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昇華プリンター、ガーメントプリンター
シルクプリント、転写紙、カッティングシート
などのガーメント用プレス加工に最適 
昇華転写やアイロンプリントに使用するヒートプレス機を取りそろえています。
用途にあわせてお選びください。

ヒートプレス部が垂直に下降するため
転写部への安定したプレス圧力を実現

T シャツなどの昇華や熱転写に最適！ 
手動ヒートプレス機
	■ 右スイングタイプの開閉方式と400x450mmの大きなプレス面で作業
性が向上しました。
	■ 上熱板が垂直に下降するため、レバーを降ろすと均一に温度とプレス
圧力がかかるので、きれいに熱転写することができます。
	■ 温度、時間、圧力の調整が可能です。また、プレスを開始すると自動で
タイマーがスタートし、初めての方でも使いやすい機構となっています。
	■ 上熱板と下ゴテの間隔が任意で調整できるので、下ゴテの交換もワン
タッチで交換可能です。

（交換用下ゴテはオプションで3タイプ用意しています。）

TP-630M
382,800円（税込）

ガーメント
プリントや

シルクプリント時
のインク乾燥

プリンターで
プリントした

転写紙を
昇華転写プリント

トリミング
転写紙に 

プリントされた
絵柄をプレス

プリンターで
プリントした

転写紙を
転写プリント

布用
カッティング 

シートをプレス

実際の加圧が分かる目安目盛が付いています
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「自動 ＆ 垂直」プレス式で作業効率 ＆ 品質アップ。
安定性・安全性にも優れた油圧タイプ
	■ ボタンを押すだけでプレス開始、設定時間が経過したら自動でプレス解
除するため作業効率が高いです。
	■ 左右スイングタイプの開閉方式で熱板が作業者の前を通らず安全です。
	■ 400×500 mmの大きなプレス面で作業性が向上しました。
	■ 節電モードとオートパワーオフ機能を搭載で経済的です。
	■ 非接触乾燥（ヒータと素材に隙間を設けて乾燥）が各種インク乾燥に便
利です。オプションの乾燥テーブルで、スニーカーや帽子などの高さ
のあるアイテムの乾燥も可能です。
	■ プレス温度やプレス時間がディスプレイ式で見やすく簡単に操作できます。
	■ 下ごてはワンタッチで簡単に交換できます。
（交換用下ゴテはオプションで3タイプ用意しています。）

TP-700A 22L
638,000円（税込）

お手頃なサイズ、安心、簡単操作
	■ シンプルな操作性で初めてでも簡単にプレスする事ができます。
	■ 布製品からセラミックまで転写可能です。
	■ プレス圧は任意に調整可能です。
	■ 下ゴテが、ワンタッチで交換可能です。
（交換用下ゴテはオプションです。）

TP-508M
209,000円（税込）

OPTIONS
充実したオプションの使用で多様なニーズにお応えします

	■ 袖などの小さいものへのプレス時、より圧力をかけたいときに使用します。

  下ゴテ

280ｘ380 mm 42,900 円（税込）
165ｘ165 ｍｍ 22,000 円（税込）
100ｘ165 ｍｍ 17,600 円（税込）

	■ ポケットのあるユニフォームなど、段
差があるときに敷いてプレスします。
シリコンパッドと同じように使えます。

  段差マット 440ｘ320 mm 5,500 円（税込）

	■ ユニフォームプリントなどマーク地・転写シー
トの仕上げに使用します。テフロン加工の
シートで、両面使えるタイプです。

  テフロンシート 500ｘ400 mm 3,300 円（税込）

	■ プリント時の仮止めテープ

  ヒートテープ 幅 12 ｍｍ X 約 65 m 1,980 円（税込）

	■ トートバッグなど、マチや縫い目の段差など
があるとき、段差解消の為にバッグの内側に
入れて使用します。
	■ 素材サイズに応じて、カッター等で自在にカッ
トできます。

  シリコンパッド A3 7,480 円（税込）

実際の加圧が分かる目安目盛が付いています

	■ 下ごてと交換して使える非接触乾燥用の
テーブルです。ヒーターから最大140 mm
離すことができ、スニーカーや帽子など高さ
のあるアイテムのインク乾燥が可能です。
(TP-700A 22L、TP-700A専用)

  乾燥テーブル 15,400 円 ( 税込 )
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＊ このカタログの記載内容は、2022年 9月現在のものです。
＊ 安全にお使いいただくために、ご使用の前にユーザーズマニュアルをよくお読みの上、正しくお使い下さい。
＊ 商品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承下さい。
＊ 環境や条件により、仕様が変動することがあるため、十分な事前確認の上でご使用ください。
＊ 価格は全て税込です。

WEBSHOP
WEBSHOP.HANDO-HORIZON.COM

SPECIFICATIONS.
TPシリーズ主な仕様

TP-700A 22L 仕様
プレス荷重※ 4～7 kN

ヒータ―サイズ 400 × 500 mm

温度範囲 100～220℃

定格 100 V - 13A, 　1.3kW

質量 85 kg

機械寸法 幅505 × 奥行815× 高さ480.5 mm

TP-630M 仕様
プレス荷重※ 4.8 kN

ヒータ―サイズ 400 × 450 mm

温度範囲 90～220℃

定格 100 V - 11 A, 　1.1 kW

質量 75 kg

機械寸法 幅420 mm×奥行730 mm×高さ670 mm
（高さはハンドルレバーを一番上げたとき）

TP-508M 仕様
プレス荷重※ 3.0 kN

ヒータ―サイズ 280 × 380 mm

温度範囲 90～220℃

定格 100 V - 11 A, 　1 kW

質量 35 kg

機械寸法 幅400 × 奥行550 × 高さ780 mm
（レバー持ち上げ時）

※プレス荷重 (kN)---- 標準サイズの下ゴテ使用時のプレス面全体にかかる荷重を示しています。

サイズ モデル

mm TP-700A 22L TP-630M TP-508M

400 ｘ 500 356 gf/㎠ 398 gf/㎠ -
280 ｘ 380 673 gf/㎠ 290 gf/㎠
165 ｘ 165 2,621 gf/㎠ 1,100 gf/㎠
100 ｘ 165 4,324 gf/㎠ 1,800 gf/㎠

モデル別下ゴテ交換時のプレス荷重の目安

TP-700A	22L

TP-630M

TP-508M

280× 380	mm 165× 165	mm 100× 165	mm


