標準価格 282,000円
（税抜）

●価格は製品本体、専用ソフトウェアを含みます。 ●延長保証、
インクカートリッジ、運送、導入設置は別途料金がかかります。
●「cotodesign」はオプションとなります。

主な仕様
印刷方式

インクジェット方式

印刷可能な素材

印刷範囲
インクカートリッジ

種類

T シャツ、トートバッグなど

厚み

4mm 以下

重量

1kg 以下

素材

綿 50 ％ 〜 100%

A4 標準トレイ

291 × 204 mm

A5 トレイ

204 × 142 mm

種類

水性顔料インク（シアン、マゼンタ、イエロー：100ml ／ブラック：140ml）

色

4 色（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）
最大 1,200×1,200 dpi 相当

解像度（印刷ドット解像度）
インターフェース

USB 2.0 、10BASE-T/100BASE-TX

電源

AC 100-120V 、1A 、50/60Hz

消費電力

最大消費電力

約 47 W

省エネモード

約 1.7W

外形寸法

399（幅）×761（奥行）×293（高さ）mm

重量

約 25kg（梱包時 約 34kg）

ガーメントプリントを、もっと簡単に。

動作環境

温度：15 °
C 〜 32 °
C、湿度：15% 〜 80% RH（ただし結露のないこと）

対応 OS

Windows 7/8.1/10（32bit 版 /64bit 版）、Mac OS X 10.10.x 以降

付属品

A4 標準トレイ、保護カバー、メンテナンスキット、電源コード、かんたんセットアップ、安全上のご注意、ユーザーズガイド（本書）、クイックガイド、
メンテナンスガイド、廃インクボックス交換手順書、CD-ROM（ソフトウェア）、マニュアルポケット

オプション品
仕上機

インク

HB-12

70,000 円（税抜）
圧着面積：291×204mm（A4 相当）

TPG-BK

7,500 円（税抜）

インクカートリッジ

K（ブラック）140ml 1 本入り

TPG-CY

6,200 円（税抜）

インクカートリッジ

C（シアン）100ml 1 本入り

TPG-MG

6,200 円（税抜）

インクカートリッジ

M（マゼンタ）100ml 1 本入り

TPG-YE

6,200 円（税抜）

インクカートリッジ

Y（イエロー）100ml 1 本入り

外形寸法（W×D×H）
：419×675×235mm
重量：約 16.5kg

クリーニングカートリッジ

電源：100V、50/60Hz
消費電力：定格：1070W 以下
カセットトレイ

BT-CC-BK

1,500 円（税抜） クリーニングカートリッジ K（ブラック）42ml 1 本入り

BT-CC-CY

1,500 円（税抜） クリーニングカートリッジ C（シアン）42ml 1 本入り

BT-CC-MG

1,500 円（税抜） クリーニングカートリッジ M（マゼンタ）42ml 1 本入り

BT-CC-YE

1,500 円（税抜） クリーニングカートリッジ Y（イエロー）42ml 1 本入り

A4 標準トレイ
メンテナンスツール

CT-A4

20,000 円（税抜）

A5 トレイ

CT-A5

20,000 円（税抜）

BT-CT

1,500 円（税抜） クリーニングツール 1 個入り

BT-CL

2,500 円（税抜） クリーニング液 100ml 1 本入り

BT-CP

8,000 円（税抜） クリーニング吸収体 24 枚入り

BT-CS

2,000 円（税抜） クリーニングスティック 100 本入り

BT-IC

1,300 円（税抜） 廃インクボックス 1 個入り

BT-FF

2,500 円（税抜） 交換用ファンフィルター 2 個入り

※お使いになる布地の素材については事前にご確認ください。 ※本機は白インクに対応しておりませんので、お使いになる布地の色は白や生成り等の淡色の布地をお使いください。
※印刷物を洗濯する場合は、使用説明書に記載されている洗濯方法でおこなってください。

●ローランド ディー.ジー. 製品のお求めは…

RDG90547A `19JUL E-3 D-S

本社/〒431-2103 浜松市北区新都田1-6-4

平日AM10:00〜PM5:00
［ローランド ディー.ジー. クリエイティブセンター] （デモンストレーションをご希望の際はご予約ください。
）

東京

〒105-0013
港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル1F
TEL：03（5733）4410 / FAX：03（5733）4412

大阪

〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪北ビル1F
TEL：06（6398）2686 / FAX：06（6398）2687

名古屋

〒460-0003
名古屋市中区錦2-15-15 豊島ビル1F
TEL：052（253）9811 / FAX：052（253）9815

福岡

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東1-9-11 大成博多駅東ビル1F
TEL：092（414）1133 / FAX：092（414）1102

［サポートセンター］

札幌

仙台

東京

名古屋

大阪

広島

福岡

修理、アフターサービスは全国ネットワークでお客様をサポートします。

●本カタログに掲載の製品は日本仕様のため、日本国内以外での使用はできません。●仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあり
ます。●このカタログは印刷物のため、写真の色調が実際の色と異なる場合があります。
●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。●その他、記載の社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。●カタログ使用のサンプルはハメコミ合成
です。
●当社は TPL グループよりMMP 技術のライセンスを得ています。

2019年6月現在

Desktop Garment Printer

Desktop Garment Printer

新たなビジネスがデスクトップから広がる
綿素材に直接プリントできる、デスクトップサイズのガーメントプリンター VersaSTUDIO BT-12。

T シャツやトートバッグ、インテリアグッズなど、さまざまなアイテムに簡単にプリントでき、
お客様のニーズに応えるパーソナライズプリントサービスを手軽にはじめられます。

EASY TO USE

※写真は、仕上機（HB-12）
を装着した状態です。

はじめてでも使いやすい操作性と安全性
誰でも手軽に操作できるように、使いやすさを追求した設計。特別なスキルやトレーニングが不要で、デザイン作成から印刷まで簡単なステップでオリジナ

ショッピングモールなどでのワークショップに

ルグッズを製作できます。また、インクを定着させる仕上機「HB-12」は、カセット式のため店舗でも安心して使用できます。

10 分

約

アイデアで広がる活用シーン
1

2

デザイン

3

セッティング

プリント & プレス

完成

簡単操作の「Roland Design Software」
を付属。シンプルな操作画面により画像を取り込むだけで簡単に編集でき、
印刷までをスムーズに行えます。

水族館などのテーマパークの思い出づくりに

スポーツチームのオリジナルシャツ作りに

を使用すれば、
タブレット端末でのデザイン作成が可能です。
※オプションの「cotodesign」

COMPACT

HIGH QUALITY

店頭にも置ける省スペース設計

写真も美しく印刷できるプリント品質

BT-12 は、小さな店舗やイベント会場にも設置できるデスクトップサイ

トートバッグやランチョンマットなど、
Tシャツをはじめ、

ズ。仕上機 HB-12 の上に積み重ねることができ、スペースを無駄にす

白 色や 淡 色 の 綿 素 材※に直 接 印 刷できます。最 大

ることなくプリント機能を最大限に発揮できます。

1,200dpi の解像度で印刷でき、なめらかで美しい印
刷品質を実現しています。
※綿の混紡率が50%〜100%の生地に印刷可能です。

約 77cm

LOW COST

約 55 cm

初期投資を抑えてビジネスをはじめられる
BT-12 は、特別な設備やスキルも必要なく、初期投資を抑えながら導入できま

約 40 cm

す。お客様に合わせたパーソナライズプリントサービスを手軽に提供でき、店
舗への集客効果やブランド価値を高めます。

cotodesignで広がるビジネスチャンス
さまざまな機器と連携し、オリジナルグッズの製作・販売をサポートする
ソフトウェア
「cotodesign」
をオプションでご用意。デザイン作成から受
注、印刷、販売までスムーズなオペレーションを可能にし、新たなパーソ
ナライズプリントサービスを展開できます。

お客様デザインをオリジナルグッズに

ホテル・リゾートなどの旅行の思い出を形に

