
高速電子眠り穴かがりミシン 

LBH-1790S（脚卓はオプション） 

糸調子・主要駆動機構を電子制御

LBH-1790

LBH-1790



 ● 最大99パターンの記憶ができ、操作パネルから自由に選択できます。 

 ● すべてのデータ設定、選択は操作パネル
から入力できます。 

 ● 液晶表示部にパターンNo.や縫形状など、
各種データをわかりやすいピクトで表示
します。 

q角型 u鳩目角型 

!3半月角型 !9角半月型 @0角丸型 

@1角直線　 
　閂止め型 

@2角流れ　 
　閂止め型 

@3放射半月型 @4放射丸型 @5半月放射型 @6半月丸型 @7閂止め縫 @8閂止め右切断 @9閂止め左切断 #0閂止め中央切断 

!4半月直線 
　閂止め型 

!5半月流れ 
　閂止め型 

!6鳩目半月型 !7鳩目丸型 !8角放射型 

i鳩目放射型 o鳩目直線 
　閂止め型 

!0鳩目流れ 
　閂止め型 

!1半月型 !2丸角型 

w丸型 e放射角型 r放射型 t放射直線 
　閂止め型 

y放射流れ 
　閂止め型 

多様な穴かがり縫形状30パターンを標準装備 

標準パネル IP-310A

操作パネル（用途により操作パネルを選択下さい。） 

LBH-1790 フレキシブル性がさらに拡大! 
最高の生産性、縫品質を実現します。 

 ● 表示部に大型カラー液晶タッチパネルを採用していますので、表示が
見やすく、操作内容がわかりやすくなりました。 

 ● パソコンとの接続や、コンパクトフラッシュ（TM）によるデータ保存が
可能ですから、工場内のミシン間や遠隔地の工場間でのデータの交換
や共有ができます。 

 ● ミシンの稼動状況を表示する
ことで工程改善をサポートす
る機能、針交換や清掃時期等
を表示する保全管理機能を装
備しています。 



パール縫 ←→ ウイップ縫 一重縫 ←→ 二重縫 

 ● 下縫は、ニットなど伸びやすい素材で効果があります。 

 下縫：上糸を確実に巻き込みますから、はみ出しがあ
りません。9周まで可能です。 

 ● JUKI独自のメス複数回落し機能により、サイズ変更時のメス
交換が不要です。 
小ロットで頻繁にサイズが変更になったり、縫サイズの異なる
サイクル縫を行なう場合、穴かがりサイズに応じてメス落し回
数が自動で設定されます。 

 ● 複動ソレノイド式メス機構により、メス落ち不良やメス戻り不
良がありません。また、素材に合わせてメス圧を変更できます。 

 ● 縫長さは最大41mm。オプションで70mmまたは120mmまで
可能です。チャイルドシートベルトのベルト通し穴など、長穴
の穴かがりが可能です。 

 ● 新型糸切り機構により、下糸残り長さが短くなりました。 
さらに縫終りの止め縫でほつれを防止します。 

 ● ソフトスタート機能により縫始めの針数・縫速度設定が可能
ですから、上糸抜けを防止できます。 
（1～5針まで個別に縫速度設定が可能） 

下縫 

120mm用押え（オプション） 

下縫なし 

パール縫 ウイップ縫 1周目の状態 二重縫の完成状態 

下縫あり 

ソレノイド 上糸調子器 

（穴かがり後、素材を縦方向に引っ張った後の状態） 

 ● 各種縫製条件（糸、布地、縫速度など）に
応じた上糸張力を操作パネルで平行部・閂
止め部個別に設定でき、そのデータを記憶
します。 

 ● 平行部・閂止め部で確実に上糸張力を切り
換え、美しい縫形状を実現します。また、
糸切れ防止にも大きな効果があります。 

 ● 縫始め、縫終りの上糸張力を設定できます
から、縫始めのスッポ抜けやホツレを防止
します。 

 ● 下縫張力も個別に設定できます。 

 ● 布送り、針振り、上糸切り、下糸切り、布切りメス、押え上げ
機構を電子制御化。また、Vベルト、遮断機構、カムなどの
メカ機構を大幅に削減し、低振動・低騒音を実現しました。 

 ● すべての調整値はデータ化され、操作パネルで設定・記憶
することができます。 

（パール縫とウイップ縫の切り換えは、
ボビンケースの糸掛けおよび下糸張力
の変更が必要です。） 

・二重縫では閂止め部をスキップし、 
平行部のみ二重縫ができますから、 
閂止め部が固くなることがありません。 

・1周目と2周目の縫幅を変えることも
できます。 

効果の大きな下縫機能 

短い下糸残り長さ 

JUKI独自のアクティブ・テンション（電子糸調子機構） 

縫い設定を簡単に切り換え 

主要駆動機構を電子制御 

メス複数回落し機能を装備 



サイクル縫 
 ● 20種類のプログラムを登録でき、それぞれの
プログラムで最大15パターンまで記憶します。 

連続縫 
 ● 複数のパターンを押えを上げずに連続して
縫製することが可能です。20種類のプログ
ラムを登録でき、それぞれのプログラムで
最大6パターンまで記憶します。 
（オプション部品と交換が必要です。） 

 ● 押えが下降している状態で針棒を最右端に
移動することができますから、糸通しが簡
単に行なえます。 

●ペダル動作 

 ● 新開発のパルスモータ式自動押え上げ装置を標準装備、オペレーター
の疲労を軽減します。 
1ペダル ←→ 2ペダルの切り換えや、位置決めがしやすい中間停止も
可能です。 

 ● 押え上げ高さは任意に設定できます。 
逆転針上げ機能により、押え上昇量は最大17mmまで可能です。 

 

ペダル動作

 ペダルタイプ 

 
２ペダル

 １ペダル １ペダル 
  （中間位置なし） （中間位置あり） 

初期位置 ②中間位置 ①最高位置 ①最高位置 

 左ペダルの踏み込み量  
右ペダル１段→②中間位置

 

縫製品セット
 だけ押えが上昇、 

 　　　　↓
 

 左ペダルを戻すと下降 
右ペダル１段→③縫製位置

 
右ペダル２段→③縫製位置

 
 →③縫製位置 

縫製スタート 右ペダル踏み込み 右ペダル２段 右ペダル３段 

縫製終了 ②中間位置まで押え上昇 ①最高位置まで押え上昇 ①最高位置まで押え上昇 

針棒の縫製位置 糸通し時、針棒は右に移動 

左側の幅が狭いベッド 広いフトコロ 補助テーブル（標準付属） 

 ● エグリタイプですから、縦穴縫製が効率よく行なえます。 
頭部を横置きにした作業も可能です。 

 ● 押えのフトコロが広く、ベッドの針落ち左側の幅を大幅にカッ
トしたため、縫製物のセット性がよく、作業性が向上します。 

 ● 補助テーブル（標準付属）の装着により、縫製品
のセット性がさらに向上します。また、針落ちが
ベッドの中心になりますから、位置合わせがしや
すくなります。 

 ● 先進のドライ化技術により釜部以外は
無給油。製品の油汚れを解消します。 

 ● オプションの無給油釜に交換すれば、
完全ドライヘッドミシンにすることが
できます。 
（最高縫速度は3,300rpmとなります。） 

〈押えの位置〉 

①最高位置 

布 

②中間位置 

③縫製位置 17mm17mm

オイルタンク 

釜 

 ● 釜部には、オイルタンクからきれいな
油のみ微量給油します。 

釜部（微量給油） 

無給油部 

サイクル縫・連続縫 

簡単な糸通し 

多様なペダル機能 

操作性に優れたフレーム形状 

油汚れを解消 



 

 振り幅    品番 （A×B） 

  標準（S）  ニット用（K） 

 5mm用 400-04350 （1.4×6.2mm） ◎ 400-04352 （1.2×6.2mm） ◎ 

 6mm用 400-04351 （1.4×7.4mm）  400-04353 （1.2×7.4mm） 

●布切りメス、押え 

●針板 

 

 メス幅

 布切りメス

  押え  押え足 

 

 

   振り幅5mm用 振り幅6mm用 

    標準（S） ニット用（K） 標準（S） 

 品番 品番（布切りメス長さ） 品番（布切りメス長さ） 品番（布切りメス長さ） 品番 標準 ニット用 
  〈タイプ〉（A×B） 〈タイプ〉（A×B） 〈タイプ〉（A×B） 〈タイプ〉 （S） （K） 

6.4mm（1/4"） B2702-047-F00 

9.5mm（3/8"） B2702-047-K00-A △ 

11.1mm（7/16"） B2702-047-I00 

12.7mm（1/2"） B2702-047-L00-A ◎ 

14.3mm（9/16"） B2702-047-V00 

15.9mm（5/8"） B2702-047-M00-A △ 

17.5mm（11/16"） B2702-047-A00 

19.1mm（3/4"） B2702-047-N00 

22.2mm（7/8"） B2702-047-P00 

25.4mm（1"） B2702-047-Q00-A △ 

 
31.8mm（1-1/4"） B2702-047-S00-A

 名称 品番 品名 特長 

 400-06345 RP釜（組） 

無給油釜
 400-06349 RPボビンケース 

 137-29660 釜軸継手（組） 

 SS-8660612-TP（4コ） ネジ 

  400-06340 押え腕スペーサ 

 SM-6040450-TP（3コ） ネジ 

 145-23252 押え足 70（組）  
70mm専用

 

 145-23401 押え 70 

 145-23708 ウレタン押え 70 選択 

 145-24102 フラット押え 70 

押え 400-08646 押え足 120（組）  
120mm専用

 

（縫長さ70mm、120mm用） 400-08658 押え 120 

 400-06335 押え腕 120 

 400-06339 布送り板 120 

 400-06341 クローズカム120 

 400-06342 リフティングプレート 120  
70mm, 120mm共通

 

 SM-6050800-SP（2コ） ネジ 

 SS-6060210-SP（2コ） ネジ 

 G5001-198-0A0-A 電動糸巻き装置（組） 

電動式下糸巻き装置
 400-05405 糸巻き電源コード（組） 

 400-53150 糸巻き糸調子（組） 

 SK-3452001-SE 木ネジ 

立ち作業用2ペダル
 GPK-510010B0 立ちミシン用2ペダル（組） 

－
 

 400-03493 PKペダルジョイントコード（組） 

■ オプション 

◎本体装着　　△付属品（LBH-1790S用） ＊オプションの「押え足」は 
　ネジ：SS-6060210-SP（2コ） 
　が必要です。 

◎本体装着 

B1552-781-000-A 
（6.4～19.1mm） 
〈1〉（4×25mm） 

B1552-782-000 
（6.4～25.4mm） 
〈2〉（5×35mm） 

B1552-783-000 
（6.4～31.8mm） 
〈3〉（5×41mm） 

D1508-771-K00-A 
（6.4～19.1mm） 
〈1〉（4×25mm） 

D1511-771-KA0-A 
〈1〉 

D1511-772-KA0 
〈2〉 

D1511-773-KA0 
〈3〉 

145-24409 
（6.4～31.8mm） 
〈3〉（6×41mm） 

D1508-772-K00 
（6.4～25.4mm） 
〈2〉（5×35mm） 

D1508-773-K00 
（6.4～31.8mm） 
〈3〉（5×41mm） 

A

B

無給油釜の装着により完全ドライヘッドミシンとなります。 
（最高縫速度は3,300rpmとなります。） 

縫長さ70mmまたは120mmまで対応。 
チャイルドシートのベルト通し穴かがりが
可能です。 

単独で下糸を巻ける装置です。 

 
◎ 

 
◎ 

 
◎ 

 
◎ 

 
△ 

 
△ 

 
＊ 

 
＊ 

 
＊ 

A

B



■ 仕　様 

■ 機種表示 

縫速度 最高：4,200rpm、常用：3,600rpm 
 無給油釜（オプション）使用時：3,300rpm 

針棒ストローク 34.6mm 

布切りメスサイズ 6.4～31.8mm （1/4"～1-1/4"） 

閂止め幅 最大5mm（オプション：6mm、特別仕様部品：最大10mm＊） 

穴かがり縫長さ 最大41mm（オプション：70mm、120mm） 

針振り分解能 0.05mm 

上糸調子 アクティブテンション（電子糸調子機構） 

針数 穴かがりサイズ、縫ピッチにより自動演算 

使用針（出荷時装着番手） DP×5 （#11J） #11J～#14J 

使用釜
 DPタイプ全回転釜 

 無給油釜（オプション） 

押え上昇量 14mm（逆転針上げ時17mm） 

自動押え上げ装置 標準装備（パルスモータ式） 

針振り駆動方式 パルスモータ駆動 

布送り駆動方式 パルスモータによる間欠送り 

布切りメス駆動方式 複動ソレノイド駆動 

標準パターン数 30パターン 

記憶可能パターン数 最大99パターン 

下糸巻き装置 頭部内蔵式 

頭部駆動方式 小型ACサーボモータ（ダイレクトドライブ方式） 

電源／消費電力 単相100V・三相200V／600VA 

給油方式 釜部のみ微量給油 
 無給油釜（オプション）使用時は無給油 

使用油 釜部：New Defrix Oil No.1（ISO VG7相当） 

完成質量 112kg

＊特別仕様部品は特別注文となりますので最寄のカスタマーズセンターへお問い合わせ下さい。 
＊コンパクトフラッシュ（TM）もしくはCFA規格準拠品が使用可能です。 
＊コンパクトフラッシュ（TM）は米国サンディスク社の登録商標です。 

機種区分 

　メスサイズ コード 

6.4～31.8mm 0

仕様区分 コード 

標準 S

機種区分 

 メスサイズ コード 

6.4～25.4mm 
（押えエリア 5×35mm） 2

 仕様区分 コード 

ニット仕様 K

＊キャスター無し 

［頭部］ 

［電装］ ［脚卓：オプション］ 

LBH1790S LBH1792K

MC601 JTB34

LBH-1790S（脚卓はオプション） 

コード 

A 

E

電装電圧区分 コード 

SS 

IP310A

パネル区分 

標準パネル 

LBH-1790用IPパネル 
（CF仕様） 

単相 

三相 

100V 

200V

対象事業所名：JUKI株式会社 本社 
登 録 範 囲：工業用ミシン・家庭用ミシン・産業用ロボット等の研究・開発・設計・販売・

保守サービス、データ入力システムの販売・保守サービスにおける 
　➀環境への影響に配慮した製品開発及び技術開発 
　➁グリーン調達及びグリーン購入 
　➂省エネルギー（CO2排出量の削減） 
　➃省資源（用紙購入量の削減等） 
　➄廃棄物の削減及びリサイクル 
　➅物流の効率化（モーダルシフト、梱包の改善等） 
を推進するための環境マネジメントシステム 

〒１８２-８６５５　東京都調布市国領町８-２-１　 

558

http://www.juki.co.jp 
‡０３（３４８０）２３５７・２３５８ 
5０３（３４３０）４９０９ 

お買い求め、ご相談は JUKI販売株式会社 
本　　　 社 ‡０４２（４９９）３１８０ 5０４２（４９９）３１９１ 

東北カスタマーズセンター ‡０１９７（２５）２７２５ 5０１９７（２５）２７９０ 

関東カスタマーズセンター ‡０４２４（８０）４６４１ 5０４２４（８０）４６５６ 

中部カスタマーズセンター ‡０５２（４００）１２３４ 5０５２（４００）９２１６ 

北陸カスタマーズセンター ‡０７６（２２４）８８０５ 5０７６（２２４）８８０６ 

近畿カスタマーズセンター ‡０６（６３３９）７１２４ 5０６（６３３９）７１３６ 

中四国カスタマーズセンター ‡０８４（９７２）３８８０ 5０８４（９７２）２３８０ 

四国カスタマーズセンター ‡０８４（９７２）３８８０ 5０８９８（２５）０３３４ 

九州カスタマーズセンター ‡０９４２（４４）１８３５ 5０９４２（４４）９７２９ 

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 
　安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。 
　このカタログの記載内容は2008年5月現在のものです。（Cat.No.A08-3） 
 
　このカタログは、環境にやさしい大豆インキと再生紙を使用しています。 


