
洗練されたフォルムに、優れた操作性と生産性

MB-1370 Series
単糸環縫いボタン付けミシン（ほつれ防止有無切換え機構標準装備）

MB-1370 SeriesMB-1370 Series



MB-1370 Series
ワンタッチで　 ボタンと　 ボタンの切り換えができます。

コ・　Ｘの縫い形状をレバー操作だけで簡単に変更で
きます。また、２種類の縫製が１台で行えるので、省スペー
スと稼働率のアップが可能となります。（ＭB－１３７７）

2００回以上の洗濯テストでもほつれなし！回以上の洗濯テストでもほつれなし！2００回以上の洗濯テストでもほつれなし！
■ほつれ防止機構を標準装備！

ほつれ防止ほつれ防止
機構付き機構付き
MB-1373/1377MB-1373/1377

ほつれ防止
機構付き
MB-1373/1377

従来機種

■結び方の違い

・デザインデザインの変化に合わせて、４ツ穴から２ツ穴へのの変化に合わせて、４ツ穴から２ツ穴への
  ボタン穴の変更も簡単に行えます。ボタン穴の変更も簡単に行えます。

・デザインの変化に合わせて、４ツ穴から２ツ穴への
  ボタン穴の変更も簡単に行えます。

QTEC＊でのJISLO217103法によるテストで実証。耐久性は抜群です。

糸結びがしっかりしているため、
最終針はほつれにくくなっています。

万一、最終針がほつれても
糸が抜けにくくなります。

◎ほつれ防止
・ほつれ防止有無切換え機構を
標準装備し、より丈夫で
美しい縫い目を実現します。

◎スピーディー
・８・１６・３２針の縫い条件に
最適な針数で、スピーディーに

縫い上げます。

◎アタッチメント
・従来機でご使用頂いている
アタッチメントがそのまま

使えます。

紳士服やブラウスなど、様々な縫製条件で多用される単糸環縫いボタン付けミシンが
更に機能を向上させ、モデルチェンジしました。

＊（財）日本繊維製品品質技術センター：繊維製品の試験機関として、日本で初めてISO9002の認証を取得。

1 2

切換え機構切換え機構切換え機構

ラベル付け等、ほつれ防止機構が不要の際はラベル付け等、ほつれ防止機構が不要の際は
有無切換え機構で「無」にします。有無切換え機構で「無」にします。
ラベル付け等、ほつれ防止機構が不要の際は
有無切換え機構で「無」にします。

最終針

コ ×

（MB-1377のみ）



■アタッチメント一覧表

注  意

▪ボタンサイズ
　A:0～6.5mm（MB-1373）
　　0～4.5mm（MB-1377）
　B:2.5～6.5mm
　C:φ20～φ28mm

▪ボタンサイズ
　A:0～4.5mm
　B:2.5～4.5mm
　C:φ12～φ20mm

▪ボタンサイズ
　A:0～3.5mm
　B:2.5～3.5mm
　C:φ10～φ12mm

▪ボタン直径16mm以下
　柄サイズ
　A:4～6mm
　B:1.6～3mm

▪ボタン直径16mm以下
　多少の柄の形状変化
　に対応

▪柄の形状が丸いボタン
　A:φ5mm
　布とボタンの間隔が狭い

▪縫い付け高さ
　A:5.5mm

▪縫いつけ高さ調節可能
　平ボタンのベタ付けも可能
　A:3mm以上
　B:9～12mm

▪ボタン直径30mm以下

▪縫いつけ高さ調節可能
　A:3mm以上
　B:9～18mm

▪サイズ
　A:8mm

▪B2447-372-0A0又は
　141-34050と組み合わせで
　使用。141-34050では
　A:3.5mm以上

▪ボタン直径16mm以下
　柄サイズ
　A:3.8～6.4mm
　B:0.5～2.5mm

▪振り幅
　3～6.5mm

小～大ボタン
/5.0mm厚

大ボタン/3.5mm厚

中ボタン/3.5mm厚

小ボタン/3.5mm厚

第一工程

第二工程

品　番

アタッチメント
略　図用　途

品　名

▪ボタンサイズ
　A:0～6.5mm（MB-1373）
　　0～4.5mm（MB-1377）
　B:2.5～6.5mm
　C:φ10～φ28mm

左

右

D2556-372-CAA

D2558-372-CAA

MAZ-201010A0

B2529-373-000

B2401-373-0BA

MAZ-040000AA

MAZ-04000BAA

MAZ-041010A0

B2552-373-BAA

B2420-373-0AA

MAZ-039010A0

MAT-64401ZBA

141-34050

B2447-372-0A0

B2440-373-0A0

D2529-373-B00A

Z201

Z032

Z556

Z558

Z252

Z035

Z040＊

Z040B＊

Z004＊

Z099＊

Z037

Z038

Z039＊

Z044＊＊

Z041

Z033

A

B

C

B

A

B

A

A

B

A

B

A

A

A

A

●従来機でご使用頂いたアタッチメントがそのまま使えます

＊アタッチメントご使用の際は、必ず針を「TQ×7」にご変更ください。
＊＊アタッチメントご使用の際は、「ほつれ防止有無切替え機構」を「無」にしてください。

平
ボ
タ
ン
用

根
巻
き
ボ
タ
ン
用

柄付きボタン用

スナップ用

金ボタン用

力ボタン用

ラベル付け用



1,500sti/min
8,16,32針

TQ×1（#16）#14～20
2.5～6.5mm

φ10～28mm
1.8～3.5mm（オプション Max. 5mm）

48.6mm
9mm

単糸環縫い
手差し

JUKI New Defrix Oil No.1（ISO VG7相当）
24kg

単相100V ・ 三相200V/200W（1/4HP）汎用モータ

標準装備（有無切換え機構付き）

丸型平ボタン（２ツ穴・４ツ穴）

柄付きボタン・根巻きボタン・スナップ
金ボタン・力ボタン・ラベル付け
（専用アタッチメント使用）

0～6.5mm 0～4.5mm

MB-1373 MB-1377

- レバー切り替え式

機種名
最高縫い速度 
針数 
使用針（出荷装着番手） 
送り量（横） 
送り量（縦） 
縫い形状 
ほつれ防止機構 
縫製パターン変更 

使用可能なボタン種類
 

 
 
ボタンサイズ 
ボタン厚さ 
針棒ストローク 
押え上昇量 
縫い方式 
給油 
使用油 
頭部質量 
電源／使用モータ 

MB1373

　　8,16,32針

　　8,16,32針

サブクラス区分 コード

00

11

小ボタン用つまみ足（Z252)

中ボタン用つまみ足（Z032）

ボタンつまみ足区分 コード

S

M

■仕様

■機種表示

コ・ X・ -

コ
X

MB1377

8,16,32針

サブクラス区分 コード

12 小ボタン用つまみ足（Z252)

中ボタン用つまみ足（Z032）

ボタンつまみ足区分 コード

S

M

コ、X

※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2014年4月現在のものです。（Cat.No.C04-00）

JUKI販売株式会社
本　　　 社     ０４２（３５７）２５３０  ０４２（３５７）２５４０
東北カスタマーズセンター     ０１９７（２５）２７２５  ０１９７（２５）２７９０
関東カスタマーズセンター     ０４２（３５７）２５３６  ０４２（３５７）２５４１
中部カスタマーズセンター     ０５２（４００）１２３４  ０５２（４００）９２１６
北陸カスタマーズセンター     ０７６（２２４）８８０５  ０７６（２２４）８８０６
近畿カスタマーズセンター     ０６（６３３９）７１２４  ０６（６３３９）７１３６
中四国カスタマーズセンター     ０８４（９７２）３８８０  ０８４（９７２）２３８０
四国カスタマーズセンター     ０８４（９７２）３８８０  ０８９８（２５）０３３４
九州カスタマーズセンター     ０９４２（４４）１８３５  ０９４２（４４）９７２９

（ダイヤルイン）
縫製機器ユニット
〒206-8551　東京都多摩市鶴牧2-11-1

０４２（３５７）２２５４
０４２（３５７）２２７４

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
 　①環境への影響に配慮した製品開発及び技術開発
 　②グリーン調達及びグリーン購入
 　③省エネルギー(ＣＯ2排出量の削減)
 　④省資源(用紙購入量の削減等)
 　⑤廃棄物の削減及びリサイクル
 　⑥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

＊sti/minはStitches per Minute（針/分）の略です。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B514330683059308B30BB30C330C80020003A67005C0F30D530A130A430EB30B530A430BA005D0020753B97624E0A3067306E8868793A3001307E305F306F96FB5B5030E130FC30EB308430A430F330BF30FC30CD30C330C87D4C7531306790014FE13059308B305F3081306E002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B9069305730663044307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A3067306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F3092884C306A308F305A300130D530A130A430EB30B530A430BA306F67005C0F9650306B306A308A307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


