボタン  を押します。 

 

 

操作 手順  

アドレス帳を使用する [ホーム] 画面から [ファックス]  をタッチします。 
[アドレス帳] ボタンをタッチします。 
名前 (1) をタッチし、次に矢印 (2) をタッチして、この名前

を [ファックス宛先] リスト (3) に移動します。 
[OK] をタッチします。 

注記：アドレス帳にエントリを追加するには、内蔵 Web サーバを開き、[ファックス] 
タブをクリックします。 
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HP Color LaserJet CM6030/CM6040 MFP シリーズ ファックス 

操作 手順  

短縮ダイアルを使用

する 
原稿のスキャンには、ガラス、または ADF のいずれも使用できま
す。原稿は、スキャナのガラスには表を下向きに、ADF には表を
上向きに置きます。 
[ホーム] 画面から [ファックス] をタッチします。 
短縮ダイアルのコード (1) をタッチします。 
タッチ スクリーンの [ファックス送信] ボタン (2) をタッチするか、
コントロール パネルにある緑色の [スタート] ボタンを押します。 

短縮ダイアル エン

トリを追加する 
[ホーム] 画面から [ファックス] をタッチします。 
短縮ダイアルのコード (1) をタッチします。 
[短縮ダイアル] (3) をタッチします。 
[短縮ダイアル名] をタッチし、キーパッドを使用して名前を入力し
ます。 
ドロップダウン メニューから [ファックス番号] を選択し、キーパ
ッドを使用してファックス番号を入力し、[OK] をタッチします。 
[OK] をタッチします。 

 

 

 

操作 手順  

ファックス レポー

トを作成する 
[ホーム] 画面から [管理] (1) をタッチします。 
[情報] をタッチし、[ファックス レポート] をタッチします。 
以下のファックス レポート オプションの 1 つをタッチします。 

- ファックス使用状況ログ 
- ファックス コール レポート 
- 請求書コード レポート 
- ブロックされたファックス リスト 
- 短縮ダイアル リスト 

[印刷] をタッチします。 
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HP Color LaserJet CM6030/CM6040 MFP シリーズ ファックス 

操作 手順  

内蔵 Web サーバからアドレス帳に新

しいエントリを追加する 
使用しているコンピュータでサポートされている 
Web ブラウザのアドレス/URL フィールドに、プ

リンタの IP アドレスまたはホスト名を入力し、 
内蔵 Web サーバを開きます。 

[ファックス] タブ (1) をクリックします。[オプシ

ョン 1：新規エントリを追加します] にある [ファ

ックス アドレス帳] (2) をクリックし、次に [ファ

ックス番号の追加…] (3) をクリックします。名前

と住所の情報を入力します。[適用] をクリックし

ます。 
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