製版から印刷までの手順
35sec

PDF、BMP、JPEG、PNG

完成！

MiScreen a4本体とパソコンを
接続し、データを転送します。

プリント台に素材と製版済み
のフレームをセットします。

ス ク リ ー ン マ ス タ ー を 張 った
フレームを本体にセット。
カバー
スイッチを押して製版します。

MiScreen a4 スターターキット

RISO水性インク 100ml

商品名

MiScreen a4 本体

本体同梱品：ACアダプター、
アプリケーションCD、
取扱説明書ほか
※別途電源コード、USBケーブルが必要です。

項目

仕様

版にインクをのせ、スキージを
引いて印刷します。

MiScreen a4 紙製フレーム（大・小 5枚入)
内容

標準価格

MiScreen a4
スターターキット

MiScreen a4 プラスチック製フレーム：1枚
MiScreen a4 プリント台：1枚
MiScreen a4 スクリーンマスター
（5枚入）
：1包
MiScreen用 両面テープ：1巻
MiScreen用 スキージ（23cm）
：1枚

オープン価格

ACアダプター用電源コード

1本

オープン価格

MiScreen a4 プリント台

1枚

オープン価格

MiScreen a4 紙製フレーム（大・小 5枚入)

大（ 5枚入：310×430mm) 小（ 5枚入：310×250mm)

オープン価格

MiScreen a4 プラスチック製フレーム

1枚（310×430mm）

オープン価格

1枚（300×430mm）

オープン価格

製版方式

デジタルスクリーン製版

フレームサイズ

310×430mm、310×250mm

アルミフレームMS-A4

最大製版領域

210×300mm

ワンタッチフレームDP-L＊1＊2

1セット（270×406mm）

5,000円

解像度

203×203dpi

ワンタッチフレーム用クリップ

1セット（長2本・短2本）

1,600円

製版時間

約35秒 ＊1

MiScreen a4 スクリーンマスター 5枚入

5枚入/袋、120メッシュ

オープン価格

10分

MiScreen a4 スクリーンマスター 20枚入

5枚入/袋×4袋、120メッシュ

オープン価格

MiScreen用 両面テープ

1巻
（10mm幅×20m）

オープン価格

両面テープ

1巻
（15mm幅×50m）

MiScreen用 スキージ（ 23cm ）

1枚

板付スキージM 230＊9＊45 60度

1枚（230mm幅×9mm厚、硬度60度）

MiScreen用 パレットナイフ

1本

連続製版時の
クーリング時間
対応OS
インターフェイス

Windows®、Mac OS

※対応OSの最新バージョンは当社ホームページを
ご確認ください。

USB2.0（B端子）
DC24V 6.0A（ACアダプタより供給）
（ACアダプタ仕様 AC100-240V 50/60Hz 2.0A )

電源
消費電力

最大120W、レディ状態 3.5W以下

大きさ

395（W)×110（D)×89（H)mm

質量

約2.9kg

標準価格

オープン価格

＊1

RISO水性インク 100ml
RISO水性インク 1,000ml
理想スクリーンインク 1,000ml

1,000円
オープン価格
3,000円
オープン価格

ブラック•レッド•ブルー • グリーン• オレンジ•イエロー• ホワイト

1個 : 700円

ホワイト濃色地用

1個 : 1,000円

ブラック•レッド•ブルー • グリーン• オレンジ•イエロー• ホワイト

1本 : 3,000円

山吹・茜N・濃茶N・紫・紺・黄緑・朱N・えんじ・レッドN・ライトブルー

1本 : 3,000円

蛍光ピンク、
蛍光イエロー、
蛍光オレンジ

1本 : 3,500円

＊1:製版には使用できません。製版時は「MiScreen a4フレーム」をお使いください。このフレームへマスターを張る際は両面テープ（15mm幅）のご使用をおすすめします。
＊2:ワンタッチフレーム用クリップが必要です。

＊1:A4サイズの場合。

●製品の仕様・価格は予告なく変更する場合があります。●このカタログの商品等の写真は印刷のため実際の色とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●MiScreen a4のアフターサービスに必要な補修用性能部品の最低保有期間は本機製造終
了後3年間、推奨消耗品類の最低保有期間は本機製造終了後4年間です。●
、
およびMiScreenは、理想科学工業株式会社の登録商標または商標です。●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac
はApple Inc.の商標です。●TWITTERおよびTwitterのロゴはTwitter, Inc.またはその関連会社の登録商標です。●その他の社名、商品名は各社の登録商標または商標です。●記載の標準価格には税等は含まれておりません。

〈 安全にお使いいただくために 〉

資料請求 • お問い合わせ

お客様相談室

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源•電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

https://store.shopping.yahoo.co.jp/
riso-screen/

0120 - 343 - 33 8

受付時間 10:00〜12:00 13:00〜17:00（土・日・祝日・夏期休業・年末年始を除く）

ホームページ ht t p s : // www.riso.co.jp/product/digitalscreenmaker/miscreen/a4/

プリントクリエイト事業部 PC営業部

〒105-0004 東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館4階

カタログの記載内容は2022年6月現在のものです。

ものづくりを手軽に楽しむ
シルクスクリーン製版機

ものづくりの
可能性を
ひ ろ げ よ う。
ものづくりを手軽に楽しめるワークショップや講座を開きたい。
そんな想いを叶えるのが、シルクスクリーン製版機のマイスクリーン エーフォー。
シンプルな操作で製版できるので、
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思いついた時、すぐにはじめることができます。
コンパクトなサイズで、出張ワークショップにも便利。
表現する楽しみをもっとたくさんの人へ。
マイスクリーン エーフォーがお手伝いします。

コ ン パ ク トで

押すだけ

パソコンから

持ち運びもOK

かんたん操作

ダ イレ クト 製 版

4名のクリエイターさんが、マイスクリーン エーフォーでシルク印刷を
体験。作業工程も少なく、かんたんに使えるので、わずかな 時 間 で 素 敵
な作品が完成しました。その仕上がりには、みなさんも大満足 。ものづ
くりの幅を広げたい方におすすめです。

〔 協 力 〕 WEBメディア＆プランナーチーム
てらおか なつみさん、そで山かほ子さん、nuto saw ﬁgさん、norahiさん

