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ネットワーク/ポート USB ドライブ セキュリティ レポート

ネットワークの概要

ワイヤレス

AirPrint

ダイレクト Wi-Fi プリント

イーサネット

TCP/IP

IPv6

SNMP

IPSec

LPD 構成

HTTP/FTP

ThinPrint

USB

パラレル[x]

シリアル

フラッシュドライブ印刷 ログイン方式

証明書管理

TCP/IP ポートアクセス

USB デバイスをスケジュール

セキュリティ監査ログ

ログイン制限

コンフィデンシャル印刷

ディスク暗号化

一時データファイルの消去

その他

メニュー設定ページ

デバイス

印刷する

ショートカット

ネットワーク

イベントログサマリ

操作パネルを使用する

項目 目的

1 表示 • プリンタの状況とメッセージを表示します。

• プリンタを設定して操作します。

2 ［ホーム］ボタン ホーム画面に移動します。

3 電源ボタン プリンタの電源のオン/オフを切り替えます。

• プリンタの電源のオン/オフを切り替えます。

• スリープモードまたはハイバネートモードからプリンタを復帰します。

4 キーパッド プリンタで数字または記号を入力します。

5 ［ポーズ］ボタン FAX 番号の中に 2 秒のダイヤルポーズを入れます。

6 ［スタート］ボタン 選択されているモードに応じて、ジョブを開始します。
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項目 目的

7 ［すべてクリア］または［リセ
ット］ボタン

コピー、Fax、スキャンなどの機能のデフォルト設定をリセットします。

8 ［停止］または［キャンセル］
ボタン

現在のジョブを停止します。

9 ［戻る］ボタン 前の画面に戻ります。

10 インジケータランプ プリンタの状態を確認します。 詳細については、「Understanding the colors of the indicator
lights」（インジケータランプの色を理解する）トピックを参照してください。

11 音量ボタン ヘッドセットまたはスピーカーの音量を調整します。

12 ヘッドセットまたはスピーカー
ポート

ヘッドセットまたはスピーカーを接続します。

インジケータランプの色について

インジケータランプ プリンタの状態

オフ プリンタはオフまたはハイバネートモードです。

青 プリンタが準備中またはデータ処理中です。

赤 ユーザーがプリンタに対して何らかの処置を行う必要があります。

ホーム画面を使用する場合

プリンタの電源を入れると、ホーム画面が表示されます。 ホーム画面のボタンとアイコンを使用して、操作を開始します。

メモ： ホーム画面のカスタマイズ設定、管理者設定、およびアクティブな内蔵ソリューションによっては、ホーム画面が異なっ
て表示される場合があります。

タッチ 目的

1 言語を変更 プリンタディスプレイの言語を変更します。

2 コピー コピーを作成します。

3 ドキュメントマネー
ジャ

保留中のジョブ、ブックマーク、およびアプリケーションにアクセスします。
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タッチ 目的

4 Fax FAX を送信します。

5 USB フラッシュドライブ上の写真やドキュメントの表示、選択、印刷といった操作を行います。

6 E メール E メールを送信します。

7 スキャンプロファイル 原稿をスキャンして、直接コンピュータに保存します。

8 FTP 原稿をスキャンして、直接 FTP サーバーに保存します。

9 アプリのプロファイル プロファイルとアプリケーションを表示します。

10 デバイスのロック ユーザがホーム画面からプリンタ機能にアクセスできないようにします。

11 ジョブのキュー 現在の印刷ジョブをすべて表示します。

メモ： ホーム画面の上部にあるセクションをタッチしてこの設定にアクセスすることもできます。

12 保持された FAX 現在保持されたすべての FAX ジョブを表示します。

13 設定 プリンタのメニューを表示します。

メモ： プリンタのメニューを必ず有効にしてください。 内蔵 Web サーバーで、[設定] > ［デバイス］ >
［メンテナンス］ > ［構成設定メニュー］ > ［パネルメニュー］ > ［オン］をクリックします。

14 消耗品の状況 • プリンタで処理を続行するために操作が必要な場合には、プリンタ警告またはエラーメッセージが表示さ
れます。

• プリンタ警告またはメッセージの詳細と解決方法を示します。

メモ： ホーム画面の上部にあるセクションをタッチしてこの設定にアクセスすることもできます。

15 ショートカット すべてのショートカットを整理します。

機能

機能 説明

メニューパス

例：

設定 > コピー > 標準設定をコピー > コ
ピー部数

メニューパスは、各メニュー画面の上部に配置されています。 この機能は、現在のメニューに至
るまでに選択したメニューのパスを表示します。

下線付きのいずれかの単語をタッチすると、前のメニューに移動します。

前のメニューに戻る前に必ず設定の変更を保存します。

メニューパスの現在の画面は、下線付きで表示されていません。

メモ： この機能は［設定］メニュー画面にのみ表示されます。

警告 エラー状況が発生した場合、このアイコンが表示されます。 エラーメッセージを表示するには、ホ
ーム画面の上部をタッチします。

通知バー 現在のプリンタの状況、メッセージ、およびジョブを表示します。

プリンタの IP アドレス

例： 123.123.123.123

プリンタの IP アドレスは、ホーム画面に表示されます。 IP アドレスを使用して内蔵 Web サーバ
ーにアクセスし、プリンタ設定のリモート構成を行います。

メニューマップ
4 / 4 ページ


	メニューマップ
	メニューリスト
	操作パネルを使用する
	インジケータランプの色について
	ホーム画面を使用する場合



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


