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1 このメニューは、タッチスクリーンモデルのプリンタでのみ表示されます。

2 プリンタ設定に応じて、このメニュー項目はネットワーク設定ページまたはネットワーク [x] 設定ページに表示されます。

3 プリンタ設定に応じて、このメニュー項目は標準ネットワークまたはネットワーク [x]に表示されます。

4 プリンタ機種によりこの機能が無いものもあります。
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プリンタの操作パネルを使用する

1 2 3 4 5 6 7
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コンポーネント 目的

1 ディスプレイ プリンタの状態とメッセージを表示します。

プリンタのセットアップと操作を行います。

2 左向き矢印ボタン 左にスクロールします。

3 ［設定］ボタン  メニューのオプションを選択します。

設定を保存します。

4 上向き矢印ボタン 上にスクロールします。

5 右向き矢印ボタン 右にスクロールします。

6 テンキー 数字や文字、記号を入力します。

7 ［スリープ］ボタン スリープモードまたはハイバネートモードを有効にします。

プリンタは、次の操作を行うとスリープモードから復帰します。

• プリンタのボタンのどれかを押す

• トレイまたは前面ドアを開ける

• コンピュータから印刷ジョブを送信する

• 主電源スイッチを使って、電源オンリセットを実行する

• USB ポートにデバイスを接続する

8 USB ポート フラッシュメモリをプリンタに接続します。

メモ：

• フラッシュメモリを使用できるのは前面の USB ポートのみです。

• この機能は、一部のプリンタ機種でのみ使用可能です。

9 ［ストップ］/［キャンセル］ボタン プリンタのすべての動作を停止します。

10 ［戻る］ボタン 前の画面に戻ります。

11 下向き矢印ボタン 下にスクロールします。

12 ［ホーム］ボタン ホーム画面に移動します。

13 インジケータランプ プリンタの状態を確認します。

インジケータおよびスリープボタンのランプの色について

プリンタ操作パネルのインジケータおよびスリープボタンのランプの色は、特定のプリンタの状態または状況を示しています。
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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。

緑で点滅 プリンタは準備中、データ処理中、または印刷中です。

緑に点灯 プリンタの電源は入っていますが、待機中です。

赤で点滅 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。

スリープボタンのランプ プリンタの状態

オフ プリンタは待機中か、または準備完了状態です。

黄色に点灯 プリンタはスリープモードです。

黄色で点滅 プリンタはハイバネートモードから復帰中かハイバネートモードに移行中です。

0.1 秒間の黄色の点滅と 1.9 秒間の消灯を交互に繰り
返す

プリンタはハイバネートモードです。
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