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あらかじめご承知いただきたいこと

この取扱説明書は、「Ｔシャツくん Pro スクリーン製版機」(以

下は Pro スクリーン製版機と略します）をお使い頂くためのガイ

ドブックです。太陽精機（株）ホリゾン事業部の「Pro スクリー

ン製版機」を初めてお使い頂く方はもちろん、すでに使用経験を

お持ちの方も知識や経験を再確認する上でお役に立つものと考え

ております。この取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解

された上でお使い下さいますようにお願いします。また、この説

明書を手元に置かれて作業されることをお勧めします。

この製品は改良のために、仕様を変更する場合があります。こ

のため、同一製品においても、「取扱説明書」の記載内容の異な

る場合もあり得ますので、製品ごとの「取扱説明書」を混同して

使用しないで下さい。

製品またはこの取扱説明書の内容についてのご質問は、下記ま

でお問い合わせ下さい。

ホリゾン・インターナショナル株式会社 

H ＆ F 事業部 〒 180-0005　東京都武蔵野市御殿山 1-6-4 

   TEL.0422-48-5119( 代 )　 FAX.0422-48-5009 

   www.hando-horizon.com 

   本製品のお問い合わせ　hf.info@horizon.co.jp
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安全についてのご注意安全についてのご注意安全についてのご注意安全についてのご注意安全についてのご注意

ProProProProProスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンン製製製製製版版版版版機機機機機ををををを安安安安安全全全全全にににににごごごごご使使使使使用用用用用いいいいいたたたたただだだだだくくくくくにににににははははは、、、、、こここここののののの取取取取取扱扱扱扱扱説説説説説
明明明明明書書書書書ににににに示示示示示ささささされれれれれててててていいいいいるるるるる安安安安安全全全全全ににににに関関関関関すすすすするるるるる注注注注注意意意意意事事事事事項項項項項をををををよよよよよくくくくくおおおおお読読読読読みみみみみににににになななななりりりりり、、、、、
十十十十十分分分分分ににににに理理理理理解解解解解ささささされれれれれるるるるるまままままででででで製製製製製版版版版版作作作作作業業業業業ををををを行行行行行わわわわわななななないいいいいででででで下下下下下さささささいいいいい。。。。。

取取取取取扱扱扱扱扱説説説説説明明明明明書書書書書ににににに示示示示示しししししたたたたた操操操操操作作作作作法法法法法おおおおおよよよよよびびびびび安安安安安全全全全全ににににに関関関関関すすすすするるるるる注注注注注意意意意意事事事事事項項項項項ははははは、、、、、
ProProProProProスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンン製製製製製版版版版版機機機機機ををををを指指指指指定定定定定ののののの方方方方方法法法法法ででででで使使使使使用用用用用すすすすするるるるる場場場場場合合合合合ににににに有有有有有効効効効効なななななもももももののののの
ででででですすすすす。。。。。こここここののののの取取取取取扱扱扱扱扱説説説説説明明明明明書書書書書外外外外外ののののの使使使使使用用用用用、、、、、取取取取取扱扱扱扱扱いいいいいををををを行行行行行ううううう場場場場場合合合合合ののののの安安安安安全全全全全ににににに対対対対対
すすすすするるるるる配配配配配慮慮慮慮慮ははははは、、、、、すすすすすべべべべべてててててごごごごご自自自自自分分分分分ののののの責責責責責任任任任任とととととおおおおお考考考考考えええええ下下下下下さささささいいいいい。。。。。

こここここののののの取取取取取扱扱扱扱扱説説説説説明明明明明書書書書書及及及及及びびびびび製製製製製品品品品品へへへへへののののの表表表表表示示示示示でででででははははは、、、、、製製製製製品品品品品ををををを正正正正正しししししくくくくくおおおおお使使使使使いいいいい
頂頂頂頂頂ききききき、、、、、あああああなななななたたたたたややややや他他他他他ののののの人人人人人々々々々々へへへへへののののの危危危危危害害害害害ややややや財財財財財産産産産産へへへへへののののの損損損損損害害害害害ををををを未未未未未然然然然然ににににに防防防防防止止止止止
すすすすするるるるるたたたたためめめめめににににに、、、、、いいいいいろろろろろいいいいいろろろろろななななな絵絵絵絵絵表表表表表示示示示示をををををしししししててててていいいいいままままますすすすす。。。。。そそそそそののののの表表表表表示示示示示ととととと意意意意意味味味味味ははははは
次次次次次のののののよよよよようううううににににになななななっっっっっててててていいいいいままままますすすすす。。。。。

絵表示の例

注意注意注意注意注意
　この表示を無視して誤った取扱をすると、人が障害を
負ったり財産が損害を受ける恐れがある内容を示して
います。

禁止の行為であることを告げるものです。

行為を強制したりする内容を告げるものです。

禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な
禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

行為を強制したりする内容を告げるものです。図の中に具体
的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから
抜いて下さい。）が描かれています。



3

正しく安全にお使い頂くために、下記の事項を特にご注意下さい。

注意注意注意注意注意
・・・・・　　　　　フフフフフタタタタタををををを開開開開開けけけけけたたたたたままままままままままララララランンンンンプププププををををを灯灯灯灯灯さささささななななないいいいいででででで下下下下下さささささいいいいい。。。。。ララララランンンンンプププププかかかかかららららら紫紫紫紫紫外外外外外線線線線線ががががが出出出出出ててててて、、、、、目目目目目ををををを悪悪悪悪悪
くくくくくすすすすするるるるる恐恐恐恐恐れれれれれがががががああああありりりりりままままますすすすす。。。。。

・・・・・　　　　　水水水水水銀銀銀銀銀灯灯灯灯灯・・・・・ハハハハハロロロロロゲゲゲゲゲンンンンンララララランンンンンプププププ・・・・・ビビビビビーーーーームムムムムララララライイイイイトトトトト・・・・・スススススポポポポポッッッッットトトトトララララライイイイイトトトトト・・・・・太太太太太陽陽陽陽陽光光光光光ののののの入入入入入るるるるる場場場場場所所所所所(((((窓窓窓窓窓ののののの
あああああるるるるる部部部部部屋屋屋屋屋)))))ででででで製製製製製版版版版版作作作作作業業業業業はははははしししししななななないいいいいででででで下下下下下さささささいいいいい。。。。。

・・・・・こここここののののの機機機機機器器器器器ははははは分分分分分解解解解解しししししななななないいいいいでででででくくくくくだだだだださささささいいいいい。。。。。内内内内内部部部部部にににににははははは電電電電電圧圧圧圧圧ののののの高高高高高いいいいい部部部部部分分分分分がががががああああありりりりり感感感感感電電電電電ののののの恐恐恐恐恐れれれれれががががが
ああああありりりりりままままますすすすす。。。。。まままままたたたたた、、、、、故故故故故障障障障障のののののととととときききききははははは、、、、、速速速速速やややややかかかかかににににに弊弊弊弊弊社社社社社ににににに修修修修修理理理理理ををををを依依依依依頼頼頼頼頼しししししてててててくくくくくだだだだださささささいいいいい。。。。。

・・・・・　　　　　TTTTTシシシシシャャャャャツツツツツくくくくくんんんんん専専専専専用用用用用イイイイインンンンンククククク、、、、、専専専専専用用用用用修修修修修正正正正正液液液液液にににににははははは溶溶溶溶溶剤剤剤剤剤ががががが使使使使使っっっっってててててああああありりりりりままままますすすすす。。。。。風風風風風通通通通通しししししののののの良良良良良いいいいい
場場場場場所所所所所でででででおおおおお使使使使使いいいいい下下下下下さささささいいいいい。。。。。

・・・・・　　　　　イイイイインンンンンクククククははははは口口口口口ににににに入入入入入れれれれれななななないいいいいででででで下下下下下さささささいいいいい。。。。。

・・・・・　　　　　TTTTTシシシシシャャャャャツツツツツくくくくくんんんんん専専専専専用用用用用スススススプププププレレレレレーーーーーのののののりりりりりををををを使使使使使用用用用用のののののととととときききききははははは、、、、、換換換換換気気気気気ををををを十十十十十分分分分分ににににに行行行行行っっっっっててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。

・・・・・　　　　　ぐぐぐぐぐらららららつつつつついいいいいたたたたた台台台台台ややややや傾傾傾傾傾いいいいいたたたたたとととととここここころろろろろなななななどどどどど不不不不不安安安安安定定定定定ななななな場場場場場所所所所所ににににに置置置置置かかかかかななななないいいいいででででで下下下下下さささささいいいいい。。。。。落落落落落ちちちちちたたたたたりりりりり倒倒倒倒倒
れれれれれたたたたたりりりりりしししししててててて、、、、、けけけけけがががががののののの原原原原原因因因因因ににににになななななるるるるるここここことととととがががががああああありりりりりままままますすすすす。。。。。

・・・・・　　　　　おおおおお手手手手手入入入入入れれれれれののののの際際際際際ははははは、、、、、シシシシシンンンンンナナナナナーーーーーやややややベベベベベンンンンンジジジジジンンンンンなななななどどどどどははははは使使使使使用用用用用しししししななななないいいいいででででで下下下下下さささささいいいいい。。。。。ケケケケケーーーーースススススののののの変変変変変形形形形形ややややや
変変変変変色色色色色ののののの原原原原原因因因因因ににににになななななりりりりりままままますすすすす。。。。。

・・・・・　　　　　長長長長長時時時時時間間間間間本本本本本機機機機機ををををを使使使使使わわわわわななななないいいいいととととときききききははははは、、、、、安安安安安全全全全全のののののたたたたためめめめめ必必必必必ずずずずず電電電電電源源源源源プププププラララララグググググをををををコココココンンンンンセセセセセンンンンントトトトトよよよよよりりりりり抜抜抜抜抜いいいいい
ててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。

・・・・・　　　　　電電電電電源源源源源プププププラララララグググググををををを抜抜抜抜抜くくくくくととととときききききははははは、、、、、電電電電電源源源源源コココココーーーーードドドドドををををを引引引引引っっっっっ張張張張張らららららななななないいいいいででででで下下下下下さささささいいいいい。。。。。コココココーーーーードドドドドががががが傷傷傷傷傷つつつつつききききき、、、、、火火火火火
災災災災災、、、、、感感感感感電電電電電ののののの原原原原原因因因因因ににににになななななるるるるるここここことととととがががががああああありりりりりままままますすすすす。。。。。（（（（（必必必必必ずずずずずプププププラララララグググググををををを持持持持持っっっっっててててて抜抜抜抜抜いいいいいててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。）））））

・・・・・　　　　　ララララランンンンンプププププボボボボボッッッッックククククスススススのののののフフフフフタタタタタをををををつつつつつかかかかかんんんんんででででで持持持持持ちちちちち上上上上上げげげげげななななないいいいいででででで下下下下下さささささいいいいい。。。。。フフフフフタタタタタががががが破破破破破損損損損損ししししし使使使使使えええええなななななくくくくく
なななななりりりりりままままますすすすす。。。。。

・・・・・　　　　　次次次次次のののののよよよよようううううななななな場場場場場所所所所所でででででのののののごごごごご使使使使使用用用用用ややややや保保保保保存存存存存はははははおおおおおやややややめめめめめ下下下下下さささささいいいいい。。。。。
　　　　　・・・・・ 直直直直直射射射射射日日日日日光光光光光のののののあああああたたたたたるるるるるとととととここここころろろろろ。。。。。
　　　　　・・・・・ ほほほほほこここここりりりりりののののの多多多多多いいいいいとととととここここころろろろろ。。。。。
　　　　　・・・・・ 振振振振振動動動動動ののののの多多多多多いいいいいとととととここここころろろろろ。。。。。
　　　　　・・・・・ ススススストトトトトーーーーーブブブブブやややややスススススチチチチチーーーーームムムムムののののの近近近近近くくくくくなななななどどどどど、、、、、極極極極極端端端端端ににににに温温温温温度度度度度ややややや湿湿湿湿湿度度度度度ののののの高高高高高いいいいいとととととここここころろろろろ。。。。。
　　　　　 ごごごごご使使使使使用用用用用ののののの目目目目目安安安安安とととととなななななるるるるる温温温温温度度度度度、、、、、湿湿湿湿湿度度度度度はははははそそそそそれれれれれぞぞぞぞぞれれれれれ101 01 01 01 0～～～～～353 53 53 53 5℃℃℃℃℃、、、、、202 02 02 02 0～～～～～808 08 08 08 0％％％％％ででででですすすすす。。。。。

・・・・・　　　　　スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンン・・・・・原原原原原稿稿稿稿稿用用用用用紙紙紙紙紙・・・・・イイイイインンンンンククククク・・・・・スススススプププププレレレレレーーーーーのののののりりりりり・・・・・修修修修修正正正正正液液液液液・・・・・マママママスススススキキキキキンンンンングググググテテテテテーーーーープププププ等等等等等ははははは、、、、、ＴＴＴＴＴ
シシシシシャャャャャツツツツツくくくくくんんんんん専専専専専用用用用用のののののももももものののののをををををおおおおお使使使使使いいいいい下下下下下さささささいいいいい。。。。。専専専専専用用用用用以以以以以外外外外外のののののももももものののののをををををおおおおお使使使使使いいいいいのののののととととときききききははははは、、、、、保保保保保証証証証証でででででききききき
ままままませせせせせんんんんん。。。。。

★★★★★イイイイイラララララススススストトトトト等等等等等をををををコココココピピピピピーーーーーすすすすするるるるるとととととききききき、、、、、著著著著著作作作作作権権権権権、、、、、商商商商商標標標標標権権権権権等等等等等ににににに抵抵抵抵抵触触触触触すすすすするるるるるももももものののののもももももああああありりりりりままままますすすすす。。。。。ごごごごご注注注注注意意意意意下下下下下さささささいいいいい。。。。。

●●●●●ごごごごご注注注注注意意意意意
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●●●●●きききききれれれれれいいいいいなななななスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンン版版版版版をををををつつつつつくくくくくるるるるるたたたたためめめめめににににに必必必必必ずずずずず守守守守守っっっっっててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。

●●●●●水水水水水銀銀銀銀銀灯灯灯灯灯・・・・・ハハハハハロロロロロゲゲゲゲゲンンンンンララララランンンンンプププププ・・・・・ビビビビビーーーーームムムムムララララライイイイイトトトトト・・・・・スススススポポポポポッッッッットトトトトララララライイイイイトトトトト・・・・・太太太太太陽陽陽陽陽光光光光光ののののの入入入入入るるるるる場場場場場所所所所所(((((窓窓窓窓窓のののののあああああ
るるるるる部部部部部屋屋屋屋屋)))))ででででで製製製製製版版版版版作作作作作業業業業業はははははしししししななななないいいいいででででで下下下下下さささささいいいいい。。。。。
　　　　　
●●●●●未未未未未露露露露露光光光光光のののののスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンををををを扱扱扱扱扱うううううととととときききききははははは、、、、、窓窓窓窓窓ににににに厚厚厚厚厚手手手手手のののののカカカカカーーーーーテテテテテンンンンンをををををしししししててててて作作作作作業業業業業しししししててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。
太陽光のあたる場所（窓のある部屋）では、曇り．雨の
日でも紫外線が入ってスクリーンが感光してしまいます。
電灯（白熱・蛍光灯）のもとで、手早く作業を行って下さい!!
（電灯の真下での作業は、避けて下さい。）
使うときは袋より1枚づつ取り出してご使用下さい。

●●●●●室室室室室温温温温温ががががが2020202020℃℃℃℃℃以以以以以下下下下下のののののととととときききききははははは、、、、、ララララランンンンンプププププボボボボボッッッッックククククスススススををををを
               安安安安安定定定定定さささささせせせせせるるるるるたたたたためめめめめににににに、、、、、使使使使使用用用用用前前前前前にににににスススススタタタタターーーーートトトトトボボボボボタタタタタンンンンンををををを
               押押押押押しししししてててててララララランンンンンプププププををををを一一一一一度度度度度灯灯灯灯灯しししししててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。
このとき、スクリーンに光があたらないようにして下さい。

用用用用用紙紙紙紙紙ののののの条条条条条件件件件件
●●●●●原原原原原稿稿稿稿稿用用用用用紙紙紙紙紙にににににははははは条条条条条件件件件件がががががああああありりりりりままままますすすすす。。。。。
 A )A )A )A )A )手手手手手描描描描描きききききもももももしししししくくくくくはははははコココココピピピピピーーーーーののののの場場場場場合合合合合：：：：：『『『『『TTTTTシシシシシャャャャャツツツツツくくくくくんんんんん』』』』』専専専専専用用用用用原原原原原稿稿稿稿稿用用用用用紙紙紙紙紙をををををおおおおお使使使使使いいいいい下下下下下さささささいいいいい。。。。。原原原原原稿稿稿稿稿
ははははは光光光光光ををををを通通通通通さささささななななないいいいいマママママジジジジジッッッッックククククペペペペペンンンンンででででで真真真真真っっっっっ黒黒黒黒黒ににににに描描描描描いいいいいててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。原原原原原稿稿稿稿稿ののののの黒黒黒黒黒色色色色色ががががが薄薄薄薄薄かかかかかっっっっったたたたたりりりりり、、、、、かかかかか
すすすすすれれれれれててててていいいいいるるるるるととととと光光光光光ををををを通通通通通すすすすすのののののででででで、、、、、描描描描描いいいいいたたたたた通通通通通りりりりりののののの版版版版版がががががででででできききききままままませせせせせんんんんん。。。。。写写写写写真真真真真なななななどどどどどをををををコココココピピピピピーーーーーしししししたたたたたももももも
のののののははははは、、、、、コココココンンンンントトトトトラララララススススストトトトトををををを付付付付付けけけけけててててて、、、、、白白白白白黒黒黒黒黒をををををはははははっっっっっきききききりりりりりすすすすするるるるるととととときききききれれれれれいいいいいななななな版版版版版がががががででででできききききままままますすすすす。。。。。

   再生紙、上質コピー紙、厚紙、感光紙など、専用原稿用紙以外の紙は使えません。

B)B )B )B )B )イイイイインンンンンクククククジジジジジェェェェェッッッッットトトトトプププププリリリリリンンンンンタタタタタでででででののののの印印印印印刷刷刷刷刷ののののの場場場場場合合合合合：：：：：『『『『『TTTTTシシシシシャャャャャツツツツツくくくくくんんんんん』』』』』専専専専専用用用用用イイイイインンンンンクククククジジジジジェェェェェッッッッットトトトト専専専専専用用用用用原原原原原
稿稿稿稿稿用用用用用紙紙紙紙紙をををををおおおおお使使使使使いいいいい下下下下下さささささいいいいい。。。。。必必必必必ずずずずず黒黒黒黒黒ベベベベベタタタタタででででで印印印印印刷刷刷刷刷しししししててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。

イイイイインンンンンクククククジジジジジェェェェェッッッッットトトトトプププププリリリリリンンンンンタタタタタはははははドドドドドッッッッットトトトト表表表表表現現現現現なななななのののののででででで、、、、、表表表表表現現現現現のののののアアアアアウウウウウトトトトトララララライイイイインンンンンははははは少少少少少しししししシシシシシャャャャャーーーーープププププににににに欠欠欠欠欠
けけけけけままままますすすすす。。。。。
線線線線線幅幅幅幅幅ののののの条条条条条件件件件件
●●●●●文文文文文字字字字字等等等等等ののののの太太太太太さささささははははは1 mm1 mm1 mm1 mm1 mm以以以以以上上上上上にににににしししししててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。
ワープロ、ボールペンなどの文字は細いのできれいな版ができません。

●●●●●はははははじじじじじめめめめめるるるるる前前前前前ににににに必必必必必ずずずずずおおおおお読読読読読みみみみみ下下下下下さささささいいいいい

●●●●●　　　　　ＴＴＴＴＴシシシシシャャャャャツツツツツくくくくくんんんんんのののののスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンン版版版版版をををををきききききれれれれれいいいいいにににににつつつつつくくくくくるるるるるポポポポポイイイイインンンンントトトトトははははは、、、、、原原原原原稿稿稿稿稿ののののの出出出出出来来来来来にににににああああありりりりりままままますすすすす。。。。。

●●●●●　　　　　ＴＴＴＴＴシシシシシャャャャャツツツツツくくくくくんんんんんProProProProPro専専専専専用用用用用スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンををををを使使使使使用用用用用しししししててててて、、、、、ララララランンンンンプププププボボボボボッッッッックククククスススススででででで露露露露露光光光光光（（（（（作作作作作業業業業業⑥⑥⑥⑥⑥）））））しししししままままますすすすす。。。。。
　　　　　（（（（（フフフフフタタタタタををををを開開開開開けけけけけたたたたたままままままままままララララランンンンンプププププををををを灯灯灯灯灯さささささななななないいいいいででででで下下下下下さささささいいいいい。。。。。）））））

ＴＴＴＴＴシシシシシャャャャャツツツツツくくくくくんんんんんProProProProPro専専専専専用用用用用スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンははははは、、、、、ララララランンンンンプププププボボボボボッッッッックククククスススススのののののララララライイイイイトトトトトででででで紫紫紫紫紫外外外外外線線線線線をををををあああああてててててるるるるるとととととスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンン
ののののの感感感感感光光光光光乳乳乳乳乳剤剤剤剤剤ががががが固固固固固まままままりりりりり、、、、、紫紫紫紫紫外外外外外線線線線線のののののあああああたたたたたらららららななななないいいいい部部部部部分分分分分ののののの感感感感感光光光光光乳乳乳乳乳剤剤剤剤剤ははははは水水水水水にににににとととととけけけけけるるるるるスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンででででですすすすす。。。。。

●●●●●　　　　　つつつつつまままままりりりりり『『『『『露露露露露光光光光光すすすすするるるるる』』』』』（（（（（作作作作作業業業業業⑥⑥⑥⑥⑥）））））
　　　　　意意意意意味味味味味ははははは、、、、、原原原原原稿稿稿稿稿ののののの白白白白白部部部部部分分分分分ががががが紫紫紫紫紫外外外外外線線線線線ににににに感感感感感光光光光光ししししし『『『『『やややややきききききつつつつつけけけけけ』』』』』ららららられれれれれ、、、、、原原原原原稿稿稿稿稿ののののの黒黒黒黒黒部部部部部分分分分分ははははは光光光光光ををををを通通通通通さささささななななないいいいい
のののののででででで、、、、、やややややきききききつつつつつけけけけけららららられれれれれずずずずず水水水水水にににににとととととけけけけけてててててスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンがががががぬぬぬぬぬけけけけけ、、、、、原原原原原稿稿稿稿稿通通通通通りりりりりののののの版版版版版がががががででででできききききるるるるるのののののででででですすすすす。。。。。

　　　　　
●●●●●　　　　　ででででですすすすすかかかかかららららら、、、、、原原原原原稿稿稿稿稿ののののの黒黒黒黒黒部部部部部分分分分分ははははは紫紫紫紫紫外外外外外線線線線線ががががが通通通通通らららららななななないいいいいよよよよようううううにににににはははははっっっっっきききききりりりりり黒黒黒黒黒くくくくく描描描描描くくくくくここここことととととががががが必必必必必要要要要要ででででですすすすす。。。。。

まままままたたたたた太太太太太陽陽陽陽陽光光光光光ははははは紫紫紫紫紫外外外外外線線線線線ををををを含含含含含むむむむむたたたたためめめめめ光光光光光ががががが入入入入入らららららななななないいいいい場場場場場所所所所所ででででで作作作作作業業業業業しししししててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。
原原原原原稿稿稿稿稿用用用用用紙紙紙紙紙ははははは、、、、、ＴＴＴＴＴシシシシシャャャャャツツツツツくくくくくんんんんん専専専専専用用用用用原原原原原稿稿稿稿稿用用用用用紙紙紙紙紙又又又又又ははははは『『『『『TTTTTシシシシシャャャャャツツツツツくくくくくんんんんん』』』』』イイイイインンンンンクククククジジジジジェェェェェッッッッットトトトト専専専専専用用用用用原原原原原稿稿稿稿稿用用用用用紙紙紙紙紙ををををを使使使使使
用用用用用しししししててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。

●●●●●　　　　　ポポポポポジジジジジフフフフフィィィィィルルルルルムムムムムももももも原原原原原稿稿稿稿稿とととととしししししててててて使使使使使用用用用用ででででできききききままままますすすすす。。。。。

ポイントポイント�
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●●●●●ProProProProPro製製製製製版版版版版機機機機機のののののセセセセセッッッッットトトトト内内内内内容容容容容

セセセセセッッッッットトトトト内内内内内容容容容容
① Pro製版機 ......................................... 1台
② Proフレーム（内枠・外枠・ねじ8本）.......... 1組
③ Proフレームマット.............................. 1枚
④ハケ（洗い出し用）（大）............................... 1本
⑤ Proスクリーン（120メッシュ3枚）............... 1組

⑥専用スプレーのり（430ml）................ 1本
⑦専用ピンホール修正液..................... 1本
⑧専用原稿用紙（5枚入A3）................ 1冊
⑨インクジェット専用原稿用紙（5枚入A3）1冊
⑩取扱説明書....................................... 1冊
⑪保証書 ............................................... 1枚

●●●●●各各各各各部部部部部ののののの名名名名名称称称称称とととととはははははたたたたたらららららききききき

1

4

6

7 8 9 1110
5

2 3

�

●ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。�
●取扱説明書と保証書は必ず保管して下さい。�

取扱説明書取扱説明書�

●●●●●版版版版版をををををつつつつつくくくくくるるるるるととととときききききににににに用用用用用意意意意意すすすすするるるるるもももももののののの

●水の入ったコップ、ティッシュペーパ、新聞紙、ドライヤー

分� 秒�

ストップ�

スタート�110＋�110＋�

カバー�

電源プラグ　100V
デジタルパネル�

デジタルパネル�
電源スイッチ�
スイッチを入れると�
デジタル表示は　　に�
なります。�

パネライト�

露光時に点灯します。�

新潟�
群馬�
山梨�

静岡�
50Hz60Hz

�
OPEN
矢印の方向ににぎり、カバーを上�
部に持ち上げます。閉める時は、�
カチッと音がするまで押してカバー�
を閉じます。�

グロー�

グロー�

ブラックライト 15W

白色光 15W

周波数切換スイッチ�
50 Hz/60 Hz�

本体の背面にスイッチがあり�
ます。確認して、正しくセッ�
トして下さい。�

ライトテーブル切替スイッチ�
スイッチを入れると�
ライトテーブルにな�
ります。(常時点灯)�
�
＊このスイッチを入れたままスタートすると自動�
的に白色光からブラックライトに切り替わり、�
タイマー終了後再度白色光が点灯します。�
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原稿をセットして製版。�
デジタルタイマーでボタンを�
押すだけ。�

Step3Step2

専用原稿用紙に手描き、あるいは�
出力。�
�

Step1
30
cm

少量の水でブラッシングすれば�
スクリーン版が完成。�

Step4

フレームはワンタッチ。�
ネジをしめれば�
ピンと張れる。�
�

注意注意注意注意注意
・・・・・　　　　　スススススプププププレレレレレーーーーーのののののりりりりり使使使使使用用用用用のののののととととときききききははははは、、、、、換換換換換
気気気気気ををををを十十十十十分分分分分ににににに行行行行行っっっっっててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。

・・・・・　　　　　フフフフフタタタタタををををを開開開開開けけけけけたたたたたままままままままままララララランンンンンプププププををををを灯灯灯灯灯さささささ
ななななないいいいいででででで下下下下下さささささいいいいい。。。。。

　
・・・・・用用用用用紙紙紙紙紙ははははは『『『『『TTTTTシシシシシャャャャャツツツツツくくくくくんんんんん』』』』』専専専専専用用用用用原原原原原稿稿稿稿稿用用用用用紙紙紙紙紙
ををををを使使使使使っっっっっててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。
・・・・・図図図図図柄柄柄柄柄はははははA3A3A3A3A3サササササイイイイイズズズズズ以以以以以内内内内内にににににしししししててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。
（（（（（イイイイインンンンンクククククをををををのののののせせせせせるるるるる場場場場場所所所所所ががががが必必必必必要要要要要ででででですすすすす。。。。。）））））
・・・・・線線線線線ののののの太太太太太さささささははははは1 mm1 mm1 mm1 mm1 mm以以以以以上上上上上にににににしししししててててて下下下下下さささささ
いいいいい。。。。。
・・・・・原原原原原稿稿稿稿稿ををををを明明明明明かかかかかりりりりりににににに照照照照照らららららしししししててててて光光光光光ののののの通通通通通るるるるる薄薄薄薄薄
いいいいい部部部部部分分分分分ははははは、、、、、黒黒黒黒黒くくくくく塗塗塗塗塗りりりりりつつつつつぶぶぶぶぶしししししててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。
・・・・・コココココピピピピピーーーーー機機機機機使使使使使用用用用用ののののの場場場場場合合合合合ははははは、、、、、手手手手手差差差差差しししししにににににててててて
「「「「「ＴＴＴＴＴシシシシシャャャャャツツツツツくくくくくんんんんん」」」」」専専専専専用用用用用原原原原原稿稿稿稿稿用用用用用紙紙紙紙紙ににににに白白白白白黒黒黒黒黒
コココココピピピピピーーーーーをををををとととととっっっっってててててくくくくくだだだだださささささいいいいい。。。。。
・・・・・コココココピピピピピーーーーーしししししたたたたた原原原原原稿稿稿稿稿ににににに図図図図図柄柄柄柄柄以以以以以外外外外外ののののの汚汚汚汚汚れれれれれ
がががががあああああるるるるるととととときききききははははは、、、、、ハハハハハサササササミミミミミ、、、、、カカカカカッッッッッタタタタターーーーー等等等等等ででででで切切切切切
りりりりり取取取取取っっっっっててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。（（（（（ホホホホホワワワワワイイイイイトトトトト修修修修修正正正正正液液液液液ははははは使使使使使
用用用用用ででででできききききままままませせせせせんんんんん。。。。。）））））

●製版の手順●製版の手順●製版の手順●製版の手順●製版の手順

11111　原稿をつくる　原稿をつくる　原稿をつくる　原稿をつくる　原稿をつくる

　
・・・・・用用用用用紙紙紙紙紙ははははは『『『『『TTTTTシシシシシャャャャャツツツツツくくくくくんんんんん』』』』』イイイイインンンンンクククククジジジジジェェェェェッッッッットトトトト
専専専専専用用用用用原原原原原稿稿稿稿稿用用用用用紙紙紙紙紙ををををを使使使使使っっっっっててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。
・・・・・図図図図図柄柄柄柄柄はははははA3A3A3A3A3サササササイイイイイズズズズズ以以以以以内内内内内にににににしししししててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。
（（（（（イイイイインンンンンクククククをををををのののののせせせせせるるるるる場場場場場所所所所所ががががが必必必必必要要要要要ででででですすすすす。。。。。）））））
・・・・・線線線線線ののののの太太太太太さささささははははは1 mm1 mm1 mm1 mm1 mm以以以以以上上上上上にににににしししししててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。
・・・・・黒黒黒黒黒イイイイインンンンンクククククででででで作作作作作成成成成成、、、、、印印印印印刷刷刷刷刷しししししててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。
・・・・・原原原原原稿稿稿稿稿ののののの黒黒黒黒黒色色色色色ののののの濃濃濃濃濃さささささははははは付付付付付属属属属属のののののサササササンンンンンプププププルルルルル
ののののの書書書書書体体体体体ととととと図図図図図柄柄柄柄柄ののののの大大大大大きききききさささささををををを目目目目目安安安安安にににににしししししててててて下下下下下
さささささいいいいい。。。。。薄薄薄薄薄いいいいい場場場場場合合合合合ははははは黒黒黒黒黒色色色色色のののののマママママジジジジジッッッッックククククペペペペペンンンンン
ででででで塗塗塗塗塗りりりりり直直直直直しししししててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。
・・・・・印印印印印刷刷刷刷刷しししししたたたたた原原原原原稿稿稿稿稿にににににイイイイインンンンンクククククのののののにににににじじじじじみみみみみ、、、、、汚汚汚汚汚れれれれれ
（（（（（表表表表表裏裏裏裏裏）））））等等等等等ががががが無無無無無いいいいいかかかかか確確確確確認認認認認しししししててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。図図図図図
柄柄柄柄柄以以以以以外外外外外ののののの汚汚汚汚汚れれれれれがががががあああああるるるるるととととときききききははははは、、、、、ハハハハハサササササミミミミミ・・・・・
カカカカカッッッッッタタタタターーーーー等等等等等ででででで切切切切切りりりりり抜抜抜抜抜いいいいいててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。（（（（（ホホホホホワワワワワ
イイイイイトトトトト修修修修修正正正正正液液液液液ははははは使使使使使用用用用用ででででできききききままままませせせせせんんんんん。。。。。）））））
・・・・・印印印印印刷刷刷刷刷しししししたたたたた原原原原原稿稿稿稿稿はははははイイイイインンンンンクククククををををを十十十十十分分分分分ににににに乾乾乾乾乾かかかかか
しししししてててててかかかかかららららら次次次次次ののののの作作作作作業業業業業ににににに移移移移移っっっっっててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。

注意注意注意注意注意

・・・・・原原原原原稿稿稿稿稿用用用用用紙紙紙紙紙ははははは必必必必必ずずずずず専専専専専用用用用用のののののももももものののののをををををおおおおお
使使使使使いいいいいくくくくくだだだだださささささいいいいい。。。。。
・・・・・フフフフファァァァァクククククススススス紙紙紙紙紙(((((感熱紙感熱紙感熱紙感熱紙感熱紙)))))、、、、、ワワワワワーーーーープププププロロロロロ紙紙紙紙紙
(((((熱転写紙熱転写紙熱転写紙熱転写紙熱転写紙)))))、、、、、再再再再再生生生生生コココココピピピピピーーーーー紙紙紙紙紙、、、、、厚厚厚厚厚紙紙紙紙紙
ははははは使使使使使えええええままままませせせせせんんんんん。。。。。

※付属のサンプル原稿を参考にして下さい。
（明かりに照らしたとき、先が透けない程度の
黒さが必要です。）

ポイントポイント�
ポイントポイント�

　　　　　     フフフフフレレレレレーーーーームムムムムサササササイイイイイズズズズズににににに収収収収収まままままるるるるるよよよよようううううににににに図図図図図板板板板板ににににに合合合合合わわわわわ
せせせせせててててて紙紙紙紙紙をををををカカカカカッッッッットトトトトしししししままままますすすすす。。。。。

●●●●● 手手手手手描描描描描きききききもももももしししししくくくくくはははははコココココピピピピピーーーーーででででで作作作作作成成成成成すすすすするるるるる場場場場場合合合合合：：：：：

　　　　　     黒黒黒黒黒のののののマママママジジジジジッッッッックククククペペペペペンンンンンででででで好好好好好きききききなななななデデデデデザザザザザイイイイインンンンンををををを描描描描描くくくくく　　　　　
かかかかか、、、、、レレレレレーーーーーザザザザザーーーーープププププリリリリリンンンンンタタタタタででででで出出出出出力力力力力すすすすするるるるるかかかかか、、、、、図図図図図柄柄柄柄柄、、、、、白白白白白黒黒黒黒黒
写写写写写真真真真真なななななどどどどどをををををモモモモモノノノノノクククククロロロロロコココココピピピピピーーーーーししししし原原原原原稿稿稿稿稿をををををつつつつつくくくくくりりりりりままままますすすすす。。。。。

●●●●●イイイイインンンンンクククククジジジジジェェェェェッッッッットトトトトプププププリリリリリンンンンンタタタタタででででで作作作作作成成成成成すすすすするるるるる場場場場場合合合合合：：：：：

　　　　　     好好好好好きききききなななななデデデデデザザザザザイイイイインンンンンをををををモモモモモノノノノノクククククロロロロロででででで印印印印印刷刷刷刷刷ししししし作作作作作成成成成成しししししままままますすすすす。。。。。
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・・・・・　　　　　日日日日日中中中中中窓窓窓窓窓のののののあああああるるるるる場場場場場所所所所所でででででははははは太太太太太陽陽陽陽陽光光光光光ががががが
入入入入入るるるるるのののののででででで厚厚厚厚厚手手手手手のののののカカカカカーーーーーテテテテテンンンンン、、、、、ブブブブブララララライイイイインンンンンドドドドド
しししししててててて作作作作作業業業業業しししししててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。（（（（（曇曇曇曇曇りりりりり、、、、、雨雨雨雨雨ののののの日日日日日ででででで
ももももも紫紫紫紫紫外外外外外線線線線線ががががが含含含含含まままままれれれれれままままますすすすす。。。。。）））））
・・・・・　　　　　UVUVUVUVUVカカカカカッッッッットトトトト20W20W20W20W20Wララララライイイイイトトトトト（（（（（オオオオオプププププシシシシショョョョョンンンンン）））））
ををををを使使使使使用用用用用すすすすするるるるるととととと明明明明明るるるるるいいいいい環環環環環境境境境境でででででののののの作作作作作業業業業業ががががが
可可可可可能能能能能ででででですすすすす。。。。。
・・・・・　　　　　スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンににににに裏裏裏裏裏表表表表表はははははああああありりりりりままままませせせせせんんんんん。。。。。
・・・・・　　　　　スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンををををを袋袋袋袋袋かかかかかららららら取取取取取りりりりり出出出出出しししししたたたたた
ららららら、、、、、③③③③③～～～～～⑦⑦⑦⑦⑦まままままでででででののののの作作作作作業業業業業をををををスススススピピピピピーーーーーデデデデディィィィィ
ににににに進進進進進めめめめめててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。
・・・・・　　　　　使使使使使わわわわわななななないいいいいスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンははははは必必必必必ずずずずず黒黒黒黒黒いいいいい
袋袋袋袋袋ににににに入入入入入れれれれれててててて保保保保保管管管管管しししししててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。
・・・・・　　　　　外外外外外枠枠枠枠枠をををををはははははめめめめめ込込込込込むむむむむととととときききききににににに空空空空空気気気気気のののののハハハハハ
ラララララミミミミミををををを防防防防防ぐぐぐぐぐたたたたためめめめめ、、、、、スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンン枠枠枠枠枠ををををを持持持持持ちちちちち
上上上上上げげげげげてててててはははははめめめめめるるるるるかかかかか、、、、、机机机机机かかかかかららららら枠枠枠枠枠をををををはははははみみみみみ出出出出出ししししし
てててててはははははめめめめめ込込込込込んんんんんででででで下下下下下さささささいいいいい。。。。。
・・・・・　　　　　88888ケケケケケ所所所所所のののののネネネネネジジジジジははははは強強強強強くくくくく締締締締締めめめめめままままますすすすす。。。。。
ゆゆゆゆゆるるるるるいいいいいとととととスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンはははははピピピピピンンンンンととととと張張張張張れれれれれままままま
せせせせせんんんんん。。。。。

22222　スプレーのりをつける　スプレーのりをつける　スプレーのりをつける　スプレーのりをつける　スプレーのりをつける

30
cm

33333　　　　　ProProProProProフレームにスクリーンを張る場合フレームにスクリーンを張る場合フレームにスクリーンを張る場合フレームにスクリーンを張る場合フレームにスクリーンを張る場合

ポイント�

ポイントポイント�

Proフレームマット
必ず必ず必ず必ず必ずProProP roP roP roフフフフフレレレレレーーーーームムムムム
マママママッッッッットトトトトをををををかかかかかぶぶぶぶぶせせせせせててててて、、、、、
光光光光光がががががあああああたたたたたるるるるるのののののををををを防防防防防
いいいいいででででで下下下下下さささささいいいいい。。。。。

スクリーン枠

注意注意注意注意注意

・・・・・　　　　　専専専専専用用用用用スススススプププププレレレレレーーーーーのののののりりりりりををををを使使使使使うううううとととととききききき
ははははは、、、、、換換換換換気気気気気ををををを十十十十十分分分分分しししししててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。

●●●●●ででででできききききあああああがががががっっっっったたたたた原原原原原稿稿稿稿稿ののののの図図図図図柄柄柄柄柄面面面面面ににににに、、、、、専専専専専用用用用用スススススプププププレレレレレーーーーーのののののりりりりりををををを吹吹吹吹吹ききききき付付付付付けけけけけままままますすすすす。。。。。

・・・・・　　　　　スススススプププププレレレレレーーーーーのののののりりりりりはははははよよよよよくくくくく振振振振振っっっっってててててかかかかかららららら、、、、、
30cm30cm30cm30cm30cm離離離離離しししししてててててむむむむむらららららなななななくくくくく吹吹吹吹吹きききききかかかかかけけけけけててててて下下下下下さささささ
いいいいい。。。。。

A A

・・・・・　　　　　スススススプププププレレレレレーーーーーのののののりりりりりがががががダダダダダマママママにににににななななならららららななななないいいいい
よよよよようううううにににににしししししてててててくくくくくだだだだださささささいいいいい。。。。。ダダダダダマママママ部部部部部分分分分分ははははは、、、、、ききききき
れれれれれいいいいいなななななスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンン版版版版版がががががででででできききききままままませせせせせんんんんん。。。。。
・・・・・　　　　　11111、、、、、22222分分分分分時時時時時間間間間間をををををおおおおおいいいいいてててててかかかかかららららら次次次次次ののののの
作作作作作業業業業業ににににに入入入入入っっっっっててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。
・・・・・　　　　　スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンののののの感感感感感光光光光光乳乳乳乳乳剤剤剤剤剤がががががのののののりりりりり
ののののの溶溶溶溶溶剤剤剤剤剤ででででで変変変変変質質質質質しししししななななないいいいいよよよよようううううににににに、、、、、11111～～～～～22222
分分分分分ののののの蒸蒸蒸蒸蒸発発発発発時時時時時間間間間間ががががが必必必必必要要要要要ででででですすすすす。。。。。

●●●●● 内内内内内枠枠枠枠枠ににににに専専専専専用用用用用スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンをををををのののののせせせせせ、、、、、外外外外外枠枠枠枠枠をををををはははははめめめめめ込込込込込みみみみみままままますすすすす。。。。。たたたたただだだだだちちちちちにににににProProProProProフフフフフレレレレレーーーーームムムムムマママママッッッッットトトトトをををををかかかかかぶぶぶぶぶせせせせせ
ててててて光光光光光ががががが当当当当当たたたたたるるるるるのののののををををを防防防防防いいいいいでででででかかかかかららららら88888ケケケケケ所所所所所のののののネネネネネジジジジジをををををしししししっっっっっかかかかかりりりりり締締締締締めめめめめてててててスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンをををををピピピピピンンンンンととととと張張張張張りりりりりままままますすすすす。。。。。

8ケ所のネジを締める
ときは、スクリーンに穴
をあけて締めるため、
ネジは強く押しつけな
がら締めて下さい。

内枠に専用スクリー
ンをのせ外枠をはめ
込みます。

注意注意注意注意注意
・・・・・　　　　　水水水水水銀銀銀銀銀灯灯灯灯灯・・・・・ハハハハハロロロロロゲゲゲゲゲンンンンンララララランンンンンプププププ・・・・・ビビビビビーーーーー
ムムムムムララララライイイイイトトトトト・・・・・スススススポポポポポッッッッットトトトトララララライイイイイトトトトト・・・・・太太太太太陽陽陽陽陽光光光光光ののののの
入入入入入るるるるる場場場場場所所所所所(((((窓窓窓窓窓のののののあああああるるるるる部部部部部屋屋屋屋屋)))))ででででで製製製製製版版版版版
作作作作作業業業業業はははははしししししななななないいいいいででででで下下下下下さささささいいいいい。。。。。
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44444　スクリーン版に原稿を貼る　スクリーン版に原稿を貼る　スクリーン版に原稿を貼る　スクリーン版に原稿を貼る　スクリーン版に原稿を貼る

●●●●●
A A

フフフフフレレレレレーーーーームムムムムのののののネネネネネジジジジジ頭頭頭頭頭ををををを下下下下下にににににしししししててててて、、、、、原原原原原稿稿稿稿稿ののののののののののりりりりりのののののつつつつついいいいいたたたたた面面面面面をををををスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンににににに密密密密密着着着着着さささささせせせせせててててて貼貼貼貼貼りりりりりままままますすすすす。。。。。

単色印刷の場合単色印刷の場合単色印刷の場合単色印刷の場合単色印刷の場合

ネジ頭�
下側�

Proフレームマット

白い面

Proフレームマット

ポイントポイント�

1 .1 .1 .1 .1 .　スポンジマットを置いてその上にフレームを
かぶせるようにして下さい。
2 .2 .2 .2 .2 .

A A

　スクリーンの上にのりのついた原稿をシワに
ならないように貼ります。
3 .3 .3 .3 .3 .　スクリーンと原稿は密着密着密着密着密着するように貼ってく
ださい。

・・・・・　　　　　原原原原原稿稿稿稿稿にににににシシシシシワワワワワがががががあああああっっっっったたたたたりりりりり、、、、、浮浮浮浮浮ききききき上上上上上
がががががっっっっっててててていいいいいるるるるるととととと、、、、、きききききれれれれれいいいいいなななななスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンン
版版版版版ががががが出出出出出来来来来来ままままませせせせせんんんんん。。。。。
・・・・・　　　　　原原原原原稿稿稿稿稿ののののの貼貼貼貼貼るるるるる位位位位位置置置置置をををををまままままちちちちちがががががえええええるるるるる
ととととと製製製製製版版版版版ががががが出出出出出来来来来来ままままませせせせせんんんんんのののののでででででごごごごご注注注注注意意意意意
下下下下下さささささいいいいい。。。。。
・・・・・　　　　　製製製製製版版版版版後後後後後のののののスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンののののの再再再再再製製製製製版版版版版
はははははででででできききききままままませせせせせんんんんん。。。。。

多色印刷の場合多色印刷の場合多色印刷の場合多色印刷の場合多色印刷の場合

●●●●●フフフフフレレレレレーーーーームムムムム位位位位位置置置置置合合合合合わわわわわせせせせせ方方方方方法法法法法

原稿とフレームが(毎回)同じ位置に置けるよう
にテーブルに右図のようにテープ等でマーキ
ングをします。

●●●●● 製版手順製版手順製版手順製版手順製版手順

1 .1 .1 .1 .1 .
A A

　原稿の絵柄側にスプレーのりを吹き付け
ます。
2 .2 .2 .2 .2 .　テーブル(面上)のマーキングに合わせて原
稿を置きます。
3 .3 .3 .3 .3 .　その上にフレームをマ－キング位置に合わ
せて置きます。
4 .4 .4 .4 .4 .　フレーム位置がズレないように押えながらプ
ロフレームマットを重ね原稿を密着させます。

注意注意注意注意注意
・・・・・　　　　　作作作作作業業業業業ははははは紗紗紗紗紗張張張張張りりりりり前前前前前のののののフフフフフレレレレレーーーーームムムムムををををを
　　　　　     使使使使使っっっっってててててくくくくくだだだだださささささいいいいい。。。。。

テーブル

テープ等テープ等

フレーム

原稿
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●●●●● 原原原原原稿稿稿稿稿ををををを貼貼貼貼貼っっっっったたたたたフフフフフレレレレレーーーーームムムムムをををををララララランンンンンプププププボボボボボッッッッックククククスススススににににに
　　　　　　　　　　     セセセセセッッッッットトトトトしししししままままますすすすす。。。。。

原稿�
貼りつけ�
位置�

白い面が�
スクリーン側�

55555　製版機にセット　製版機にセット　製版機にセット　製版機にセット　製版機にセット

1 .1 .1 .1 .1 .　プラグをコンセントに差し込みます。

2 .2 .2 .2 .2 .　カバーのオープンを押すとロックがはずれカ
バーが開きます。

3 .3 .3 .3 .3 .　スポンジマットと共にスクリーン版を原稿面
を下にして製版機に入れます。

・　カバーを下げ、カチッと音がするまで少し
強めに押すとロックします。

・・・・・　　　　　フフフフフレレレレレーーーーームムムムムとととととスススススポポポポポンンンンンジジジジジをををををセセセセセッッッッットトトトトすすすすす
るるるるるとととととききききき、、、、、原原原原原稿稿稿稿稿ををををを貼貼貼貼貼りりりりりつつつつつけけけけけたたたたたスススススクククククリリリリリーーーーー
ンンンンン面面面面面がががががララララランンンンンプププププ側側側側側ににににになななななるるるるるよよよよようううううににににに入入入入入れれれれれ
ままままますすすすす。。。。。

Proフレームマット

ポイント�

フレーム

新潟�
群馬�
山梨�

静岡�

50Hz60Hz

周波数の確認をして下さい。�
（底面の周波数切換スイッチを�
　正しくセットして下さい。）�

分� 秒�

ストップ�

スタート�110＋�110＋�

66666　やきつけ　やきつけ　やきつけ　やきつけ　やきつけ

1 .1 .1 .1 .1 .　電源スイッチを入れると「0」を表示します。

2 .2 .2 .2 .2 .　例）使用する原稿用紙の種類、スクリーン
メッシュによって感光時間が異なります。

     ・　インクジェット専用用紙使用で、120Mのとき
は2分15秒にセットします。
【セットの仕方】
分のボタン  1 を2回押します。
秒のボタン      +10 を1回押します。
　　　　　　   1 を5回押します。

3 .3 .3 .3 .3 .　タイマーをセットしたらスタートボタンを押し
ます。ランプが灯って露光がはじまります。
・　露光が終るとタイマーはセットした表示に
もどります。
・　露光途中でストップボタンを押すと露光が
中断し、タイマーも0を表示します。

電源スイッチ
分のボタン 秒のボタン　

ランプ

スタートボタンライトテーブル切替スイッチ

●●●●● TTTTTシシシシシャャャャャツツツツツくくくくくんんんんんProProProProPro製版時間製版時間製版時間製版時間製版時間
★TシャツくんPro専用スクリーン�
メッシュの種類�

『Tシャツくん』専用原稿用紙�

『Tシャツくん』�
インクジェット専用原稿用紙�

230M

40秒�

1分40秒�

120M

50秒�

2分15秒�

80M

50秒�

2分15秒�

60M

50秒�

2分15秒�

ポジフィルム�

トレーシングペーパー�
（約40g/　）�

20秒� 30秒� 30秒� 30秒�

20秒� 30秒� 30秒� 30秒�
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77777　水でブラッシングする　水でブラッシングする　水でブラッシングする　水でブラッシングする　水でブラッシングする

1 .1 .1 .1 .1 .　ランプが消えた後、スクリーン版を取り出し
　原稿を外します。

2 .2 .2 .2 .2 .　ハケに少量の水をつけて、スクリーン版両面
　をぬらすと図柄が白く浮き出てきます。

3 .3 .3 .3 .3 .　図柄が浮き出てきた後、やさしく両面をブラッ
シングすると、白い図柄がぬけてすきとおりま
す。

ポイントポイント�

・・・・・感感感感感光光光光光乳乳乳乳乳剤剤剤剤剤ののののの溶溶溶溶溶けけけけけたたたたた水水水水水ががががが手手手手手等等等等等にににににつつつつつ
いいいいいたたたたたととととときききききははははは、、、、、すすすすすぐぐぐぐぐににににに、、、、、石石石石石けけけけけんんんんん水水水水水ででででで洗洗洗洗洗
いいいいい流流流流流しししししててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。
・・・・・水水水水水銀銀銀銀銀灯灯灯灯灯・・・・・ハハハハハロロロロロゲゲゲゲゲンンンンンララララランンンンンプププププ・・・・・ビビビビビーーーーームムムムム
ララララライイイイイトトトトト・・・・・スススススポポポポポッッッッットトトトトララララライイイイイトトトトト・・・・・太太太太太陽陽陽陽陽光光光光光ののののの入入入入入
るるるるる場場場場場所所所所所(((((窓窓窓窓窓のののののあああああるるるるる部部部部部屋屋屋屋屋)))))ででででで現現現現現像像像像像作作作作作
業業業業業はははははしししししななななないいいいいででででで下下下下下さささささいいいいい。。。。。

・・・・・フフフフフレレレレレーーーーームムムムム内内内内内ににににに水水水水水ががががが入入入入入らららららななななないいいいいよよよよようううううににににに、、、、、
平平平平平らららららににににに持持持持持っっっっってててててブブブブブラララララッッッッッシシシシシンンンンングググググしししししままままますすすすす。。。。。
・・・・・フフフフフレレレレレーーーーームムムムムににににに水水水水水ががががが入入入入入るるるるるとととととフフフフフレレレレレーーーーームムムムム内内内内内
のののののスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンががががが溶溶溶溶溶けけけけけててててて固固固固固まままままりりりりり、、、、、スススススククククク
リリリリリーーーーーンンンンンがががががフフフフフレレレレレーーーーームムムムムかかかかかららららら外外外外外れれれれれなななななくくくくくなななななるるるるるこここここ
とととととがががががああああありりりりりままままますすすすす。。。。。又又又又又、、、、、印印印印印刷刷刷刷刷時時時時時ににににに穴穴穴穴穴ののののの開開開開開いいいいい
たたたたた部部部部部分分分分分かかかかからららららイイイイインンンンンクククククがががががはははははみみみみみ出出出出出てててててTTTTTシシシシシャャャャャ
ツツツツツををををを汚汚汚汚汚すすすすすここここことととととがががががああああありりりりりままままますすすすす。。。。。

注意注意注意注意注意
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分� 秒�

ストップ�

スタート�110＋�110＋�

グロー�

グロー�
ブラックライト 15W

白色光 15W  

ライトテーブル切替スイッチ

88888　水をふきとる　水をふきとる　水をふきとる　水をふきとる　水をふきとる

●●●●● 図図図図図柄柄柄柄柄がががががすすすすすきききききとととととおおおおおっっっっったたたたたららららら新新新新新聞聞聞聞聞紙紙紙紙紙ののののの上上上上上にににににスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンン版版版版版をををををおおおおおききききき、、、、、表表表表表面面面面面よよよよよりりりりりテテテテティィィィィシシシシシュュュュュででででで水水水水水をををををふふふふふききききき　　　　　
とととととっっっっっててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。

1 .1 .1 .1 .1 .　ふきとりが終われば、原稿通り図柄が抜けてい
るかチェックし、抜けていないところがあればさ
らにブラッシングをして下さい。

2 .2 .2 .2 .2 . ティッシュで水をふき取った後、自然乾燥かド
ライヤーの冷風で乾かします。

ポイントポイント�・・・・・チチチチチェェェェェッッッッックククククははははは大大大大大切切切切切ななななな作作作作作業業業業業ででででですすすすす。。。。。
スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンン版版版版版ががががが乾乾乾乾乾いいいいいてててててしししししまままままうううううとととととブブブブブ

ラララララッッッッッシシシシシンンンンングググググははははは出出出出出来来来来来ままままませせせせせんんんんん。。。。。

ポイントポイント�・・・・・裏裏裏裏裏面面面面面のののののふふふふふきききききとととととりりりりりははははは、、、、、やややややさささささしししししくくくくくおおおおおさささささえええええるるるるる
よよよよようううううにににににしししししててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。強強強強強くくくくくふふふふふきききききすすすすすぎぎぎぎぎるるるるるととととと
絵絵絵絵絵柄柄柄柄柄がががががくくくくくずずずずずれれれれれるるるるるここここことととととがががががああああありりりりりままままますすすすす。。。。。

注意注意注意注意注意
　　　　　・・・・・専専専専専用用用用用修修修修修正正正正正液液液液液ははははは溶溶溶溶溶液液液液液ががががが含含含含含まままままれれれれれててててて

いいいいいままままますすすすす。。。。。風風風風風通通通通通しししししののののの良良良良良いいいいい場場場場場所所所所所でででででおおおおお
使使使使使いいいいい下下下下下さささささいいいいい。。。。。

注意注意注意注意注意
　　　　　・・・・・ドドドドドララララライイイイイヤヤヤヤヤーーーーーののののの熱熱熱熱熱風風風風風ででででで乾乾乾乾乾燥燥燥燥燥すすすすするるるるる

ととととと、、、、、スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンががががが破破破破破れれれれれるるるるるここここことととととがががががああああありりりりり
ままままますすすすす。。。。。

99999　スクリーンのチェック　スクリーンのチェック　スクリーンのチェック　スクリーンのチェック　スクリーンのチェック

1 .1 .1 .1 .1 .　TシャツくんPro製版機はライトテーブルとして
検版用の蛍光灯を真ん中1本使用しています。

2 .2 .2 .2 .2 .　光に照らして不要な穴があいていれば、専
用ピンホール修正液を裏面より塗り、穴をふさ
ぎます。

3 .3 .3 .3 .3 . テストテーブルにスクリーン版を置き、ピン
ホールの有無を確かめ、ピンホールがあれば
専用ピンホール修正液でスクリーンの裏面より
目止めして下さい。
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  Q1 : 絵絵絵絵絵柄柄柄柄柄ががががが全全全全全くくくくく出出出出出てててててこここここなななななかかかかかっっっっったたたたた。。。。。

製製製製製版版版版版すすすすするるるるる前前前前前かかかかか、、、、、作作作作作業業業業業中中中中中にににににスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンン全全全全全体体体体体ががががが感感感感感光光光光光ささささされれれれれたたたたた時時時時時ににににに起起起起起こここここるるるるる現現現現現象象象象象ででででですすすすす。。。。。
原原原原原因因因因因をををををひひひひひとととととつつつつつひひひひひとととととつつつつつチチチチチェェェェェッッッッックククククしししししてててててみみみみみままままましししししょょょょょううううう

●●●●●環環環環環境境境境境及及及及及びびびびび作作作作作業業業業業手手手手手順順順順順のののののチチチチチェェェェェッッッッッククククク(((((スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンががががが感感感感感光光光光光ささささされれれれれてててててしししししまままままううううう原原原原原因因因因因)))))●●●●●

A1 :     紫紫紫紫紫外外外外外線線線線線ののののの入入入入入らららららななななないいいいい場場場場場所所所所所ででででで作作作作作業業業業業しししししててててていいいいいままままますすすすすかかかかか?????

　　太陽光の入る場所（窓のある部屋）、スポットライト・ハロゲンライト・ビームライトの 点灯している場所では、紫外線が強い　

　ため、 スクリーンが感光されてしまい何も写りません。

　　また、作業中スクリーンを袋から出したまま にした状態が長いと感光してしまいます。

A2 : 原原原原原稿稿稿稿稿をををををスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンににににに貼貼貼貼貼りりりりりつつつつつけけけけけるるるるる位位位位位置置置置置ははははは合合合合合っっっっっててててていいいいいままままますすすすすかかかかか?????
　　原稿をスクリーンに貼る位置が裏表だとこのような結果になります。

　　取扱説明書で確認しましょう。 ランプボックスに入れる内容の順番もチェックしましょう。

A3 : 感感感感感光光光光光時時時時時間間間間間ははははは合合合合合っっっっっててててていいいいいままままますすすすすかかかかか?????
時間設定が長すぎると何も写らない場合があります。

タイマーボタンの選択を間違えていませんか。原稿に合っ

た感光時間設定にしましょう。

A4 : ブブブブブラララララッッッッッシシシシシンンンンングググググはははははしししししままままましししししたたたたたかかかかか？？？？？
　　TシャツくんProのスクリーンは、水でブラッシングしてはじめて版が抜けます。

　　本体(ランプボックス)から取り出したらすぐにブラッシング作業を行いましょう。

A5 : ProProProProProフフフフフレレレレレーーーーームムムムムマママママッッッッットトトトトをををををかかかかかぶぶぶぶぶせせせせせままままましししししたたたたたかかかかか？？？？？
Proフレームマットをかぶせず作業および製版機で露光してしまうと、このような結果になります。取扱説明書で確認しましょう。

A6 : スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンははははは新新新新新しししししいいいいいももももものののののををををを使使使使使っっっっっててててていいいいいままままますすすすすかかかかか?????
　　製造後1年以上経つ古いスクリーンでは、絵柄は写らないことがあります。 また、保管方法に注意してください。

　　(高温多湿厳禁)

　　スクリーンの入っている黒い色の袋が開いた保管状態では、 スクリーンは自然に感光され使えなくなります。

●●●●●原原原原原稿稿稿稿稿のののののチチチチチェェェェェッッッッッククククク(((((スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンががががが感感感感感光光光光光ささささされれれれれてててててしししししまままままううううう原原原原原因因因因因)))))●●●●●

A7 : 原原原原原稿稿稿稿稿ののののの黒黒黒黒黒さささささははははは大大大大大丈丈丈丈丈夫夫夫夫夫でででででしししししょょょょょうううううかかかかか?????
○手描き＆コピーで作成した場合

原稿の黒さが薄い場合、特に鉛筆／ボールペンで作成した原稿では何も写りません。

黒色の油性顔料タイプのマジックペン等で塗り直して下さい。

○インクジェットプリンターで作成した場合

『Tシャツくん』専用のインクジェットプリンタ原稿用紙を使い、必ず黒ベタで作成してください。

カラー／グレー／グラデーションで作成した原稿では何も写りません。

また、御使用のプリンタにより黒さに濃淡の差が出ることがあります。

その場合は付属のサンプル書体及び図柄の黒さを目安に各プリンタの取扱説明書に従い濃度調整を行って下さい。それ

でも薄い場合は黒色の油性顔料タイプのマジックペン等で塗り直して下さい。

A8 : 線線線線線幅幅幅幅幅ははははは1mm1mm1mm1mm1mm以以以以以上上上上上ででででですすすすすかかかかか?????
　　絵柄のすべての線の太さが1mm未満の場合このようなことが 見られます。

　　特に細い線が抜けません。

　　　

●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ

★TシャツくんPro専用スクリーン�
メッシュの種類�

『Tシャツくん』専用原稿用紙�

『Tシャツくん』�
インクジェット専用原稿用紙�

230M

40秒�

1分40秒�

120M

50秒�

2分15秒�

80M

50秒�

2分15秒�

60M

50秒�

2分15秒�

ポジフィルム�

トレーシングペーパー�
（約40g/　）�

20秒� 30秒� 30秒� 30秒�

20秒� 30秒� 30秒� 30秒�
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  Q2 : 絵絵絵絵絵柄柄柄柄柄ががががが白白白白白くくくくくぼぼぼぼぼやややややけけけけけてててててスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンににににに写写写写写っっっっっててててていいいいいるるるるるのののののみみみみみででででであああああるるるるる。。。。。

スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンののののの不不不不不良良良良良ででででではははははああああありりりりりままままませせせせせんんんんん。。。。。
スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンののののの全全全全全体体体体体ががががが製製製製製版版版版版作作作作作業業業業業中中中中中ににににに感感感感感光光光光光ささささされれれれれたたたたた時時時時時ににににに起起起起起こここここるるるるる現現現現現象象象象象ででででですすすすす。。。。。
原原原原原因因因因因をををををひひひひひとととととつつつつつひひひひひとととととつつつつつチチチチチェェェェェッッッッックククククしししししてててててみみみみみままままましししししょょょょょううううう。。。。。

●●●●●環環環環環境境境境境及及及及及びびびびび作作作作作業業業業業手手手手手順順順順順のののののチチチチチェェェェェッッッッッククククク(((((スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンががががが感感感感感光光光光光ささささされれれれれてててててしししししまままままううううう原原原原原因因因因因)))))●●●●●

A1 : 紫紫紫紫紫外外外外外線線線線線ののののの入入入入入らららららななななないいいいい場場場場場所所所所所ででででで作作作作作業業業業業しししししててててていいいいいままままますすすすすかかかかか?????
　外の光の入る場所ではスクリーンが感光されてしまい何も写りません。

　窓から離れた場所で作業してもダメです。窓がある部屋は厚手のカーテンをして下さい。

　また、作業中スクリーンを袋から出したままの状態が長いと感光してしまいます。

A2 : 紫紫紫紫紫外外外外外線線線線線ののののの出出出出出るるるるるララララライイイイイトトトトトののののの下下下下下ででででで作作作作作業業業業業しししししててててていいいいいななななないいいいいででででですすすすすかかかかか?????
　電灯の真下での作業及びスポットライト・ハロゲンライト・ビームライトの点灯をしている場所では紫外線が強いためスクリー

　ンが感光されてしまい何も写りません。

　蛍光灯の真下を避けての作業は大丈夫です。暗室にする必要はありません。

A3 : スススススピピピピピーーーーーデデデデディィィィィににににに作作作作作業業業業業しししししままままましししししたたたたたかかかかか?????
　スクリーンは黒袋から出した後、製版・乾燥させるまで素速く作業してください。

　ゆっくり作業していると全体に光が入り感光されてしまうことがあります。

A4 : 原原原原原稿稿稿稿稿とととととスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンははははは密密密密密着着着着着しししししててててていいいいいままままますすすすすかかかかか？？？？？
　スクリーンと原稿の間に光が入って感光されるとこのような結果になります。

　専用スプレーのりでしっかりと貼りましょう。

　特にインクジェットプリンターで作成した原稿の場合、印刷直後はインクが乾いていないため用紙が波打つことがあります。

　このような状態ではしっかりと密着しませんので十分に乾燥させて貼り付けて下さい。

A5: 原原原原原稿稿稿稿稿をををををスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンににににに貼貼貼貼貼るるるるる位位位位位置置置置置ははははは合合合合合っっっっっててててていいいいいままままますすすすすかかかかか?????
　原稿をスクリーンに貼る位置が裏表だとこのような結果になります。取扱説明書で確認しましょう。

　ランプボックスに入れる内容の順番もチェックしましょう。

A6 : ProProProProProフフフフフレレレレレーーーーームムムムムマママママッッッッットトトトトをををををかかかかかぶぶぶぶぶせせせせせままままましししししたたたたたかかかかか？？？？？
Proフレームマットをかぶせず作業および製版機で露光してしまうと、このような結果になります。取扱説明書で確認しましょう。

●●●●●原原原原原稿稿稿稿稿のののののチチチチチェェェェェッッッッッククククク(((((スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンががががが感感感感感光光光光光ささささされれれれれてててててしししししまままままううううう原原原原原因因因因因)))))●●●●●

A7 : 絵絵絵絵絵柄柄柄柄柄ののののの黒黒黒黒黒さささささははははは大大大大大丈丈丈丈丈夫夫夫夫夫でででででしししししょょょょょうううううかかかかか?????
　絵柄の黒さが全体に薄いとこのような結果になります。

　黒の油性顔料タイプマジックなどで濃く加筆するかコピーをとり真黒にしてください。

A8 : 線線線線線幅幅幅幅幅ははははは1mm1mm1mm1mm1mm以以以以以上上上上上ででででですすすすすかかかかか?????
　絵柄のすべての線の太さが1mm未満の場合このようなことが 見られます。

　特に細い線が抜けません。

●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ
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  Q3 : ブブブブブラララララッッッッッシシシシシンンンンングググググしししししてててててももももも絵絵絵絵絵柄柄柄柄柄ののののの一一一一一部部部部部がががががあああああまままままりりりりり抜抜抜抜抜けけけけけてててててこここここななななないいいいい。。。。。

スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンののののの一一一一一部部部部部分分分分分ににににに光光光光光ががががが入入入入入りりりりり感感感感感光光光光光ささささされれれれれたたたたた時時時時時ににににに起起起起起こここここりりりりりままままますすすすす。。。。。
そそそそそののののの原原原原原因因因因因をををををひひひひひとととととつつつつつひひひひひとととととつつつつつチチチチチェェェェェッッッッックククククしししししままままましししししょょょょょううううう

●●●●●環環環環環境境境境境及及及及及びびびびび作作作作作業業業業業手手手手手順順順順順のののののチチチチチェェェェェッッッッッククククク(((((スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンががががが感感感感感光光光光光ささささされれれれれてててててしししししまままままううううう原原原原原因因因因因)))))●●●●●

A1 : 紫紫紫紫紫外外外外外線線線線線ののののの入入入入入らららららななななないいいいい場場場場場所所所所所ででででで作作作作作業業業業業しししししててててていいいいいままままますすすすすかかかかか?????
　　外の光の入る場所ではスクリーンが感光されてしまい何も写りません。

　　窓から離れた場所で作業してもダメです。窓がある部屋は厚手のカーテンをして下さい。

　　また、作業中スクリーンを袋から出したままの状態が長いと感光してしまいます。

A2 : 紫紫紫紫紫外外外外外線線線線線ののののの出出出出出るるるるるララララライイイイイトトトトトののののの下下下下下ででででで作作作作作業業業業業しししししててててていいいいいななななないいいいいででででですすすすすかかかかか?????
　　電灯の真下での作業及びスポットライト・ハロゲンライト・ビームライトの点灯をしている場所では紫外線が強いためスクリー

　　ンが感光されてしまい何も写りません。

　　蛍光灯の真下を避けての作業は大丈夫です。暗室にする必要はありません。

A3 : スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンををををを袋袋袋袋袋かかかかかららららら出出出出出しししししたたたたたままままままままままにににににしししししててててていいいいいままままませせせせせんんんんんかかかかか?????
　　スクリーンを黒袋から出したままにしておくと一部分に光が入り感光されることがあります。

　　スピーディに作業して下さい。また、使わないスクリーンは黒袋に入れ、しっかり封をして保管してください。

A4 : 感感感感感光光光光光時時時時時間間間間間ははははは合合合合合っっっっっててててていいいいいままままますすすすすかかかかか?????
　　時間設定が長すぎると何も写らない場合があります。タイマーボタンの選択を間違えていませんか。原稿に合った感光時間

　　設定にしましょう。

　

●●●●●原原原原原稿稿稿稿稿のののののチチチチチェェェェェッッッッッククククク(((((スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンががががが感感感感感光光光光光ささささされれれれれてててててしししししまままままううううう原原原原原因因因因因)))))●●●●●

A5 : 原原原原原稿稿稿稿稿ののののの黒黒黒黒黒さささささははははは大大大大大丈丈丈丈丈夫夫夫夫夫でででででしししししょょょょょうううううかかかかか?????
○手描き＆コピーで作成した場合

原稿の黒さが薄い場合、特に鉛筆／ボールペンで作成した原稿では何も写りません。

黒色の油性顔料タイプのマジックペン等で塗り直して下さい。

○インクジェットプリンターで作成した場合

『Tシャツくん』専用のインクジェットプリンタ原稿用紙を使い、必ず黒ベタで作成してください。

カラー／グレー／グラデーションで作成した原稿では何も写りません。

また、御使用のプリンタにより黒さに濃淡の差が出ることがあります。

その場合は付属のサンプル書体及び図柄の黒さを目安に各プリンタの取扱説明書に従い濃度調整を行って下さい。それ

でも薄い場合は黒色の油性顔料タイプのマジックペン等で塗り直して下さい。

A6 : 線線線線線幅幅幅幅幅ははははは1mm1mm1mm1mm1mm以以以以以上上上上上ででででですすすすすかかかかか?????
　　絵柄のすべての線の太さが1mm未満の場合このようなことが 見られます。

　　特に細い線が抜けません。

　　　

●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ
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  Q4 : 絵柄の周りが、ピンホールだらけになってしまった。

1.全ての条件が良かったが長時間必要以上にブラッシングした場合このような現象が起こります。
　絵柄が透明になったらブラッシングを完了させましょう。
2.版が抜けづらいためにブラッシングを長時間行ったときに起こる現象です。
　この場合の原因を１つ１つチェックし、解決していきましょう。

●●●●●環環環環環境境境境境及及及及及びびびびび作作作作作業業業業業手手手手手順順順順順のののののチチチチチェェェェェッッッッッククククク(((((スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンががががが感感感感感光光光光光ささささされれれれれてててててしししししまままままううううう原原原原原因因因因因)))))●●●●●

A1 : 紫紫紫紫紫外外外外外線線線線線ののののの入入入入入らららららななななないいいいい場場場場場所所所所所ででででで作作作作作業業業業業しししししててててていいいいいままままますすすすすかかかかか?????
　　外の光の入る場所ではスクリーンが感光されてしまい何も写りません。

　　窓から離れた場所で作業してもダメです。窓がある部屋は厚手のカーテンをして下さい。

　　また、作業中スクリーンを袋から出したままの状態が長いと感光してしまいます。

A2 : 紫紫紫紫紫外外外外外線線線線線ののののの出出出出出るるるるるララララライイイイイトトトトトののののの下下下下下ででででで作作作作作業業業業業しししししててててていいいいいななななないいいいいででででですすすすすかかかかか?????
　　電灯の真下での作業及びスポットライト・ハロゲンライト・ビームライトの点灯をしている場所では紫外線が強いためスクリー

　　ンが感光されてしまい何も写りません。蛍光灯の真下を避けての作業は大丈夫です。暗室にする必要はありません。

A3 : スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンををををを袋袋袋袋袋かかかかかららららら出出出出出しししししたたたたたままままままままままにににににしししししててててていいいいいままままませせせせせんんんんんかかかかか?????
　　スクリーンを黒袋から出したままにしておくと一部分に光が入り感光されることがあります。

　　スピーディに作業して下さい。また、使わないスクリーンは黒袋に入れ、しっかり封をして保管してください。

A4 : 感感感感感光光光光光時時時時時間間間間間ははははは合合合合合っっっっっててててていいいいいままままますすすすすかかかかか?????
　　時間設定が長すぎると何も写らない場合があります。タイマーボタンの選択を間違えていませんか。原稿に合った感光時間

　　設定にしましょう。

●●●●●原原原原原稿稿稿稿稿のののののチチチチチェェェェェッッッッッククククク(((((スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンががががが感感感感感光光光光光ささささされれれれれてててててしししししまままままううううう原原原原原因因因因因)))))●●●●●

A5 : 絵絵絵絵絵柄柄柄柄柄ののののの黒黒黒黒黒さささささははははは大大大大大丈丈丈丈丈夫夫夫夫夫でででででしししししょょょょょうううううかかかかか?????
　　絵柄の黒さが全体に薄いとこのような結果になります。

　　黒の油性顔料タイプマジックなどで濃く加筆するかコピーをとり真黒にしてください。

A6 : 線線線線線幅幅幅幅幅ははははは1mm1mm1mm1mm1mm以以以以以上上上上上ででででですすすすすかかかかか?????
　　絵柄のすべての線の太さが1mm未満の場合このようなことが見られます。

　　特に細い線が抜けません。

A7 : 規規規規規定定定定定ののののの紙紙紙紙紙でででででしししししょょょょょうううううかかかかか?????
　　○手描き＆コピーで作成した場合

　　 『Tシャツくん』専用原稿用紙を使用して下さい。

○インクジェットプリンターで作成した場合

        『Tシャツくん』専用インクジェット専用原稿用紙を使用して下さい。原稿は、専用スプレーのりできちっと貼りましょう。

●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ
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●●●●●以以以以以上上上上上ののののの内内内内内容容容容容ををををを改改改改改善善善善善しししししてててててもももももきききききれれれれれいいいいいにににににスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンン版版版版版がががががででででできききききななななないいいいいととととときききききははははは、、、、、下下下下下記記記記記まままままでででででおおおおお電電電電電話話話話話下下下下下さささささいいいいい。。。。。
太太太太太陽陽陽陽陽精精精精精機機機機機株株株株株式式式式式会会会会会社社社社社ホホホホホリリリリリゾゾゾゾゾンンンンン事事事事事業業業業業部部部部部：：：：：TEL 0422-48-5119 (TEL 0422-48-5119 (TEL 0422-48-5119 (TEL 0422-48-5119 (TEL 0422-48-5119 (東京東京東京東京東京)))))

  Q5 : スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンををををを水水水水水ににににに濡濡濡濡濡らららららしししししたたたたたららららら崩崩崩崩崩れれれれれてててててしししししまままままっっっっったたたたた。。。。。

Ｑ4の絵柄のまわりがピンホールのようにくずれたのとは違う内容のくずれ現象です。 スクリーンの不良で
はありません。
これはスクリーンの感光が不十分だったときに起こる現象です。この場合の原因をひとつひとつチェック
しましょう

●●●●●環環環環環境境境境境及及及及及びびびびび作作作作作業業業業業手手手手手順順順順順のののののチチチチチェェェェェッッッッッククククク(((((スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンンががががが感感感感感光光光光光ささささされれれれれてててててしししししまままままううううう原原原原原因因因因因)))))●●●●●

A1 : ララララランンンンンプププププボボボボボッッッッックククククススススス(((((製版機製版機製版機製版機製版機)))))のののののララララライイイイイトトトトトをををををチチチチチェェェェェッッッッックククククしししししてててててくくくくくだだだだださささささいいいいい
　　消えていたり点滅状態の場合、及び光量が不十分な場合は感光が不十分になります。ライト交換が必要です。交換及び修

　　理については販売店もしくは弊社にご依頼下さい。

A2 :      感感感感感光光光光光時時時時時間間間間間ののののの設設設設設定定定定定はははははあああああっっっっっててててていいいいいままままますすすすすかかかかか？？？？？
　　時間設定が短いとこの様な現象が起こる場合があります。タイマーボタンの選択を間違えていませんか。原稿に合った感　

　光時間設定にしましょう。

A3 : 露露露露露光光光光光ををををを途途途途途中中中中中でででででススススストトトトトッッッッップププププさささささせせせせせままままませせせせせんんんんんでででででしししししたたたたたかかかかか?????
　　タイマー中にスタート／ストップボタンを押して、途中で露光をストップさせると感光不十分になります。（P.9参照）

●原稿用紙●原稿用紙●原稿用紙●原稿用紙●原稿用紙     のののののチチチチチェェェェェッッッッッククククク●●●●●

A4 : 規規規規規定定定定定ののののの紙紙紙紙紙でででででしししししょょょょょうううううかかかかか?????
○手描き＆コピーで作成した場合

 『Tシャツくん』専用原稿用紙を使用して下さい。

○インクジェットプリンターで作成した場合

  『Tシャツくん』専用インクジェット専用原稿用紙を使用して下さい。原稿は、専用スプレーのりできちっと貼りましょう。

●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ●スクリーン版を正しくつくるためのＱ＆Ａ
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　　＊インク・オプションの使い方はp.18～p.20を参照して下さい。

●原稿の種類と感光時間

● 同種Tシャツくん専用のインクは自由に混色ができますので、好みの色が作れます。

● 多枚数単色印刷する……1版で多色印刷するときは、色を変えたい部分にマスキングテープを
　　　　　　　　　　　  貼って、1色目が終ったら刷った部分を清掃、乾かしてマスキングし、
　　　　　　　　　　　  次の色の部分のマスキングをはがして2色目を刷ります。

　　　　　　　　　　　　    2色以上で多色印刷をするときは、色の数だけ原稿と版をつくります。

● 付属しているスクリーンは120メッシュです。
　 　 発泡インク、金銀インクは60メッシュ80メッシュが適しています。230メッシュは一般油性インク、ナイロンウェ
　ア用油性インク専用です。（水性インクは使えません。）　

● 筆記用具の選択……マジックペンは顔料の入った遮光性のよいものを使って下さい。
　 （まっ黒く、光を通さないもの）
     白黒コピーはそのままでも使えますが、光の通る黒さの薄い部分はマジックペ
      ンで塗りつぶして下さい。

● 原稿用紙の選択……原稿として使える紙は、『Tシャツくん』専用原稿用紙または、『Tシャツくん』専用
　　　　　　　　　　　インクジェット原稿用紙です。ファクス紙(感熱紙)、ワープロ紙(熱転写紙)、再生
　　　　　　　　　　　コピー紙、厚紙は使えません。

●ピンホールの修正……原稿にごみなどがあったりガラスのよごれなどで版に小さな穴があくこと
　　　　　　　　　　  があります。このピンホールは専用修正液でスクリーン版の裏からふさ
　　　　　　　　　　  いで下さい。

●ポイントコーナ　●ポイントコーナ　●ポイントコーナ　●ポイントコーナ　●ポイントコーナ　
ポイントポイント�

★TシャツくんPro専用スクリーン�
メッシュの種類�

『Tシャツくん』専用原稿用紙�

『Tシャツくん』�
インクジェット専用原稿用紙�

230M

40秒�

1分40秒�

120M

50秒�

2分15秒�

80M

50秒�

2分15秒�

60M

50秒�

2分15秒�

ポジフィルム�

トレーシングペーパー�
（約40g/　）�

20秒� 30秒� 30秒� 30秒�

20秒� 30秒� 30秒� 30秒�
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●各インクの特徴と使い方●各インクの特徴と使い方●各インクの特徴と使い方●各インクの特徴と使い方●各インクの特徴と使い方

●●●●●マママママルルルルルチチチチチチチチチチョョョョョイイイイイスススススイイイイインンンンンククククク（（（（（油油油油油性性性性性）））））『『『『『標標標標標準準準準準イイイイインンンンンククククク・・・・・多多多多多色色色色色印印印印印刷刷刷刷刷用用用用用』』』』』
用途：綿・綿混紡
対応スクリーン：60M・80M・120M
布専用の油性インクです。油性インクですので、水性一般インクより目づまりしにくいインクです。完全乾燥には必ず熱処
理（ヒートプレス機又はヒートプレートを使用）を行ってください。自然乾燥では、乾きません。
※インクが硬いときはマルチチョイスインク専用希釈剤を混ぜてください。（ふきとり＆うすめ液は混ぜないでください。）
※吸汗処理を施されているTシャツ等には使用できません。

●一般インク、●一般インク、●一般インク、●一般インク、●一般インク、蛍光インク蛍光インク蛍光インク蛍光インク蛍光インク
用途：Tシャツ、ハンカチ等の綿製品及び紙、白木等、水をはじく物にはできません。
対応スクリーン：60M・80M・120M
少ロット印刷プリントには最適のインクです。濃色地への印刷時は、白色で印刷して乾燥させた後、お好
みの色で印刷するとより鮮やかな発色になります。
※インクが硬いときは、水性バインダーを混ぜてください。
※金・銀インクは、60M又は80Mのスクリーンを使ってください。

●発泡インク●発泡インク●発泡インク●発泡インク●発泡インク
用途：Tシャツ、ハンカチ等綿製品。
対応スクリーン：60M・80M・120M（より発泡させたいときは、粗いメッシュ80Mをお使いください。）
手につかなくなるまで自然放置（30～60分）またはドライヤでよく乾燥させたのち、印刷した部分の裏
からスチームアイロンをかけます。インクがぷくぷくと盛り上がり、遊び心いっぱいのプリントが楽しめ
ます。
※よく混ぜてからお使いください。

●ポリウレタンインク●ポリウレタンインク●ポリウレタンインク●ポリウレタンインク●ポリウレタンインク
用途：綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
対応スクリーン：60M・80M・120M
ポリウレタン樹脂インクは伸縮性に富み、ナイロン100％・ポリウレタン100％素材にもプリントできま
す。（はっ水加工素材にはプリントできません。）
一般水性インクより柔らかな色目で、パステル調のプリントが楽しめます。
※目づまり除去液は使えません。もし、目づまりしたときは版の作り直しが必要です。
※インクが硬いときはポリウレタンインク専用バインダーを混ぜてください。

●●●●●ナナナナナイイイイイロロロロロンンンンンウウウウウエエエエエアアアアア用用用用用イイイイインンンンンククククク（（（（（油油油油油性性性性性）））））
用途：ナイロンサテン・ナイロンタフタ
対応スクリーン：60M・80M・120M・230M
※必ずナイロンインク専用硬化剤を混ぜてください。
※インクが硬いときはナイロンインク用溶液を混ぜてください。

●●●●●一一一一一般般般般般油油油油油性性性性性イイイイインンンンンククククク（（（（（油油油油油性性性性性）））））
用途：紙・木・金属塗面・ガラス・アクリル・エンビ・ABS
対応スクリーン：120M・230M
プリント面の完全乾燥には約24時間かかります。
※インクが硬いときはふきとり＆うすめ液を混ぜてください。

（水性インク各種：多色印刷には適しません）

インク容器や付属の取扱説明書に記載されている注意事項や使い方をよく読んでからご使用くださ
い。またインクは必ずよく混ぜてからお使いください。ここでは一般的に使われているインクの特
徴と簡単な使い方を記載しています。
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●各インクの用途及び対応表●各インクの用途及び対応表●各インクの用途及び対応表●各インクの用途及び対応表●各インクの用途及び対応表
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●オプション品の使い方●オプション品の使い方●オプション品の使い方●オプション品の使い方●オプション品の使い方

●●●●●ピピピピピンンンンンホホホホホーーーーールルルルル修修修修修正正正正正液液液液液（（（（（一一一一一般般般般般用用用用用/////ナナナナナイイイイイロロロロロンンンンンイイイイインンンンンククククク用用用用用）））））
スクリーンのキズ（不要に空いてしまったピンホールなど）を埋めるとき使います。
スクリーンの裏側（インクのつかない面）より、修正個所に均一に塗り、完全に乾燥させてから、プリント
します。
※ナイロンインク使用の場合、ナイロンインク専用修正液をお使い下さい。

●●●●●目目目目目づづづづづまままままりりりりり除除除除除去去去去去液液液液液
スクリーン上に目づまりした水性インクを取り除くとき使います。
目づまり部分にスプレーして、インクを溶かします。除去液を拭き取り、完全に乾燥させてから、プリン
トします。多数回使用すると、スクリーンが傷みますのでご注意下さい。
※ポリウレタンインクには使えません。

●●●●●スススススクククククリリリリリーーーーーンンンンン補補補補補強強強強強剤剤剤剤剤
多枚数のプリントの場合、スクリーンの強度をあらかじめ高めたいときに使います。
製版後、プリントする前に、スクリーンの裏側（インクのつかない面）に全面スプレーします。スプレー
後すぐに、スクリーンの表側（絵柄部分）の補強剤を拭き取り、完全に乾燥させてから、プリントします。

●●●●●マママママスススススキキキキキンンンンングググググテテテテテーーーーープププププ
1版での多色印刷、多色印刷時の位置合わせ時等に使います。
テープを数枚重ねることもできます。

●●●●●ふふふふふきききききとととととりりりりり＆＆＆＆＆うううううすすすすすめめめめめ液液液液液
一般油性インクの拭き取りとうすめ用に使います。
スキージ等にこびりついた水性インク及びマルチチョイスインクの拭きとり用としても使えます。

●●●●●ナナナナナイイイイイロロロロロンンンンンイイイイインンンンンククククク用用用用用溶溶溶溶溶液液液液液
ナイロンインク専用の拭き取りとうすめ用に使います。
ナイロンインクが硬いときは粘度調整用としてインクに混ぜて下さい。

●●●●●ナナナナナイイイイイロロロロロンンンンンイイイイインンンンンククククク専専専専専用用用用用硬硬硬硬硬化化化化化剤剤剤剤剤
ナイロンインク使用時には必ずお使い下さい。（硬化剤なしではインクは固まりません。）
インク量の5～10％の硬化剤を混ぜてからプリントします。

●●●●●マママママルルルルルチチチチチチチチチチョョョョョイイイイイスススススイイイイインンンンンククククク専専専専専用用用用用希希希希希釈釈釈釈釈剤剤剤剤剤（（（（（薄薄薄薄薄めめめめめ液液液液液）））））
マルチインクが硬いときは、粘度調整用としてインク量の1～5％を混ぜて下さい。

●●●●●シシシシシリリリリリコココココンンンンン紙紙紙紙紙
マルチインクを乾燥（熱処理）させる時に使用します。

●●●●●ミミミミミドドドドドルルルルルスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンン●●●●●ワワワワワイイイイイドドドドドスススススクククククリリリリリーーーーーンンンンン●●●●●各各各各各フフフフフレレレレレーーーーームムムムム・・・・・マママママッッッッットトトトト
小さい原稿の場合は、サイズに応じたスクリーンを使うと便利です。

●●●●●スススススキキキキキーーーーージジジジジ（（（（（大大大大大）））））
版の図柄が小さいときに使用します。

※※※※※製製製製製品品品品品ごごごごごとととととののののの取取取取取扱扱扱扱扱説説説説説明明明明明書書書書書、、、、、注注注注注意意意意意事事事事事項項項項項をををををよよよよよくくくくく読読読読読んんんんんでででででかかかかかららららら
おおおおお使使使使使いいいいい下下下下下さささささいいいいい。。。。。
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商商商商品品品品名名名名 商商商商品品品品内内内内容容容容

Proスクリーン製版機 付属品:マット,Proフレーム,試し用Proスクリーン3枚,ハケ,修正液,原稿用紙2種,
スプレーのり(大）

Proスクリーン印刷機

付属品:試し用マルチインク100g6色,シリコン紙,ふきとり＆うすめ液,ヘラ,
業務用スキージ38cm,Proパネル5枚,スプレーのり(大）

Proスクリーン4色回転印刷機

付属品:試し用マルチインク100g6色,ふきとり＆うすめ液,ヘラ,業務用スキージ
38cm,スプレーのり(大）

Proスポット乾燥機 インクの仮乾燥用のヒーター （ジョイント式、スタンド式の2種）

Proスクリーンテンショナー 付属品:アルミフレーム３,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ生地80メッシュ,Proボンド,
Proヘラ＆ハケ,Pro溶剤,Proテープ

Proスクリーン　5枚入 Proフレーム用スクリーン（サイズ53x53cm）60,80,120,230メッシュ
Proスクリーン　25枚入 Proフレーム用スクリーン（サイズ53x53cm）60,80,120,230メッシュ
原稿用紙A3ｺﾋﾟｰ紙　30枚 専用のコピー原稿用紙
原稿用紙A3ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ紙　30枚 専用のｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ原稿用紙
Proパネル　1枚 ヒートプレスにも対応できる木製パネル（サイズ40x45(53）cm）

Proフレーム　45x45cm 簡単にスクリーンが張れるワンタッチフレーム（外寸45x45cm、
内寸40x40cm）8個ねじ付き

Proアルミフレーム　45x53cm アルミフレーム（外寸約45x約53cm、内寸約40x48cm）

Proアルミフレームﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ生地付 アルミフレーム（外寸約45x約53cm、内寸約40x48cm）に感光液のついてない
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ80Mまたは120M付（価格同じ）

Pro感光液　1kg 感光液がついてないﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ生地に感光液を塗るための液（約15版分）

Proリムーバー　2kg 感光液がついたﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ生地の感光液を落とす液（約30版分）＊Tシャツくんスク
リーンの感光液は落せない

Proバケット大　39cm 感光液をﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ生地に塗るときの道具（大）

Proバケット小　3cm 感光液をﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ生地に塗った後、不要液をすくい取る道具。バケット大と併用
すると便利

Proアルミフレーム用マット 製版時の密着用マット
Proフレームマット 製版時の密着用マット

Proﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ生地M　65cmx5m 感光液がついてないﾎﾟﾘｴｽﾃﾙの生地80Mまたは120M（価格同じ）必要サイズ
65x70cm（7枚分）

Proボンド　1kg アルミフレームにﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ生地を貼るときのボンド。Pro溶剤と1：1で混ぜる
（その場合約60版分）

Pro溶剤　1.5kg Proボンドと併用。アルミフレームやヘラ＆ハケに付いたボンドをはがすときに
使用

Proテープ アルミフレームにﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ生地を貼るときに使用
Proヘラ&ハケ アルミフレームにつけたボンドを伸ばすためのヘラとハケのセット
UVカット２０ｗライト UVをカットしたランプ（感光液を塗る際に必要）
スプレーのり（大）　430ml 原稿用紙やProパネルに使用
スプレーのり（耐熱用） スポット乾燥を繰り返しても、接着力を保持できる
Proシリコンスプレー 印刷時の版離れを良くするときに使用
業務用スキージ 印刷時に使用（樹脂製、木製取っ手付）　36、38、46cm
ウレタンスキージ9mm厚　36cm 安定感のある9mm厚のスキージ、印刷時に使用（ウレタン製、木製取っ手付）
ウレタンスキージ9mm厚　38cm 安定感のある9mm厚のスキージ、印刷時に使用（ウレタン製、木製取っ手付）
ウレタンスキージ9mm厚　46cm 安定感のある9mm厚のスキージ、印刷時に使用（ウレタン製、木製取っ手付）
ヘラ（ステンレス大） インクを攪拌して柔らかくするときとインクを取り出すときに使用
マルチインク1kg一般色 布用油性インク一般色（熱処理が必要、常温では乾かない）
希釈剤　　50cc マルチインクが硬すぎるときに混入
ふきとり＆うすめ液　200ml スクリーン版についているマルチインクを落とすときに使用
テフロンシート　40x50cm インクを乾かすとき（熱処理）などに使用

＊感光液は紫外線に弱い性質ですので完全にUVの入らない部屋にて作業が必要です。

●オプションと●オプションと●オプションと●オプションと●オプションとTTTTTシャツくんシャツくんシャツくんシャツくんシャツくんProProProProProの関連商品の関連商品の関連商品の関連商品の関連商品



22

感 光 最 大 面 積

感 光 部 最 大 容 積

外 寸

重 量

ブ ラ ッ ク ラ イ ト

白 色 灯

電 源

消 費 電 力

4 2 0  m m  ｘ  5 0 0  m m

4 6 0  m m  ｘ  5 4 0  m m  ｘ  3 3  m m

1 0 0 vA C

1 0 5 w

1 5 w  6 本

6 3 0  m m  ｘ  6 6 0  m m  ｘ  1 4 5  m m

約 2 5  k g

1 5 w  1 本

お問い合わせは　

hf.info@horizon.co.jp



このページは空白ページです。



このページは空白ページです。





*UM107098*


	あらかじめご承知いただきたいこと
	安全についてのご注意
	●ご注意
	●きれいなスクリーン版をつくるために必ず守って下さい。
	●はじめる前に必ずお読み下さい。
	●Pro製版機のセット内容
	●版をつくるときに用意するもの
	●各部の名称とはたらき
	●製版の手順
	●スクリーン版を正しくつくるためのQ&A
	●ポイントコーナー
	●各インクの特徴と使い方
	●各インクの用途及び対応表
	●オプション品の使い方
	●オプションとTシャツくんProの関連商品
	●TシャツくんProインフォメーションサービス
	●TシャツくんPro製版機の仕様



