
〈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-MAGP6」、「JP-MAGP7」を選んでください。

この度は、サンワサプライのインクジェット用手作りマグネット・マグネットクリップをご購入いただき、誠にありがとうご
ざいます。この製品はインクジェットプリンタで専用紙に好きな写真やイラストを印刷して、マグネット・マグネットクリッ
プを作ることのできるキットです。この製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。

インクジェット用

手作りマグネット・マグネットクリップ
JP-MAGP6・7

JP-MAGP6 JP-MAGP7

使　用　方　法

準備するもの

1
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、専用紙の表面に印刷します。

デザインをします。

セット内容
専用紙
マグネットパーツ
説明書

・・・・・・・・・・・・1シート
2セット

・・・・・・・・・・・・・・・・1部

専用紙
（写真印画紙タイプ）

×1シート
マグネットパーツ

×2セット

素材やword用テンプレートの無償ダウンロード、最新の情報については、
用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」http://paperm.jp/または、http://www.sanwa.co.jp/ へgo！

〈用紙微調整〉
印刷する前に付属のテストプリント紙でテスト印刷をして印刷位置の確認をしてください。(テストプリント紙は必要に
応じてコピーしてお使いください。なお、プリンタの使用頻度・使用環境などにより、まれにテストプリント紙で位置を
合わせても本番の用紙で多少ズレが生じることがあります。その際は、プリンタ内部の掃除をお試しください。また、
多少印刷がズレても良いよう、用紙の端ギリギリのデザインをされないことをおすすめします）

〈プリンタについて〉この用紙が使えるのは、下記のプリンタです。

2 印刷をします。

エプソン
キヤノン

EP・PX・PM・CCシリーズ、MJシリーズ
PIXUS MG・MX・iPシリーズ

はがき
サイズ

マグネット
本体

フタ

続きは、次ページをご覧ください。ー1ー

 http://paperm.jp/sozai/007_6/
手作りマグネット・マグネットクリップのワードテンプレートコーナーに直接go!

※用紙は予備4セット分を含み、
　6セット分印刷できます。

セット内容
専用紙
マグネットクリップパーツ
説明書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1シート
2セット

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部

専用紙
（写真印画紙タイプ）

×1シート
マグネットクリップパーツ

×2セット

はがき
サイズ

マグネットクリップ
本体

フタ※用紙は予備4セット分を含み、
　6セット分印刷できます。

※顔料系インクを使用した場合、黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感が出ることがあります。また、印刷
直後に印刷した部分（特に黒など色の濃い部分）をさわると、印刷内容がこすれたりはがれたりする恐れがあります。
十分に乾燥させてください。機種によっては印字部分の光沢感が若干損なわれることがあります。
※フォトブラックインクとマットブラックインクの切替えができる機種は、フォトブラックインクを使用してください。
マットブラックインクは使用できません。



SHIRO

SHIRO

SHIRO

SHIRO

SHIRO

SHIRO

3 用紙を切抜きます。

ご注意
●勢いをつけすぎると、用紙の端の印刷部分が欠落したり破れたりすることがあります。ゆっくり切取ってください。
●表面からミシン目を爪で押して切取ると、印刷部分に傷がつくことがあります。
●1枚でも切取った用紙は再度印刷しないでください。給紙不良の原因になります。

表 裏

印刷した紙を裏返し ミシン目を爪で押して用紙を切抜きます。 表にして、残りのミシン目から
ゆっくり用紙を切取ります。

ご注意

〈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。（10分以上）ご注意

●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。

〈印刷について〉
1）用紙サイズを必ず「はがきサイズ（100×148mm）」にしてください。
また、「印刷の向き」は「縦」を選んでください。

2）光沢のある面が表面で印刷面となります。印刷面がプリンタのノズル
側にくるように用紙をセットしてください。

3）静電気が原因で一度に2～3枚給紙されるのを防ぐため、用紙は1枚1
枚給紙してください。手差し給紙ができる機種では、手差しで印刷して
ください。

4）使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがありま
す。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってくださ
い。また、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃
度などを調節してください。

5）下記の用紙設定に従い、印刷します。

SHIRO

SHIRO

SHIRO

SHIRO

SHIRO

SHIRO

裏

SHIRO

SHIRO

SHIRO

SHIRO

切取る

ー2ー

※表裏がありますので
プリンタにセットする
時はご注意ください。

挿入方向

※光沢のある面が表面で
印刷面です。
　上下余白は均等なので、
どちらから挿入しても
　大丈夫です。

〈前面給紙〉
前面給紙プリンタでは、裏面を上にして用紙を
セットしてください。

〈背面給紙〉
背面給紙のできるプリンタ
では、背面給紙を選択して
ください。

裏面を上にして
用紙をセットする。

表面を上にして
用紙をセットする。

カセット裏面

表面

プリンタ 用紙設定 印刷モード

エプソン EPSON写真用紙 きれい

キヤノン 写真用紙  光沢 きれい



4 3マグネット本体の中に 　で切取った用紙をはめこみます。

一度ケースにフタを
しっかりはめると、フタは
取外しにくくなります。
フタを取外したい時は、
以下の方法をお試し
ください。

フタの一番下に「くぼみ」があります。
ここに小型の－（マイナス）ドライバー
など先のとがったものを差し込んで、
フタを外してください。力がかなりかか
るので、ケガをしないよう十分に気をつ
けてください。またフタを外す時、中の
用紙・ケースに傷が付くことがあります
ので、ご注意ください。

下にくるところは、くぼみがあります。また、
フタの裏・表に気をつけてください。

6 できあがり！

印刷面が見えるように、切取った用紙をマグネット本体にはめこみます。

番外編

2 ギュッと押さえてフタをはめこみます。「ギュッ・カチッ」など音がしたらしっかりフタがはまっています。

フタをはずしたいとき！

表

裏（溝がある）

マグネット
本体

マグネットクリップ
本体

1 フタを　のケースにはめます。4

5 マグネット本体にフタをはめます。

フタ

下にくるところは、くぼみがあります。また、
フタの裏・表に気をつけてください。

表

裏（溝がある）

フタ

カチッ カチッ

ー3ー

JP-MAGP6 JP-MAGP7

JP-MAGP7JP-MAGP6

JP-MAGP7JP-MAGP6

JP-MAGP7JP-MAGP6

ゴミやホコリが、
用紙とマグネット
本体の間に
入らないように

注意！



使用上の注意

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。

BF/AC/SMME

〈マグネット〉
●マグネット部分を磁気テープ、フロッピーディスク、プリペイドカード、切符などの磁気カード類、時計、ブラウン管等に近
付けると、磁気記録が破壊・磁化されて使用できなくなることがありますので、ご注意ください。
●マグネットに電磁石、希士類磁石、高圧電線などに近づけないでください。マグネットの磁力が乱され、減磁する場合が
あります。

●焼却処分はしないでください。塩素ガスが発生します。廃棄処理は国及び自治体の法令に従ってください。
●屋外使用や高温下など、特殊な状況下での使用、又は被着体の表面性（塗装の種類・塗装状態・表面状態など）により、マ
グネットが取りにくくなったり、汚れが付着したりする恐れがあります。この予防のためのコーティング処理は行なってい
ますが、どの状況下においても完全に防ぐことはできませんので、予めご了承ください。
●マグネットの鉄への吸着は、接着や機械的固定ではない為、吸着力以上の力がかかったり、端部などマグネット全体が吸
着されてない状態で使用すると、被着体から剥離・脱落が容易に発生します。それらによって、事故が発生することのな
いよう、設計・用途にご注意ください。

〈専用紙〉
●用紙をパッケージから取出すときは、ゆっくりとこすらないように取出してください。強く引き出すと、光沢面に傷が付くこ
とがあります。
●対応プリンタ、使用方法など、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、弊社
では一切の責を負いかねます。予めご了承ください。
●ご使用前に本製品の取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●印刷面をこすったり、傷をつけたり、折曲げたりしないでください。
●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
●用紙が丸くカールしないよう取扱ってください。万一カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。そのと
き、用紙がミシン目で切れないようご注意ください。ミシン目で用紙が切れているとき、その用紙は使わないでください。
●水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
●プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●この製品は個人で楽しむことを目的とする製品です。商業目的ではご使用にならないでください。
●コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

http://www.sanwa.co.jp/

★ご注意★
●マグネットは曲面のある部分に貼らず、平滑面に、なるべく隙間がないようしっかりと取付けてください。
●マグネット面の汚れや水分は十分にふき取ってください。傷がついたりマグネットの吸着力が悪くなり取れやすくな
ることがあります。
●強力マグネットを使用していますが、マグネットの吸着は接着や機械的固定ではないため、吸着力以上の力がかかっ
たり、しっかり吸着されていない状態で使用すると、容易に取付けた面から剥離・落脱する恐れがありますので、ご注
意ください。

※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替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
※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替えその他の補償はご容赦ください。
※製品改良のため、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または登録商標です。　　
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