
LZ-2290A-SS-7-WB

ダイレクトドライブ高速電子本縫千鳥縫ミシン 

1台で多彩な模様縫に対応するLZ-2290Aシリーズ

LZ-2290A Series

LZ-2290A Series



千鳥縫ミシンの標準機 

多彩な縫パターンを装備 

１台で多彩な模様縫に対応するLZ-2290Aシリーズ 

新型操作パネル 
IP－110

―――――――――――――――― 画面表示例 ―――――――――――――――― 

■縫製パターン 

標準仕様、布ズレ防止仕様に鳥の巣防止仕様を新たに

加えたラインナップ。すべての仕様に「微量給油タイプ」

と縫製品の油汚れを解消する「ドライヘッドタイプ」を

設定しています。多様なサブクラスから最適な仕様を選

択いただけます。 

新型操作パネルIP-110を採用、縫形状、縫の各種設定

がわかりやすく、段取り替えも容易に行なえますので、

設備稼働率がさらに向上します。 

基本的な縫形状8種類・14パターンを標準装備。ミシン本

体の操作パネルIP-110からダイレクトに縫パターンの選択

ができます。また、針振り幅・針の基線位置・ブラインドステ

ッチの針数などの設定値を簡単に変更できます。 

表示部には液晶を採用。縫形状、

針振り幅、基線位置等はピクト表

示と設定値が同一画面上に表示さ

れるのでわかりやすく、パネルの

操作性が向上しました。 

プログラム縫（定寸縫）、サイクル縫、

連続縫等、電子ミシンの機能を最大

限に生かせる機能を追加しました。

これにより様々な工程での縫製に対

応可能です。 

デジタルカメラで普及しているコン

パクトフラッシュを使用して、カスタ

ムパターンのデータ保存が可能です。

工場内でのカスタムパターンの共有

だけではなく、遠隔地でもメールを

利用してのデータ交換が可能ですの

で、縫製工場間での共有が図れます。 

1台のミシンで直線、2点、3点、4点、スカラップ、ブラインド

ステッチの千鳥縫が行なえますので、設備稼働率が大幅に

向上します。 

 
名　称 直　線 ２点千鳥 ３点千鳥 ４点千鳥

  スカラップ（左）   スカラップ（右）  ブラインド ブラインド カスタム 

     標　準 三日月 均　等 均　等 標　準 三日月 均　等 均　等 ステッチ（左） ステッチ（右） パターン 

 
 
 ステッチ 
パターン  
 
 

 針　数 1 2 4 6  24  12  24  12 3～250  最大500

LZ-2290Aシリーズ 

スカラップ縫形状設定 

連続縫 

保全機能 
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A B C B C

D

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 

オリジナルの縫パターンを操作パネル上で簡単に作成、即試縫できます。 

デザインのバリエーションが広がり、ファンデーションから婦人服、紳士服など

幅広い用途に対応します。 

入力装置やROMライターなどの準備は必要ありません。 

ソフトな風合いの縫品質 

糸調子器、ボビンケース、送りの

タイミングを改良し、ソフトな風

合いを実現しました。 

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。 

微量給油タイプの釜は内釜にチタン処理を施し、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。 

カスタムパターンを 
操作パネル上で簡単に作成 

豊富な縫のバリエーション 

●カスタムパターン 
・オリジナルの縫パターンを作成・記憶すること
ができます。 
・最大20パターン、1パターン最大500針 

●スカラップのミラー反転 
・ガードルフロントなどのスカラップ縫を美しく
仕上げます。 
・スカラップの「谷始まり」または「山始まり」
の選択が可能です。 

●ブラインドステッチパターンの針数設定 
・1パターンの針数を設定できます。 
（3針～250針） 

●左右停止位置設定 
・針の左右停止の制御が
可能です。 
・ラベル付け、ガードル
フロントの飾り縫など
の角縫で効果を発揮し
ます。 

●連続縫 
・基本パターンやカスタム 
パターンを連結できます。 
・最大10パターン、 
最大20ステップ／パターン、 
1ステップ最大500針 

●プログラム縫 
・定寸縫工程を最大20ステップまでプロ
グラムすることができ、各ステップに
最大500針までの針数設が可能です。 

●サイクル縫 
・異なるパターンを順次切り替えて縫製を行なう
ことができます。 
・最大10パターン、最大20ステップ／パターン、
1ステップ最大500針 

●重ね縫 
・止め縫や線閂などの補強縫
として使用できます。 

●コンデンスカスタムパターン　★タッチバック装置が必要です。 
・オリジナルのコンデンス縫が設定できます。ほつれ防止、閂止めに大きな効果があります。 
・縫始め、縫終り　最大20パターン、　最大64ステップ／パターン 
・自動糸切りミシンでは、糸切り後の残り糸長さを従来より短くすることができます。 

（作成例） 

（作成例） 

（作成例） 

ほつれ防止 

閂止め 

糸切り後の残短 

（使用例） 
ミシンを停止させ 
ミラー反転スイッチを押す 

ミラー反転動作
LED点灯 

反転動作 

スカラップ1パターン 

ミラー反転スイッチ 

縫方向 
縫製途中のパターン 

（作成例） 

（作成例） 

ブラインドステッチ 
1パターン 6針 

左針停止 
縫方向  右針停止 縫方向 

10針 

（作成例） 

開始点 ステップ1

ステップ2

ステップ3

ステップ4
A＋C＋B＋C
のパターン 

A

C

B

C
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LZ-2290A-SS-7

優れたメンテナンス性 

微量給油タイプはオイルパンレス構造を採用、ミシンに装着

されたオイルタンクから釜と針棒へ給油します。 

また、アーム部に注油口を設置していますので、女性オペレ

ーターでも頭部を倒さずに楽な注油が行なえます。 

膝上げやカバーを外す手間がいりませんので、ミシンの清

掃時やメンテナンス時に頭部を倒す際の煩わしさがありま

せん。 

頭部に安全スイッチを設置。万一電源を入れたまま頭部を

倒しても安全スイッチが働き、ペダルを踏んでもミシンは回

りません。 

微量押え上げ装置を標準装備。

伸びやすい素材などで布ズレや

生地の傷みが軽減されます。 

先進技術を結集 LZ-2290Aシリーズ 

オイルパンレス構造（微量給油タイプ） 

下糸巻き装置 

小型ACサーボモータ 
（ダイレクトドライブ方式） 

送り調節ダイヤル 
（無段階微調整） 
送り調節ダイヤル 
（無段階微調整） 

注油口 

アタッチメント取付け座 頭部ヒンジ 
（針落ちから10cm右へ移動） 

押
え
浮
か
し
ネ
ジ 

300mm

広いフトコロスペース 

送り量は最大5mm＊まで可能ですから、1台で標準送りから、

荒目送りまで対応します。荒目送りはショーツのゴム付け工程

など、ゴムを伸ばして縫う場合に効果的です。 

（＊布ズレ防止仕様は最大2．5mmです。） 

送り調節ダイヤルは、無段階調整ですから、送り量の微調整が

可能です。 

1サイズ大きなロングアーム新型頭部 

優れた基本性能 

従来の千鳥縫ミシンより1サイズ大きなロングアーム頭部を新

開発。フトコロが広くなり、縫製素材の取り回しがしやすく、作業

性が向上します。また、アゴ部形状は針元が見やすいデザインと

なっています。 

高い生産性 
使用頻度の高い2点千鳥・針振り幅4mm以下で、電子千鳥縫

ミシンでは最高レベルの縫速度5,000rpm＊を実現。生産性

を向上します。（＊ドライヘッドタイプおよび布ズレ防止仕様を除きます。） 

大きな送り量 

針振り幅は全ての縫形状で0.1mm単位で調整でき、最大

10mm＊まで可能です。最大針振り幅でも目飛び、糸切れな

どの縫トラブルは発生しません。 

（＊10mm対応用のゲージが必要です。） 

針振り幅は最大10mm

静音・低振動 
最適バランス、高剛性の頭部フレームを実現。ダイレクトドライブ

方式の採用と合わせ、大幅な騒音・振動を低減しました。オペレ

ーターの疲労を大幅に軽減します。 

オイルタンク 

安全スイッチ 
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LZ-2290A-DS-7-WB

ダイレクトドライブ高速電子本縫千鳥縫ミシン（ドライヘッドタイプ） 

完全無給油化で縫製品の油汚れを解消 

無給油化により、油の飛散がまったくなく、縫製品を油で汚

す心配がありません。 

定期的な注油や、釜の油量調整も不要です。また、ゲージ交

換、ミシンの清掃などのメンテナンス時にミシンやテーブル

を油で汚すことがありません。 

千鳥縫ミシンの実用縫速度4，000rpmを達成。各種縫製品

の千鳥縫工程で効率的に使用できます。 

新開発の特殊レース面プラスチック釜は、耐久性・可縫性に

優れ、各種糸への対応性も抜群です。釜油量の変化による

糸調子の変化もなく、高品質で安定した縫が得られます。 

ダイレクトドライブ高速電子本縫千鳥縫自動糸切りミシン 

定評ある糸切り機構 

シンプルで確実な 
糸切り機構 

上糸繰り出し装置を 
標準装備 

タッチバックスイッチは 
プッシュボタン方式を採用 

多様な工程に対応する豊富なラインナップ 

上糸繰り出し装置 

タッチバックスイッチ 

 
仕　様

  ドライヘッドタイプ   微量給油タイプ 

  糸切りなし  自動糸切り付き 糸切りなし  自動糸切り付き 

標準
 LZ-2290A-DS 

LZ-2290A-DS-7-WB
 LZ-2290A-SS LZ-2290A-SS-7-0B 

 LZ-2290A-DS-0B   LZ-2290A-SS-0B LZ-2290A-SS-7-WB 

布ズレ防止
 LZ-2290A-DU 

LZ-2290A-DU-7-WB
 LZ-2290A-SU LZ-2290A-SU-7-0B 

 LZ-2290A-DU-0B   LZ-2290A-SU-0B LZ-2290A-SU-7-WB 

鳥の巣防止  － LZ-2290A-DS-7-CB  － LZ-2290A-SS-7-CB 

布ズレ・鳥の巣防止　  － LZ-2290A-DU-7-CB  － LZ-2290A-SU-7-CB

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

行ないます｡ 

メスユニットは滑り板部に装着

されているため、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、作業性もアップします。 

素材の取り回し時の誤操作を防止し、オ

ペレーターに合わせた最適位置調整が

可能です。 

下糸の低張力保持で 
縫始めのトラブル解決 

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・縫縮みを防止します。 
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LZ-2290A-SU-7-WB

ダイレクトドライブ高速電子本縫千鳥縫自動糸切りミシン（鳥の巣防止仕様） 

縫始めの「鳥の巣」を防止 

ダイレクトドライブ高速電子本縫千鳥縫ミシン（布ズレ防止仕様） 

滑りやすい素材での「布ズレ」を防止 

●主な対象工程 

鳥の巣防止仕様 

表 裏 表 裏 

標準仕様 

●上糸クランプ ●押え 

内蔵メス 内蔵メス 
エアークランプ エアークランプ 

横払い式 
ワイパー 
横払い式 
ワイパー 

新開発の送り機構により、ガードルやボディースーツなどに

使用される滑りやすく、伸縮性のある素材での「布ズレ」を

防止します。 

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ものがあります。） 

下送り方式で布ズレを防止します。外見、ゲージ部品も標準

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。 

LZ-2290A-SS-7-CB

縫始めの糸のからまりによって生地裏に発

生する「鳥の巣」を防止し、高品位な縫を実

現します。糸摘みが不要となり、生産性、縫

品質がアップします。 

糸切り後の上糸を保持していますので、生

地端からの縫製時に上糸が釜に食い込んで

しまう等の縫始めに起こるトラブルを防止で

きます。 

JUKI独自のエアー＋ボール式の上糸クラ

ンプ装置により、上糸を確実に保持して縫始

め、押えに内蔵したメスで切断し、カットした

糸クズも吸引され自動的に処理されます。 

鳥の巣防止に加え、布ズレも防止する機能

を持つ、〈布ズレ・鳥の巣防止仕様〉も設定

しています。 

①補強布付け 
②ウエストゴム付け 
③当て布付け 
④裾レース付け 
 
⑤補強布付け 
⑥当て布付け 

① 

② 
③ 

④ 

⑤ ⑥ 
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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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・押え品番は、指ガード形状により異なります｡ 
　上段：指ガード大（ワイパー付き）   下段：指ガード小 
・LZ-2290A-□S（-7）は最大送り5mm、LZ-2290A-□U（-7）は最大送り2.5mmのため、ゲージ選定時ご注意下さい｡ 
・その他、千鳥縫用ゲージ、アタッチメント類を多数そろえておりますのでお問い合わせ下さい｡ 

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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LZ2290A

■オプション 

■機種表示 

●押え連結部品 

●糸切りなし（完成品） ●自動糸切り付き（完成品） 

★頭部区分D（ドライヘッド）はWBまたはCBを選択下さい。 

●無回転ボビン釜 ●AK121自動押え上げ装置 

★押えは別途ご注文下さい。 

（押え棒交換タイプ） 

型式名 品　番 品　名 概　要 

 － 400-10795 タッチバックキット 

 
 － 400-03640 オプションスイッチキット 
 

AK121 GAK-A21000B0 自動押え上げ装置（ペダル駆動式） － 
  

 － 111-59456 キャスターセット 
 
 
－
 D1501-583-H00 押え棒 押え連結部品 

  D1502-583-H00 押え継ぎ足 （押え棒交換タイプ） 

 
－
 B1551-586-000 押え連結足 押え連結部品 

  SS-7090910-TP 止めネジ （押え連結タイプ） 

 － 225-26578 ハードポイント釜 

LZ-2290A-□□（糸切りなし）でもタッチバックが行なえる装置です。 

手元操作で各種機能＊を使用できます。立ちミシン作業等での操
作に有効です。 
＊半針補正・1針補正・バック補正・自動押え上げ・糸切りなど 

 
 

キャスター、下支柱などのセット品です。レイアウト変更など、
ミシンの移動に便利です。 

 

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。 
 

 

剣先の磨耗を防止します。 

 頭部区分 コード 

標準  S 

ドライヘッド D

 仕様区分 コード 

標準  S 

布ズレ防止仕様 U

LZ2290A        7

 頭部区分 コード 

標準  S 

ドライヘッド D

 仕様区分 コード 

標準  S 

布ズレ防止仕様 U

 装置・アタッチメント区分 コード 

なし 

自動押え上げ装置 
（ペダル駆動式） AK121

ワイパー・タッチバック区分    

ワイパー タッチバック 鳥の巣防止 コード 

なし 付き なし 0B 

付き 付き なし WB 

付き 付き 付き CB

 タッチバック区分 コード 

なし 

付き  0B
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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 



■仕　様 
［ドライヘッドタイプ］ 

　　機種名
 糸切りなし LZ-2290A-DS LZ-2290A-DU － －  

 自動糸切り付き LZ-2290A-DS-7 LZ-2290A-DU-7 LZ-2290A-DS-7-CB LZ-2290A-DU-7-CB 
仕   様  標準 布ズレ防止仕様 鳥の巣防止仕様 布ズレ・鳥の巣防止仕様 
最高縫速度   4,000rpm （2点千鳥は針振り幅 5mm以下） 
最大針振り幅   標準8mm（ゲージ交換により10mm） 
針振り機構   電子制御式 
最大送り量  5.0mm 2.5mm 5.0mm 2.5mm 
押え上昇量   手動 5.5mm／膝上げ 10mm 
使用釜   専用無給油釜（特殊レース面プラスチック釜） 
天    秤   ロータリー天秤 
使用針（出荷時）   オルガンDP×5（#10）、シュメッツ438（Nm75）  
標準縫パターン数   8種類・14パターン 
カスタムパターン記憶容量 内部メモリー：20パターン　拡張メモリー：999パターン 
最大針数    500針／1パターン 
連続縫パターン   最大10パターン、20ステップ、500針／ステップ 
本体入力機能   標準装備（操作パネル：IP-110A） 
下糸巻き装置   頭部内蔵式 
頭部駆動   小型ACサーボモータ（ダイレクトドライブ方式） 
給油方式   無給油 
フトコロの広さ／ベッドサイズ  300mm／517mm×178mm 
エアー圧／エアー消費量 －  0.6MPa／2dK（ANR）/1サイクル（糸切り1回） 
電源／消費電力   単相100V・三相200V／定格600VA 
完成質量   糸切りなし：98kg、自動糸切り付き：100kg

　　機種名
 糸切りなし LZ-2290A-SS LZ-2290A-SU － － 

 自動糸切り付き LZ-2290A-SS-7 LZ-2290A-SU-7 LZ-2290A-SS-7-CB LZ-2290A-SU-7-CB 
仕   様  標準 布ズレ防止仕様 鳥の巣防止仕様 布ズレ・鳥の巣防止仕様 

最高縫速度
  5,000rpm 4,500rpm 5,000rpm 4,500rpm 

   （2点千鳥は針振り幅4mm以下） 
最大針振り幅   標準8mm（ゲージ交換により10mm） 
針振り機構   電子制御式 
最大送り量  5.0mm 2.5mm 5.0mm 2.5mm 
押え上昇量   手動 5.5mm／膝上げ 10mm 
使用釜   DP釜（内釜チタン処理） 
天    秤   ロータリー天秤 
使用針（出荷時）   オルガンDP×5（#10）、シュメッツ438（Nm75）  
標準縫パターン数   8種類・14パターン 
カスタムパターン記憶容量 内部メモリー：20パターン　拡張メモリー：999パターン 
最大針数    500針／1パターン 
連続縫パターン   最大10パターン、20ステップ、500針／ステップ 
本体入力機能   標準装備（操作パネル：IP-110A） 
下糸巻き装置   頭部内蔵式 
頭部駆動   小型ACサーボモータ（ダイレクトドライブ方式） 
給油方式   針棒・釜への微量給油（オイルパンレス方式） 
使用油   JUKI ニューデフレックスオイル No.1（ISO VG7相当） 
フトコロの広さ／ベッドサイズ  300mm／517mm×178mm 
エアー圧／エアー消費量 －  0.6MPa／2dK（ANR）/1サイクル（糸切り1回） 
電源／消費電力   単相100V・三相200V／定格600VA 
完成質量   糸切りなし：98kg、自動糸切り付き：100kg

［微量給油タイプ］ 

＊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。 
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‡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2008年7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。 


