
Thank you very much for purchasing this product.

• To ensure correct and safe usage with a full understanding of this product's performance, please be sure to read through this
manual completely and store it in a safe location.

• Unauthorized copying or transferral, in whole or in part, of this manual is prohibited.

• The contents of this operation manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

• The operation manual and the product have been prepared and tested as much as possible.  If you find any misprint or error,
please inform us.

• Roland DG Corp. assumes no responsibility for any direct or indirect loss or damage which may occur through use of this
product, regardless of any failure to perform on the part of this product.

• Roland DG Corp. assumes no responsibility for any direct or indirect loss or damage which may occur with respect to any
article made using this product.

User's Manual

Be Sure to Read This First
This document describes matters that you should be aware of be-

fore you use the SP-300S (sublimation-ink model). Be sure to read

through it before you begin installation and implementation.
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1. About the User's Manuals for This Machine

Please read this document and the included “SP-300 User's Manual”.
This document is the user's manual for the SP-300S. It describes the differences from the SP-300, including prepara-
tions to make before printing and the procedures for printing using the dedicated inks and media.
Safety cautions and information such as detailed operation procedures are given in the “SP-300 User's Manual”. When
using this machine, refer also to the “SP-300 User's Manual”.
For information on how to install and set up the Windows driver and make settings for Roland COLORIP, refer also to
the “SP-300 Windows Driver Guide” and the “Roland COLORIP Quick Start Guide”.
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2. Important Notes on Usage

Limitations of the SP-300S (Sublimation-ink Model)

Type of Usable Media Clamps

Use the long media clamps to secure the dedicated sublimation-ink media in place.
The default setting for the [MEDIA CLAMP] menu item is [LONG]. When the [MEDIA CLAMP] menu item is set to
[LONG], media-cutoff operations cannot be performed.

Limitations for Crop Marks

When dedicated inks are used in combination with dedicated media, crop marks cannot be detected automatically.
When using crop marks, perform alignment manually.

Cutting Features

The dedicated media is not suited to cutting.

Using the Printing Heater and Dryer

The printing heater and dryer are set to [OFF] by default.
Attempting to heat dedicated media by printing heater and dryer may cause it to warp and strike the printing heads,
resulting in malfunction.

The [FULL WIDTH S] Menu Item

The default setting for the [FULL WIDTH S] menu item is [DISABLE]. This makes the printing carriage move during
printing over a distance determined by the range of the printing data.

Cleaning Cartridges

The “SP-300 User's Manual” describes SOL INK cleaning cartridges, but these cannot be used by the SP-300S (subli-
mation-ink model).
When relocation of the machine or the like makes head cleaning necessary, be sure to use "Cleaning liquid"  (for water-
soluble) use from Roland DG Corp. (sold separately).
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2. Important Notes on Usage

Usable Inks and Media

Use only genuine Roland DG Corp. inks and media.

Ink : Sublimation ink cartridges
Product codes : SBL-CY (cyan), SBL-MG (magenta), SBL-YE (yellow), and SBL-BK (black)

Media : Sublimation-ink media
Product codes : SHT-680

Sublimation inks are not flammable.
Never ingest the inks or allow them to come into contact with the eyes.

Important Notes on Transfer Operations

Important Note on the Handling of Completed Articles

• Duplication of a copyrighted work without the permission of the copyright-holder for any purpose other than personal
  enjoyment is prohibited by law. Roland DG Corp. assumes no liability for any violation of a third-party copyright by
  any article created using this product.

Important Notes on the Handling of Transfer Media

• Place unused transfer media in individual pouches or boxes, and store away from high temperatures, high humidity,
  and direct sunlight.
• Use printed transfer media as soon as possible. Favorable transfer results may not be obtained if the media is allowed
  to stand for a long time without transfer.
• Never stack printed transfer media in a high-temperature location. Discoloration due to color bleed may occur.

Important Notes for After Transfer

• In the event that wearing a transferred T-shirt or the like results in skin irritation, stop wearing the article.
• Ironing the transfer area may cause color bleed.
• Never stack transferred fabrics, T-shirts, or the like in a high-temperature location. Discoloration due to color bleed
  may occur.
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3. Assembling and Installing

The procedures for assembling and installing this machine differ in some ways from those for the SP-300. The proce-
dures corresponding to the following sections in the “SP-300 User's Manual” are different.

•"1-3 Assembling and Installing" "Step 6 : Change the Settings for the Language and Unit of Measurement,
and Check the Voltage Settings"
•"1-3 Assembling and Installing" "Step 7 : Fill Ink"

Be sure to carry out these operations by following the procedures described below.

Steps 1 Through 5

In the “SP-300 User's Manual”, go to "1-3 Assembling and Installing" and carry out the operations in the procedures
from "Step 1: Assemble the Stand" through "Step 5: Set the Voltage Switches."

Step 6 : Change the Settings for the Language and Unit of Measurement, and Check the Voltage Settings

This is different from the procedure in the “SP-300 User's Manual”. Be sure to carry out this operation by following the
procedure below.

1 Hold down the [  ] key and the [CUT CONFIG]
key and switch on the main power switch.
The screen shown in the figure appears.

2 Press the [ENTER] key.
The sub power is switched off.

3 Hold down the [MENU] key and press the
[POWER] key.
The sub power is switched on.
The screen in the figure appears on the display.

4 Use the [  ] key to select [ENGLISH], then
press the [ENTER] key.
Make sure the text shown on the display is in English.

Main power switch

Switch to the "I" side.
CHANGE INK MODE
SUBLIMATION INK

MENU  LANGUAGE
ENGLISH
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3. Assembling and Installing

5 Make the setting for the measurement unit used
for lengths.

Use the [  ] key to select [mm] or [INCH], then
press the [ENTER] key.

6 Make the setting for the measurement unit used
for temperatures.

Use the [  ] key to select [ºC] or [ºF],  then
press the [ENTER] key.

7 After a short interval the screen shown in the
figure appears.

Make sure the two voltage switches are set
correctly, then press the [ENTER] key.

LENGTH UNIT
mm mm

TEMP. UNIT
ºC ºC

CHECK HEATER
VOLTAGE SETTING

If the voltage switches have not been set correctly, then stop operation.
Follow the steps below to set the voltage switches, then start over from the beginning.

1. Press the [POWER] key to switch off the sub power.
2. Switch off the main power switch.
3. Refer to "Step 5 : Set the Voltage Switches," and make the settings for the voltage switches.



7SP-300S User's Manual

SETUP SHEET

Ink cartridge port

3. Assembling and Installing

Step 7: Fill Ink

This is different from the procedure in the “SP-300 User's Manual”. Be sure to carry out this operation by following the
procedure below.

1 When check the voltage settings are finished,
the screen shown in the figure appears.

Press the [ENTER] key.

2 The screen shown in the figure appears.

Make sure the drain bottle is installed at the
bottom of the machine, then press the [ENTER]
key.

3 The screen shown in the figure appears.

Be sure to examine the label on the ink-car-
tridge port and make sure the slot where it is to
be inserted.

4 Insert the ink cartridges.
Ink filling starts.

5 When ink filling ends, the screen shown in the
figure appears.

Sublimation ink cartridges

SELECT INK TYPE
SUBLIMATION 4C

INSERT
DRAIN BOTTLE

SET CARTRIDGE
       1 2 3 4
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3. Assembling and Installing

Steps 8 Through 10

In the “SP-300 User's Manual”, go to "1-3 Assembling and Installing" and carry out the operations in the procedures
from "Step 8: Match the Machine to the Environment Where Installed" through "Step 10: Connect to the Computer."

Attaching the Model Name Label

Affix the included model name label on the "SP-300" label at the location shown in the figure.
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SP-300 Sublimation CD-ROM

4. Installing the Windows Driver

Perform installation using the "SP-300 Sublimation CD-ROM". To install, follow the procedure in the “SP-300 Win-
dows Driver Guide”.
When installing, give attention to the following points.

• Use the "SP-300 Sublimation CD-ROM".
• Wherever "SP-300" appears in the manual, read "SP-300S". For all model names, that you are asked to
  select, choose "SP-300S".
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SP-300 Sublimation CD-ROM

Roland COLORIP CD-ROM

5. Roland COLORIP Settings

Installing and Setting Up the Dedicated "Image Configuration" Data

You install and set up Roland COLORIP, then install the dedicated settings file for this machine. This is necessary for
performing output on the machine. Be sure to install it.

1 Follow the instructions in the “Roland COLORIP
Quick Start Guide” to install and set up Roland
COLORIP.
Use the Roland COLORIP CD-ROM to do this.

2 Next, install the dedicated Image configuration
data.

Insert the "Roland Sublimation CD-ROM" into
the CD-ROM drive.

3 Display the "Roland Sublimation CD-ROM",
then open the [COLORIP Files] folder.

4 Run [imageConfigInstaller] (imageConfig
Installer.exe).

5 Verify the destination for installing. Make sure
the folder where COLORIP is installed is se-
lected, then click [OK].
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5. Roland COLORIP Settings

6 Select the check box, then click [Install Checked
Items].

This completes installation of the dedicated
Image configuration data.

7 Click [OK].

Settings for Image Configuration

To print dedicated media, select the following [Image Configuration] items for Roland COLORIP.

Ink: Sublimation
Media: SHT Sublimation Heat Transfer
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6. Transfer Conditions

Transferable Materials

Use commercially available materials designated as usable for sublimation transfer.
The following items cannot be used for transfer.

• 100% cotton fabric
• Materials not processed for sublimation-transfer use

Successful transfer is affected by a wide variety of factors, including the type of material and the pressing method.
Before use, be sure to carry out a test transfer ahead of time to make sure that satisfactory quality can be obtained.

What to Have on Hand

Sublimation Transfer Press

Prepare a press suited to the material.
Never use a household iron or the like. Heat is not applied evenly, which may result in faulty transfer, color loss, or
bleeding.

Heat-resistant Tape

You use this to fasten the transfer media to the material. Use commercially available heat-resistant tape.

Paper to Prevent Back Bleed-through

Back bleed-through may occur when you perform transfer onto fabric. To prevent back bleed-through, have on hand
some silicone- or Teflon-treated paper (commercially available cooking paper can also be substituted).

Regular paper (To Prevent Color Bleed)

Color bleed may occur, when you perform transfer. To prevent color bleed to the press, prepare commercially available
copier paper or the loke. Use the regular paper larger than transfer media.
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6. Transfer Conditions

Transfer Conditions

The pressing time, temperature, and pressure vary according to the transfer material and the press that you're using. Use
the following chart as a guide when you perform transfer. For detailed information, refer to the documentation for the
press and the transfer material.
Also, be sure to carry out a test transfer ahead of time to make sure that satisfactory quality can be obtained.

*1 : Use only materials designed for sublimation-transfer use.
*2 : If you're using a pneumatic press, use an air pressure of 0.27 Mpa (approx. 2.8 kgf/cm2 (40 psi)) as a general guide.

Material*1

Textile

T-shirt
(Hanes® Soft L'InkTM)

Mouse pad

Metal medallion, pendant,
etc.

Heat-resistant plastic.
Nameplate, decorative
panel, etc.

Porcelain or ceramic mug,
tile, etc.

Time

35 to 45 seconds

35 seconds

45 seconds

30 seconds

75 to 80 seconds

150 seconds

Temperature

204 ºC (400 ºF)

204 ºC (400 ºF)

204 ºC (400 ºF)

190 to 204 ºC
 (375 to 400 ºF)

204 ºC (400 ºF)

190 to 204 ºC
 (375 to 400 ºF)

Pressure*2

Medium

Remarks

To eliminate humidity and moisture, perform
pre-pressing at 200 ºC (392 ºF) for 5 seconds
before performing transfer.
Also, to prevent back bleed-through, enclose
a Teflon sheet in the inner side of the fabric
when you perform transfer.

-

-

-

Too-high pressure may break the material.
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7. How to Perform Transfer

Preparing the Data

Prepare mirror-image data for transfer use.
You can use Roland COLORIP to make a mirror image of
the original. Click the [Size] tab, then select the [Mirror]
check box. The data for the original image is reversed.

Transfer Procedure

1 Press the printed surface of the transfer media
tightly against the materia, securing the media
in place with heat-resistant tape.

2 Put the regular paper on the transfer media.

3 Use the press to perform pressing.

4 When pressing ends, immediately remove the
transfer media.
Remove the transfer media immediately. Allowing it to
stand may blur the transfer image.

 Safety Cautions

• When using the press, be very careful to avoid burns or fire.
• Carefully read the documentation for the press you're using and use the press correctly.
• Work in a well-ventilated location. The press may produce smoke or odor.

Secure the media
with tape

Regular paper



このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

・本製品を、正しく安全にご使用いただくため、また性能を十分理解していただくために、この取扱説明書を必ずお読みいただき、
大切に保管してください。　
・ご購入の際、「保証書」にお買い上げいただいた販売店の捺印、住所、購入年月日が記入されていることをお確かめの上、その
保証書を大切に保管してください。
・本書の内容の一部または全部を、無断で複写・複製することはできません。
・本製品の仕様ならびに本書の内容は、予告なしに変更することがあります。
・本製品および本書の内容について、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がありましたら、当社あてにご連絡く
ださい。
・本製品の故障の有無にかかわらず、本製品をお使いいただいたことによって生じた直接ないし間接的な損害に対して、当社は一
切の責任を負いません。
・本製品により作られた製作物に対して生じた、直接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。

はじめに必ずお読みください
本書は、SP-300S（昇華インクモデル）をご使用の前に知っておいてい
ただきたいことがらについて説明しています。導入設置を始める前に必
ずお読みください。

ユーザーズマニュアル

R1-040618
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1. 本機の取扱説明書について

本書、および、付属の『SP-300ユーザーズマニュアル』をお読みください。
本書は、SP-300Sのユーザーズマニュアルです。印刷前の準備作業、専用インクとメディアを使って印刷する手順など
SP-300と異なる点について説明しています。
安全のための注意事項や詳しい操作手順などは『SP-300ユーザーズマニュアル』に記載されています。本機をお使い
になるときは、『SP-300ユーザーズマニュアル』を合わせてご覧ください。
またWindowsドライバのインストールやRoland COLORIPの設定については、『SP-300 Windowsドライバガイド』、
『Roland COLORIPクイックスタートガイド』を合わせてご覧ください。
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2. 使用上の注意

SP-300S（昇華インクモデル）の制限事項

使用可能なメディアクランプの種類

昇華インク専用メディアは、メディアクランプ（大）で固定してください。
［メディアクランプ］メニューの初期値は、［ナガイ］になっています。［メディアクランプ］メニューが［ナガイ］に設
定されているときは、メディアの切り離し動作はできません。�

クロップマークの制限事項

専用インクと専用メディアの組み合わせでは、自動でのクロップマーク読み取りができません。クロップマークを使う
ときは手動で位置合わせをしてください。

カッティング機能

専用メディアは、カッティングには不向きです。

プリントヒーター、ドライヤーの使用

プリントヒーターとドライヤーの初期値は［OFF］になっています。
プリントヒーターとドライヤーで専用メディアをあたためると、反ってプリンティングヘッドにあたり、故障の原因に
なります。

［テイハバ　インサツ］メニュ－について

［テイハバ　インサツ］メニュ－の初期値は、［ムコウ］になっています。これにより、印刷中のプリンティングキャリッ
ジは、印刷データの範囲に合わせて動きます。

洗浄カートリッジについて

『SP-300ユーザーズマニュアル』にSOL INK洗浄カートリッジについて記載されていますが、SP-300S（昇華インク
モデル）で使うことはできません。
移送時などヘッドを洗浄する必要があるときは、必ず当社の「洗浄カートリッジ」（水性用、別売）をお使いください。
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2. 使用上の注意

使用可能なインクとメディア

当社純正のインクとメディア当社純正のインクとメディア当社純正のインクとメディア当社純正のインクとメディア当社純正のインクとメディアをお使いください。

インク ：昇華インクカートリッジ

型番 ：SBL-CY（シアン）、SBL-MG（マゼンタ）、SBL-YE（イエロー）、SBL-BK（ブラック）

メディア：昇華インク用メディア

型番 ：SHT-680

昇華インクには引火性はありません。
インクは飲んだり目に入れたりしないでください。

転写に関するご注意

転写完成物の取り扱いに関する注意

・著作権の対象となっている著作物を、個人で楽しむ以外に著作者の許諾なく複製することは、法律で禁止されていま
　す。本製品を使用して作られた作品が第三者の著作権を侵害しても、当社は一切の責任を負いません。

転写メディア取り扱いに関するご注意

・未使用の転写メディアは、個装袋及び個装箱に入れ、高温・高湿・直射日光を避けて保管してください。
・印刷した転写メディアはなるべく早く使用してください。転写せずに長期間放置しておくと、良好な転写結果が得ら
　れないことがあります。
・印刷した転写メディアは高温下で重ね置きしないでください。色移りすることがあります。

転写後のご注意

・転写されたＴシャツなどの着用により万一肌荒れなどが生じた場合、着用をやめてください。
・転写した部分にアイロンをかけると、色移りすることがあります。
・転写した布地やTシャツなどは、高温下で重ね置きしないでください。色移りすることがあります。
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3. 組立と設置

本機の組立、設置手順は、SP-300と一部異なります。『SP-300ユーザーズマニュアル』に記載の次の項目の手順が変
わります。

・「1-3 組立と設置」の「Step6：言語、単位の切り替えと電圧設定の確認」

・「1-3 組立と設置」の「Step7：インクの充填」

必ず次の手順で操作してください。

Step 1～Step 5の作業

『SP-300ユーザーズマニュアル』に記載の「1-3 組立と設置」に従って、「Step 1：スタンドの組み立て」から「Step
5：電圧スイッチの設定」までの作業を行ってください。

Step 6：言語、単位の切り替えと電圧設定の確認

『SP-300ユーザーズマニュアル』とは手順が異なります。必ず次の手順で作業してください。

1 ［  ］キーと［CUT CONFIG］キーを押しながら、

メイン電源スイッチをオンにします。

図の画面が表示されます。

2 ［ENTER］キーを押します。

サブ電源がオフになります。

3 ［MENU］キーを押しながら、［POWER］キーを押

します。

サブ電源がオンになります。
［MENU LANGUAGE］ が表示されます。

4 ［  ］キーで ［JAPANESE］ を選択し、［ENTER］

キーを押します。

ディスプレイに日本語が表示されることを確認します。

CHANGE INK MODE
SUBLIMATION INK

MENU  LANGUAGE
JAPANESE

MENU  LANGUAGE
ENGLISH

メイン電源スイッチ

「 I 」側に押す
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3. 組立と設置

5 長さの単位を設定します。

ディスプレイで［ミリ］が設定されていることを確

認し、［ENTER］キーを押します。

6 温度の単位を設定します。

ディスプレイで［℃］が選択されていることを確認

し、［ENTER］キーを押します。

7 しばらくすると図の画面が表示されます。

２つの電圧スイッチが正しく設定されていることを

確認し、［ENTER］キーを押します。

電圧スイッチが正しく設定されていなかったときは、いったん作業を中止します。
以下の手順で電圧スイッチの設定を行ってから、初めからやり直してください。

1.［POWER］キーを押してサブ電源をオフにします。
2. メイン電源スイッチをオフにします。
3.「Step 5：電圧スイッチの設定」を参照して、電圧スイッチを設定します。

ナガサ　タンイ
ミリ 　　　ミリ

オンド　タンイ
0 C 0 C

ヒーターノ　デンアツセッテイヲ
カクニンシテ　クダサイ
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3. 組立と設置

Step 7：インクの充填

『SP-300ユーザーズマニュアル』とは手順が異なります。必ず次の手順で作業してください。

1 電圧設定の確認が終わると図の画面が表示されま

す。

［ENTER］キーを押します。

2 図の画面が表示されます。

本体底面に廃液ボトルが取り付けられていることを

確認し、［ENTER］キーを押します。

3 図の画面が表示されます。

インクカートリッジ挿入口に添付されているラベル

を見て、インクカートリッジの挿入口を確認しま

す。

4 インクカートリッジを挿入します。

インクの充填が始まります。

5 インクの充填が終わると、図の画面が表示されま

す。

インク　タイプ　センタク
ショウカ　インク　4ショク

ハイエキボトル　ヲ
　　セットシテクダサイ

カートリッジ　セット
1 2 3 4

昇華インクカートリッジ

インクカートリッジ挿入口

シート　ヲ　セットアップ
シテクダサイ
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3. 組立と設置

Step 8～Step 10の作業

『SP-300ユーザーズマニュアル』に記載の「1-3 組立と設置」に従って、「Step 8：設置環境に合わせる」から「Step
10：コンピュータとの接続」までの作業を行ってください。

機種名ラベルの貼り付け

付属の機種名ラベルを「SP-300」ラベルの上に貼り付けます。
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4. Windowsドライバのインストール

「SP-300 Sublimation CD-ROM」を使ってインストールしてください。インストール手順については、『SP-300 Win-
dowsドライバガイド』に従ってください。
インストール時には、次の点にご注意ください。

・「SP-300 Sublimation CD-ROM」を使ってください。

・マニュアル内の［SP-300］は全て［SP-300S］に読み替えてください。選択する機種名は、すべて「SP-300S」

としてください。

SP-300 Sublimation CD-ROM
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5. Roland COLORIPの設定

専用「イメージセットアップ」データのインストール

Roland COLORIPをインストールし、つづいて本機専用の設定ファイルをインストールします。本機で出力するために
必要です。必ずインストールしてください。

1 『Roland COLORIPクイックスタートガイド』に

従って、Roland COLORIP をインストールしま

す。

CD-ROMは「Roland COLORIP CD-ROM」を使います。

2 次に、専用のイメージセットアップをインストール

します。

CDドライブに「SP-300 Sublimation CD-

ROM」を挿入します。

3 「SP-300 Sublimation CD-ROM」を開き、

［COLORIP Files］フォルダを開きます。

4 「imageConfigInstal ler」（imageConfig

Installer.exe）を実行します。

5 インストール先を確認します。COLORIPがインス

トールされているフォルダが選択されていることを

確認し、［OK］をクリックします。

Roland COLORIP CD-ROM

SP-300 Sublimation CD-ROM
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5. Roland COLORIPのインストール

6 チェックボックスにチェックを入れ、［Ins ta l l

Checked Items］をクリックします。

7 ［OK］をクリックします。

イメージセットアップの設定

専用メディアに印刷するためには、Roland COLORIPの［イメージセットアップ］で次の項目を選択してください。

インク：Sublimation

メディア：SHT Sublimation Heat Transfer
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6. 転写条件について

転写可能な素材について

昇華転写用として市販されている素材を準備してください。
次のものには、転写することができません。

・綿100パーセントの布地

・昇華転写用に加工されていない素材

良好に転写できるかどうかは、素材の種類やプレスの方法などさまざまな条件によって左右されます。ご使用の際は、必
ず試し転写をして、満足できる品質が得られるかを事前に確認してください。

用意するもの

昇華転写用プレス機

素材に合わせたプレス機を準備してください。
家庭用のアイロンなどは使用しないでください。熱が均一にかからず、転写不良、色落ち、にじみの原因となります。

耐熱性テープ

転写メディアを素材に固定するために使います。市販の耐熱テープをお使いください。

裏移り防止用の紙

布地に転写するときに、裏移りすることがあります。裏移り防止のために、シリコン処理またはテフロン処理された紙
を用意してください（市販のクッキングペーパーでも代用できます）。

普通紙（色移り防止用の紙）

転写するときに、プレス機に色移りすることがあります。色移り防止のために、市販のコピー用紙などを用意してくだ
さい。転写メディアよりも大きめの紙を使います。
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6. 転写条件について

転写条件

プレス時間、温度、圧力は転写する素材やお使いになるプレス機によって異なります。次の表は転写するときの目安に
してください。詳細は、プレス機や転写素材の説明書を参考にしてください。
また転写する前には、必ず試し転写をして、満足できる品質が得られるかを事前に確認してください。

※1：素材は全て昇華転写用のものをお使いください。
※2：エアー式プレス機の場合、空気圧力は0.27 Mpa（約2.8kgf/cm2）が目安です。

素材素材素材素材素材※※※※※11111

テキスタイル（布地）

Tシャツ（Hanes® Soft
L'ink TM）

マウスパッド

メダル、ペンダントなどの
金属

名札や飾り板などの耐熱性
プラスチック

マグカップやタイルなどの
陶磁器類

時間時間時間時間時間

35～45秒

35秒

45秒

30秒

75秒～80秒

150秒

温度温度温度温度温度

204℃

204℃

204℃

190～204℃

204℃

190～204℃

圧力圧力圧力圧力圧力※※※※※22222

中

備考備考備考備考備考

湿気や水分を取り除くため、転写の前に200度で5
秒間プレスしてください。
裏移りするため、転写するときは布の内側にテフロ
ンシートを挟んでください。

-

-

-

圧力を高くしすぎると、素材が割れることがありま
す。
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7. 転写方法

データの準備

転写用に、反転したデータを準備します。
正像のデータはRoland COLORIPで反転することができ
ます。
［サイズ］タブをクリックし、［鏡像］のチェックボックス
にチェックを入れてください。正像のデータが反転しま
す。

転写手順

1 転写メディアの印刷面を素材に密着させ、耐熱テー

プで仮止めします。

2 普通紙を転写メディアの上に置きます。

3 プレス機を使ってプレスします。

4 プレスが完了したら、直ちに転写メディアを取り除

きます。

転写メディアは直ちに取り外してください。放置したまま
にすると、転写した画像がぼやけることがあります。

安全上のご注意

◆ プレス機を使用するときは、やけど・火災には充分ご注意ください。
◆ ご使用のプレス機の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
◆ 換気のよいところで作業を行ってください。プレスの際、けむりや臭気が発生する場合があります。

テープで仮止めします

普通紙


