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インクジェット用

追加用ボタンのみ
JP-BTN04/5

この度は、サンワサプライの「インクジェット用追加用ボタンのみ」をご購入いただき、誠にありがとうございます。この商品
はインクジェットプリンタで布に好きな模様を印刷して、くるみボタンを作ることのできるキットです。この商品を正しくお
使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

カッター or
はさみ

準 備 す る も の

使 用 方 法

1 デザインをします。
ボタンのサイズにあったデザインでうまく印刷できるよう、対応ソフトまたはダウンロードしたテンプレートを使って、あらか
じめデザインをします。その後、コットン布シートの表面に正像で印刷します。

セット内容

アイロン
※事前にアイロンをかけると、ボタンを
　くっつけたまま洗濯したとき、ボタンに
　印刷した内容が色落ちしにくくなります。

コットン布シート
ボタンパーツ
説明書・・・・・・・1部

大または小
ボタンパーツ

普通紙（A4サイズ）
※アイロンをかけるときに
　必要です。

コットン布シート

＋
布シート

ボタンを
付けたい物

パッケージに使っているコットン布シートのイラストの他、かわいいイラスト、テンプレートがサンワサプライのサイトよりダウンロー

http://www.sanwa.co.jp/paper/または、r/ http://www.sanwa.co.jp/ 、h へgo！go

〈用紙設定について〉
対応ソフトの「用紙選択」の画面で、「サンワサプライJP-BTN04イJP-BTN04イ または4 JP-BTN01は （大）」、「1 JP-BTN05または5 JP-BTN02は （小）」、2
または「A6 A6サイズ」を選んだときは、うまくボタンのサイズにあった大きさになるよう注意してデザイン6

Wordなどで使えるテンプレートがダウンロードできます。詳しくは、上記サイト

〈用紙微調整〉

してくださいて 。また、その際は各ソフトのマニュアルに従ってくださいて 。（普通紙はA6は サイズ〈A4を4 4等分にしたもの〉）に切ってお使
いください。）

※特別なソフトがなくても大丈夫！以下のテンプレートが無償でダウンロードできます。
・サンワサプライホームページからWord2000用テンプレート（イラスト付テンプレート）
・テンプレートBANKホームページからWord2000/2002(Office XP)、一太郎8/9/10/11、クラリス ワークス4.0、
Illustrator8.0 for Windows/Mac用テンプレート（枠のみ）詳しいテンプレートの使い方についてはwebサイト上にて「テン
プレートの使い方」をご覧ください。

ボタン・

ボタンの直径
27mm

ボタン・小

ボタンの直径
22mm

の真ん中にデザ
くるように注意を
直径54mmの円を

3つ作ります。3
※布を巻き込んで
　くるみボタンを作る
　ため、直径27mmの
　ボタンには直径54mm
　の布が必要です。

ボタンの真ん中にデザ

して、直径44mmの円
を5を つ作ります。5
※布を巻き込んで
　くるみボタンを作る
　ため、直径22mmの
　ボタンには直径44mm
　の布が必要です。

44mm54mm

手作りボタンキット（JP-BTN01～03）をお持ちの方で、ボタンを追加して作成していただくときの「追加用ボタン」です。ボタンを組
みたてるときの「打ち具」がこのキットには入っておりません。ご注意ください。

注
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2 印刷をします。デザインした画像をそのまま正像でコットン布シートに印刷します。

※hp・hp NEC・N 社プリンタなど、用紙が鋭角に曲がる機種では給紙不良が起こる可能性があるためご使用いただけません。

エ

キ

ーズ）

ーズ）

●印刷後は、20～30分以上乾燥さ
せてください。
●印刷後は、長時間放置しないでく
ださい。にじみや色あせが生じる
ことがあります。
●シールの端から糸が出てくること
がありますが、その際はハサミで
切って整えてください。
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ご注意

〈プリンタについて〉
この用紙が使えるのは、右記のプリンタです。

画像は正像で印刷します。

正像 反転

〈印刷につ
1）用紙サイ 5×5

で「

おさま

刷面

ださい。
4
濃淡の差がでることがあります。その場

節を行ってくださいて 。また、プリンタ各種

色の濃度などを調節してくださいて 。
5）下記の用紙設定に従い、正像で印刷します。5）下記の用紙設定に従い、正像で印刷します。5

手で軽く
逆方向に曲げる

まっすぐに

印刷面 印刷面印刷面

〈用紙設定・モード設定（例）〉
印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

印刷面

反りのある状態

プリンタ 用紙設定 印刷モ

スーパーファイン紙

レックスマーク IJ専用紙

きれい

きれ

ベスト ト ト

ご注意

●用紙の特性上、用紙に反りがあると、
印刷開始位置にインク汚れが出るこ
とがあります。反りが見られるときは
右記の図のように用紙を軽く曲げ、反
りをなくしてください。（あまりひどく
折り曲げないでください。また、この
とき印刷面が波打ったり汚れたり、裏
面のフィルムがはがれたりしないよう
お気を付けください。）
●黒や濃い色を多く使って印刷するとき、プリンタによってはローラーのあとがつくことがあります。

、
の

・・ 製プリンタなど上記以外のプリンタに

コットン布シートを切り取ります。 4 裏面のフィルムをはがします。

20～30分
乾燥させる

印刷面が充分乾燥してから、ボタンの
大きさに合わせてハサミで切り取ります。
（大：直径54mm、小：直径44mm）

印刷直後は、印刷面にはふれないようにしてインクを充分乾燥させてください。（20分以上）ご注意

用紙をセットしてく
ださい。
※裏表を間違えないよう
　にプリンタにセットして
　ください。

正像印刷

コットン
布シール
表面

あ
正像

あ

反転

ウラ
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しっかり落とし込むと、
「グッ」と音がします。

押し込んだ後、押し棒
とホルダーが平行にな
っていれば、ボタンは
出来あがっています。押し込むときに絵柄の位置がずれないように、ボタンホ

ルダー、コットン布シート、上ボタン、押し棒の中心が合
うように置いて、真上から押し込んでください。

7 できあがり！！

6 ボタンを作ります。※ボタン打ち具はこのキットには入っていません。手作りボタンキット（JP-BTN01～03）に入っているボタン打ち具をご使用ください。
ボタンホルダー、ボタンパーツ（上ボタンと下ボタン）、押し棒、コットン布を用意します。

●優れた耐水性を備えておりますが、長時間水に浸された状
態では画像がにじむことがあります。また濡れた状態で他
のものと長時間接触していると色移りが生じる恐れがあり
ます。
●ボタンを付けた衣類やバッグを身に付けたまま、水や海水（塩
水）につかったり泳いだりしないでください。にじみや色落
ちが生じることがあります。
●ボタンを付けた衣類を着用中、または着用後に肌荒れなど
肌に異常があった場合は直ちに着用をやめてください。

ご注意

●顔料系インクで印刷されている場合、インクの特性上、アイロンがけに
より全体的に黄味が強くなった仕上りになることがあります。

ご注意

5 堅めのアイロン台とアイロン、布シート、普通紙を
用意します。

厚紙または布

堅めの丈夫な台 コットン布シート

必ず裏のフィルムをはがしてからアイロンをかけてください。
注

洗濯など、このボタンを洗って使うものにつける場合は、イ
ンクの定着を良くして色落ちなどを防ぐため、アイロンを
かけることをお勧めします。

表面の堅いアイロン台または堅めの丈夫な台と、Tシャツなど綿
または綿ポリ素材の布、普通紙を用意します。最高温度(160～
180℃)で15～20秒間念入りに。布が焦げないように注意し
てアイロンをかけてください。

普通紙

外す

上ボタン

コットン布シート
（印刷面下向き）
※絵柄が真ん中に
　くる様に置く。

ウラ

ボタンホルダー

押し棒

押し込む時に、
上ボタンの端
で手を傷つけ
ないよう、注意！

小ボタンのときは、特に押し
棒の上に太い糸巻きなどを
置いて押し込んでください。
大のときは手のひらで押し
ても大丈夫。

世界で1個
の

 オリジナル
ボタンの

     出来上
がり！！

世界で1個
の

 オリジナル
ボタンの

     出来上
がり！！

ボタンホルダーの底を指で押し、
ボタンを取り出します。

押し込んだとき、押し
棒がボタンホルダーと
平行になるようにグッ
と押し込んでください。

グッ

ボタンホルダーの上にコットン布シートを印刷面
を下にして置きます。その上に上ボタンを乗せ、
押し棒でシートと上ボタンをボタンホルダーに押
し込みます。（押し棒を使わず手で押し込むと、変
なシワがよることがあります。）

ボタンホルダーに「下ボタン」をかぶせ、押し棒
で上ボタンにはめ込みます。はめ込みにくい場
合は、太い糸巻きなどを押し棒に乗せると力が
入りやすくなります。

ここで下ボタン
をはめると、失敗
してもやりなお
せません。デザイ
ンのズレがある
ときは、ここで直
してください。

注

上下左右のある
プリントの場合は、
下ボタンの足の
向きに注意して
ください。

注

下ボタン

足の向きに
注意！！

押し棒
（空洞が下側に
なるように置く）

コットン布シート

上ボタンがななめにならない
よう、グッと押し込んでくださ
い。押し棒を取って、上のボタ
ンの周りにはみ出た布を、一ケ
所に固まらないようボタンの
中央に寄せます。寄せた後、
再度はみ出ない様、指でギュッ
と押さえてください。
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www.sanwa.co.jp

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

06/04/TMME

この商品を洗濯するときの注意

②冷水で、家庭用洗濯機 。30。3 ℃以上の温水や塩水での洗濯は避けてく0℃ 風呂の残り湯などはにじみや色落ちの原因にな

③市販の洗濯洗剤を使用してください 。）。）
使用はお避けください。また、濡れた状態で強くこすったりすると、色移りがあ

りますので避けてください。

※注：耐水性・洗濯耐久性を上げましたが、ボタンそのもの、またはボタンをつけたものをなるべく汗や雨など水に濡れた状態で長時間放置しないでください。
また、長時間水に浸さないでください。にじみが出たり、色移りしていくことがあります。（やむなく放置される時は、ボタンの印刷した部分が他のものに触れ。（
ないよう、形を整えてく ができます。）

使用上の注意
●対応プリンタ、アイロンの仕方、洗濯方法など、ここに記載されている以外の方法でご使用になられた場合に生じた不具合について、当社では一切の責を負い
　かねます。予めご了承ください。
●アイロンを使用するときは、やけど、火災にご注意ください。特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。特 。

。
●印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりし

●用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早め ヶ月まで）

保管上の注意
●使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80％以下の場所で重量がかからないようにして、水平にして保管してください。外で長い時
　間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
●高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ（空調など）のある場所を避けて保管してください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
●開封後はなるべく早めにお使いください。
●幼児の手の届かない所に保管してください。
●素材をなめたり、口に入れたりしないでください。

開封後、2ヶ月以内に早めにお使いください。

洗濯す

●つけおきはしないでください。
●色落ちの原因になりますので、ドライクリーニングはしないでください。
●洗濯にはかならず冷水をお使いください。風呂の残り湯は使わないでください。また、手洗いはしないでください。
●漂白剤、柔軟剤は使わないでください。　
●マイナスイオン洗濯、タンブラー洗濯など、特殊な洗濯方法は選ばないでください。激しく色落ちすることがあります。

その他、手作りボタンキットの商品もあります

コットン布シート・くるみ
ボタン用パーツ・打ち具が
入っています。このキット
でボタン・大が6個作れます。
JP-BTN01

手作りボタンキット・大

コットン布シート・くるみ
ボタン用パーツ・打ち具が
入っています。このキット
でボタン・小が5個作れます。
JP-BTN02

手作りボタンキット・小

コットン布シート・くるみ
ボタン用パーツ・打ち具が
入っています。このキット
でボタン・大が3個・小が5
個作れます。
JP-BTN03

手作りボタンキット・大＆小


