
◎HZL-EX7主な機能・仕様一覧

名称 機 能説 明 HZL-EX7 
機 能 制御方式 コンピュータ

ぬい模様数 内蔵されているぬい模様数 287 
文字ぬいのフォント数 ひらがな ・ カタカナ ・漢字1フォント、アルファベット数字3フォント
ポタン穴かがり ポタン穴かがりぬいの方式
ダイレクト模様選択 よく使うぬい模様をポタン操作1つで選択できる機能

スタート・ストッブポタン スタート ・ ストッブポタンの色がミシンの状態で変わる機能

最大ぬい速度 1分間に針が上下する展高の数
自動糸切り 自動で上糸と下糸を同時にカットする機能
針自動糸通し 自動で針穴に糸を通す機能
糸調子 上下の糸調子のバランスを調節する方式
自動止めぬい ぬい始めとぬい終わりに自動的に返しぬい／止めぬいを行う機能
送り機構 生地を送る送り歯の数と送り方式
押え圧調節 生地を押さえる押和王力を調節できる機能
ドロップフィード フリーモーションやポタン付けのときI�差り歯を下げる機能
クイック下糸セット ガイドに沿って糸掛けするだけで下糸を引き出さずにぬい始められる機能
下糸巻き 下糸巻きの方式
ライト ミシンの作業面を照らすライトの種類と数
スライト針板 針穴を直線用に切り替える機能
フロートモード 押えを少し浮かせてぬえる機能
フリーアーム 筒物ぬいのときなど、補助ペッドを外してぬいやすくなる機能
ぬい目の長さ幅変更 ぬい目の長さ、幅を変更できる機能
針基線数（直線／直線以外） ぬい模様の基本となる針位置の数
模様（左右）反転 模様を左右に反転させる機能
2本針ぬい 針幅2mmの並行したぬいができる機能
スタート／返しぬい速度設定 ぬい始めや返しぬい ・玉止めのぬい速度を設定できる機能
玉止めぬい ぬい始めやぬい終わりに目立たない止めぬいをする機能
低速インチングぬい 針上下ボタンを長押しすることで極低速ぬいができる機能
ピポット機能 ぬい停止時に針下停止の状態で押えが自動で上がる機能
メモリー機能 文字や模様の組み合 わせ、設定値の保存数
押え水平ポタン 基本押えの黒色ポタンを押すことで、厚物のぬい始めに押えを水平に保持できる機能

押え上げ高さ(1段階 ／2段階） 押えが上がる呈

コードリール 竃源コードを引くだけで出し入れできる機能
付属品

本体ケース ミシンをきずやほこりから守るケース

ワイドテーブル ミシンの作業スベースを広げるテーブル
フットコントローラー スタート、ストップ、ぬい速度調整を足元で操作できる
ひざ上げレバー 手を使わずにひざの操作だけで押えを上下できるレバー

基本押え(A) ／ファスナー押え(B) ／裁ち目かがり押え(C) ／ブラインドステッチ押え(D)/
ポタン穴かがり押え(E) ／手動ポタン穴かがり押え(I)／上送り押え(N) ／オープン押え(0)/
バッチワーク押え(P) ／キルト押え(Q) ／落しぬい押え(R) ／スムース押え(T) ／ポビン(4個）／

付属品 針セット HAx1 11番 (1本） 14番(1本） 16番(1本）ニット11番 (1本）／2本針(1組）／
棒定規／補助糸立棒／はと目バンチ／専用ドライバー／リツバー（糸ほどき）／掃除用ブラシ／
糸巻き当て座（大）／糸巻き当て座（中）／糸巻き当て座（小）／ハードケース／ワイドテーブル／
フットコントローラー／ひざ上げレバー／取扱説明書／操作サポートDVD

仕様 外形寸法 ミシンの幅X両さx奥行(mm)
ケースセット時寸法 本体ケースを取り付けたときのミシンの幅X高さx奥行(mm)
ふところサイズ 針より右側の作業スペースの幅X高さ(mm)
質量（本体） 本体のみの質量

◎多彩なオブション

拡大レンズ 糸立台 コンシール®ファスナー押え ポタン付け押え

針元を約14倍に拡大し、よりはっきり 糸立台と糸案内のセットで、大きい 突合せ状態のコンシールファ ポタンを固定し、ジグザグでポ
と確認することができます。 チーズ巻き糸も使えます。 スナー付けに。 タンを付けることができます。

品番40164074 品番40163897 品番40080955 品番40080969

希望小売価格 3,630円（税込） 希望小売価格 6,050円（税込） 希望小売価格 495円（税込） 希望小売価格 495円（税込）

一
■アフターサービスはお買い上げの販売店へお問い合わせください。
転居などの理由によるアフターサービスについて、四相談、こ要望がこざいましたら右記へお電話ください。

alUKI 
JUKI株式会社
〒206-8551東京都多摩市鶴牧2-11-1
https://www.juki.co.jp 

JUKI ECO PRODUCTS�温醤芦醤閉臼
をク

リアし
た

●RoHS指令などの有害化学物質規制よりも更に
厳しいJUKIグループグリーン調達ガイドライ
ンをクリアしています．«C● 』UKIECO PRODUCTS JUKI ECO PRODUCTSの詳細につきましては

http://wwwJuki.cojp/eco/index.htmlを参照下さい．
•RoHSとは、欧州(EU加盟国）で電気電子機器を対象に、有害物質（鉛、水銀、

カドミウム、六価クロム、など）の使用を制限した指令．JUKIグリ ーン調達
ガイ ドラインはそれらは！え、自主的に園却見荷物質⑬捕余を定めた基準（るd.

＊この印刷物に記戦の商品の色は、 実際と多少異なる場合がこざいます。
また、製品改良のため、仕様の一部及び希望小売価格を予告なく変更することがありますのでこ了承ください。

＊こ購入の際には、こ購入年月日、 販売店名などの所定事項が記入された保証書を必すお受け取りになり、大切に保管してください。

自動（センサ一方式）固定板あり
10模様
緑色スタート可能とぬい中のとき
赤色スタート不可能のとき
橙色模様ぬいの途中で止めぬいポタンを押したとき
1.050針／分
゜

ワンハンド自動糸通し
自動
自動止めぬい糸切り
7枚歯 BOX送り
無段階調節
゜

゜

独立モーター式
LED2ヵ所
゜

゜

゜

ダイヤル式
37 / 3 
゜

゜

゜

゜

゜

゜

10バターン
゜

ポタン式 6mm 
レバー式 6mm/ 12mm 
゜

ハードケース
付属品収納付き
同梱
同梱（フットスイッチ機能付き）
同梱

445X291x210mm 
51 Qx305X257mm 
203X112mm 
103kg 

三ツ巻き押え キルH屑え（オーブンタイブ）

フリルなどの布端の始末に。 フリーモーション時に針落ち
(3mm) 位置が見やすくなります。
品番40080958 品番40080949
希望小売価格 770円（税込） 希望小売価格 1,980円（税込J

本カタログの価格は全て税込表示となっています。

お客様相談室眉蘊i 0120-677-601

ef盟 2103(U)S-746

HZL-EX7 alUKI 



ア ー ト

に応えてくれるミシンで、作品は芸術になる。

やりたかったことができる喜びと、

ワンランク上の仕上がりが、

いままでにない至福の時間を作りあげる。

高い質惑、信頼性、ぬい心地。

すべてが新しいJUKI HZL-EX7で、

あなたの作品は芸術になる。 二

F 
異素材のぬい合わせ

可 『
アクセサリ ー ケース

可 『
レース模様のサンプラー

可 『
エンブレムのポーチ

可l

ペロアとシャンタンを オーガンジーに かざり模様を並べてぬって、 中央に花模様のワンポイント、

カーブぬいでぬい合わせ、 金糸銀糸のかざり模様と、 レース風の新しいステッチに． 周囲にかざり模様を加えて．

スバンコールを添えて． アイレットぬいを入れて．
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HZL-EX7 希望小亮1ili椙：374,000円（税込） JAN:4946973001728 

外形寸法：幅445X高さ291X奥行き210mm 質量：103kg（本体） ハードケース、 ワイドテーブル、 フットコントロ ーラー

、 ひざ上げレバー付き






