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《注意》上記の接着条件は、基本的な条件です。プレス機の種類や特徴、接着生地の種類や厚み等により接着する条件が違います。それぞれの 適な条件を選んで接着して下さい。

　　　 条件が合わないと剥がれの生じる原因となります。なお、当社製品の不具合による取替えなどが生じた場合当社の製品以外は補償致しかねますのでご了承下さい。

　　　 カラーサンプル帳の内容は、改良や統廃合により予告なく変更される事があります。

（注）●対象生地によっては接着しにくい事があります。　●対象生地の接着については、各々接着条件が違います。 適な条件にて接着して下さい。

●常温以外での保管や放置は支障を起こす原因となります。

EXCEED ラバーカラーサンプル　( 品種別 特長・接着条件)

NEW BRIGHT ニューブライト
●特　　長／

●接着条件／

色表面にガラスビーズを利用し暗部での光の反射が鮮やかで存在感がある。撥水生地にも有効（要テスト）。

160℃ 　10秒　250ｇ/cｍ2 〜300ｇ/cｍ2×2回

① プレス後冷めてからフィルムを剥がす。

②テフロンシートを置いて10秒プレス。

NEW BRIGHT NEW BRIGHT ニューニューブライトブライトNEW BRIGHT NEW BRIGHT ニューニューブライトブライトNEW BRIGHT ニューブライト
標準色（1色）　
●40cm×29cm

（反射シート）

シルバー

NEW ROYAL　 ニューローヤル

●特　　長／

●接着条件／

色表面は植毛（フロッキー）で風合いがある。

150℃　10秒/ 20秒　250ｇ/cｍ2〜40 0ｇ/cｍ2×2回

NEW ROYALNEW ROYAL ニューニューローヤルローヤルNEW ROYALNEW ROYAL ニューニューローヤルローヤルNEW ROYAL ニューローヤル
標準色（7色）　●43cm×9.1m巻（フロッキーシート）

ホワイト ブラック ネイビー イエロー グリーンブルーレッド

SWIMMING 水着用ストレッチシート
●特　　長／

●接着条件／

接着力が強く伸縮性に富んでおり塩素にも強い。

1 回目　160℃ 　15〜20秒　500ｇ/cｍ2　プレス後冷めてからフィルムを剥がす。

2 回目　テフロンシートを置いて10秒プレス。

SWIMMINGSWIMMING 水着用ストレッチシート水着用ストレッチシートSWIMMINGSWIMMING 水着用ストレッチシート水着用ストレッチシートSWIMMING 水着用ストレッチシート
標準色（15色 ）　●30cm×40cm

レモンイエローホワイト ブラック ゴールドイエロー オレンジ レッド パープル ロイヤルブルー ブルー ブラウン ゴールド シルバーネービー グリーンピンク
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NEW LIBERO ニューリベロ
●特　　長／

●接着条件／

パブリックの色表面と同じ艶あり。昇華染料移行防止機能付き、昇華生地用。

150℃　10秒/20秒　300ｇ/cｍ2〜500ｇ/cｍ2×2回

（注）接着温度が高いと昇華染料の移行が始まります。

DYNAMICS ダイナミックス
●特　　長／

●接着条件／

色表面は艶ありで撥水機能生地に接着します。

接着剤面に保護フィルムが付いています。カット時は剥がしてください。カット後のカス取りは

カット線が埋まってきますので速やかに行ってください。

135℃　500ｇ/cｍ2にて　合計3回のプレス

①プレスのみ　10秒 — 生地を温度になじませる為。

②シートを置いて10秒 — 仮接着。完全に冷えてから離型フィルムをはがす。

③テフロンシートを置いて20秒プレス。

《インクジェット用プリントシート》

TEMPRESS テンプレス　LIBERO IJ リベロ IJ（インクジェット用プリントシート）

●特　　長／

●接着条件／

（テンプレス）インクジェットでのデザインを綿、T/CのＴシャツやポロシャツ、スムースなトレーナー、

　　　　　　　帽子に用いる。印刷面に保護フィルムが付いています。印刷時は剥がしてください。

（リベロIJ）スポーツ用ゲームシャツ等本格的な激しいスポーツウエアーに用いる

(テンプレス)

（注）接着温度が高いと昇華染料の移行が始まります。

※ポリエステル生地及びポリエステル混紡生地は接着剤が入りにくいので生地により接着時間を長めに最適時間に調整してください。

①150℃×10秒×250g/㎠～300g/㎠

②150℃×20秒×250g/㎠～300g/㎠

(リベロ IJ)①150℃×10秒×300ｇ/㎠～500ｇ/㎠

②150℃×20秒×300ｇ/㎠～500ｇ/㎠

Solution FLEX  ソリューションフレックス　（インクジェット用プリントシート）

●特　　長／

●接着条件／

インクジェットでのデザインを綿、T/CのＴシャツやポロシャツ、スムースなトレーナー、帽子に用いる。

①150℃×10秒×300ｇ/cｍ2

②150℃×20秒×300ｇ/cｍ2

EXCEED ラバーカラーサンプル    (品種別　特長･接着条件)
ブラック

PUBLICPUBLIC パブリックパブリックPUBLICPUBLIC パブリックパブリックPUBLIC パブリック 標準色（26色）●50cm×10m・50m巻（受注生産）（一般生地用）

ホワイト ブルー ミッドブルー マリンブルー ロイヤルブルー ネイビーブルー ダークブルー サックス イエロー レモンイエロー

キャメルダークグリーン バンブーグリーン レッド ワインレッド パープルオレンジ 蛍光ピンク 蛍光グリーン 蛍光オレンジ ゴールド シルバー メタルシルバー

オーシャンブルー グリーン

NEW LIBERONEW LIBERO ニューニューリベロリベロNEW LIBERONEW LIBERO ニューニューリベロリベロ
ホワイト

NEW LIBERO ニューリベロ 標準色（4色）●50cm×10m・50m巻（受注生産）（昇華生地用）

レモンイエローサックス イエロー

NEW LIBERO MNEW LIBERO M ニューリベロMニューリベロMNEW LIBERO MNEW LIBERO M ニューリベロMニューリベロMNEW LIBERO M ニューリベロM
標準色（22色）
●50cm×10m・50m巻（受注生産）

（ツヤ消し）
（昇華生地用）

ロイヤルブルーホワイト ブラック Kブルー ピースブルー オーシャンブルー ネイビーブルーダークブルー サックス

グリーン Sグレー Sブルーバンブーグリーンオレンジ ゴールド メタルシルバーVグリーン

イエロー レモンイエローレッド ピンクワインレッド

●61cm×20m巻　　　　●61cm×30m巻

TEMPRESS TEMPRESS テンプレステンプレスTEMPRESS TEMPRESS テンプレステンプレスTEMPRESS テンプレス

標準色（1色）　

●53cm×20m巻

（プリント＆カット）

薄型/Tシャツ・帽子用

ホワイト

（プリント＆カット）

DYNAMICSDYNAMICS ダイナミックスダイナミックスDYNAMICSDYNAMICS ダイナミックスダイナミックスDYNAMICS ダイナミックス
標準色（10色）
●50cm×10m巻

（撥水機能生地用）

ダークブルー イエロー グリーン レッド オレンジ ゴールド シルバーロイヤルブルーホワイト ブラック

Solution FLEX Solution FLEX ソリューション フレックスソリューション フレックスSolution FLEX Solution FLEX ソリューション フレックスソリューション フレックスSolution FLEX ソリューション フレックス

標準色（2色）　
 

ホワイト クリア（透明）

LIBERO IJ  LIBERO IJ  リベロ IJリベロ IJLIBERO IJ  LIBERO IJ  リベロ IJリベロ IJLIBERO IJ  リベロ IJ

標準色（1色）　

●53cm×20m巻

（プリント＆カット）

ホワイト

昇華染料移行防止/スポーツ用

PUBLIC パブリック
●特　　長／

●接着条件／

色表面に光沢がある。一般生地用ラバーフィルム。

150℃　10秒/20秒　300ｇ/cｍ2〜500ｇ/cｍ2　×2回
※ポリエステル生地及びポリエステル混紡生地は接着剤が入りにくいので生地により接着時間を長めに最適時間に調整してください。

※ポリエステル生地及びポリエステル混紡生地は接着剤が入りにくいので生地により接着時間を長めに最適時間に調整してください。

NEW LIBERO M ニューリベロM
●特　　長／

●接着条件／

色表面が艶消しで昇華染料移行防止機能付き、昇華生地用。

150℃　10秒/20秒　300ｇ/cｍ2〜500ｇ/cｍ2

（注）接着温度が高いと昇華染料の移行が始まります。

×2回

※ポリエステル生地及びポリエステル混紡生地は接着剤が入りにくいので生地により接着時間を長めに最適時間に調整してください。
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