
高速1本針本縫千鳥縫ミシン 

LZ-2280N Series 

LZ-2280N Series
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定評のあるチタン釜・回転天秤の採用により、極低
張力でも高品質で安定した縫目が得られます。 
また、高速縫製時の目飛び、糸切れを防止し、糸変
化への対応力も発揮。 
化繊糸、スパン糸、綿糸など、各種の糸に幅広くご
使用いただけます。 

送り歯の傾き 

 布送り方向 

水平 

手前上がり 

手前下がり 

LZ-2280N

低振動・低騒音の頭部フレーム設計により、高速時で

も静音運転。油の溜まりにくいアーム形状、強制環流

機構など、万全の油モレ防止を実施しています。 

また、下糸巻き装置を作業のしやすい頭部上面に設置

しました。 

伸びやすい素材など、押えを常時浮かし気味に縫うこ

とで素材のズレや傷みが軽減され、効果的です。 

針振り幅調整は、扱いやすいレバー式を採用。 

また、生地端からの縫位置設定に便利な基線変更レバーを装備し、

ガイド、バインダー類を動かさずに、針振り位置の微妙な調整が

行えます。 

小刻みなピッチ調整ができる送り調整ダイヤル、止め縫用のコ

ンデンス装置を装備しています。 

送り歯の高さ、傾きの調整範囲を拡大。送り歯の傾き

は手前上がりから、水平、手前下がりまで幅広く調整

できます。 

素材への食いつき性が求められる段部の縫製なども容

易になります。 

LZ-2280N SERIES

優れた頭部構造 操作性のよい調整機構 

素材対応力がアップした送り機構 

コンデンスピッチは自在に調整可能、小きざみな調整が行えます。 

つまみひとつでコンデンスのピッチだけを小さくできます。 

縫製中に部分的にピッチを小さくすることも可能です。 

コンデンスピッチは自在に調整可能 

押え微量浮し機能を標準装備 

高速縫製でも低張力で安定した 
ソフトな縫上がりを実現します。 

高速1本針本縫千鳥縫ミシン 

針振り幅調整レバー 基線変更レバー 下糸巻き装置 

コンデンス縫 
調整ダイヤル 

 
送り長さ調整ダイヤル 
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釜の回転軸を針振り中心からずらした釜軸オフセット

機構を採用。 

釜剣先が左右振り時とも針糸を確実にすくいますから、

従来起こりやすかった右振りでの目飛び・糸切れを防

止し、高品質な縫を実現します。 

内釜にはチタン処理を施し、釜の発熱を抑え

ています。 

給油量も少なくてすむので、油ジミの発生を

防止するとともに、耐久性も向上しています。 

また、釜形状は針折れ防止に配慮しています。 

高速回転でソフトなステッチを実現する
標準2点千鳥縫ミシンです。 
針振り機構に三角カムを採用。針流れを
防止し、安定した美しい縫目を実現します。 

多様な縫仕様に対応する機種群をラインナップ 多様な縫仕様に対応する機種群をラインナップ 

釜軸オフセット機構を採用 高速回転に対応する釜 

LZ-2280N
LZ-2281N
LZ-2282N
LZ-2284N
LZ-2285N

2点千鳥縫 

広幅2点千鳥縫 

下メス付き2点千鳥縫 

2点・4点パターン切り換え機能付き 

ファゴット縫 

左 右 針 

剣先 

剣先軌跡 

左 右 

釜剣先の左右すくい
位置が異なる 

釜軸をオフセットする
ことにより、釜剣先の
すくい位置が、ほぼ均
一となる。 

従来機の状態 LZ-2200シリーズ 

高速1本針本縫2点千鳥縫ミシン 

LZ-2280N
用途に応じて針振り幅5mm（Aタイプ）と
針振り幅8mm（Bタイプ）から装着ゲージ
を選択できます。 
針振り機構に三角カムを採用。針流れを
防止し、安定した美しい縫目を実現します。 

高速1本針本縫広幅2点干鳥縫ミシン 

LZ-2281N
ファゴット縫の押え圧は、布ズレ防止の
ため左右独立して調整できます。 

高速1本針本縫ファゴット縫ミシン 

LZ-2285N
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LZ-2282N-7-WB/CP-170A

LZ-2284N-7-WB/CP-170A

2点千鳥縫 4点千鳥縫 

簡単なレバー操作で2点⇔4点を切り換え＊ 
＊切り換え時は、針棒下死点でレバーを操作してください。 

4点千鳥縫 2点千鳥縫 

下生地だけをトリミングする下メスをミシンに内蔵することで、

スリップの裾部・衿部のレース付けや、ショーツの切替レース

付け工程で、身頃へのレース縫付けと同時に身頃だけのトリミ

ングが行えます。 

1台のミシンで2点千鳥縫と4点千鳥縫が行えますから、ミシン

の稼働率がアップします。 

メスの駆動はミシンのモータとは独立していますので、縫始め

やカーブでの低速縫でもメスは高速で動き、確実なトリミング

を行います。 

また、メスの位置を針の真横にレイアウトすることで、カーブで

も一定のトリミング幅が得られるようになりました。 

メスは常に上位置で停止しますので、生地もスムーズにセットで

きます。 

メスの高さは、素材に応じて前面のレバーで簡単に変更できます。 

また、メスの高さを0にすることで作業面がフラットになり、

メス駆動も自動的にオフになりますので、通常の2点千鳥縫ミ

シンとして使用することもできます。 

2点千鳥縫・4点千鳥縫の切り換えレバー 

LZ-2282N
作業効率が大幅に向上 

LZ-2284N
1台2役でミシンの稼働率がアップ 

2点⇔4点の針振リパターンの切り換えは、オペレーターの方で

もフトコロのレバーで簡単に行えます。 

縫製品やデザインの変更もでき、ミシンの入れ替えやレイアウ

トの変更は必要ありません。 

2点・4点の切替はワンタッチ 

安定したトリミングを実現 

優れた操作性 

下メス付き高速1本針本縫2点千鳥縫ミシン 

高速1本針本縫千鳥縫ミシン〈2点・4点パターン切り換え機能付き〉 高速1本針本縫千鳥縫ミシン〈2点・4点パターン切り換え機能付き〉 
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メススライド方式により、左右振りのど

ちらでも確実に糸切りを行います。 

メスユニットは滑り板部に装着されている

ので、メンテナンスも容易です。 

縫始めの上糸を必要量だけ供給する上糸

繰り出し装置を装備。 

目飛び、上糸抜けを防止すると同時に、

糸切り後の針先糸残り量を短くできるので、

作業性もUPします。 

糸切り後の下糸は低張力で保持している

ため、スムーズな糸抜けが可能となり、

縫始めの糸ツレ・縮みを防止します。 

高速1本針本縫千鳥縫自動糸切りミシンの特長 

LZ-2280NUシリーズ 従来の千鳥縫ミシン 

JUKI独自の送り機構により、ガードルやボディースーツに使用される滑

りやすく伸縮性のある素材での「布ズレ」をシャットアウトします。 

シンプルで確実な糸切り機構 

布ズレを一挙に解消 

下送リミシンでは下生地が多く送られてしまうという常識をくつがえし、

下送り方式で布ズレを防止します。 

外見、ゲージ部品も従来の千鳥縫ミシンと同じですから、作業性にはま

ったく影響しません。 

使いやすさを追求したシンプルな機構 

簡単な調整だけで、パワーネットやトリコットなど、素材がさまざまに

変化しても、常に布ズレのない美しい縫品質が得られます。 

＊素材により、効果の出にくい場合があります。 

多様な素材変化に柔軟に対応 

上糸繰り出し装置を標準装備 下糸の低張力保持で縫始めの
トラブル解消 

LZ-2282N-7
LZ-2284N-7

信頼性の高い自動糸切りミシンは2機種にラインナップ 
飛躍的に生産性が向上します 

信頼性の高い自動糸切りミシンは2機種にラインナップ 
飛躍的に生産性が向上します 

布ズレ防止仕様高速1本針本縫千鳥縫ミシンの特長 

LZ-2280NU
LZ-2284NU
LZ-2284NU-7

高速1本針本縫2点千鳥縫ミシン 

高速1本針本縫千鳥縫ミシン〈2点・4点パターン切り換え機能付き〉 

高速1本針本縫千鳥縫自動糸切りミシン〈2点・4点パターン切り換え機能付き〉 

縫上がりの美しさを向上する 
布ズレ防止仕様は3機種にラインナップ 

縫上がりの美しさを向上する 
布ズレ防止仕様は3機種にラインナップ 

下メス付き高速1本針本縫2点千鳥縫自動糸切りミシン 

高速1本針本縫千鳥縫自動糸切りミシン〈2点・4点パターン切り換え機能付き〉 

下メス付き高速1本針本縫2点千鳥縫自動糸切りミシン 

高速1本針本縫千鳥縫自動糸切りミシン〈2点・4点パターン切り換え機能付き〉 

高速1本針本縫千鳥縫ミシン〈2点・4点パターン切り換え機能付き〉 

高速1本針本縫千鳥縫自動糸切りミシン〈2点・4点パターン切り換え機能付き〉 
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■オプション 

●無回転ボビン釜 

型式名 品　番 品　名 概　要 

 － 225-61559 タッチバックキット 

 － 225-26578 ハードポイント釜 

 RF-1 GRF-010000B0 ペダル返し装置 

 － 229-07406 押さえバネ 

 － B3129012A00 糸調子バネ 

  
M097 MAM-097000A0 ファゴット縫フォルダ組（下巻） 

糸切りなしでもタッチバックが行える装置です。 

剣先の摩耗を防止します。 

右手を使用せずにペダルで返し縫ができる装置です。（LZ-2285Nは使用不可） 

厚手の生地を縫製する際に、生地を強く抑えるためのバネです。 

上糸の張力を強くし、固い縫目で縫製することが出来ます。 

ランジェリー、ファンデーション関係、ベビー用品関係のLZ-2285Nのファゴット縫専用
フォルダです。 
（ファゴット縫フォルダ組（上巻）：MAM-09700BA0は出荷時に装着しております） 

ボビンの空転によるトラブルがなく、常に一定の

下糸張力が保たれ、縫調子が安定します。 

使用用途 
 

使用上の注意 
 
使用可能糸 

使用不可能糸 

主に2点千鳥用：スリップ、キャミソール、ショーツ等のレース付けのたいこ不良、縫ムラ対策
に有効。 

糸巻き量は従来ボビンの6割程度となりますので、4点千鳥やスカラップなどの模様縫や、2
点千鳥でもテープ付け工程には推奨いたしません。 

レジロン、ポエロン、サタン、ベルロン等のファンデーション・ランジェリー専用糸（#50、#60） 

ケバのある糸。ウーリー、ベルロンD420、D300等の多繊維糸の飾り糸。スパン糸など。 

★ご使用になる場合は、事前に販売店にご相談ください。 

235-23152 釜 
235-22550 ボビンケース（組） 
235-23004 ボビン 

●無給油ボビン/釜（特殊レース面プラスチック釜） 
油汚れ防止に効果的です。 

＊使用時には下軸前止ネジ（品番:110-79506）が必要です。 

●走路押え 
下糸の張力を軽減し、柔らかい縫目で 

縫製することが出来ます。 

235-57259 無給油釜結合 
400-03609 ボビンケースD3（結合） 
400-03610 ボビンケースD3（組） 

●押え連結部品 
本縫タイプの押えを取り付けて使用する場合の部品です。 

押えのタイプに合わせて、押え棒交換タイプか、押え棒連結タイプのセット部品を選択ください。 

・押え棒交換タイプ部品 
D1501-583‐H00 押え棒 
D1502-583‐H00 押え継足 
SS-7091110-TP 止めネジ 

・押え棒連結タイプ部品 
B1551-586-000 押え連結足 
SS-7090910-TP 止めネジ 

●太糸縫製用部品（推奨針：DP×5 #19, 134SUK Nm120） 

225-56054 太糸用糸切りユニット 
D1440-583-H00　針棒糸掛け 
400-17095 二枚皿糸調子器（組） 
225-80369 裏逃げ付き押え 

400-16408 フックギブVS
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■主要ゲージ一覧表 
最大振り幅／ 
最大送りピッチ 針　板 送 り 歯 押え（指ガード付） 備　考 
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最大振り幅／ 
最大送りピッチ 針　板 送 り 歯 押え（指ガード付） 備　考 
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LZ228

LZ228            7

■機種表示 

●高速１本針本縫千鳥縫ミシン　LZ-2280N シリーズ 

●高速１本針本縫千鳥縫自動糸切りミシン　LZ-2280N-7 シリーズ 

 機種構成区分 コード 

2点千鳥縫  0N 

2点千鳥縫（布ずれ防止仕様） 0NU 

広幅2点千鳥縫（針振5mmゲージ） 1NA 

広幅2点千鳥縫（針振8mmゲージ） 1NB 

2点千鳥縫（下メス付き） 2N 

2点･4点千鳥縫  4N 

2点･4点千鳥縫（布ずれ防止仕様） 4NU 

ファゴット縫  5N

 機種構成区分 コード 

2点千鳥縫（下メス付き） 2N 

2点･4点千鳥縫  4N 

2点･4点千鳥縫（布ずれ防止仕様） 4NU

 タッチバック区分 コード 

 なし  

 付き 0B

 自動押え上げ区分 コード 

 なし  

 AK83（ペダル式）付き AK

ワイパータッチバック区分 

 ワイパー タッチバック装置 コード 

 なし 付き 0B 

 付き 付き WB



●布ズレ防止仕様 

〒１８２-８６５５　東京都調布市国領町８-２-１　 

575

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 ‡０４２（４８０）４６４１ 5０４２（４８０）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2009年2月現在のものです。（Cat.No.03-01） 
 
　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。 

■仕　様 

　機種名
 糸切りなし 

 自動糸切り付き 

縫形式 
 

縫目図 
 

最高縫速度 

最大針振り幅 
 

最大送り量 
 
下メス最少切り代 

下メス駆動方式 

押え上昇量 
 
使用釜 

天秤 

給油方式 

使用針（出荷時） 
 
針位置変更機構 

返し縫機構 

針振り方式 

 
 
針板 

 
 

 
送り 

 
 

 
押え（組）

＊2

出荷用 
標準ゲージ 
（品番） 

LZ-2280N 

－ 

2点千鳥縫 
 
 

 

   5,500sti/min＊1 

5.0mm 
 

2.5mm 
 
－ 

－ 

手動5.5mm/ 
膝上げ10.0mm 

 

 

 

 
 

 

 

三角カム 

 
225-48010 

 
 

 
225-48119 

 
 

 
225-47970

　機種名
 糸切りなし 

 自動糸切り付き 

縫形式 

最高縫速度 

針板 

送り 

押え（組）＊2

出荷用 
標準ゲージ 
（品番） 

LZ-2280NU 

－ 

2点千鳥縫 

 

225-48010 

225-48119 

225-48671

LZ-2281N 

－ 

広幅2点千鳥縫 
 
 

 

   5,000sti/min＊1 

5.0mm（Aタイプ） 
8.0mm（Bタイプ） 

2.5mm（Aタイプ） 
5.0mm（Bタイプ） 

－ 

－ 

手動5.5mm/ 
膝上げ10.0mm 

 

 

 

 
 

 

 

三角カム 

225-48010 
（Aタイプ用） 

225-82407 
（Bタイプ用） 

225-48119 
（Aタイプ用） 

225-40009 
（Bタイプ用） 

225-48671 
（Aタイプ用） 

100-45052 
（Bタイプ用） 

LZ-2284NU 

LZ-2284NU-7 

2点・4点千鳥縫 

 

225-82407 

225-81508 

235-03162

LZ-2282N 

LZ-2282N-7 

2点千鳥縫 
（下メス付き） 

 

 

   5,000sti/min＊1 

4.5mm 
 

2.5mm 
 

3.0mm 

ACモータ 

手動4.0mm/ 
膝上げ8.5mm 

 

 

 

 
 

 

 

三角カム 

 
235-12817 

 

 
 

235-12908 
 

 
 

235-13062

LZ-2284N 

LZ-2284N-7 

2点・4点千鳥縫 
 
 

 

   5,000sti/min＊1 

5.0mm（2点） 
10.0mm（4点） 

2.5mm（2点） 
2.0mm（4点） 

－ 

－ 

手動5.5mm/ 
膝上げ10.0mm 

 

 

 

 
 

 

 

溝カム 

 
225-82407 

 

 
 

225-81508 
 

 
 

100-55051

LZ-2285N 

－ 

ファゴット縫 
 
 

 

   4,000sti/min＊1 

8.0mm 
 

2.2mm 
 
－ 

－ 

手動5.5mm/ 
膝上げ8.0mm 

 

 

 

シュメッツ438SUK 
（Nm80） 

－ 

－ 

溝カム 

 
100-61554 

 

 
 

100-64004 
 

 
 

225-91564

DP釜（内釜チタン処理） 

ロータリ―天秤 

強制自動給油式 

シュメッツ134SUK（Nm70） 

  4,500sti/min＊1

＊1  sti/minは Stitches per Minute の略です。 
＊2  押え（組）の品番は指ガード小（ワイパーなし）で表示しています。指ガード大（ワイパー付き）は品番が異なります。 

＊1  sti/minは Stitches per Minute の略です。 
＊2  押え（組）の品番は指ガード小（ワイパーなし）で表示しています。指ガード大（ワイパー付き）は品番が異なります。 

標準装備 

標準装備 


