
(1) 露光時間対応表を追加しました。
ランプ色は現在黒をブルーの代わりに置いています

(2)QR コード位置をポイント右に置きました

(3) 見出し追加しました

(4) 表の各項目のサイズを
要素の追加に従い縦に縮めました

BD課提案　A案︓黒ベタ・白文字　…本案ご確認ください。
トラブルガイドの安全に関する注意事項 P.1、P.4 を
よくお読みになり、充分に理解してから行ってください。

作業の重要なポイント

線幅と黒さのめやす

*UM107200*
4

実寸で1mm以上 1mm未満

動画でチェック！

取扱説明書はこちら！

露光時間の対応表
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①水の入ったコップ
②ティッシュまたはやわらかい布
③はさみ

④ドライヤー
⑤アイロン

210mm×297mm

A４
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枚入

インクジェット専用原稿用紙
210mm×297mm

A４
5
枚入

コピー・手描き
専用原稿用紙

使い方ガイド

使い方ガイド
セット内容

セット内容以外に必要なもの

120メッシュ

フレーム
(付属品)

内枠と外枠を外しておく

UM107200-02(000)

①本体........................................................１
②フレーム.................................................１
③マット....................................................１
④パネル....................................................１
⑤ハケ........................................................１
⑥ヘラ........................................................１
⑦スプレーのり .........................................１
⑧Tペン ....................................................１

※⑧の Tペンはチューブ式インクとして、プリントの際に使うこともできます。
仕様および外観は、改良のために予告なく変更することがあります。

※汚れ防止のため、新聞紙など敷物があると便利です。

⑨インク 50g ..................................................... 1
⑩スキージ.......................................................... 1
⑪ACアダプター...............................................１
⑫ミドルスクリーン 120Ｍ...............................３
⑬インクジェット専用原稿用紙 ........................５
⑭コピー・手描き用原稿用紙............................５
⑮使い方ガイド、トラブルガイド............. 各 1 冊
⑯保証書............................................................. 1

1. スクリーンに光を当てない環境で！
窓の近くや蛍光灯の下などを避け、なるべくスクリーンに光を当てないよう
素早く作業しましょう

2. 専用原稿用紙の使用をおすすめ
再生紙や厚手の紙では製版が上手くいかない場合があります。

3. 原稿は線幅 1mm 以上で真っ黒に描く！
最も重要なポイントになります。詳細は下の図をご覧ください。

下図の表を参考に、実寸で 1mm 以上の線幅があるか、
原稿用紙を光にかざしても透けないくらい真っ黒であるか確認しましょう。
△や×の色の濃さではスクリーン版が上手く作成できない場合があります。

露光中にフタを開けないでください。露光が一時停止し、ピピピという音が鳴り、すべての LEDが点滅します。
フタを閉めて再度 START/STOPボタンを押すと、停止した時点から露光が再開されます。



使い方ガイド

セット内容

作業の重要なポイント

◎セット内容以外に準備が必要なもの

①専用原稿用紙の使用をおすすめ
再生紙や厚手の紙では製版が上手くいかない場合があります

②原稿は線幅1mm以上で真っ黒に描く！
最も重要なポイントになります。詳細は下の図をご覧ください

③スクリーンに光を当てない環境で！
窓の近くや蛍光灯の下などを避け、なるべくスクリーンに光を当てないよ
う素早く作業しましょう

特に②はTシャツくんを成功させる上で最も重要なポイント。
下図の表を参考に、実寸で1mm以上の線幅があるか、
原稿用紙を光にかざしても透けないくらい真っ黒であるか確認しましょう。
△や×の色の濃さではスクリーン版が上手く作成できない場合があります。
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①水の入ったコップ
②ティッシュまたはやわらかい布
③はさみ
④ドライヤー
⑤アイロン

※セット内容確認中
PDF取説と同じく修正要

動画で
チェック

PDF版取説と同じく
管理番号を
入れてください

フレームの内枠にスクリーン
をのせ、外枠をはめます。光
が当たらないようスクリーン
にマットをかぶせてネジをし
めます。

マットを上にのせたままフ
レームを裏返し、原稿をスク
リーンと密着するように貼り
ます。

マットを上にして本体に入れ、
露光時間を設定後、フタをし
めてスタートボタンを押しま
す。

パネルにスプレーのりを軽く
ふりかけ、下敷きとして印刷
する物の間にはさみ、しわを
のばします。

刷る位置を決め、絵柄の上方
にインクを多めにのせます。
※付属の T ペンをチューブタ
イプのインクとして使用する
こともできます。

片手でフレームをしっかり固
定し、もう一方の手でスキー
ジを 65°くらいに傾けて、
生地にインクを落とすイメー
ジでゆっくりと引きます。

プリントが終わったら、スク
リーン版の表面（ネジの出て
いる方）に残ったインクをヘ
ラですくって取り除きます。

スクリーン版の裏面（ネジの
出ていない方）から、水でぬ
らしたティッシュや布でイン
クを拭き取ります。その後ド
ライヤーで両面をよく乾燥さ
せます。

インクが乾くとスクリーンが
目詰まりしてしまいます。
乾く前にこまめに掃除しま
しょう。

印刷した部分をドライヤーで
乾かします。
指につかないくらい乾けば完
成です！

中温のアイロンで 2～ 3 分
当てると、よりインクが定着し
ます。

作品が完成したら
SNS でシェアしましょう！
公式 SNS で紹介されちゃうか
も ... ？

ブザーが鳴ったら本体からフ
レームを出し、原稿をはがし
ます。ハケでスクリーンの両
面をぬらし、うっすら絵柄が
浮かび上がるまで 10 秒程待
ちます。

ハケを垂直に持ち、円を描く
ようにスクリーン両面をブ
ラッシングします。全体の目
が抜けたら（穴が空いたら）
ティッシュでふきとり、ドラ
イヤーで両面よく乾かします。

フレーム内に水が入ると、ス
クリーンが外せなくなる場合
があります。フレームを平行
に持ちながらブラッシングし
ましょう。

原稿用紙にデザインを白黒
で印刷します。
手描きの場合は黒の油性
ペンで描きます。

原稿の余白を切り、表面に
スプレーのりをかけます。
原稿と 30cm 程離して全体
にふわっとふりかけます。
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原稿の黒色が薄いと、スクリー
ン版を上手く作成できない場合
があります。
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Twitter Instagram 

作業の流れ

32

動画でチェック！

@hando__official@HANDo__official

ABC
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～
30
cm

仕様や使い方の詳細は、弊社ホームページ掲載の取扱説明書をご覧ください。

ABC

4 ページ
「露光時間の対応表」参照。

4 ページ
「線幅と黒さのめやす」参照。
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ABC

ABC

取扱説明書はこちら！

4 プリント フレームをしっかり固定1 原稿作り 黒を濃く

2 スクリーン張り スクリーンに光を当てない 5 版の掃除 インクが乾く前にスクリーン裏面を掃除

6 乾燥 しっかり乾かす3 ブラッシング フレームの端に水を入れない


