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あらかじめご承知いただきたいこと

この取扱い説明書は、「Ｔシャツくんワイド印刷機 L L」( 以

下はワイド印刷機 L L と略します）をお使い頂くためのガイド

ブックです。

「ワイド印刷機 L L」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。この取扱い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、「取扱い説明書」の記載内容

の異なる場合もあり得ますので、製品ごとの「取扱い説明書」

を混同して使用しないで下さい。

製品またはこの取扱い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。
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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

お問い合わせ
hf.info@horizon.co.jp

公式 WEBSHOP にて
インクやスクリーンが
購入いただけます！



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

ワワワワワイイイイイドドドドド印印印印印刷刷刷刷刷機機機機機L LL LL LL LL L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いいいいい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印印印印印刷刷刷刷刷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いいいいい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、、、、、ワワワワワイイイイイドドドドド印印印印印刷刷刷刷刷機機機機機L LL LL LL LL L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いいいいい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いいいいい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いをすると、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。
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●●●●●ごごごごご注注注注注意意意意意

正しく安全にお使い頂くために、次の事項を特にご注意下さい。

注意注意注意注意注意
・・・・・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。。。。。

・・・・・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。。。。。　　　　　

・・・・・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とととととききききき、、、、、有有有有有機機機機機溶溶溶溶溶剤剤剤剤剤（（（（（シシシシシンンンンンナナナナナーーーーー・・・・・ベベベベベンンンンンジジジジジンンンンン等等等等等）））））ははははは使使使使使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。。。。。
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ヒヒヒヒヒビビビビビ割割割割割れれれれれ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。。。。。

・・・・・本本本本本機機機機機ををををを運運運運運ぶぶぶぶぶととととときききききははははは、、、、、シシシシシャャャャャーーーーーシシシシシののののの中中中中中央央央央央部部部部部ををををを持持持持持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。。。。。

シャーシ
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注意注意注意注意注意
・・・・・ヒヒヒヒヒンンンンンジジジジジののののの上上上上上下下下下下ががががが重重重重重いいいいいととととときききききははははは無無無無無理理理理理ににににに動動動動動かかかかかさささささななななないいいいいででででで、、、、、上上上上上下下下下下ススススステテテテテーーーーーのののののロロロロローーーーータタタタタののののの状状状状状態態態態態をををををみみみみみててててて
開開開開開閉閉閉閉閉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。。。。。
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 ●ワイド印刷機 L L のセット内容

 ●各部の名称とはたらき・仕様

セット内容
1 ワイド印刷機 LL ...............1 台

2 ハンガーパネル LL .............5 枚 

3 ヘラ（大） .................... 1 本

4 専用スプレーのり . ............ 1 本

5 インク (100g)

　（プレーンくろ ･リッチしろ ･

　リッチあか ･ソフトくろ） .......各 1

6 スキージ大（23cm） ............1 枚

業務用スキージ（36cm） ........1 枚

7 取扱い説明書 .................1 冊

8 保証書 ........................1 枚

1 2 3

4 5 6 7

8

Pat.P

5



●●●●●きききききれれれれれいいいいいににににに印印印印印刷刷刷刷刷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

･････ イイイイインンンンンクククククでででででＴＴＴＴＴシシシシシャャャャャツツツツツががががが汚汚汚汚汚れれれれれ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ハハハハハンンンンンガガガガガーーーーーパパパパパネネネネネルルルルルののののの間間間間間隔隔隔隔隔ははははは十十十十十
分分分分分あああああ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。。。。。

●印刷の手順●印刷の手順●印刷の手順●印刷の手順●印刷の手順

ポイントポイント
�

●●●●●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ののののの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ははははは、、、、、きききききれれれれれいいいいいににににに修修修修修正正正正正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。。。。。
スクリーン版が原稿どおりできていないと、きれいに刷れません。
スクリーン版を光にあてて、ピンホールがないかしっかり確認して下さい。
ピンホールの修正はスクリーン版の裏から専用のピンホール修正液を塗って下さい。

●●●●●刷刷刷刷刷るるるるる前前前前前ににににに位位位位位置置置置置ををををを確確確確確認認認認認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。。。。。
プリントする位置の左右はスクリーン版のフレームをセットするときに決めて下さい。
前後（Ｔシャツの上下）は、プリント台固定ネジと、前後固定ネジの2ケ所で決めて下さい。

●●●●●イイイイインンンンンクククククははははは図図図図図柄柄柄柄柄ののののの幅幅幅幅幅よよよよよりりりりり広広広広広くくくくくのののののせせせせせててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。
スクリーン版にインクをのせるときは、図柄よりも広くのせて下さい。
スキージは70°程傾けて下に押さえながら手前に引いて下さい。

・・・・・洗洗洗洗洗濯濯濯濯濯しししししてててててももももも色色色色色落落落落落ちちちちち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、、、、、刷刷刷刷刷りりりりり終終終終終っっっっってててててイイイイインンンンンクククククががががが乾乾乾乾乾いいいいいたたたたたららららら必必必必必ずずずずず中中中中中温温温温温でででででドドドドドララララライイイイイアアアアアイイイイイ
ロロロロロンンンンンををををを22222 ～～～～～33333 分分分分分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。。。。。ドドドドドララララライイイイイアアアアアイイイイイロロロロロンンンンンののののの時時時時時間間間間間ががががが短短短短短かかかかかっっっっったたたたたりりりりり温温温温温度度度度度ががががが低低低低低いいいいいととととと、、、、、洗洗洗洗洗
濯濯濯濯濯しししししたたたたたととととときききききににににに色色色色色落落落落落ちちちちちしししししままままますすすすす。。。。。

注意注意注意注意注意
・・・・・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。。。。。
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StepStep1
StepStep2

StepStep3

StepStep4



11111 　　　　　TTTTT シャツの準備シャツの準備シャツの準備シャツの準備シャツの準備

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。。。。。

11111.....スプレーのりを吹き付けたハンガーパネルLL
に、Ｔシャツのプリントする部分を、シワになら
ないようにていねいに貼ります。

・・・・・ＴＴＴＴＴシシシシシャャャャャツツツツツ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るるるるるととととと印印印印印刷刷刷刷刷ににににに失失失失失
敗敗敗敗敗しししししままままますすすすす。。。。。

22222.....プリント台のピンにハンガーパネルLLの穴を
合わせてさし込みます。

　
 - - - - -プププププリリリリリンンンンントトトトトすすすすするるるるる枚枚枚枚枚数数数数数ににににに応応応応応じじじじじててててて、、、、、ハハハハハンンンンンガガガガガーーーーーパパパパパネネネネネ
ルルルルルL LL LL LL LL LにににににＴＴＴＴＴシシシシシャャャャャツツツツツををををを固固固固固定定定定定さささささせせせせせててててて用用用用用意意意意意しししししててててておおおおおききききき
ままままますすすすす。。。。。((((( ハハハハハンンンンンガガガガガーーーーーパパパパパネネネネネルルルルルLLL LL LL LL Lははははは別別別別別売売売売売りりりりりででででで55555枚枚枚枚枚
入入入入入りりりりりととととと2 52 52 52 52 5枚枚枚枚枚入入入入入りりりりり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。。。。。）））））

22222 　スクリーン版をとりつける　スクリーン版をとりつける　スクリーン版をとりつける　スクリーン版をとりつける　スクリーン版をとりつける

11111..... 3箇所のフレーム固定ネジをゆるめ、プリントす
る図柄の天地を確認してスクリーン版のフ
レームを差し込みます。
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22222.....刷る位置の左右を合わせ、フレーム固定ネジ
をしっかり締めます。

･････ 固固固固固定定定定定ネネネネネジジジジジののののの締締締締締めめめめめ方方方方方がががががゆゆゆゆゆるるるるるいいいいいととととと、、、、、印印印印印
刷刷刷刷刷のののののととととときききききににににに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。。。。。

フレームのネジとフレーム固定ネジが当たるとき
は、そのネジを避けてフレームを固定して下さい。

･････ 多多多多多枚枚枚枚枚数数数数数印印印印印刷刷刷刷刷すすすすするるるるるととととときききききははははは、、、、、スススススキキキキキーーーーージジジジジ
のののののエエエエエッッッッッジジジジジででででで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いいいいいたたたたためめめめめ
ままままますすすすす。。。。。あああああらららららかかかかかじじじじじめめめめめ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
プププププををををを図図図図図柄柄柄柄柄ののののの外外外外外側側側側側ににににに貼貼貼貼貼っっっっっててててて補補補補補強強強強強ししししし
ててててて下下下下下さささささいいいいい。。。。。（（（（（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ははははは、、、、、
別別別別別売売売売売りりりりりででででですすすすす。。。。。）））））

ポイントポイント
�

フレーム固定ネジ

11111.....プリントする位置は、ヒンジの上にある前後固定ネ
ジをゆるめてスクリーン版を前後に動かします。

･････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引引引引引ききききき出出出出出しししししすすすすすぎぎぎぎぎるるるるるとととととアアアアアーーーーー
ムムムムムががががが外外外外外れれれれれままままますすすすす。。。。。

22222.....位置が決まったら前後固定ネジを締めます。
スクリーン版を下ろして位置を確認します。

・ さらに前後移動するときは、プリント台の下
にあるプリント台固定ネジ(4ケ所）をゆるめる
と、プリント台が移動できます。

・ 厚い物をプリントするときは、上下固定
ネジ(2ヶ所)をゆるめ、フレーム固定部を
上下させて合わせます。

後側

33333 　プリント位置を決める　プリント位置を決める　プリント位置を決める　プリント位置を決める　プリント位置を決める

前側

65 mm

プリント台固定ネジ

前後固定ネジ

前後引き出しアーム

ポイントポイント
�
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ポイントポイント
�

マスキングテープ
スキージ

上下固定ネジ

フレーム固定部



44444 　プリントする　プリントする　プリントする　プリントする　プリントする

55555 　できあがり　できあがり　できあがり　できあがり　できあがり

1.1.1.1.1.30～40分後印刷面に触れてみて、もしくは印刷
後ドライヤー等で乾燥させて、インクがつかなく
なればTシャツをハンガーパネルより外し、ドライ
アイロンを中温で2～3分かけて下さい。

・・・・・ドドドドドララララライイイイイアアアアアイイイイイロロロロロンンンンンののののの時時時時時間間間間間ががががが短短短短短かかかかかかかかかかっっっっっ
たたたたたりりりりり、、、、、温温温温温度度度度度ががががが低低低低低いいいいいととととときききききははははは、、、、、洗洗洗洗洗濯濯濯濯濯すすすすするるるるる
ととととと色色色色色落落落落落ちちちちち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。。。。。

手につかなく�
なるまで乾燥。�

注意注意注意注意注意
・・・・・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。。。。。
　　　　　

1.1.1.1.1.スクリーン版を下ろし、ヘラでインクを適量の
せます。インクは、図柄の幅より少し広い目に
します。

2.2.2.2.2.スキージを70°程度手前に傾けて、下に押しつ
けるようにゆっくり手前に引きます。

   フレームを持ち上げ、ハンガーパネルを外します。
Tシャツをセットした新しいハンガーパネルをはめ
こめば、2枚目、3枚目と連続印刷ができます。

・・・・・イイイイインンンンンクククククががががが乾乾乾乾乾かかかかかななななないいいいいうううううちちちちちににににに手手手手手早早早早早くくくくくパパパパパ
ネネネネネルルルルルををををを交交交交交換換換換換ししししし、、、、、印印印印印刷刷刷刷刷作作作作作業業業業業ををををを行行行行行いいいいいままままま
しししししょょょょょううううう。。。。。

・ プリントした後は、版の目詰まりを防ぐために、イ
ンクが乾燥しないうちにスクリーン版を清掃しま
す。裏側より水性インクのときは、水を含んだティ
シューで裏面のみ、その他のインクのときは、専
用うすめ液で両面をふき取って下さい。

・ スキージは、フレーム固定ノブの所に立てかけ
ておきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ポイントポイント
�
･････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ぬぬぬぬぬれれれれれたたたたた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
ふふふふふききききき取取取取取っっっっったたたたたあああああとととととははははは良良良良良くくくくく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印印印印印刷刷刷刷刷ををををを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。。。。。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。。。。。　　　　　
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ポイントポイント
�

ポイントポイント
�

70° 



●多色印刷●多色印刷●多色印刷●多色印刷●多色印刷

・・・・・明明明明明るるるるるいいいいい色色色色色かかかかかららららら順順順順順ににににに刷刷刷刷刷りりりりりままままますすすすす。。。。。明明明明明るるるるるいいいいい色色色色色ののののの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るるるるるととととときききききははははは少少少少少ししししし大大大大大きききききめめめめめにににににしししししててててて、、、、、後後後後後ででででで
刷刷刷刷刷るるるるる濃濃濃濃濃いいいいい色色色色色ととととと重重重重重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しししししままままますすすすす。。。。。

・ 1色目の明るい色が刷り終ったら、2色目のス
クリーンの版をセットをします。

・・・・・TTTTTシシシシシャャャャャツツツツツははははは全全全全全色色色色色刷刷刷刷刷りりりりり終終終終終るるるるるまままままでででででハハハハハンンンンン
ガガガガガーーーーーパパパパパネネネネネルルルルルかかかかからららららはははははががががが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。。。。。
・・・・・全全全全全色色色色色刷刷刷刷刷りりりりり終終終終終わわわわわっっっっってててててかかかかかららららら、、、、、アアアアアイイイイイロロロロロンンンンン
をををををかかかかかけけけけけままままますすすすす。。。。。

・ 指触乾燥した1色目のハンガーパネルをプリ
ント台に差し込み2色目のスクリーン版を下ろ
して版の位置合わせをしてから、フレームを
しっかり固定して下さい。

・ 3色目、4色目も同じ要領で繰り返します。

この
よう
に�

2色で
刷る
には
�

1.原稿を2つ作ります。�

2. うすい色（グレー）から刷ります� 3. 濃い色（黒）を刷ります�

黒で刷る原稿� グレーで刷る原稿�

同じ場所にトンボマーク（線）�
をつけます。�

グレーのベタ版は黒の�
外側の線より小さいめに�
(外側にはみ出さないように）�
つくります。�

●グレーをプリントします。�
ハンガーパネルごと自然�
に乾かします。�

Ｔシャツにトンボがプリントされ�
ないようにします。�
（最初の1枚だけです。）�
Ｔシャツのトンボ位置にマスキング�
テープをＴシャツに貼っておきます。�

インクが�
乾いてから�

●グレーでプリントした�
トンボに合わせて黒の版�
をセットします。�
2枚目からは、ピンの穴を�
合わせるだけでプリント�
できます。�

ポイントポイント
�

ポイントポイント
�

トトトトトンンンンンボボボボボマママママーーーーークククククででででで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ををををを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
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●ポイントコーナー

 数多く刷るときは、前もってハンガーパネルに Tシャツを固定

しておきましょう。1人が印刷をして、もう 1人が刷り終って

インクが乾いた Tシャツをハンガーパネルからはずし、次のＴ

シャツを固定すると早く何枚も刷れます。多枚数刷るとスキー

ジのエッジでスクリーンをいためるときがあります。あらかじ

めマスキングテープを図柄の外側に貼って補強します。

 　水性インクを使用するときは特にスクリーンの目づまりに注

意が必要です。連続して印刷しないときは、目づまりが起こり

ますので、目詰まり防止方法に基づいて作業を行ってください。

 ●多枚数の印刷 ( 単色のとき）

ポイントポイント

マスキングテープ

 油性インクの場合
  油性インク専用うすめ液で拭き取ってください。拭き

取った後はスクリーン版を乾かしてからプリントしてく

ださい。（専用目詰まり除去液は使用できません。） ●スクリーンの後始末と再使用

 ●目詰まり防止方法
（きれいにプリントするには）

 水性インクの場合
  インクが乾かないうちにスクリーンの裏側からぬれたティッ

 シュで拭き取ってください。スクリーンが目詰まりすると、図

柄がかすれてきれいにプリントできません。拭き取ったスク

リーン版は乾かしてからプリントしてください。

 　水性インクが乾燥したときは専用目詰まり除去液を使用してく

 ださい。専用目詰まり除去液は部分的な目詰まりにのみ有効です。

全体的に目詰まりが発生したときには、再度スクリーン版を作成

されることをお勧めします。（専用目詰まり除去液を多数回使用す

ると、スクリーン版が傷みます。）（専用目詰まり除去液は別売です。

シルクスクリーンインク・ウレタンには使用できません。）

 

 スキージは図柄に合わせて使い分けて下さい。

 70°程度手前に傾けて下に押しつけるように、手前にゆっくり

引きます。専用スキージは市販のスキージより刷りやすく、イ

ンクもきれいに拭き取れる材質でできています。

 ●スキージの使い方

●多色印刷  多色印刷のときは、パネルの枚数分明るい色から 1色目を全部

刷ります。2色目は、版にインクがついていないのでマスキン

グテープのトンボ位置もしっかり確認できます。最初にスク

リーン版の位置を決めれば、パネルの穴をピンに合わせるだけ

で 2枚目からは同じ位置に刷れます。(多色印刷で多枚数刷る

ときはハンガーパネルを枚数分用意します。）

　 　水性インクのとき、加湿器を使用するとスクリーン版の乾燥

を防げますので、多枚数刷るときスムーズです。

マスキングテープ

11

 使ったスクリーンは、フレームからはずして保管するこ

ともできます。再使用するときは、スクリーンの穴を専

用マスキングテープ（別売り）で補強して下さい。

このようにスキージを
立てておきます。
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●各インクの使い方

●シルクスクリーンインク　プレーン（水性）
	 用途：Tシャツ、ハンカチ等の綿製品および紙・白木等（水をはじくものにはプリントできません。）

	 対応スクリーン　：　60 ～ 120M

	 初心者の方でも使いやすい布地プリントには最適のインクです。

●シルクスクリーンインク　リッチ（水性）
	 用途：Tシャツ、ハンカチ等の綿製品および紙・白木等（水をはじくものにはプリントできません。）

	 対応スクリーン　：　60 ～ 120M

	 ※きん・ぎんは 60 ～ 80M

	 　濃色生地に発色しやすいインクです。（色により発色具合に差がありますので、白を下地

　として文字や絵柄をお好みの色でプリントする方法もおすすめです。)

	 ※インクが硬いときは、やわらかくするバインダー（リッチ専用）を混ぜてください。

	 ※目づまりを遅らせたいときは、目づまり防止バインダー（リッチ専用）を混ぜてください。

　（濃色生地に発色しにくくなるのでご注意ください。）

●シルクスクリーンインク　ソフト（水性）
	 用途：Tシャツ、ハンカチ等の綿製品および紙・白木等（水をはじくものにはプリントできません。）

	 対応スクリーン　：　60 ～ 120M

	 生地になじみ、素材の質感を損なわないインクです。

	 さらりとしているので紙へのプリントにもおすすめです。

	 ※クリアインクを混ぜると透き通った色を作ることができます。

●シルクスクリーンインク　発泡（水性）
	 用途：Tシャツ、ハンカチ等綿製品

	 対応スクリーン　：　60 ～ 120M

	 より発泡させたいときは、60 や 80 などの粗いメッシュをお使いください。

	 手につかなくなるまで自然乾燥（30 ～ 60 分）またはドライヤーでよく乾燥させたのち、プ

リント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膨らみ遊び心いっぱいのプリントが楽しめます。

●シルクスクリーンインク　ウレタン（水性）
	 用途：紙・綿・ポリエステル・ナイロン・綿製品

	 対応スクリーン　：　60 ～ 120M

 伸縮性に富むウレタンタイプはナイロン 100％・ポリエステル 100％素材にもプリントできます。

	 （撥水加工素材にはプリント不可のため「撥水インク」をお使いください。）

	 ※インクが硬いときは、やわらかくするバインダー（ウレタン専用）を混ぜてください。

	 ※水性インク用目づまり除去液は使えません。

●シルクスクリーンインク　撥水（水性）
	 用途：ポリエステル・ナイロン

	 対応スクリーン　：　80 ～ 120M

	 撥水加工生地にも使用可能な水性インク。

	 必ず硬化剤（撥水インク用）をインク量の 1% 混ぜてご使用ください。（硬化剤なしではイン

クは固まりません。）

※製品ごとの取扱説明書、注意事項をよく読ん

でからお使い下さい。

※インクは必ず混ぜてからお使い下さい。



●蓄光インク（水性）
	 用途：Tシャツ、ハンカチ等の綿製品（綿 50％以上）（水をはじく物にはできません。）

	 対応スクリーン：60 ～ 120M

	 太陽光や電灯の光を吸収・蓄積し、暗いところで光るインクです。（濃い色布地には不可です。）

	 ※よく混ぜてからお使い下さい。

	 ※インクが硬いときは、少量の水を混ぜて下さい。

●ナイロンウエア用インク（油性）
	 用途：ナイロンサテン・ナイロンタフタ

	 対応スクリーン：60 ～ 230M

	 ※必ずナイロンインク専用硬化剤を混ぜて下さい。

	 ※インクが硬いときはナイロン専用溶液を混ぜて下さい。

●一般油性インク（油性）
	 用途：紙・白木・金属塗面・ガラス・アクリル・エンビ・ABS

	 対応スクリーン：120 ～ 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＆うすめ液を混ぜて下さい。
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（インクとスクリーン選びのポイント）
●初心者の方にも使いやすいスタンダードなインクは「プレーン」です。

●濃色生地に発色よくプリントしたいときは「リッチ」を使用してください。

 （色により発色具合に差がありますので、白を下地として文字や絵柄をお好みの色でプリン

トする方法もおすすめです。）

●淡色生地に、素材の質感を損なわずにプリントしたいときは「ソフト」を使用してください。

●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。

●Tシャツくん専用スクリーンは別売りで、60メッシュ・80メッシュと230メッシュがあります。

 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。）

 （目づまりを防ぐ方法）
 ●水性インク詰まりが起こり始めたら、水を含ませたティッシュでスクリーン版の裏面よりイ

ンクを拭き取り、完全に乾燥させたあと再び印刷を行ってください。

 ●各インクの使い方（つづき） ●各インクの使い方（つづき）
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●オプション品の使い方 ※製品ごとの取扱説明書、注意事項をよく読ん

でからお使い下さい。

●修正液（一般用 / ナイロンインク用）
 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。

●目づまり除去液
 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。

 ※シルクスクリーンインク・ウレタンには使用できません。

●スクリーン補強剤
 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。

●ふきとり＆うすめ液
 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、またプリン

トパネルにこびりついたスプレーのりの拭き取り用としても使えます。

●ナイロンインク用溶液
 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。

●ナイロンインク専用硬化剤
 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。

 警告

 ・ナイロンインク専用硬化剤は自然硬化します。キャップを開けたままにしておくと固まっ

てしまいますので、使用後必ずキョップを閉めてください。完全に固まってしまうと使用で

きなくなります。

 ・開封後の使用期限は冷蔵庫に入れて 2ヶ月を目安にしてください。

 ・ナイロンインク専用硬化剤を使用するときは、注意事項をよく読み作業を行ってください。

●マスキングテープ
 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。



　わからないこと、失敗したとき現象を詳しくご連絡下さい。担当者が適切なアド
バイスを致します。失敗したスクリーン・原稿をお手元に残しておかれると、より
原因がわかりやすくなります。

1 .　版ができない。

2 .　プリントができない。

3 .　使い方が分からない。

 ● Tシャツくんインフォメーションサービス

お問い合わせは　
hf.info@horizon.co.jp
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操作方法･修理のご相談

本製品のお問い合わせ　hf.info@horizon.co.jp

HANDo（ハンドゥ）のご紹介
https://www.hando-horizon.com

消耗品のご購入
https://webshop.hando-horizon.com

初回無料！
Tシャツくん購入者向け
インストラクト

まずは取扱説明書の「こんなときは」をご確認ください。
それでも解決しない場合は、下記の窓口までご相談ください。
失敗したスクリーンと原稿をお手元に残しておかれると、
より原因がわかりやすくなります。




