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1 操作手順
HP All-in-One の使用方法

• 5 ページの [プリンター各部の名称]
• 20 ページの [メディアのセット]
• 32 ページの [カートリッジの交換]
• 42 ページの [紙詰まりの解消]
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2 HP All-in-One を知ろう
• プリンター各部の名称

• コントロール パネルの機能

• ワイヤレス設定

• ステータス ランプ

• Auto Power-Off

プリンター各部の名称
• HP All-in-One の正面および上面図

1 ディスプレイ

2 コントロール パネル

3 用紙トレイ

4 延長用紙トレイ (用紙補助トレイ)

5 ガラス面

6 原稿押さえ

7 カバー

8 カートリッジ ドア

9 カートリッジ アクセス エリア

10 アクセス ドア

• HP All-in-One の背面図
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11 後部 USB ポート

12 電源接続

コントロール パネルの機能

コントロール パネルの機能

1 戻る：前の画面に戻ります。

2 キャンセル： 現在の処理を中止し、デフォルト設定に戻します。

3 セットアップ：セットアップ メニューが開きます。ここではインク レベルの確認、Auto Power-
Off 設定の変更、メンテナンス タスクの実行、言語および地域設定の設定が行えます。

4 選択 ボタン： ボタンを使用して、プリンター ディスプレイ上のメニュー項目を選択します。

5 ワイヤレス ステータス ランプとボタン： 青いランプはワイヤレス接続を示します。 ボタンを押

すと、[ワイヤレス] メニューが開きます。 WPS プッシュ ボタン モードを起動するには、ランプ

が点滅するまで押し続けます。

6 ePrint ランプとボタン： 白いランプは ePrint が接続されていることを示します。 ボタンを押す

と、プリンターのメール アドレスと ePrint メニュー オプションが表示されます。

7 オン ボタン

ワイヤレス設定
ワイヤレス状態とメニュー オプションを表示するには、[ワイヤレス] ボタンを押します。

• プリンターにワイヤレス ネットワークへのアクティブな接続がある場合、プリンター デ
ィスプレイに [接続] およびプリンターの IP が表示されます。

• ワイヤレスが無効 (ワイヤレス通信がオフ) になっており、ワイヤレス ネットワークが使
用できない場合、ディスプレイ画面に [ワイヤレス オフ] が表示されます。

• ワイヤレスが有効 (ワイヤレス通信がオン) になっており、ワイヤレス接続がない場合、
ディスプレイ画面に [接続中] または [未接続] が表示されます。
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プリンター ディスプレイを使用して、ワイヤレス ネットワークに関する情報の入手、ワイヤ
レス接続の確立などの操作が行えます。

使用方法 操作手順

ネットワーク設定ページを印刷します。

ネットワーク設定ページには、ネットワークの状態、
ホスト名、ネットワーク名などが表示されます。

1. [ワイヤレス] ボタンを押して
[ワイヤレス メニュー] を表示
します。

2. [ワイヤレス メニュー] から、
[レポートの印刷] を選択しま
す。

3. [レポートの印刷] メニューか
ら、[設定] を選択します。

ワイヤレス ネットワーク テスト レポートを印刷し
ます。

ワイヤレス ネットワーク テスト レポートには、ワイ
ヤレス ネットワークの状態、ワイヤレス信号強度、
検出されたネットワークなどの診断結果が表示され
ます。

1. [ワイヤレス] ボタンを押して
[ワイヤレス メニュー] を表示
します。

2. [ワイヤレス メニュー] から、
[レポートの印刷] を選択しま
す。

3. [レポートの印刷] メニューか
ら、[ワイヤレス テスト] を選
択します。

ワイヤレス接続の信号強度を表示します。 1. [ワイヤレス] ボタンを押して
[ワイヤレス メニュー] を表示
します。

2. [ワイヤレス メニュー] から、
[接続 IP XXX.XXX.XX.XX] を
選択します。

3. プリンター ディスプレイにワ
イヤレス信号強度が表示され
ます。

ネットワーク設定をデフォルト設定に戻します。 1. [ワイヤレス] ボタンを押して
[ワイヤレス メニュー] を表示
します。

2. [ワイヤレス メニュー] から、
[設定] を選択します。

3. [設定] メニューから、[デフォ
ルトに戻す] を選択します。

4. デフォルトに戻すため選択内
容を確定します。

ワイヤレス設定 7
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使用方法 操作手順

ワイヤレスをオン/オフにします。 1. [ワイヤレス] ボタンを押して
[ワイヤレス メニュー] を表示
します。

2. [ワイヤレス メニュー] から、
[ワイヤレス設定] を選択しま
す。

3. [設定] メニューから、[ワイヤ
レス オン/オフ] を選択しま
す。

4. [ワイヤレス オン/オフ] メニ
ューから、[オン] または [オフ]
を選択します。

Wi-Fi Protected Setup (WPS) 接続を確立します。 35 ページの [WiFi Protected
Setup (WPS – WPS ルーターが必
要)]

ステータス ランプ
• ワイヤレス ステータス ランプ

• ePrint ステータス ランプ

• オン ボタン ランプ

ワイヤレス ステータス ランプ

ランプの動作 解決策

オフ ワイヤレスがオフです。 [ワイヤレ
ス] ボタンを押してプリンター ディ
スプレイのワイヤレス メニューに
アクセスします。 ワイヤレス メニ
ューを使用してワイヤレス印刷を有
効にします。

ゆっくりした点滅 ワイヤレスはオンですが、ネットワ
ークに接続されていません。 接続
を確立できない場合は、プリンター
がワイヤレス信号の届く範囲内にあ
ることを確認してください。

速い点滅 ワイヤレス エラーが発生していま
す。 プリンター ディスプレイ上の
メッセージを参照してください。
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ランプの動作 解決策

オン ワイヤレス接続が確立され、印刷が
可能です。

ePrint ステータス ランプ

ランプの動作 解決策

オフ ePrint が無効になっています。
[ePrint] ボタンを押してプリンター
ディスプレイの ePrint メニューに
アクセスします。

オン ePrint がオンで、接続されています。

オン ボタン ランプ

ランプの動作 解決策

オフ デバイスの電源が入っていません。

ゆっくりした点滅 デバイスがスリープ モードである
ことを示します。 非動作状態が 5
分続いた後にプリンターが自動的に
スリープ モードに入ります。

速い点滅 エラーが発生しました。 プリンタ
ー ディスプレイ上のメッセージを
参照してください。

オン プリンターがオンで、印刷の準備が
できています。

Auto Power-Off
Auto Power-Off は、プリンターの電源を入れたときにデフォルトで自動的に有効になってい
ます。 Auto Power-Off が有効になっている場合、電力を節約するため、非動作状態が 2 時間
続いた後にプリンターが自動的にオフになります。 プリンターがワイヤレスまたは
Ethernet (サポートされている場合) ネットワーク接続を確立すると、Auto Power-Off は自動
的に無効になります。 Auto Power-Off 設定は、プリンターのコントロール パネルから変更
できます。 設定を変更すると、プリンターはその設定を保持します。 Auto Power-Off によ
ってプリンターが完全にオフになるため、プリンターをオンに戻すには電源ボタンを使用す
る必要があります。

(続き)
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Auto Power-Off 設定を変更するには

1. [コピー]、[スキャン]、[クイック フォーム] が表示されたコントロール パネルの
[ホーム] 画面から、[セットアップ] ボタンを押します。

注記 [ホーム] 画面が表示されない場合は、表示されるまで 戻る ボタンを押し
てください。

2. プリンター ディスプレイの [セットアップ] メニューから、[Auto Power-Off] を選
択します。

3. [Auto Power-Off] メニューから、[有効] または [無効] を選択し、設定を確認しま
す。

ヒント ワイヤレスまたは Ethernet 接続されたネットワーク経由で印刷している場合は、
印刷ジョブが失われないように Auto Power-Off を無効にする必要があります。 Auto
Power-Off が無効になっている場合でも、電力を節約するため、非動作状態が 5 分続いた
後にプリンターが自動的にスリープ モードに入ります。
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3 印刷
印刷ジョブを選択して続行します。

11 ページの [写真の印刷]

12 ページの [ドキュメントの印刷]

13 ページの [封筒の印刷]

13 ページの [クイック フォーム の印刷]

詳細については、 14 ページの [印刷完了のヒント]を参照してください。

写真の印刷

フォト用紙に写真をプリントするには

1. 用紙トレイを引き出します。

2. 用紙トレイからすべての用紙を取り出し、印刷面を下にしてフォト用紙をセット
します。

注記 お使いのフォト用紙にミシン目付きのタブがある場合は、そのタブが外側
を向くようにフォト用紙をセットしてください。

詳細については、 20 ページの [メディアのセット]を参照してください。

3. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリ
ックします。

4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。

5. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。
ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設
定]、[プリンタ]、 [プリファレンス] などの名前になっています。
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6. 適切なオプションを選択します。

• [レイアウト] タブで、[縦] または [横] の用紙方向を選択します。

• [用紙/品質] タブの [メディア] ドロップダウン リストから、適切な用紙の種類
と印刷品質を選択します。

注記 大 dpi 解像度の場合、[用紙/品質] タブに移動して、[メディア] ドロップ
ダウン リストから適切な [フォト用紙] を選択します。 次に、[詳細] タブに移
動して、[ 大 DPI で印刷する]ドロップダウン リストから [はい] を選択しま
す。 大 DPI をグレースケールで印刷する場合、ドロップダウン リストの [グ
レースケールで印刷] から [高画質グレースケール] を選択し、適切な[フォト用
紙] を選択した後、[ 大 DPI] を選択します。

7. [OK] をクリックして、[プロパティ] ダイアログ ボックスに戻ります。

8. [OK] をクリックして、[印刷]、または [印刷] ダイアログ ボックスの [OK] をクリ
ックします。

注記 未使用のフォト用紙を給紙トレイに置いたままにしないでください。用紙が波打っ
て印刷品質が低下することがあります。フォト用紙は印刷前に平らにしておいてくださ
い。

ドキュメントの印刷

ソフトウェア アプリケーションからプリントするには

1. 用紙トレイが開いていることを確認します。

2. 用紙が用紙トレイにセットされていることを確認します。

詳細については、 20 ページの [メディアのセット]を参照してください。

3. ソフトウェア アプリケーションで、[印刷] ボタンをクリックします。

4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。

5. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。
ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設
定]、[プリンタ]、 [プリファレンス] などの名前になっています。

6. 適切なオプションを選択します。

• [レイアウト] タブで、[縦] または [横] の用紙方向を選択します。

• [用紙/品質] タブの [メディア] ドロップダウン リストから、適切な用紙の種類
と印刷品質を選択します。
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7. [OK] をクリックして、[プロパティ] ダイアログ ボックスを閉じます。

8. 印刷を開始するには、[印刷] または [OK] をクリックします。

注記 1 ドキュメントを用紙の片面だけでなく、両面に印刷できます。 [用紙/品質] または
[レイアウト] タブの [詳細] ボタンをクリックします。 [印刷するページ数] ドロップダウ
ン メニューから [奇数ページのみ印刷] を選択します。 [OK] をクリックして印刷しま
す。 ドキュメントの奇数ページを印刷した後、排紙トレイからドキュメントを取り出し
ます。 用紙を給紙トレイに白紙の面を上にして再セットします。 [印刷するページ数] ド
ロップダウン メニューに戻り、[偶数ページのみ印刷] を選択します。 [OK] をクリックし
て印刷します。

注記 2 印刷したドキュメントが用紙の余白の内側に揃っていない場合は、正しい言語と
地域を選択していることを確認してください。 プリンター ディスプレイで [セットアッ
プ] を選択して、[言語/地域] を選択します。 言語を選択してから、表示されているオプシ
ョンから地域を選択します。 正しく [言語/地域] を設定すると、プリンターに対して適切
なデフォルトの用紙サイズが設定されます。

クイック フォーム の印刷
[クイック フォーム] を使用して、ビジネスフォーム、用紙の種類、ゲームを印刷します。

クイック フォーム の印刷

1. プリンター表示メニューから [クイック フォーム] を選択します。

ヒント プリンター表示メニューに [クイック フォーム] オプションが表示され
ない場合、戻る オプションが表示されるまで [クイック フォーム] ボタンを押し
ます。

2. 選択ボタンを押して、[ビジネスフォーム]、[用紙の種類]、または [[ゲーム]] を選
択します。 次に [OK] を選択します。

3. 印刷する 選択 の種類を選択したら、印刷枚数を選択し、[OK] を押します。

封筒の印刷
HP All-in-One の給紙トレイには、複数の封筒をセットすることができます。光沢紙を使った
封筒やエンボス加工された封筒、あるいは留め具付きの封筒や窓付き封筒は使わないでくだ
さい。

注記 封筒に印刷するための書式設定については、お使いのワープロ ソフトのヘルプ ファ
イルを参照してください。より美しく仕上げるために、封筒の差出人住所にはラベルの使
用をお勧めします。

封筒に印刷するには

1. 用紙トレイが開いていることを確認します。

2. 用紙ガイドを外側にスライドさせます。

3. 封筒をトレイの中央に置きます。 印刷面を下に向けて置いてください。 封筒の
フタが左側または手前にくるようにします。
詳細については、 20 ページの [メディアのセット]を参照してください。

4. 封筒の束をプリンターの奥まで押し入れます。

封筒の印刷 13
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5. 用紙ガイドを移動して、封筒の端にぴったりとそろえます。

6. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。
ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設
定]、[プリンタ]、 [プリファレンス] などの名前になっています。

7. 適切なオプションを選択します。

• [用紙/品質] タブの [メディア] ドロップダウン リストから、適切な用紙の種類
と印刷品質を選択します。

8. [OK] をクリックして、[印刷]、または [印刷] ダイアログ ボックスの [OK] をクリ
ックします。

印刷完了のヒント
印刷に失敗しないためには、HP カートリッジが正しく動作し、インク残量が十分にあり、
用紙を正しくセットし、プリンターを適切に設定する必要があります。

インクのヒント

• HP 純正インク カートリッジを使用します。

• イエロー、マゼンタ、シアン、黒のカートリッジを正しく取り付けます。

詳しくは、 32 ページの [カートリッジの交換]を参照してください。

• カートリッジの推定インク レベルを確認して、インクが十分にあることを確認します。

詳しくは、 31 ページの [推定インクレベルの確認]を参照してください。

• 詳しくは、 41 ページの [印刷品質の改善]を参照してください。

• 印刷したページの裏にインクの汚れがある場合、[ツール] メニューを使用してクリーニン
グします。

◦ [コピー]、[スキャン]、[クイック フォーム] が表示された [ホーム] 画面から、[セット
アップ] ボタンを押します。

注記 [ホーム] 画面が表示されない場合は、表示されるまで 戻る ボタンを押してく
ださい。

◦ [ツール] メニューをスクロールして [インク汚れのクリーニング] を表示し、[OK] を選
択します。

◦ 画面の指示に従ってください。

用紙をセットするときのヒント

• 用紙の束をセットします (用紙は、1 枚のみをセットしないでください)。 紙詰まりを防ぐ
ため、すべて同じサイズと種類の用紙を使用してください。

• 印刷面を下にして用紙をセットします。

• 用紙を用紙トレイに平らに置き、端が折れたり破れたりしないようにセットしてくださ
い。

第 3 章

14 印刷

印
刷



• すべての用紙がぴったり収まるように、用紙トレイの横方向用紙ガイドを調整してくださ
い。 横方向用紙ガイドで用紙トレイの用紙を折らないようにしてください。

• 詳しくは、 20 ページの [メディアのセット]を参照してください。

プリンター設定のヒント

• 印刷ドライバの [用紙/品質] タブで、[メディア] ドロップダウン リストから、適切な用紙
の種類と印刷品質を選択します。

• [用紙/品質] タブの [用紙サイズ] ドロップダウン リストから適切なサイズを選択します。

• デスクトップの HP All-in-One アイコンをクリックして、プリンター ソフトウェア を開
きます。 プリンター ソフトウェア の [プリンタ アクション] をクリックしてから [基本
設定] をクリックすると、印刷ドライバにアクセスできます。

注記 スタート > プログラム > HP > HP Deskjet 3070 B611 series > HP Deskjet
3070 B611 series をクリックしてプリンター ソフトウェアにアクセスすることもで
きます。

注意

• HP 純正インク カートリッジは、HP プリンターおよび用紙で 高の性能が得られるよう
に設計され、何度もテストされています。

注記 他社製サプライ品の品質および信頼性は保証できません。HP 社製以外のサプラ
イ品を使用した結果、必要になったサービスや修理については保証対象になりません。

純正 HP インク カートリッジを購入されている場合、次のサイトを参照してください。

www.hp.com/go/anticounterfeit

• インク レベルの警告およびインジケーターが示すインク レベルは、インク交換のタイミ
ングを示す予測にすぎません。

注記 インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前
に交換用のカートリッジを準備してください。 印刷品質が使用に耐えないレベルに達
するまでインク カートリッジを交換する必要はありません。

• 印刷ドライバで選択したソフトウェア設定は、印刷にのみ適用されます。コピーまたはス
キャンには適用されません。

• ドキュメントを用紙の片面だけでなく、両面に印刷できます。

注記 [用紙/品質] または [レイアウト] タブの [詳細] ボタンをクリックします。 [印刷
するページ数] ドロップダウン リストから [奇数ページのみ印刷] を選択します。
[OK] をクリックして印刷します。 ドキュメントの奇数ページを印刷した後、排紙トレ
イからドキュメントを取り出します。 用紙を給紙トレイに白紙の面を上にして再セッ
トします。 [印刷するページ数] ドロップダウン リストに戻り、[偶数ページのみ印刷]
を選択します。 [OK] をクリックして印刷します。

• 黒インクのみを使用した印刷

注記 モノクロ ドキュメントを黒インクだけを使って印刷するには、[詳細] ボタンをク
リックします。 [グレースケールで印刷] ドロップダウン メニューから、[黒インクの
み] を選択し、[OK] ボタンをクリックします。
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大 dpi を使用した印刷
フォト用紙に高品質でシャープなイメージを印刷するには、 大 dpi モードを使用します。

大 dpi モードの印刷解像度については、技術仕様を参照してください。

大 dpi で印刷すると、他の設定よりも印刷時間が長くなり、大量のディスク容量が必要に
なります。

大 dpi モードで印刷するには

1. フォト用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。

2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリ
ックします。

3. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。

4. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。
ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設
定]、[プリンタ]、 [プリファレンス] などの名前になっています。

5. [用紙/品質] タブをクリックします。

6. [メディア] ドロップダウン リストで、[フォト用紙、 高画質] をクリックします。

注記 大 dpi での印刷を可能にするには、[用紙/品質] タブの メディア ドロッ
プダウン リストで、[フォト用紙、 高画質] を選択する必要があります。

7. [詳細設定] ボタンをクリックします。

8. [プリンタの機能] 領域の [ 大 dpi で印刷] ドロップダウン リストから [はい] を
選択します。

9. [用紙/出力] ドロップダウン リストから、[用紙サイズ] を選択します。

10
.

[OK] をクリックして拡張オプションを閉じます。

11
.

[レイアウト] タブで、[印刷の向き] を確認し、[OK] をクリックして印刷します。
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4 どこからでも ePrint
製品の [ePrint] 機能は、どこからでも印刷できる利便性の高い印刷を提供します。 有効にす
ると、[ePrint] によって製品にメール アドレスが割り当てられます。 ドキュメントを含む電
子メールをそのアドレスに送信するだけで印刷できます。 画像、Word、PowerPoint、およ
び PDF 文書が印刷可能です とても簡単です。

• どこからでも ePrint

どこからでも ePrint
どこからでもドキュメントを ePrint するには

1. [ePrint] メール アドレスを探します。

a. コントロール パネルの [ePrint] ボタンを押します。 プリンター ディスプレイ
に Web サービスの [設定] メニューが表示されます。

b. プリンター ディスプレイから [メール アドレスの表示] を選択して、プリンタ
ーのメール アドレスを表示します。

注記 ePrint を使用するには、 初に Web サービスを有効にする必要がありま
す。 Web サービスが有効になっていない場合、プリンター ソフトウェアへの
アクセス方法を示すメッセージが表示されます。 プリンター ソフトウェアを
開き、[ePrint] を選択し、画面の指示に従って有効にします。

ヒント メール アドレスまたは登録 URL を印刷するには、プリンター ディス
プレイの [設定] メニューから [プリント情報シート] を選択します。

2. メールを作成して送信します。

a. 新しいメールを作成して、製品メール アドレスを [宛先] ボックスに入力しま
す。

b. メールの本文にテキストを入力して、印刷するドキュメントまたは画像を添付
します。

c. メールを送信します。
メールが印刷されます。

注記 メールを受信するには、製品をインターネットに接続する必要があり
ます。 メールは、受信するとすぐに印刷されます。 他のメールと同様に、
いつ受信するか、受信するかどうかは保証されません。 [ePrint] にオンライ
ンで登録するときに、ジョブのステータスを確認できます。

ヒント [Auto Power-Off] を有効にした場合、ePrint を使用する前にそれを無
効にする必要があります。 詳細については、 9 ページの [Auto Power-Off]を参
照してください。

注記 1 デバイスは、ワイヤレス接続されており、アクティブなネットワーク上に存在す
る必要があります。
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注記 2 [ePrint] で印刷されたドキュメントは、オリジナルと表示が異なる場合がありま
す。 スタイル、フォーマット、およびテキスト フローは、オリジナルのドキュメントと
異なる場合があります。 高品質で印刷する必要があるドキュメント (法律文書など) につ
いては、プリントアウトがどのようになるかを詳細に制御できるコンピューター上のソフ
トウェア アプリケーションから印刷することをお勧めします。

詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。
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5 用紙の基本
• 推奨する印刷用紙

• メディアのセット

推奨する印刷用紙
高画質で印刷するには、印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計された HP 純正用

紙を推奨します。

国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

ColorLok

• HP は一般文書の印刷やコピーには ColorLok ロゴが入った普通紙をお勧めしています。
ColorLok ロゴが入った用紙はすべて高い信頼性および印刷品質基準に適合するよう独自
にテストされており、通常の普通紙に比べ、くっきり鮮明な黒色を再現し、乾燥が速いド
キュメントを実現します。ColorLok ロゴ入り用紙は、さまざまな重さとサイズのものが
メーカーにより提供されています。

HP アドバンス フォト用紙

• この厚手のフォト用紙はすぐ乾くので汚れにくく取り扱いが簡単です。水、染み、指紋、
湿気への抵抗性に優れています。プリントショップの仕上がりに似た印刷品質が得られ
ます。用紙サイズには、A4、10 x 15 cm (切り取りラベル付き)、L 判、２ L 判がありま
す。ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。

エヴリデイフォト用紙

• カラフルな一般のスナップ写真を低コストで印刷できる、カジュアルな写真印刷向け用紙
です。手ごろな価格で、すぐ乾くので取り扱いが簡単です。インクジェット プリンター
で使用すれば、鮮明で、くっきりしたイメージが得られます。用紙サイズには、半光沢仕
上げの A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (切り取りタブ付き、またはなし) などがありま
す。写真を長持ちさせる無酸性用紙です。

HP ブローシャ用紙 または HP Superior インクジェット用紙

• これらの用紙は、両面印刷に対応できるように、両面に光沢またはつや消しコーティング
が施されています。写真に近い品質の印刷や、レポートのカバー、特別なプレゼンテーシ
ョン、カタログ、宣伝用リーフレット、カレンダなどに使用するビジネス用のグラフィッ
クの印刷にお勧めします。
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HP プレミアム プレゼンテーション用紙 または HP プロフェッショナル用紙

• 両面印刷が可能な厚手つや消し用紙です。プレゼンテーション、企画書、レポート、ニュ
ースレター等に 適です。素晴らしい見た目や質感を実現する厚手用紙です。

HP インクジェット用上質普通紙 (両面)

• インクジェット用上質普通紙を使用すると、ハイコントラストの色とシャープな文字で印
刷されます。ある程度の厚みがあり両面カラー印刷をしても裏写りしないため、ニュース
レターやレポート、広告などに 適です。にじみの少ない、くっきり鮮明な色を再現す
る ColorLok テクノロジーを採用しています。

HP 印刷用紙

• HP 印刷用紙は、高品質の多目的用紙です。標準の多目的用紙やコピー用紙と比べて、見
た目も質感も重量感のあるしっかりしたドキュメントを作成できます。にじみの少ない、
くっきり鮮明な色を再現する ColorLok テクノロジーを採用しています。ドキュメントを
長持ちさせる無酸性用紙です。

HP オフィス用紙

• HP オフィス用紙は、高品質の多目的用紙です。コピー、原稿、メモなど、毎日の使用に
適しています。にじみの少ない、くっきり鮮明な色を再現する ColorLok テクノロジーを
採用しています。ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。

HP アイロン プリント紙

• アイロン プリント紙 (カラー生地用、淡色または白地用) を使用すると、デジタル写真か
らオリジナル T シャツを作成できます。

HP プレミアム インクジェット OHP フィルム

• プレミアム インクジェット OHP フィルム。 鮮やかでインパクトのあるカラー プレゼン
テーション資料が印刷できます。このフィルムは、扱いやすく、にじまず速く乾くので便
利です。

HP フォト バリュー パック

• HP フォト バリュー パックは、ＨＰ 純正カートリッジと ＨＰ アドバンス フォト用紙を
セットしたお得なパッケージです。HP All-in-One を使ったプロフェッショナルな写真印
刷がお手頃価格で効率的に行えます。ＨＰ 純正インクと ＨＰ アドバンス フォト用紙は、
写真の保存性と鮮明さを維持できるように両方一緒に使用するよう設計されています。
大切な休暇中の写真を全て印刷したり、複数のプリントを共有したりする場合に 適で
す。

メディアのセット
▲用紙サイズを選択して続行します。

フルサイズ用紙のセット

a. 用紙トレイを下げます。

❑ 用紙トレイを下げて、補助トレイを引き出します。
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b. 横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。

❑ 横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。

c. 用紙をセットします。

❑ 短辺側を奥に、印刷面を下にしてフォト用紙の束を用紙トレイに挿入しま
す。

❑ 用紙の束を止まるまで差し込みます。

❑ 用紙の束の両側と接するように横方向用紙ガイドを調整します。

小さなサイズの用紙のセット

a. 用紙トレイを外にスライドさせます。

❑ 用紙トレイを移動して、補助トレイを引き出します。
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b. 横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。

❑ 横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。

c. 用紙をセットします。

❑ 短辺側を奥に、印刷面を下にしてフォト用紙の束を挿入します。

❑ 用紙の束を奥まで差し込みます。

注記 お使いのフォト用紙にミシン目付きのタブがある場合は、そのタブ
が外側を向くようにフォト用紙をセットしてください。

❑ 用紙の束の両側と接するように横方向用紙ガイドを調整します。

❑ 用紙トレイを中にスライドさせます。

封筒のセット

a. 用紙トレイを下げます

❑ 排紙トレイを下げて、補助トレイを引き出します。

b. 横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。

❑ 横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。
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❑ メイン給紙トレイから用紙をすべて取り出します。

c. 封筒をセットします。

❑ 1 枚または複数枚の封筒を給紙トレイの中央に挿入します。 印刷面を上に
向けて置いてください。 封筒のフタが左側または手前にきて下向きになる
ようにします。

❑ 封筒の束を奥まで差し込みます。

❑ 横方向用紙ガイドを、封筒に当たって止まるまで右にスライドさせます。
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6 コピーとスキャン
• コピー

• コンピューターへのスキャン

• コピー完了のヒント

• スキャン完了のヒント

コピー
▲普通紙にコピーする場合、プリンター ディスプレイの [コピー] メニューで印刷枚

数およびカラーまたはモノクロを簡単に選択できます。 用紙の種類とサイズの変
更、コピーの濃さの調整、コピーのサイズ変更など、より詳細な設定を行うには、
[コピー メニュー] から [設定] を選択します。
コピーの種類をクリックして続行します。

簡単なコピー

a. 用紙をセットします。

❑ 用紙トレイにフルサイズ用紙をセットします。

b. 原稿をセットします。

❑ 製品のカバーを持ち上げます。

❑ 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。

コピーとスキャン 25

コ
ピ
ー

と
ス

キ
ャ

ン



❑ カバーを閉じます。

c. プリンター表示メニューから コピー を選択して、[コピー] メニューにアクセス
します。

❑ プリンター ディスプレイに コピー が表示されない場合は、コピー が表示さ
れるまで [戻る] ボタンを押します。

❑ [コピー] メニューから、[コピー] の横にあるボタンを押します。

❑ コピー枚数を増減するには、[コピー数] の横にあるボタンを押します。 [OK]
の横にあるボタンを押して確認します。

❑ A4 または 8.5 x 11 インチ普通紙にコピーするには、[モノクロ コピー] また
は [カラー コピー] の横にあるボタンを押します。

その他のコピー機能

▲ [コピー] メニューから、[設定] の横の選択ボタンを押して [コピーの設定] メニ
ューにアクセスします。

❑ [用紙サイズ/種類]： 用紙サイズと用紙の種類を選択するためのメニューが表
示されます。 普通紙設定は、普通紙の通常の印刷品質で印刷します。 フォ
ト用紙設定は、フォト用紙の 高の品質で印刷します。.

❑ [サイズの変更]： [実物大] は、原稿のサイズと同じサイズのコピーを作成し
ます。ただし、コピーされた画像の余白が狭くなる可能性があります。 [ペ
ージに合わせる]は、周囲を白の枠で囲んで中央揃えされたコピーを作成しま
す。 リサイズされたイメージは、選択した出力用紙のサイズに合わせて拡大
または縮小されます。 [カスタム サイズ] を使用すると、100% より大きい値
を選択して画像サイズを拡大したり、100% より小さい値を選択して画像サ
イズを縮小できます。

❑ [薄く/濃く]： コピーを薄くしたり濃くしたりするには、コピー設定を調整し
ます。

注記 2 分間操作がない場合、コピー オプションは自動的に普通紙 A4 または 8.5 x 11 イ
ンチ (地域によって異なります) のデフォルト設定に戻ります。

コンピューターへのスキャン
スキャンは、プリンターのコントロール パネルまたはコンピューターから起動できます。 1
つのページを画像ファイルにすばやくスキャンする場合は、コントロール パネルからスキャ
ンします。 複数のページを 1 つのファイルにスキャンする、スキャンのファイル フォーマ
ットを定義する、またはスキャンされた画像を調整する場合は、コンピューターからスキャ
ンします。

スキャンを準備する

▲スキャンを準備するには:
a. 原稿をセットします。

❑ 製品のカバーを持ち上げます。

第 6 章

26 コピーとスキャン

コ
ピ
ー

と
ス

キ
ャ
ン



❑ 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。

❑ カバーを閉じます。

b. スキャンを開始します。

プリンターのコントロール パネルからスキャンする

1. プリンター表示メニューから [スキャン] を選択します。 プリンター ディスプレ
イに [スキャン] が表示されない場合は、表示されるまで [戻る] ボタンを押しま
す。

2. プリンター ディスプレイからスキャン先のコンピューターを選択します。
プリンター ディスプレイ上のリストにコンピューターが表示されない場合、コン
ピューターがプリンターにワイヤレスまたは USB ケーブルで接続されているこ
とを確認してください。 ワイヤレス接続を行っており、接続が機能していること
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を確認済みの場合、ソフトウェアでワイヤレス スキャンを有効にする必要があり
ます。

a. デスクトップの HP All-in-One アイコンをクリックして、プリンター ソフトウ
ェア を開きます。

注記 スタート > プログラム > HP > HP Deskjet 3070 B611 series > HP
Deskjet 3070 B611 series をクリックしてプリンター ソフトウェアにアク
セスすることもできます。

b. [スキャナ アクション] アイコンをクリックします。

c. [コンピュータ へのスキャンの管理] をクリックします。

注記 選択により、[コンピューターにスキャン] オプションを常時アクティブに
しておくことができます。 この機能が常時アクティブの場合、プリンター ディ
スプレイから [スキャン] オプションを選択して、使用中のワイヤレス接続され
たコンピューターにスキャンすることができます。 この機能を常時アクティ
ブにしていない場合、スキャンする前に プリンター ソフトウェア で 初に [コ
ンピュータにスキャン] オプションをアクティブにする必要があります。 これ
は、プリンターのコントロール パネルの [スキャン] ボタンにだけ影響します。
[コンピュータにスキャン] がアクティブかアクティブでないかに関係なく、ス
キャンはコンピューターからいつでも行えます。

3. コンピューター上でスキャンした画像を探します。 スキャンを保存すると、スキ
ャンの保存先のディレクトリで Windows Explorer ウィンドウが開きます。

コンピューターからスキャンする

1. [HP スキャン] アプリケーションを開きます。 [スタート] > [プログラム] > [HP] >
[HP Deskjet 3070 B611 series] > [HP スキャン] をクリックします。

2. ショートカット メニューから希望のスキャンの種類を選択し、[スキャン] をクリ
ックします。

注記 [スキャンのプレビューの表示] が選択されている場合、プレビュー画面で
スキャンされた画像を調整できます。

3. アプリケーションを別のスキャン用に開いたままにする場合は [保存] を選択しま
す。アプリケーションを終了するには、[完了] を選択します。

4. スキャンを保存すると、スキャンの保存先のディレクトリで Windows Explorer ウ
ィンドウが開きます。

注記 同時にスキャン機能を有効にすることができるコンピューターの数は限られていま
す。 プリンターの [スキャン] ボタンを押すと、現在スキャンすることが可能なコンピュ
ーターを一覧できます。

コピー完了のヒント
• 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。
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• 印刷出力のコントラストの強弱を調整するには、プリンター ディスプレイから [コピー]
を選択し、[設定] を選択します。 [コピーの設定] メニューから [薄く/濃く] を選択して、
コントラストを調整します。

• 印刷出力の用紙サイズと用紙の種類を選択するには、プリンター ディスプレイから [コピ
ー] を選択し、[設定] を選択します。 [コピーの設定] メニューから [ページに合わせる] を
選択し、普通紙またはフォト用紙、およびフォト用紙のサイズを選択します。

• 画像のサイズを変更するには、プリンター ディスプレイから [コピー] を選択し、[設定]
を選択します。 [コピーの設定] メニューから、[サイズの変更] を選択します。

詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

スキャン完了のヒント
• 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。

• スキャナのガラス面をきれいにして、付着物等がないことを確認してください。

• ワイヤレス接続を行っており、接続が機能していることを確認済みの場合、プリンター デ
ィスプレイからスキャンするには、ソフトウェアでワイヤレス スキャンを有効にする必
要があります。 プリンター ソフトウェアを開いて [スキャナ アクション] を選択し、[コ
ンピュータへのスキャンの管理] を選択します。

• プリンター ディスプレイから [スキャン] を選択した後、プリンター ディスプレイ上のプ
リンターのリストからスキャン先のコンピューターを選択します。

• プリンターからコンピューターへのワイヤレス接続があり、接続されたコンピューターに
いつでもすばやくスキャンできるようにしたい場合、[コンピュータにスキャン] を常時ア
クティブにしておきます。

• 複数のページがあるドキュメントを複数のファイルでなく 1 つのファイルにスキャンす
る場合、コントロール パネルから [スキャン] を選択する代わりに プリンター ソフトウェ
ア でスキャンを開始します。
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詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。
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7 カートリッジの使用
• 推定インクレベルの確認

• インク サプライ品の注文

• カートリッジの交換

• カートリッジ保証情報

推定インクレベルの確認
簡単にインク レベルを確認して、カートリッジの交換時期を知ることができます。インク レ
ベルは、カートリッジの推定インク残量を示しています。

本体のコントロール パネルからインクレベルを確認するには

1. [コピー]、[スキャン]、[クイック フォーム] が表示されたコントロール パネルの
[ホーム] 画面から、[セットアップ] ボタンを押します。

注記 [ホーム] 画面が表示されない場合は、表示されるまで 戻る ボタンを押し
てください。

2. [インクの状態] を選択します。

プリンター ソフトウェアからインク レベルを確認するには

1. HP All-in-One デスクトップ アイコンをクリックして、プリンター ソフトウェア
を開きます。

注記 スタート > プログラム > HP > HP Deskjet 3070 B611 series > HP
Deskjet 3070 B611 series をクリックしてプリンター ソフトウェアにアクセ
スすることもできます。

2. プリンター ソフトウェア で、[推定インクレベル] をクリックします。

注記 1 再充填または再生されたプリント カートリッジや、別のプリンターで使用されて
いたプリント カートリッジを取り付けた場合、インク レベル インジケーターが不正確で
あったり、表示されない場合があります。

注記 2 インク レベルの警告およびインジケーターは、交換用インクを用意できるよう情
報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷が滞ら
ないよう、交換用のプリント カートリッジを準備してください。印刷の品質が使用に耐
えないレベルに達するまでプリント カートリッジを交換する必要はありません。

注記 3 カートリッジ内のインクは、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。初期化
処理で、製品とカートリッジの印刷準備を行う際や、プリントヘッドのクリーニングで、
プリント ノズルをクリーニングしてインクの流れをスムーズにする際にも消費されま
す。また、使用済みカートリッジ内にはある程度のインクが残っています。詳細について
は、www.hp.com/go/inkusage を参照してください。

インク サプライ品の注文
カートリッジを注文する前に、正しいカートリッジ番号を確認してください。
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プリンターのカートリッジ番号を確認する

▲カートリッジ番号はカートリッジ ドアの内側に記載されています。

プリンター ソフトウェア でカートリッジ番号を確認する

1. デスクトップの HP All-in-One アイコンをクリックして、プリンター ソフトウェ
ア を開きます。

注記 スタート > プログラム > HP > HP Deskjet 3070 B611 series > HP
Deskjet 3070 B611 series をクリックしてプリンター ソフトウェアにアクセ
スすることもできます。

2. プリンター ソフトウェアで、[サプライ品のオンライン購入] をクリックします。
このリンクをクリックすると、正しいカートリッジ番号が自動的に表示されます。

HP All-in-One 用の HP 純正 サプライ品を注文するには、www.hp.com/buy/supplies にアクセ
スしてください。指示に従って、国/地域および製品を選択し、ページ上のショッピング リン
クをクリックします。

注記 カートリッジのオンライン注文は、取り扱っていない国/地域もあります。お住まい
の国または地域でお取り扱いがなくても、サプライ品情報を確認したり、一覧を印刷して
寄りの HP 販売店でのご購入時の参考にすることができます。

関連トピック

• 32 ページの [正しいカートリッジの選択]

正しいカートリッジの選択
HP では、HP 純正カートリッジの使用を推奨しています。 HP 製カートリッジは、HP プリ
ンターで 高の性能が得られるように設計され、何度もテストされています。

関連トピック

• 31 ページの [インク サプライ品の注文]

カートリッジの交換

カートリッジを交換するには

1. 電源が入っていることを確認します。

2. カートリッジを取り外します。

a. カートリッジ アクセス ドアを開きます。
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インク ホルダーが右側に移動するまで待ちます。

b. カートリッジのタブを押して、スロットから取り外します。

3. 新しいカートリッジを差し込みます。

a. カートリッジをパッケージから取り出します。

b. オレンジのキャップをひねって取り外します。キャップは、強めにねじると取
り外しやすい場合があります。
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c. 色付きのアイコンを並べて、カチッと音がしてしっかりとスロットに固定され
るまでカートリッジを押し込みます。

d. カートリッジ ドアを閉じます。

カートリッジ保証情報
HP カートリッジの保証は、指定された HP 製プリンティング デバイスで使用された場合に
適用されます。この保証は、詰め替え、再生、刷新、誤用、改造のいずれかを受けた HP イ
ンク製品には適用されません。

保証期間内に HP インクを使い切っていないこと、保証期限が切れていないことが製品に保
証が適用される条件です。 保証期限は図のように、YYYY/MM 形式で製品に記載されていま
す。

HP 限定保証条項については、製品付属の印刷ドキュメントを参照してください。
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8 接続方式
• WiFi Protected Setup (WPS – WPS ルーターが必要)
• 従来のワイヤレス接続 (ルーターが必要)
• USB 接続 (非ネットワーク接続)
• USB 接続からワイヤレス ネットワークへの変更

• 新しいプリンターの接続

• ネットワーク設定の変更

• ネットワークに接続されたプリンターをセットアップして使用するためのヒント

• 高度なプリンター管理ツール (ネットワーク接続されたプリンター用)

WiFi Protected Setup (WPS – WPS ルーターが必要)
これらの操作手順は、プリンター ソフトウェアのセットアップとインストールを済ませたユ
ーザーを対象としています。 初めてインストールする場合は、プリンターの箱に同梱されて
いるセットアップの説明書をよくお読みください。

HP All-in-One を WiFi Protected Setup (WPS) を使用してワイヤレス ネットワークに接続す
るには、次のものが必要です。

❑ WPS 対応ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントを含むワイヤレス 802.11b/g/n
ネットワーク。

注記 802.11n は 2.4Ghz のみをサポートします。

❑ ワイヤレス ネットワーク サポートまたはネットワーク インタフェース カード (NIC) を
備えたデスクトップ コンピューターやノートパソコン。コンピューターは、HP All-in-
One をセットするワイヤレス ネットワークに接続されている必要があります。

注記 WPS プッシュ ボタンを備えた Wi-Fi Protected Setup (WPS) ルーターがある場合、
プッシュ ボタン方式に従います。 ルーターにプッシュ ボタンがあるかわからない場合、
ワイヤレス設定メニュー方式に従います。

プッシュ ボタン (PBC) 方式

1. ルーターの WiFi Protected Setup (WPS) ボタンを押します。

2. ワイヤレス ランプが点滅を開始するまで [ワイヤレス] ボタンを押し続けます。 3
秒間押し続けて、WPS プッシュ ボタン モードを起動します。

注記 タイマーが設定された約 2 分の間に、ネットワーキング デバイスの対応するボタン
を押す必要があります。

ワイヤレス設定メニュー方式

1. プリンターで [ワイヤレス] ボタンを押して、[ワイヤレス] メニューを表示しま
す。 プリンターが印刷中、エラー状態、または重要なタスクを実行中の場合、タ
スクが完了するまで、またはエラーが解消するまで待ってから [ワイヤレス] ボタ
ンを押します。

2. プリンター ディスプレイから [ワイヤレス設定] を選択します。
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3. プリンター ディスプレイから [WiFi Protected Setup] を選択します。

4. WPS プッシュ ボタンを備えた Wi-Fi Protected Setup (WPS) ルーターがある場
合、[プッシュ ボタン] を選択し、画面の指示に従います。 ルーターにプッシュ ボ
タンがない場合、またはプッシュ ボタンがあるかわからない場合、[PIN] を選択
し、画面の指示に従います。

注記 タイマーが設定された約 2 分の間に、ネットワーキング デバイスの対応するボタン
を押すか、ルーター PIN をルーターの設定ページに入力する必要があります。

従来のワイヤレス接続 (ルーターが必要)
HP All-in-One を内蔵ワイヤレス WLAN 802.11 ネットワークに接続するには､以下が必要に
なります。

❑ ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントを含むワイヤレス 802.11b/g/n ネットワー
ク。

注記 802.11n は 2.4Ghz のみをサポートします。

❑ ワイヤレス ネットワーク サポートまたはネットワーク インタフェース カード (NIC) を
備えたデスクトップ コンピューターやノートパソコン。コンピューターは、HP All-in-
One をセットするワイヤレス ネットワークに接続されている必要があります。

❑ ネットワーク名 (SSID)
❑ WEP キーまたは WPA パスフレーズ (必要な場合)

本製品を接続するには

1. コンピューターの CD-ROM ドライブに製品ソフトウェア CD を挿入します。

2. 画面に表示される指示に従います。
指示されたら、同梱の USB 設定ケーブルを使って製品をコンピューターに接続し
ます。 画面上の指示に従ってワイヤレス ネットワークの各設定を入力します。
本製品がネットワークへの接続を試みます。 接続に失敗した場合は、画面の指示
に従って問題を解決し、接続をやり直します。

3. 設定が完了したら USB ケーブルを外してワイヤレス ネットワーク接続をテスト
するように指示されます。 本製品がネットワークに正しく接続されたら、ネット
ワークを通して製品を使用するコンピューターに本ソフトウェアをインストール
してください。

USB 接続 (非ネットワーク接続)
HP All-in-One には、コンピューターに接続するための後部 USB 2.0 High Speed ポートがあ
ります。

注記 Web サービスは USB 直接接続では使用できません。

USB ケーブルを使用して本製品を接続するには

▲ USB ケーブルを使用してコンピュータに接続する方法については、製品に付属す
るセットアップの説明書を参照してください。

注記 USB ケーブルは、ソフトウェアからの指示があるまで本製品に接続しな
いでください。
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プリンター ソフトウェアがインストールされている場合、プリンターはプラグ アンド プレ
イ デバイスとして動作します。 ソフトウェアがインストールされていない場合、デバイスに
付属の CD を挿入し、画面の指示に従います。

USB 接続からワイヤレス ネットワークへの変更
初 USB ケーブルでプリンターをコンピューターに直接接続した状態でプリンターのセッ

トアップとソフトウェアのインストールを行った場合、ワイヤレス ネットワーク接続に簡単
に変更できます。 ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントを含むワイヤレス 802.11b/
g/n ネットワークが必要です。

注記 802.11n は 2.4Ghz のみをサポートします。

USB 接続からワイヤレス ネットワークへの変更

1. コンピューターの [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] または [プログ
ラム] を選択し、[HP] を選択します。

2. [HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series] を選択します。

3. [プリンターのセットアップとソフトウェア選択] を選択します。

4. [USB 接続プリンターのワイヤレスへの変換] を選択します。 画面の指示に従っ
てください。

新しいプリンターの接続

新しいプリンターを接続する

1. コンピューターの [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] または [プログ
ラム] を選択し、[HP] を選択します。

2. [HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series] を選択します。

3. [プリンターのセットアップとソフトウェア選択] を選択します。

4. [新しいプリンターの接続] を選択します。 画面の指示に従ってください。

ネットワーク設定の変更

ネットワーク設定を変更する

1. コンピューターの [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] または [プログ
ラム] を選択し、[HP] を選択します。

2. [HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series] を選択します。

3. [プリンターのセットアップとソフトウェア選択] を選択します。

4. [新しいプリンターの接続] を選択します。 画面の指示に従ってください。

ネットワークに接続されたプリンターをセットアップして使
用するためのヒント

ネットワーク接続されたプリンターのセットアップと使用については、次のヒントを参考に
してください。

ネットワークに接続されたプリンターをセットアップして使用するためのヒント 37

接
続
方

式



• ネットワークに接続されたワイヤレス プリンターをセットアップする場合、ワイヤレス
ルーターまたはアクセス ポイントの電源がオンになっていることを確認します。 プリン
ターによってワイヤレス ルーターが検索され、コンピューター上に検出されたネットワ
ーク名が一覧されます。

• コンピューターが仮想私設ネットワーク (VPN) に接続されている場合、プリンターなど
ネットワーク上のその他のデバイスにアクセスするためには、VPN から切断する必要が
あります。

• ネットワーク セキュリティ設定を見つける方法を理解します。 詳細については、ここを
クリックしてオンライン接続します。

• ネットワーク診断ユーティリティとその他のトラブルシューティングのヒントを理解し
ます。 詳細については、ここをクリックしてオンライン接続します。

• USB からワイヤレス接続に変更する方法を理解します。 詳細については、ここをクリッ
クしてオンライン接続します。

• プリンター セットアップ時にファイアー ウォールとウイルス対策プログラムを操作する
方法を理解します。 詳細については、ここをクリックしてオンライン接続します。

高度なプリンター管理ツール (ネットワーク接続されたプリ
ンター用)

プリンターがネットワークに接続されている場合、埋め込み Web サーバーを使用してコン
ピューターからステータス情報の表示、設定の変更、およびプリンターの管理を行うことが
できます。

注記 一部の設定の表示または変更には、パスワードが必要になる場合があります。

埋め込み Web サーバーは、インターネットに接続せずに開いて使用することができま
す。 ただし、一部の機能は使用できません。

• 埋め込み Web サーバーを開くには

• cookie について

埋め込み Web サーバーを開くには

注記 プリンターがネットワークに接続され、IP アドレスが指定されている必要がありま
す。 プリンターの IP アドレスを見つけるには、[ワイヤレス] ボタンを押すか、ネットワ
ーク設定ページを印刷します。

コンピューターのサポートされた Web ブラウザで、プリンターに割り当てられている IP ア
ドレスまたはホスト名を入力します。

例えば、IP アドレスが 192.168.0.12 の場合、次のアドレスを Internet Explorer などの Web
ブラウザに入力します。 http://192.168.0.12

cookie について

埋め込み Web サーバー (EWS) は、ブラウザからページを表示したときに小さいテキスト フ
ァイル (cookie) をハード ディスクに作成します。 これらのファイルにより EWS は次回ア
クセス時にユーザーのコンピューターを認識することができます。 例えば、EWS 言語を設
定した場合、選択した言語が cookie に記憶されるので、次に EWS を開いたときに、ページ
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がその言語で表示されます。 一部の cookie (選択した言語を記憶しておく cookie など) は
各セッションの終了時に消去されますが、その他のもの (ユーザー固有の設定を記憶する
cookie など) は手動で消去するまでコンピューター上に保存されます。

ブラウザの設定によって、すべての cookie を受け入れることも、cookie が書き込まれる前
に警告することもできます。これにより、どの cookie を受け入れ、どれを拒否するかを選択
できます。 また、ブラウザを使用して不要な cookie を削除することもできます。

注記 プリンターによっては、cookie を無効にすると、以下の機能のどれかが使用できな
くなる場合があります。

• アプリケーションを終了したところからの再開 (特にセットアップ ウィザードで有用)
• EWS ブラウザ言語設定の記憶

• EWS ホームページのカスタマイズ

プライバシーおよび cookie 設定の変更方法と、cookie の表示および削除方法については、
Web ブラウザで利用できるドキュメントを参照してください。

高度なプリンター管理ツール (ネットワーク接続されたプリンター用) 39
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9 問題の解決法
このセクションでは、次のトピックについて説明します：

• 印刷品質の改善

• 紙詰まりの解消

• 印刷できない

• ネットワーク機能

• HP サポート

印刷品質の改善
1. HP 純正カートリッジを使用していることを確認します。

2. プリントのプロパティで、[メディア] ドロップダウン リストから適切な用紙タイ
プと印刷品質が選択されていることを確認します。 プリンター ソフトウェア の
[プリンタ アクション] をクリックしてから [基本設定] をクリックすると、プリン
トのプロパティにアクセスできます。

3. 推定インクレベルを確認し、カートリッジのインクが不足していないか調べま
す。 詳しくは、 31 ページの [推定インクレベルの確認]を参照してください。 プ
リント カートリッジがインク不足の場合は、プリント カートリッジを交換してく
ださい。

4. プリンター カートリッジの調整

プリンター ソフトウェアからカートリッジを調整するには

注記 カートリッジを調整することで高品質の出力が得られます。 HP All-in-
One では、新しいカートリッジを取り付けるたびに、カートリッジの調整を求
めるメッセージが表示されます。 プリント カートリッジを取り外した後もう
一度取り付けた場合には、プリント カートリッジの調整のメッセージは表示さ
れません。 HP All-in-One にはプリント カートリッジに合わせて調整した値が
記憶されるので、プリント カートリッジの再調整は必要ありません。

a. 給紙トレイに、A4 の未使用の白い普通紙をセットします。

b. プリンター ソフトウェア で、[プリンタ アクション] をクリックしてから、[メ
ンテナンス タスク] をクリックして、[プリンタ ツールボックス] にアクセスし
ます。

c. [プリンタ ツールボックス] が表示されます。

d. [プリンタ サービス] タブの [インク カートリッジの調整] をクリックします。
調整シートが印刷されます。

e. カートリッジ調整シートの印刷面を下にして、ガラス板の右下隅に合わせてセ
ットします。

f. プリンター ディスプレイの指示に従ってカートリッジを調整します。 使用し
たカートリッジ調整シートは再利用するか破棄してください。

問題の解決法 41
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5. カートリッジのインクが少なくなっていない場合は、診断ページを印刷します。

診断ページを印刷するには

a. 給紙トレイに、A4 の未使用の白い普通紙をセットします。

b. プリンター ソフトウェア で、[プリンタ アクション] をクリックしてから、[メ
ンテナンス タスク] をクリックして、[プリンタ ツールボックス] にアクセスし
ます。

c. [デバイス レポート] タブの [診断情報の印刷] をクリックして、診断ページを印
刷します。 診断ページで青、マゼンタ、黄色、および黒のカラーボックスを確
認します。 色のボックスと黒のボックスの中に縞模様が見えるか、ボックスの
場所にインクがない場合は、カートリッジが自動的にクリーニングされます。

6. 診断ページのカラーおよび黒のボックスに線が入っていたり、ボックス内に印刷
されていない箇所がある場合は、カートリッジの自動クリーニングを実行します。

カートリッジを自動クリーニングするには

a. 給紙トレイに、A4 の未使用の白い普通紙をセットします。

b. プリンター ソフトウェア で、[プリンタ アクション] をクリックしてから、[メ
ンテナンス タスク] をクリックして、[プリンタ ツールボックス] にアクセスし
ます。

c. [プリンタ サービス] タブの [インク カートリッジのクリーニング] をクリック
します。 画面の指示に従ってください。

上記の方法で問題が解決しない場合は、ここをクリックしてオンライン トラブルシューティ
ングを参照してください。

紙詰まりの解消
詰まった用紙が見えており、プリンターの外部からアクセスできる場合、詰まった用紙を引
っ張り出して、OK を押します。 外部から用紙が見えないか、用紙にアクセスできない場合、
カートリッジ アクセス ドアを開いて紙詰まりの位置を特定します。
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カートリッジ アクセス ドアを開いて紙詰まりの位置を特定する

1. 紙詰まりがカートリッジ アクセス領域に存在する場合、用紙を引っ張って、詰ま
った用紙を取り除きます。

注記 用紙を取り除くとき、 カートリッジに接続されている白いエンコーダー
ストリップに触れないようにしてください。

2. 紙詰まりがプリンターの後部側で発生した場合、アクセス ドアを開いてアクセス
します。

a. アクセス ドアを開きます。

b. 詰まった用紙を取り除きます。

c. アクセス ドアを閉じます。 ラッチが両方とも固定されるまで、ドアをプリンタ
ーの方向にゆっくりと押して閉じます。

3. カートリッジ アクセス ドアを開いても用紙に届かない場合は、カートリッジ アク
セス ドアを閉じます。

a. 用紙トレイの用紙をすべて取り出します。

b. プリンターを回転して、プリンターの左側を下にします。

c. 用紙トレイを引き出し、プリンターの内部から詰まった用紙を取り除きます。

d. 用紙トレイを元に戻します。

e. 底部が下に来るようにプリンターを回転し、用紙をセットします。

コントロール パネルの [OK] 選択ボタンを押して、現在のジョブを続行します。

上記の方法で問題が解決しない場合は、ここをクリックしてオンライン トラブルシューティ
ングを参照してください。

紙詰まりの解消 43
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紙詰まりが発生しないようにするには

• 給紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。

• 排紙トレイから印刷された用紙を頻繁に取り除くようにしてください。

• 用紙を給紙トレイに平らに置き、端が折れたり破れたりしないようにセットしてくださ
い。

• 給紙トレイに種類やサイズの異なる用紙を一緒にセットしないでください。給紙トレイ
にセットした用紙は、すべて同じサイズと種類でなければなりません。

• 用紙がぴったり収まるように、給紙トレイの横方向用紙ガイドを調整してください。横方
向用紙ガイドで給紙トレイの用紙を折らないようにしてください。

• 用紙を給紙トレイの奥に入れすぎないでください。

上記の方法で問題が解決しない場合は、ここをクリックしてオンライン トラブルシューティ
ングを参照してください。

印刷できない
うまく印刷できない場合は、HP 印刷診断ユーティリティをダウンロードしてください。こ
のユーティリティを使用すると、この問題を自動的に解決できます。 このユーティリティを
取得するには、適切なリンクをクリックします。

注記 言語によっては、HP 印刷診断ユーティリティをご利用いただけない場合がありま
す。

HP 印刷診断ユーティリティのダウンロード ページにアクセスします (32 ビット Windows
用)。

HP 印刷診断ユーティリティのダウンロード ページにアクセスします (64 ビット Windows
用)。

印刷の問題を解決する

注記 プリンターの電源がオンであり、トレイに用紙があることを確認します。 それでも
印刷できない場合は、次の手順に従ってください。

1. エラー メッセージを確認して、解決します。

2. USB ケーブルをいったん外し、再度接続します。

3. プリンターが停止またはオフラインでないことを確認します。

プリンターが停止またはオフラインでないことを確認するには

a. オペレーティング システムに応じて、以下のいずれかを実行します。

• [Windows 7]： Windows の[スタート] メニューから、[デバイスとプリンタ]
をクリックします。

• [Windows Vista]： Windows の[スタート] メニューから、[コントロール パ
ネル]、[プリンタ] の順にクリックします。

• [Windows XP]： Windows の [スタート] メニューから、[コントロール パネ
ル]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。

b. 製品のアイコンをダブルクリックするか、製品のアイコンを右クリックして [印
刷内容の表示] を選択し、印刷キューを開きます。
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c. [プリンタ] メニューで [一時停止] または [プリンタをオフラインで使用する]
の横にチェックマークがないことを確認します。

d. 何らかの変更を行なった場合は、もう一度印刷を実行します。

4. 本製品がデフォルト プリンターに設定されていることを確認する

プリンターがデフォルト プリンターに設定されているかどうかを確認するには

a. オペレーティング システムに応じて、以下のいずれかを実行します。

• [Windows 7]： Windows の[スタート] メニューから、[デバイスとプリンタ]
をクリックします。

• [Windows Vista]： Windows の[スタート] メニューから、[コントロール パ
ネル]、[プリンタ] の順にクリックします。

• [Windows XP]： Windows の [スタート] メニューから、[コントロール パネ
ル]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。

b. 正しいプリンターがデフォルト プリンターとして設定されていることを確認
します。
デフォルト プリンターは横の黒または緑の丸内にチェックマークが付いてい
ます。

c. 間違ったプリンターがデフォルト プリンターとして設定されている場合は、正
しいプリンターを右クリックし、[通常使うプリンタに設定] を選択します。

d. 製品を再度使ってみます。

5. 印刷スプーラーを再起動してください。

印刷スプーラーを再起動するには

a. オペレーティング システムに応じて、以下のいずれかを実行します。

Windows 7

• Windows の[スタート] メニューから、[コントロール パネル]、[システムと
セキュリティ]、[管理ツール] の順にクリックします。

• [サービス] をダブルクリックします。

• [印刷スプーラ]を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。

• [全般] タブの、[スタートアップの種類] の横で、[自動] が選択されているこ
とを確認します。

• サービスがまだ起動していなければ、[サービス状態] の [スタート]、[OK] の
順にクリックします。

Windows Vista

• Windows の[スタート] メニューから、[コントロール パネル]、[システムと
メンテナンス]、[管理ツール]の順にクリックします。

• [サービス] をダブルクリックします。

• [印刷スプーラ サービス] を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。

• [全般] タブの、[スタートアップの種類] の横で、[自動] が選択されているこ
とを確認します。

• サービスがまだ起動していなければ、[サービス状態] の [スタート]、[OK] の
順にクリックします。
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Windows XP

• Windows の [スタート] メニューから、[マイ コンピュータ] を右クリックし
ます。

• [管理] をクリックし、次に [サービスとアプリケーション] をクリックしま
す。

• [サービス] をダブルクリックし、次に [印刷スプーラ] を選択します。

• [印刷スプーラ] を右クリックし、[再起動] をクリックしてサービスを再起動
します。

b. 正しいプリンターがデフォルト プリンターとして設定されていることを確認
します。
デフォルト プリンターは横の黒または緑の丸内にチェックマークが付いてい
ます。

c. 間違ったプリンターがデフォルト プリンターとして設定されている場合は、正
しいプリンターを右クリックし、[通常使うプリンタに設定] を選択します。

d. 製品を再度使ってみます。

6. コンピューターを再起動します。

7. 印刷キューをクリアします。

印刷キューをクリアするには

a. オペレーティング システムに応じて、以下のいずれかを実行します。

• [Windows 7]： Windows の[スタート] メニューから、[デバイスとプリンタ]
をクリックします。

• [Windows Vista]： Windows の[スタート] メニューから、[コントロール パ
ネル]、[プリンタ] の順にクリックします。

• [Windows XP]： Windows の [スタート] メニューから、[コントロール パネ
ル]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。

b. 印刷キューを開くためにプリンターのアイコンをダブルクリックします。

c. [プリンタ] メニューで、[すべてのドキュメントの取り消し] または [ドキュメン
トの削除] をクリックし、[はい] をクリックして確定します。

d. それでもまだキューにドキュメントが残っている場合は、コンピューターを再
起動し、再起動後にもう一度印刷を実行します。

e. 印刷キューを再度チェックしてクリアされていることを確認し、もう一度印刷
を実行します。
印刷キューがクリアされていない場合や、クリアされているが印刷に失敗する
場合は、次の解決方法に進んでください。

上記の方法で問題が解決しない場合は、ここをクリックしてオンライン トラブルシューティ
ングを参照してください。

インクホルダーの確認
用紙など、インク ホルダーをふさいでいる障害物を取り除きます。

注記 紙詰まりを取り除くために、工具やその他の道具を使用しないでください。 製品内
部から紙詰まりの用紙を取り除くときには、常に注意してください。

詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。
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用紙トレイの準備

用紙トレイを開く

▲印刷を開始するには用紙トレイが開いている必要があります。

詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

プリンターの準備
印刷品質に満足できない場合、カートリッジをコントロール パネルから自動的にクリーニン
グします。

カートリッジを自動的にクリーニングする

1. [コピー]、[スキャン]、[クイック フォーム] が表示された [ホーム] 画面から、[セ
ットアップ] ボタンを押します。

注記 [ホーム] 画面が表示されない場合は、表示されるまで [戻る] ボタンを押し
てください。

2. [ツール] メニューから [プリントヘッドのクリーニング] を選択します。

3. 画面の指示に従ってください。

カートリッジの保守には、プリンターの Auto Power-Off 機能を使用してプリンターの電力利
用を管理します。　

詳細については、 9 ページの [Auto Power-Off]を参照してください。

プリンターの障害

プリンターの障害を解決する

▲プリンターの電源を入れ直しても問題が解決しない場合、HP サポートへお問い合
わせください。

 詳細は HP サポートへお問い合わせください。

プリント ヘッドの故障
このプリンターのプリント ヘッドは故障しています。

詳細は HP サポートへお問い合わせください。
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インク カートリッジの問題
まず、カートリッジを外して、再装着してみます。 問題が解決しない場合は、カートリッジ
の接点の汚れを拭き取ります。 それでも問題が解決しない場合は、 32 ページの [カートリッ
ジの交換].

インク カートリッジの接点の汚れを拭き取る

注意 クリーニング手順は数分で終わります。 インク カートリッジをできるだけはやく
製品に再度取り付けてください。 インク カートリッジを製品の外に出して 30 分以上放
置しないでください。 プリント ヘッドとインク カートリッジの両方が損傷する恐れが
あります。

1. 電源が入っていることを確認します。

2. カートリッジ アクセス ドアを開きます。

インク ホルダーが右側に移動するまで待ちます。

3. エラー メッセージに示されたカートリッジのタブを押して固定を解除し、スロッ
トから取り外します。

4. インク カートリッジの横を持って底面を上向きにし、インク カートリッジの電気
接触部を探します。 電気接触部は、銅色または金色をした 4 つの小さな長方形の
金属でできており、インク カートリッジの底面にあります。
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5. 接触部を乾いた綿棒や糸くずの出ない布で拭きます。

注意 接触部のみに触れるように注意し、インクやその他の破片がカートリッジ
のほかの場所につかないようにします。

6. 製品内部にあるプリント ヘッドの接触部を探します。 接触部は、4 本の銅色また
は金色のピンのような形状で、インク カートリッジの接触部とぴったり合う位置
にあります。

7. 乾いた綿棒や糸くずの出ない布で接触部を拭きます。

8. インク カートリッジをもう一度取り付けます。

9. アクセス ドアを閉め、エラー メッセージが表示されなくなったかどうか確認しま
す。

10
.

まだエラー メッセージが表示される場合は、製品の電源をオフにして、もう一度
オンにします。

詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

カートリッジのセットアップ
プリンターを初めてセットアップするときには、プリンターの箱に同梱されていたカートリ
ッジを装着する必要があります。 これらのカートリッジには SETUP というラベルが貼ら
れており、これらのカートリッジによって 初の印刷ジョブの前にプリンターが調整されま
す。 初期製品セットアップ中に SETUP カートリッジを装着しないと、エラーが発生しま
す。 通常のカートリッジ セットを装着した場合、プリンターのセットアップを完了するに
は、それらを取り外して、SETUP カートリッジを装着します。 プリンターのセットアップ
の完了後は、プリンターで通常のカートリッジを使用できます。

警告 取り外した通常のカートリッジにオレンジのキャップを戻さないと、カートリッジ
がすぐに乾燥します。 カートリッジにキャップを付けると、付けない場合よりもインク
の蒸発量が減少します。 必要に応じて SETUP カートリッジのオレンジ キャップを使用
できます。
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詳細は HP サポートへお問い合わせください。

カートリッジ サプライ アップグレード

プリンターがサプライ アップグレード カートリッジを認識するようにします。

1. サプライ アップグレード カートリッジを取り外します。

2. 元のカートリッジをホルダーに挿入します。

3. アクセス ドアを閉め、ホルダーが移動を停止するまで待ちます。

4. 元のカートリッジを取り外し、サプライ アップグレード カートリッジと交換しま
す。

5. アクセス ドアを閉め、ホルダーが移動を停止するまで待ちます。

それでもサプライ アップグレード問題のエラー メッセージが表示される場合、HP サポート
へお問い合わせください。

詳細は HP サポートへお問い合わせください。

旧式のカートリッジ
このカートリッジの新しいバージョンを使用する必要があります。 カートリッジの新しい
バージョンを特定するには、カートリッジのパッケージの外側を見るか、保証終了日を探し
ます。

日付の右に ‘v1’ と複数スペースがある場合、カートリッジはアップデートされた新しい
バージョンです。

詳細は HP サポートへお問い合わせください。
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ネットワーク機能
• ネットワーク セキュリティ設定を見つける方法について理解します。 詳細については、

ここをクリックしてオンライン接続します。

• ネットワーク診断ユーティリティとその他のトラブルシューティングのヒントを理解し
ます。 詳細については、ここをクリックしてオンライン接続します。

• USB からワイヤレス接続に変更する方法を理解します。 詳細については、ここをクリッ
クしてオンライン接続します。

• プリンター セットアップ時にファイアー ウォールとウイルス対策プログラムを操作する
方法を理解します。 詳細については、ここをクリックしてオンライン接続します。

HP サポート
• 製品の登録

• サポート プロセス

• 電話による HP サポート

• 追加の保証オプション

製品の登録

登録に数分かけるだけで、迅速なサービス、効果的なサポート、製品サポートの通知を得る
ことができます。 ソフトウェアのインストール中にプリンターを登録しなかった場合、
http://www.register.hp.com で登録できます。

サポート プロセス

お困りのときは、以下の手順に従ってください。

1. 製品付属のマニュアルを確認してください。

2. HP オンライン サポート Web サイト www.hp.com/support をご覧ください。HP
オンライン サポートは、HP のお客様どなたでもご利用いただけます。このサイ
トには常に 新の製品情報や専門的アドバイスが公開され、他にも以下のような
サービスが用意されています。

• 専門のオンラインサポート担当者へのお問い合わせ

• 製品用ソフトウェアおよびドライバ アップデート

• 有用な製品情報および一般的な問題に対するトラブルの解決方法

• 事前予防的な製品アップデート、サポートのお知らせ、HP ニュースの配信 (製
品登録を行ってください)

3. HP サポートにお電話ください。ご利用できるサポートオプションは、製品、国/
地域、および言語により異なります。

電話による HP サポート

電話サポートのオプションとご利用いただける内容は、製品、国/地域、および言語によって
異なります。

このセクションでは、次のトピックについて説明します：

• 電話サポートの期間

HP サポート 51

問
題
の

解
決

法

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70018-all-3070-B611&h_lang=ja&h_cc=ja
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70018-all-3070-B611&h_lang=ja&h_cc=ja
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70016-win-3070-B611&h_lang=ja&h_cc=ja
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70015-win-3070-B611&h_lang=ja&h_cc=ja
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70015-win-3070-B611&h_lang=ja&h_cc=ja
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70017-win-3070-B611&h_lang=ja&h_cc=ja
http://www.register.hp.com
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_page=hpcom&h_client=s-h-e010-1&h_product=4311846&h_lang=ja&h_cc=ja


• 電話でのご連絡

• サポートの電話番号

• 電話サポート期間終了後のサポート

電話サポートの期間

1 年間有効の電話サポートは、北米、アジア太平洋、ラテン アメリカ (メキシコ含む) の各国
で利用できます。ヨーロッパ、中東、アフリカ各国での電話サポートの期間については、
www.hp.com/support を参照してください。規定の通話料金がかかります。

電話でのご連絡

HP サポートに電話をおかけになる際は、コンピューターと製品の前からおかけください。
また、以下の情報を事前にご用意ください。

• 製品名 (HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series)
• モデル番号 (カートリッジ ドア内側に表示)

• シリアル番号 (製品背面または底面に記載)
• 問題が発生したときに表示されたメッセージ

• 次の質問に対するお答え。

◦ この問題が以前にも起こったことがありますか？

◦ 問題をもう一度再現できますか？

◦ この問題が起こった頃に、新しいハードウェア、またはソフトウェアをコンピュータ
ーに追加しましたか？

◦ この問題が起きる前に、雷雨があったり製品を移動したなど、何か特別なことはあり
ませんでしたか？

サポートの電話番号

新の HP サポート電話番号一覧およびご利用料金については、www.hp.com/support を参照
してください。

電話サポート期間終了後のサポート

電話サポート期間終了後は、追加費用を支払うことで HP のサポートをご利用いただけます。
サポートは、HP オンライン サポート Web サイト www.hp.com/support でもご利用いただけ
ます。サポートオプションの詳細については、HP 取扱店またはお住まいの国/地域のサポー
ト電話番号にご連絡ください。

追加の保証オプション

追加料金で HP All-in-One のサービス プランを拡張できます。www.hp.com/support にアク
セスし、お住まいの国または地域、および言語を選択し、延長サービス プランについての情
報をサービスおよび保証項目で探してください。
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10 技術情報
このセクションでは、HP All-in-One の技術仕様および国際的な規制について説明します。

詳細な仕様については、HP All-in-One 付属のドキュメントを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します：

• 注意

• カートリッジ チップの情報

• 仕様

• 環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム

• 規制に関する告知

注意

カートリッジ チップの情報
本製品で使用される HP カートリッジには、製品の動作を補助するためのメモリ チップが搭
載されています。また、このメモリ チップは、本製品の使用状況に関するいくつかの限定情
報を収集します。この情報には次のものが含まれます。カートリッジを 初に装着した日
付、カートリッジを 後に使用した日付、カートリッジで印刷したページ数、ページ カバレ
ッジ、使用した印刷モード、発生した印刷エラー、製品モデル。HP はこれらの情報をお客
様のプリンティング ニーズに合った製品の開発に役立てています。

カートリッジのメモリ チップから得られたデータには、カートリッジまたは製品の顧客また
はユーザーを特定できる情報は含まれません。

HP は、HP の無料回収およびリサイクル プログラム (HP Planet Partners: www.hp.com/
hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/) により返却されたカートリッジからメモリ チ
ップのサンプリングを回収しています。このサンプリングから得られたメモリ チップは、今
後の HP 製品改良のために読み取られ、研究されます。このカートリッジのリサイクルを補
助する HP パートナーも同様に、このデータにアクセスできる場合があります。

第三者がカートリッジを所有すると、メモリ チップ上の匿名情報にアクセスできる場合があ
ります。もし、お客様がこの情報へのアクセスを許可したくない場合は、チップを動作不能
にすることができます。ただし、メモリ チップを動作不能にすると、そのカートリッジは
HP 製品で使用できなくなります。

この匿名情報を提供することを懸念される場合は、製品の使用情報を回収するメモリ チップ
の機能を無効にすることにより、情報にアクセスできなくすることができます。
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使用情報機能を無効にするには

1. プリンター ディスプレイの [ホーム] 画面から、[セットアップ] ボタンを押します。

注記 [ホーム] 画面に [コピー]、[スキャン]、[クイック フォーム] が表示されま
す。 これらのオプションが表示されない場合は、表示されるまで [戻る] ボタン
を押します。

2. [セットアップ] メニューで、[ツール] を選択します。

3. [ツール] メニューで、[カートリッジ チップ情報] を選択します。 使用情報機能を
無効にするか有効にするかを選択できます。

注記 メモリ チップの製品使用情報を回収する機能をオフにしても、引き続き HP 製品で
そのカートリッジを使用することができます。

仕様
ここでは、HP All-in-One の技術仕様を記載します。製品仕様の詳細については、
www.hp.com/support の製品データシートを参照してください。

システム要件

将来的なオペレーティング システムのリリースおよびサポートについての情報は、HP のオ
ンライン サポート Web サイト www.hp.com/support を参照してください。

環境仕様

• 推奨される動作時の温度範囲： 15 ºC ～ 32 ºC (59 ºF ～ 90 ºF)
• 許容される動作時の温度範囲： 5 ºC ～ 40 ºC (41 ºF ～ 104 ºF)
• 湿度： 15% ～ 80% RH (結露しないこと)、 28 ºC ( 大露点温度)
• 非動作時 (保管時) の温度範囲： –40 ºC ～ 60 ºC (–40 ºF ～ 140 ºF)
• 強い電磁気が発生している場所では、HP All-in-One の印刷結果に多少の歪みが出るおそ

れがあります。

• 強い電磁気を原因として混入するノイズを 小化するために、3 m 以下の USB ケーブル
を使用することをお勧めします。

用紙トレイの給紙容量

普通紙の枚数 (80 g/m²)： 高 50 枚

封筒： 高 5 枚

インデックス カード： 高 20 枚

フォト用紙の枚数： 高 20 枚

用紙トレイの排紙容量

普通紙の枚数 (80 g/m²)： 高 20 枚

封筒： 高 5 枚

インデックス カード： 高 10 枚

フォト用紙の枚数： 高 10 枚

用紙のサイズ

すべての対応用紙サイズについては、プリンター ソフトウェアで確認してください。
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用紙の重量

普通紙： 64 ～ 90 g/m² (16 ～ 24 lb)

封筒： 75 ～ 90 g/m² (20 ～ 24 lb)

はがき： 大 200 g/m²

フォト用紙： 大 280 g/m²

印刷の仕様

• 印刷速度はドキュメントの複雑さによって異なります

• 方式：オンデマンド型サーマル インクジェット

• 言語：PCL3 GUI

コピーの仕様

• デジタル イメージ処理

• コピー速度はドキュメントの複雑さ、およびモデルによって異なる

• 解像度： 高 600 dpi

スキャンの仕様

• 光学解像度: 高 1200 dpi
• ハードウエア解像度: 高 1200 x 2400 dpi
• 解像度の改善: 高 2400 × 2400 dpi
• ビット深度: 24 ビット カラー、8 ビット グレースケール (256 階調の灰色)
• ガラスからの 大スキャン サイズ :21.6 x 29.7 cm
• サポートされているファイル形式: BMP、JPEG、PNG、TIFF、PDF
• TWAIN バージョン: 1.9

印刷解像度

エコノ モード

• カラー入力/モノクロ レンダリング:300x300dpi
• 出力 (モノクロ/カラー):自動

標準モード

• カラー入力/モノクロ レンダリング:600x300dpi
• 出力 (モノクロ/カラー):自動

普通紙 - 高画質モード

• カラー入力/モノクロ レンダリング:600x600dpi
• 出力：600x1200dpi (モノクロ)、自動 (カラー)

フォト用紙 - 高画質モード

• カラー入力/モノクロ レンダリング:600x600dpi
• 出力 (モノクロ/カラー):自動

大 dpi モード

• カラー入力/モノクロ レンダリング:1200x1200dpi
• 出力：自動 (モノクロ)、4800x1200 に 適化された dpi (カラー)

電気的仕様

CQ191-60017
• 入力電圧： 100～240Vac (+/- 10%)
• 入力周波数： 50/60 Hz (+/- 3Hz)
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CQ191-60018
• 入力電圧： 200～240Vac (+/- 10%)
• 入力周波数： 50/60 Hz (+/- 3Hz)

注記 HP 提供の電源コード以外は使用しないでください。

カートリッジの印刷可能枚数

カートリッジの印刷可能枚数の詳細については、www.hp.com/go/learnaboutsupplies をご覧
ください。

騒音に関する情報

インターネットにアクセス可能な場合は、騒音に関する情報を次の HP Web サイトから入手
することができますお問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。www.hp.com/
support

環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム
Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に対して適切な方法で提供することに積極的に取
り組んでいます。この製品では、再利用を考慮した設計を取り入れています。高度な機能と
信頼性を確保する一方、素材の種類は 小限にとどめられています。素材が異なる部分は、
簡単に分解できるように作られています。金具などの接合部品は、作業性を考慮した分かり
やすい場所にあるので、一般的な工具を使って簡単に取り外すことができます。重要な部品
も手の届きやすい場所にあり、取り外しや修理が簡単に行えます。

詳細については、 HP Web サイトの次のアドレスにある「環境保護ホーム」にアクセスして
ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

このセクションでは、次のトピックについて説明します：

• エコヒント

• 用紙の使用

• プラスチック

• 化学物質安全性データシート

• リサイクルプログラム

• HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム

• 電力消費

• スリープ モード

• Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
• 化学物質

エコヒント

HP は、お客様の環境に対する負荷の削減に取り組んでいます。HP は、お客様が印刷時の影
響を判断し、その削減に専念できるように、以下のエコヒントを作成しました。本製品に組
み込まれた特定の機能に加えて、HP の環境への取り組みの詳細については、HP Eco
Solutions Web サイトをご覧ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
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お使いの製品のエコ機能

• 省電力情報： この製品のエナジー スター® 認定状況については、www.hp.com/go/
energystar をご覧ください。

• リサイクル材料：HP 製品のリサイクルについての詳細は、下記サイトをご参照ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

用紙の使用

本製品は DIN 19309 と EN 12281:2002 にしたがったリサイクル用紙の使用に適していま
す。

プラスチック

25 グラム以上のプラスチックのパーツには、国際規格に基づく材料識別マークが付いている
ため、プリンターを処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。

化学物質安全性データシート

化学物質等安全データシート (MSDS) は、次の HP Web サイトから入手できます。

www.hp.com/go/msds

リサイクルプログラム

HP は世界中の国/地域で、大規模なエレクトロニクス リサイクルセンターと提携して、さま
ざまな製品回収およびリサイクルプログラムを次々に実施しております。また、弊社の代表
的製品の一部を再販することで、資源を節約しています。HP 製品のリサイクルについての
詳細は、下記サイトをご参照ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム

HP では、環境の保護に積極的に取り組んでいます。HP のインクジェット消耗品リサイクル
プログラムは多くの国/地域で利用可能であり、これを使用すると使用済みのプリント カート
リッジおよびインク カートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細について
は、次の Web サイトを参照してください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

電力消費

ENERGY STAR® ロゴの付いた Hewlett-Packard のプリンティング＆イメージング機器は、
米国環境保護庁が定めるイメージング機器向けの ENERGY STAR 仕様に適合しています。
ENERGY STAR に適合したイメージング製品には、次のマークが付けられています。

ENERGY STAR に適合したその他のイメージング製品モデルの情報については、次のサイト
をご覧ください：www.hp.com/go/energystar

環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム 57
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スリープ モード

• スリープ モードのあいだ、電力利用が減少します。

• プリンターの初期セットアップ後、非動作状態が 5 分続いた後にプリンターがスリープ
モードに入ります。

• スリープ モードに移行するまでの時間を変更することはできません。
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Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム 59
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化学物質

HP では、REACH （Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the
Council）などの法的要件に準拠するため、弊社製品に含まれる化学物質に関する情報を、
必要に応じてお客様に提供することに努めています。お使いの製品の化学物質情報に関する
報告書を参照するには、www.hp.com/go/reach（英語サイト）にアクセスしてください。

規制に関する告知
HP All-in-One は、お住まいの国/地域の規制当局からの製品要件に適合しています。

このセクションでは、次のトピックについて説明します：

• 規制モデルの ID 番号

• FCC statement
• Notice to users in Korea
• 日本のユーザに対する VCCI (クラス B) 基準に関する告知

• 日本のユーザに対する告知 (電源コードについて)
• EU の規制に関する告知

• 無線に関する規制

規制モデルの ID 番号

規制上の識別を行うために、本製品には規制モデル番号が指定されています。本製品の規制
モデル番号は、VCVRA-1111 です。この規制番号は、商品名 (HP Deskjet 3070 B611 All-in-
One series 等) 、または製品番号 (CB730A 等) とはまったく別のものです。
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FCC statement

Notice to users in Korea

日本のユーザに対する VCCI (クラス B) 基準に関する告知
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日本のユーザに対する告知 (電源コードについて)

EU の規制に関する告知

CE マークが付いた製品は、以下の EU 指令に適合します:

• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• EMC Directive 2004/108/EC
• Ecodesign Directive 2009/125/EC (該当する場合)

本製品の CE コンプライアンスは、HP が提供する適切な CE マークの付いた AC アダプター
を使用して電源を供給する場合にのみ有効です。

本製品に通信機能がある場合は、以下の EU 指令の基本要件にも適合します:

• R&TTE Directive 1999/5/EC

これらの指令に準拠することで、HP が本製品または製品ファミリに対して発行しており、
製品ドキュメント内または以下の Ｗ eb サイトで入手可能な (英語のみ) EU Declaration of
Conformity のリストに記載された適用可能な統一ヨーロッパ規格 (European Norms) にも適
合しています: www.hp.com/go/certificates (検索フィールドに製品番号を入力してくださ
い)。

コンプライアンスは、製品に付けられた以下の適合マークのいずれかによって示されます:

非通信製品の場合および EU 統一通
信製品の場合 (10mW 未満の電源ク
ラス内の Bluetooth® など)

EU 非統一通信製品の場合 (該当す
る場合、4 桁の通知機関番号が CE
と ! のあいだに挿入されます)。

製品に付属の規制ラベルを参照してください。

本製品の通信機能は、以下の EU および EFTA 加盟国で使用することができます: オースト
リア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィン
ランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリ
ア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノ
ルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア共和国、スロヴェニア、スペ
イン、スウェーデン、スイス、英国。

電話コネクター (一部の製品でのみ使用可能) は、アナログ電話回線への接続用です。
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製品をワイヤレス LAN デバイスと使用する場合

• 国によっては、屋内使用限定、使用可能なチャネル数の制限など、ワイヤレス LAN ネッ
トワークの運用に関する特定の義務または特別の要件が定められています。 ワイヤレス
ネットワークの国設定が正しいことを確認してください。

フランス

• 本製品の 2.4 GHz ワイヤレス LAN 操作には、特定の制限が適用されます: 屋内では、本
機は、2400 ～ 2483.5 MHz の周波数帯全域 (チャネル 1 ～ 13) で使用できます。 屋外で
の使用については、2400 ～ 2454 MHz の周波数帯 (チャネル 1 ～ 7) だけが使用できま
す。 新の要件については、www.arcep.fr を参照してください。

規制関連の連絡先:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen,
GERMANY

無線に関する規制

ここでは、ワイヤレス製品に関連する次の規制情報について説明します。

• Exposure to radio frequency radiation
• Notice to users in Brazil
• Notice to users in Canada
• Notice to users in Taiwan

Exposure to radio frequency radiation

Notice to users in Brazil

規制に関する告知 63
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Notice to users in Canada

Notice to users in Taiwan
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