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S-7732012(F)

HZL-UX8
制御方式

名　称 機能説明

コンピュータ

ぬい模様数 368内蔵されているぬい模様数

ボタン穴かがりぬいの方式

スタート・ストップボタンの色がミシンの状態で変わる機能

1分間に針が上下する最高の数

自動で上糸と下糸を同時にカットする機能

自動で針穴に糸を通す機能

文字ぬいのフォント数 アルファベット・数字４フォント、日本語フォント１

ボタン穴かがり  自動（センサー方式）固定板あり

スタート・ストップボタン
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ボタンを押したとき

最大ぬい速度 1,050針／分

自動糸切り ○

ワンハンド自動糸通し自動針糸通し

糸調子 自動（デジタル制御）

自動止めぬい 自動止めぬい糸切り
ぬい始め、ぬい終わり個別設定可

送り機構 7枚歯　BOX送り

○

○（デジタル制御）ドロップフィード

○

無段階調節（デジタル調節)

下糸巻き 独立モーター式

クイック下糸セット

LED 6灯

下糸カウンタ

下糸切れセンサー

○

○

ライト

なし

直線専用仕様 直線用針板、直線用送り歯、直線押え

微量押え上げ 押え圧ダイヤルで設定

フリーアーム ○

ぬい目の長さ・幅変更
ダイヤル式　数値液晶表示
ぬい目の幅：最大7㎜
ぬい目の長さ：最大5㎜

針基線数（直線／直線以外）
 

37 / 模様による

上下左右模様反転

２本針ぬい

エロンゲーション ○

○※2本針はオプション

スタート／返しぬい速度設定 ○

針上下ボタン ○

インチングぬい ○

針停止位置切り替え ○

ピボット機能 ○

メモリー機能 10パターン

押え水平ボタン ○

押え上げ高さ（1段階 / 2段階）
ボタン式　6・8・10mm
レバー式　6mm / 12mm

ひざ上げレバー式　6・8・10mm / 12mm

ロックモード ○

操作ガイド アニメーション・イラスト・文章表示

付属 品 本体ケース

補助ベッド

ひざ上げレバー

ワイドテーブル 同梱

ソフトケース 付属品収納付き

同梱（電子ひざ上げ制御機構）

○（アクセサリー収納可能）

専用ケース

フットコントローラー 同梱（独立フットスイッチ機能付き）

アクセサリー入れ

付属品

仕様 外形寸法 602(W)×310(H)×264(D)mm

ふところサイズ 305×120mm

質量（本体）

下糸巻きの方式

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

ぬいピッチ、縫い運針数から下糸の使用量をカウントする機能

下糸巻き量が一定量以下になったらお知らせする機能

ミシンの作業面を照らすライトの種類と数

直線をより美しく縫い上げるための機能

押えを少し浮かせてぬえる機能

筒物ぬいのときなど、補助ベッドを外してぬいやすくなる機能

ぬい目の長さ、幅を変更できる機能

ぬい模様の基本となる針位置の数

模様を反転させる機能

針幅2mmの並行したぬいができる機能

模様のぬい密度は変更せず、全体の長さを変更できる機能

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

針位置を上下に切り替えられる機能

ボタン操作で極低速でぬえる機能

ミシン停止時の針位置を上下に切り替えられる機能

ぬい停止時に針下停止の状態で押えが自動で少し上がり、
再スタートで押えが自動で下がって縫える機能

文字や模様の組み合わせ、設定値の保存数

基本押えの黒色ボタンを押すことで、厚物のぬい始めに押えを水平に保持できる機能

押えが上がる量

電源が入った状態ですべての操作を無効にできる機能

ミシンの主な使い方をパネル上で確認できる機能

ミシンをきずやほこりから守るケース

取り外し可能なベッド

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

ミシンの作業スペースを広げるテーブル

スタート、ストップ、ぬい速度調整を足元で操作できる

押えをはじめとした小さな付属品の収納ケース

ミシンの幅×高さ×奥行(mm)

針より右側の作業スペースの幅×高さ(mm)

本体のみの質量 14.9kg

クイック下糸巻き

基本押え（A）/ 直線押え（S）/ 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）/ ボタン穴かがり押え（E）/ 手動ボタン穴かがり押
え（I）/  オープン押え（O）/ パッチワーク押え（P）/ 7mmガイド押え（7）/ 
キルト押え（ルーラー用）（Q）/ 落としぬい押え（R) / 直線用針板 / 直線用送り
歯 / ボビン（4個）/ 針セット　HA×1：11番（1本）：14番（1本）：16番 (1
本）ニット：11番（1本）/ 棒定規 / 補助糸立棒 / 専用ドライバー / リッパー（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）/ フットコントローラー/ 膝上げレバー / ワイドテーブル / 電源コード / ミシ
ンカバー / クイックリファレンスガイド / 付属品ボックス

JUKIスマートフィード（JSF）

押え圧調節

上下の糸調子のバランスを調節する方式

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

生地を送る送り歯の数と送り方式

フリーモーションやボタン付けのときに送り歯を下げる機能

糸をボビンの穴に通すことなく、ボビンに巻きつけるだけで下糸を巻く準備ができる機能

薄地の縫いズレや縫い伸びを軽減することができます

生地を押さえる押え圧力を調節できる機能

機能

HZL-UX8　主な機能・仕様一覧

異次元の操作性
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異

User Experience



糸調子
（弱）

糸調子
（強）

昼光色から電球色まで、色温度が調整できます。生地や糸の色の組合
せによる見難さも解消できます。

昼光色

電球色

ふところサイズ 12 インチの
ミシン初のアクセサリー収納ポ
ケット付き補助ベッド。使用頻
度の高いアクセサリーを手元の
所定位置に保管できます。

光学センサーで、下糸量が一定量
になるとお知らせします。
下糸残量を気にすることなく安心
して縫製ができます。

操作パネルの目盛り部分を指でスライ
ドさせることで、糸調子の調整ができ
ます。

調整値に合わせてアニメーションが
変化します。

直近縫製の10個の縫いが履歴として残ります。

履歴は、縫い模様のイラストで
確認できるため、わかりやすく、
タッチで簡単に再設定できます。

初期設定値から変更され
た部分は、青色でハイラ
イト表示されます。

調整による変化をアニメーションで視覚的にイメージすることが
できます。

伸びやすい生地も、押え圧を調整するこ
とで、伸ばさずキレイに縫えます。

好評の縫い目の幅、長さ調整に加え、押え
圧も操作パネル下の調節ダイヤルで、簡単
に調整できるようになりました。縫い途中
でも、押え圧を変えることができるので、
縫い伸び、縫いズレにも即座に対応できま
す。

使い手の本気に
　　　応える操作性

インチカラータッチ液晶パネル

スマホやタブレットを使う感覚で、直観的に模様の選択や編集、
各種設定の変更から操作動画の確認まで、ストレスを感じずに行
えます。重要度・頻度の高い操作を絞り込み、従来とは全く異な
るアイコン等の配置・操作性を実現しました。

スマホのように感覚的な操作が可能7

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

ライトの色も変えられる調光機能

調整値の見える化を実現

押え圧も手元ダイヤルで調整可能に

履歴が残る、簡単に再現できる

下糸が無くなる前にお知らせ

よく使うアクセサリーをいつも手元に

調整前 調整後

HZL-UX8

希望小売価格：586,300 円（税込） 
JAN：4946973007492



S M L

豊富な機能、基本性能の高さから、思い通りの縫製が可能に

ソーイングをより快適に

JUKI スマートフィードを使う
ことで、薄地の縫いズレや縫い
伸びを軽減することができます。

ユニットを引き下ろすだけで安
定した送りが得られます。

角度・方向の設定範囲が広がったことで、テーパリングの可能性が広がりました。

押え圧調整ダイヤルを
使って、簡単に押えをわず
かに浮かせて縫えるため、
キルトやベルベットも縫
いズレなく、美しい仕
上がりです。

ひざ上げレバーで押えを 2 段上げし
た場合、送り歯が自動で下がります。
送り歯が生地に引っかかることなく、
生地の出し入れもスムーズです。

アップリケのカーブ縫いなど、方向を
変えながらの縫製が両手を生地に添え
たまま楽にできます。

押え上げ時の自動送り歯下げ ピボット機能

厚地や段部でも確実に送り、左右の縫い密度補正も自動で行います。

付属のキルト押えで、ルーラー
を使ったフリーモーション
（ルーラーワーク）もできます。
※ルーラーはオプション

縫い始めに針穴に布が食い込むことを防ぐだけでなく、キワを縫っ
たり、小回りを利かせたりと、直線専用ミシンでしか得られなかっ
た操作性を実現。

直線専用の押え、送り歯、針板にワンタッチで交換できます。

押えの幅が狭くても、直線専用の送り歯がしっかり布を
送るため、キワ・カーブ縫いなどのハンドリングもスムー
ズです。

事前に模様長さを設定す
ることも、事後に実際に
縫った長さを記憶させる
こともできます。

記憶機能、反転機能を使うことで星形のアップリケなど
も簡単に美しく仕上がります。

テーパリングの最初と終
わりに、それぞれの角度・
方向を選択できます。

メス幅を切り替えられるので、
ボタンサイズだけでなく、ボタ
ンの厚みに合わせたボタンホー
ルを縫うことが出来ます。

メス幅調整機能

微量押え上げ使用

微量押え上げ未使用

微量押え上げ機能

ボタン一つで送り歯が下げら
れるので、フリーモーション
設定も簡単に行えます。

直線用針板 直線用送り歯

NEW

NEW

JUKI スマートフィード
(内蔵型先引き上送りユニット)

直線専用仕様に簡単切り換え

テーパリングがより簡単に、バリエーションも増えて広がる楽しみ

多彩な押え上げ機能

家庭用ミシンのレベルを超えた美しいボタンホール スムーズで快適なフリーモーション

固定板&センサー方式によるボタンホール縫い。 透明なキルト押えで針元も見やすく。



広がりを見せるオリジナルのソーイング

LEDポインタ アタッチメント取付台
十字 LEDポインタで、縫い始めの位置決めが簡単に

LEDポインタを使うと、縫い始め位
置の確認に針を一度布に落とすこと
なく、縫い始めることができます。
LED ポインタに変えて、スコープを
取り付けることもできます。

LED ポインタやスコープ、
拡大レンズの取付具をミシ
ンに取り付けるための固定
台です。

縫製中の写真や動画を SNS へ簡単
に投稿できます。※スコープは市販
品をご購入ください。

模様を平行につなげて
縫う時の目安にも使え
るので、創作の幅も広
がります。

拡大レンズ（跳ね上げタイプ） 押えジョイント キルト押え（オープンタイプ）

太糸デコレーション用専用釜
太糸デコレーション

付属品ボックス 電動式ひざ上げレバー フットコントローラー（独立フットスイッチ機能付き）
応答性が良く、
軽い力で布か
ら手を離すこ
となく押えを
上下できます。

押えやボビン
などの付属品
が全て収納で
きます。

フットスイッチはペ
ダルの左右どちらに
も取り付け可能で
す。さらに 7 種類の
スイッチ操作を割り
当てることができま
す。

品番：40245194
希望小売価格：8,800円 (税込）

品番：40247079　希望小売価格：4,400円 (税込） 品番：40207583
希望小売価格：3,300円 (税込）

品番：40224355
希望小売価格：1,980円 (税込）

品番：40247203
希望小売価格：3,300円（税込）

品番：40247205
希望小売価格：15,400円（税込）

品番：40247204
希望小売価格：2,200円（税込）

糸立て台（二本用）

太糸やリボンを使って下糸で装飾縫
いをする時に使います。装飾したい
糸をボビンに巻き、模様縫いやフリー
モーションで柄を描きます。

太糸やリボンも使
えるので、より立
体的なデコレー
ションが楽しめま
す。

針元を拡大するルーペとして使います。使わない時は、手元
をふさがない位置まで移動させることができます。

アタッチメント取付台（品番：40247204）を使用してください。
押え棒に直接取り付けるタイプの
押えに使用します。

大きい糸ゴマを2本立てられます。 押えジョイントを使用してください。

わくわくするような体験を通じて、あなたの理想のソーイングライフを実現

スマホライクなタッチパネル操作
で、ワンポイント模様や文字の組
合せがとっても簡単になりました。
以前に作成した模様も、画面で確
認しながら、呼び出すことができ
ます（最大10保存）

上下・左右の反転による組合せ
など、1 つの模様から多様な表
現が可能です。

確認したい操作方法をタイトルから選び、アニメーション動画で確
認することができます。

確認したい操作のQRコードをスマホで読み取ることで立体動画
を呼び出せます。

付属品

オプション品

模様の組み合わせや呼び出しもラクラク

縫い模様一覧（368模様）

スムース押え（JSF用）
品番：40248701
希望小売価格：1,100円 (税込）

JUKI スマートフィードが使えるスムース
押えです。送りにくい素材に有効です。

その他のオプション

オプション品で、ますます楽しく！付属品でより使いやすく！7インチ液晶と
アニメーションで
広がる利便性！

sample343mm(13.5” )

570mm (22.4” )

305mm (12.0” )

120mm (4.7” )

詳細な操作方法を、ミシン本体とスマホで確認できます


