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最初に

株式会社友貴よりシルクスクリーン機材を購入いただき誠にありがとうございます。

安全

使用目的：
この装置は、布地アイテム、特に衣服のスクリーン印刷を手動で実行するためのものです。この装置
このマニュアルに記載されている内容とは異なる方法で使用しないでください。

安全性
この装置は、布地アイテム、特に衣服のスクリーン印刷を手動で実行するためのものです。この装置は、この
マニュアルに記載されている方法とは違う方法で使用しないでください。
安全性：
•オペレーターは、この機器を操作する前にこのマニュアルを読んで理解する必要があります。
オペレーターが簡単に読めるように、機器の近くにマニュアルを保管してください。
•子供やペットを作業場に近づけないでください。
•プリンターの上に座ったり立ったりしないでください。
•プリントヘッドはヘビーデューティスプリングを使用して、スクリーンを上昇位置に保持します。これらのバ
ネは強い力があります。プリントヘッドリッティングスプリングの取り付けおよび取り外しには注意してくだ
さい。
•プリントヘッド停止バーが取りついていない状態でプリンターを操作しないでください。
•プリントヘッドを上にあげてスイングさせないでください。

特徴

スチールパレット
•フローティングプリントヘッドにより、複数のヘッドを下降可能
•最大4つのテーブル・カラーを使用可能
•1x1から4x4に拡張可能

必要な工具

1/2”、5/16”、3/4”レンチ　もしくは　8mm、13mm、19mm。
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注意すること

使用中、輸送中、組立中、予測される故障などの安定性：

この装置は、すべての通常の使用状態で安定するように設計されています。
プレスを組立、高い位置に部品を取り付ける場合、準備ができるまで直立しないでください。ぐらつかないよ
うに設置しておきます。
ボルトで固定する必要のある部品の位置合わせを容易にするために、2人以上で組み立てを行うことをお勧めし
ます。プレスの1本以上の脚を取り外す場合は、プレスの残りの部分を適切に支えるようにしてください。

プレスの安全な取り扱い、輸送、保管：

プレスは、すべての通常の条件下で安全に使用できるように設計されています。
プレスの取り扱いまたは移動の際は、ユニットの重量に注意し、適切な人数で安全に対応してください。
重量：V100‐11：65lb（29.5kg）V100‐44：132lb（59.9kg）

作業ができる状態にする

この機器の操作：印刷機を稼働させるには
1.）組み立て手順に従ってください。

操作方法
1.）最初の版をヘッド＃1に固定します。
2.）追加のヘッドを使用して、追加の画面で繰り返します。
3.）衣服をパレット＃1に置きます。
4.）スクリーンを通してプリントヘッドとスキージインクを下げます。
5.）プリントヘッドを上げます。 1色印刷の場合は、無地の衣服を取り付けて、上記の手順を繰り返します。
6.）マルチカラー印刷の場合、テーブルを回転させてヘッド＃2を印刷し、すべての色が印刷されるまで上記の
手順を繰り返します。
7.）プリントヘッドを調整する必要がある場合は、このマニュアルの指示を参照してください。
プレスの安全な取り扱い、輸送、保管：
プレスは、すべての通常の条件下で本質的に安全になるように設計されています。プレスの取り扱いまたは移
動の際は、ユニットの重量に注意し、適切な人数で安全に作業してください。
V100‐11：65lb（29.5kg）V100‐44：132lb（59.9kg）

事故や故障の場合：
万が一、プレスの一部が破損した場合、またはプレスが正常に動作しない場合、このマニュアルで問題が解決
しない場合は、プレスの使用を続けないでください。プレスの修理については、当社にお問い合わせください
。

メンテナンス時または調整時の安全性：
プレスを清掃または注油するときは、作業エリアの誰も近くにいないことを確認してください。
当社の特定の指示がない限り、危険ですのでスプリングを取り外さないでください。
このマニュアルにある安全上の注意事項に従ってください。
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スタンド組立

3)シャフト取付がきついのでを前後左右に動かして
挿入します。

4) しっかり取り付けます
 -(1) 1/2-13 x 1.0” ボルト 
 -(1) 1/2” 固定ワッシャー
3/4” か可変レンチ使用

1)凸部を溝に合わせる 2) 仮止めします
 -(4) 5/16-18 x 3/4” ボルト 
 -(4) 5/16-18 ロックナット
（STEP 5まで）完全に締めこまない

 

5) step 2の仮止めをしっかりと取り付けます 

1/2” か 13mm レンチ使用 

凸

凹

凸

凹

6) スタンド金具を取り付けます
 -(4) 5/16-18 x 1/2” ボルト 
 -(4) 5/16-18 ロックナット
 

スタンド金具
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戻止めの取付 

1)戻り止め取付

 

2)ベースの凹部に戻り止め部品凸部
を取付、上に回転する

凸

凹

3)スプリングを下のように取付る
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ローターハブ組立 

3) 1の仮止めの内側ボルトを締めこむ 
 1/2” or 13mm レンチ使用

2) 仮止め
 -(8) 5/16-18 x 3.0” ボルト  
 -(8) 5/16-18 ロックナット 
1 色の場合 3カ所締めこむ 
4 色の場合 外側ボルトを全部緩める

1/2” or 13mm レンチ使用 

1)仮止め 
 -(8) 5/16-18 x 3.0” ボルト 
 -(8) 5/16-18 ロックナット 

Pg. 6



C-ハブ 組立 

1)仮止め
 -(2) 5/16-18 x 2-1/4” ボルト
 -(2) 5/16-18 ロックナット 
ヒンジ金具取付

ハブ金具取付け前に締めこまない
Step 3 

1 色の場合 4 色の場合

 

凸

凹

凸

凹
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ハブ  組立 

1)ベアリングは一方向にしか取り付けられ
ませんので気を付けてください。
ベアリングがフィットする必要があります。
ハブ取り付けやすく加工してあります。

注意 : 右下図の C-ハブは4ヒンジが可能に
になっています。
1～4ヒンジ数は仕様によって異なり
ます。 

ベアリング取付金具 
ベアリング 

大ワッシャー(2x) 

1/2” ワッシャー 

1/2-20 x 1.0” ボルト

ベアリング(2x) 

ベアリング

2)3/4インチまたは19mmのオープン
エンドレンチを使用して、
上部1 / 2-20 x 1.0”ボルトを締めます。
締めすぎないでください。 各ハブを
個別に回転させるときは、ハブが
引っ張られるまで締めます。
機械が簡単に回転しない場合は、
ちょうどよい感触が得られるまでこの
ボルトを1/8回転ずつ緩めます。

 

3) 1/2インチまたは13mmレンチを
使用して、Cハブ組立ます。
ステップ2（右側の丸で囲んだ部分）
に取り付けられたすべての
ヒンジボルトを締めます。
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1)取付締めこむ
 -(4) 5/16-18 x 1/2” ボルト  
 -(4) 5/16-18 ロックナット 
 1/2” or 13mm レンチ使用

ローターアーム取り付け 

2)取外し
-(2) 5/16-18 ナットでローターアームを
取り付ける

3)ローターアームのボルトを
ローターハブのボルトに
合わせます。
ローターアームの下部にある
タブをボトムローターハブ
プレートの溝に入れます。

4)取付締めこむ 
 -(4) 5/16-18 ロックナット 
 -(2) 5/16-18 x 1/2” ボルト
1/2” or 13mm レンチ使用

 

5) 手順1～4を繰り返して、追加のローターアームを取り付けます。
残りのすべての5 / 16-18ロックナットを1/2インチまたは13mmレンチで締めます
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テーブル組立 
1)取付締めこむ
 -(4) 5/16-18 x 1/2” ボルト
 -(4) 5/16-18 ロックナット
1/2” or 13mm レンチ使用

2)取付
 -(1)5/16-18 T 溶接ナット  
 -(1)パレットアームノブ

3)コーナークランプブラケット取付 4)アングルクリップ取付

5)取付
 -(4) 5/16-18 x 1.0” 
角ボルト 

6)取付締めこむ
 -(1) テーブルアーム組立
 -(4) 5/16-18 ロックナット  

1/2” or 13mm レンチ使用
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パレット取付

1)パレットアームにパレットを挿入します。

2)  側面にあるスロットを位置設定に使用してください。

3)パレットアームのノブを締めます。 締めすぎに注意してください。
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プリントヘッド組立 

2) 取付締め付け 
 -(2) 5/16-18 x 3/4” 取付ボルト 
 -(2) 5/16 平ワッシャー
 -(2) 5/16-18 ロックナット
 -(1) スクリーンクランプ組立 

1/2” or 13mm レンチ使用

1) 取付締め付け 
 -(4) 5/16-18 x 3/4” ボルト 
 -(2) 5/16 平ワッシャー 
 -(2)  5/16-18 ダブルナット
 -(1) スクリーンクランプマウント

1/2” or 13mm レンチ使用

 5/16-18 ダブルナット
(パーツリスト参照) 
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プリントヘッド組立 

1)プリントヘッド取付(下図) 2)スプリング取付

4)ストップバーは必ずヘッドを下にして取り付けてください

3)スプリング組付 

ヘビー

スプリングの取付位置方向に注意してください

超ヘビー標準 
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 版の高さと角度を左から右に
調整するには。
（1）ナット（マークA）を少し
緩めて、版位置を設定します。
片側ずつ調整します。
1/2” or 13mm レンチ使用

調整方法

 版の角度を前後に調整するには。
 （2）ボルト（マークB）を少し
緩めて、版位置を調整します。

1/2” or 13mm レンチ使用
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プリント機 V-100のご案内  

配送に関して

新フロアースタンド　プリント機設置角度が対角線にての設置

●　配送は福山通運さまになります。ただし、ご希望によりヤマト運輸さまにてもお受けいたし
　　ますが 25 キロ以上または三辺合計が 160cm以上 の商品は受付されません。
　　※V-100 ベースユニットおよびフロアースタンドはヤマト運輸では荷受けされません。
●　ニューモデルの S1-27 フロアースタンドは 2 梱包になっております。
●　V-100 各種モデルおよびフロアースタンドは別々に配送費がかかります。
　　上記の他に機材資材を配送する場合は 1アイテムに付き 680～1350 円が加算されます。

　

V-100 各種モデル

価格表を参照 価格表を参照 大きさにもよりますが
1アイテム 680～1350 円

追加資材機材
( 通常配送と同じ扱い )

S1-27 フロアースタンド
( スタンド本体+マウント )

2 梱包

旧型　約 60cmの四角 新型 S1-27　約 68cmの四角

上から見た簡易図上から見た簡易図

▶
新型S1-27 への設置角度
は対角線 45 度になって
おります。

45 度




