
LS-1340 Series
筒型１本針本縫総合送り水平大釜ミシン

LS-1341
LS-1342
LS-1342-7（小物ゲージ仕様、自動糸切り）

（小物ゲージ仕様）

LS-1341

LS-1342LS-1342-7/CP-180

LS-1341
LS-1342
LS-1342-7

（小物ゲージ仕様）

（小物ゲージ仕様、自動糸切り）



定した縫いピッチと抜群の小回り性！
筒物縫製に最適なLSシリーズ　安

ボックス送り 交互上下機構

高い押え上昇量 交互上下量は最大6.5mm

針流れが少なく、目詰まりが
減少します。

素材の厚さが変化しても交互
上下量の比率は変化しません。

優れた小回り性

優れた操作性、メンテナンス性

交互上下量の設定・変更が簡単
（LS-1342、LS-1342-7）

厚物縫製の幅広い用途に
対応する可縫性と送り性能

トップカバー

シリンダー
カバー

大型はずみ車

下糸巻き装置

ダブルテンション

送り調節ダイヤル

膝上げ装置

LS-1341 LS-1342

16mm

LS-1341

安定した縫いピッチと抜群の小回り性！
筒物縫製に最適なLSシリーズ　

筒型１本針本縫総合送り水平大釜自動糸切りミシン
LS-1342-7

タッチバックスイッチを軽く押すだけで返し縫いが行えます。

LS-1342-7/CP-180

瞬時交互上下量変換機能（DL装置）を標準装備

確実な糸切り機構

DL
スイッチタッチバック

スイッチ

小物ゲージを標準装備

見やすい針元
便利なタッチバック装置を標準装備

筒型１本針本縫総合送り水平大釜自動糸切りミシン
LS-1342-7

上糸緩めソレノイドは頭部背面に装着して
いますので、針元が見やすく、作業性に
優れています。

針板、送り歯は、小回り性に優れた小物用
ゲージを装備。鞄や革ケースなどの角部
の小回りが容易です。

糸の可切番手は#30～#5まで対応し、
剛性の高い糸切り機構が確実に糸切り
を行います。カバンなどの縫製工程を
幅広くカバーします。

厚い素材や段部などの送りにくい工程で
は、DLスイッチを押すことにより、瞬時に
交互上下量を最大に切り換えることが
でき、目詰まりのない美しい縫い目が
得られます｡

手元スイッチ、膝スイッチ付きです。

●エアー式自動押え上げ装置

●タッチバック装置

●吊り定規 H152

●ペダル式押え上げ装置

●瞬時交互上下量変換機能（DL装置）*

●Vタイプバインダー N074

●ゲージ、アタッチメント

機種名

LS-1341
LS-1342

品番
MAN0740M0AB

テープ幅 (mm)
26

仕上り幅 (mm)
12

MAN0740K0AB 22 10
MAN0740H0AB 18 8
MAN0740F0AC 13～14 6
MAN0740E0AC 11～12 5

機種名

LS-1342

品番
40103191
40103192

備考
［DL-26Aキット］
［DL-26Bキット］

●3連ペダル PK70

鞄縫製などのパイピングテープ付け
工程に最適な水平送り・
同調バインダーです。
＊LS-1342-7には装着できません。

糸切りなしミシンで自動押え上げ装置とタッチバック装置を併用する場合は、
AK-147AまたはAK-147Bを選択下さい。

DL装置は単独では使用できません。［DL-26Aキット+タッチバック装置
+AK-147E］のセットで使用します。
自動押え上げ装置、タッチバック装置がすでに装着されている頭部に
後付けする場合はDL-26Bキットをご購入下さい。

操作性に優れた立作業用の３連ペダル
品番
GPK700010A0
（LS-1342-7用）

機種名
LS-1341
LS-1342

品番
21434857
21434956 LS-1341

エッジガイド

●Vタイプキット
■ オプション■ オプション■ オプション■ オプション

品名
エッジガイド（組）
バインダー取付け板

品番
B91013400A0
B9104340000

備考
－

エッジガイド取付けねじ MAM22709000 2コ
エッジガイド取付けねじ座金 WP0551016SH 2コ

バインダー用
LS-1341
LS-1342

LS-1342-7

AK-147A 40103185 ○ － ○ －
AK-147B 40103186 ○－

○－

○ －

○－ ○ －

AK-147C 40103187
AK-147D 40103188
AK-147E 40103189

○ － ○－
○－

機種名 型式名 品番
スイッチ方式

なし 付き

機種名 品番 備考
LS-1341, LS-1342 40103190 エアーレギュレーター付き

21433404
SM6051602TP
21433503

押え上げ腕

SM6051552TP押え上げ板止ネジ×2コ
13160304S型金具×2コ
B8131019000鎖

押え上げ腕止ネジ
押え上げ板

品番品名

MAH152010A0
SS7151610SP
WP0621016SD

吊り定規（組）

WS0610002KNばね座金×2コ

吊り定規（組）止ねじ×2コ
座金×2コ

品番品名

針棒ストローク、押え上昇量が大きく、またダブルテンション
の採用で太糸、高張力縫製に対応し、厚物縫製の幅広い用途
に使用できます。

押え足と上送り足の上下ストローク（交互上下量）は、
頭部上面の大型ダイヤルで簡単に変更できます。また、
その設定値に基づい
て縫い速度が自動
調整されますので、常
に理想的な縫製条件
が維持されます。

スリム化した針板形状ですから、最小φ40ｍｍまでの小物の
筒縫いに対応します。鞄、靴はもちろん、財布などの小物も
スムーズに縫い上げます。

シリンダーベッド先端部の下面は、取り外しが容易な
カバー式ですから糸クズなどの掃除が楽に行えます。

膝上げ機構をベッド部にビルトイン、膝上げ圧が軽減し、
セットアップ性も向上しています。

アーム上面が全開になるフルオープントップ。調整作業
が簡単に行えます。

集中油芯方式の給油機構を採用。面倒な注油の手間を
大幅に削減します。（釜部は手差し）

上送り機構をアームに内蔵化し、油の飛散を防止して
います。

縫い目長さの設定は送り調節ダイヤルで簡単に行え
ます。見やすい針元、アーム前面に配置した下糸巻き
装置、大型はずみ車（φ160mm）など、操作性が向上
しています。

標準仕様に加えて、小物ゲージ仕様も準備しています。
（LS-1342、LS-1342-7）

下送りの微調整機構を標準装備していますので、縫いズレに
対する調整が行えます。

剛性の高い新型ボックス送りを採用した送り機構が、優れた
送り性能を発揮します。また、素材の厚さが変化しても交互
上下量の比率が変化しない機構ですから、段部でも目詰まり
が無く、安定した縫いピッチで縫い上げます。

エアーレギュレーター
ペダル
スイッチ式

膝
スイッチ式



※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2015年7月現在のものです。（TN）

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

■ 仕様■ 仕様■ 仕様■ 仕様
機種名 LS-1341 LS-1342 LS-1342-7

ゲージ仕様
最高縫い速度

標準
2,000sti/min

小物用ゲージ
2,500sti/min（交互上下量2.5mm以下）

最大縫い目長さ
針棒ストローク
押え上昇量
天秤

6mm（正逆共）
36mm

手動9mm／膝上げ16mm
スライド天秤

交互上下量
交互上下ダイヤル
瞬時交互上下量変換機能（DL装置）

2.5～6.5mm
－
－

1.0～6.5mm
標準装備

オプション* 標準装備
使用釜
使用針（出荷時装着番手）

水平1.6倍釜
135×17（Nm160） Nm100～Nm180、（DP×17 ＃16～24）

使用糸 #40～#5 #30～#5
上糸調子器
下送り微調整機構
下糸巻き装置
膝上げ装置
安全装置
給油方式
使用油
フトコロ広さ
筒部外径

ダブルテンション方式
標準装備
頭部内蔵式
頭部内蔵式
標準装置

集中油芯給油（釜部：手差し）
JUKIニューデフレックスオイルNo.2（ISO VG32相当）

255mm
φ72mm

頭部質量
タッチバック装置
エアー圧／エアー消費量
電源／消費電力

37.5kg
オプション
－
－

40kg
標準装備

0.5MPa｛5kg/㎠｝・0.3Nℓ／min
単相100V・三相200V／750W

＊タッチバック装置、自動押え上げ装置とセットで使用　※sti/minはstitches per minute(針／分）の略です。

■ 機種表示■ 機種表示■ 機種表示■ 機種表示
［糸切りなし］ ［自動糸切り］

LS134 LS134270B

*LS-1342はサーボモータまたはエレクトロモータを使用下さい。
（速度制御が必要です。）

コード
1341
1342

機種区分
水平1.6倍釜
水平1.6倍釜, 小物ゲージ仕様*

コード
0

ペダル区分
1ペダル

A3ペダル（PK70）
B2ペダル（PK71）

コード
A

電装電圧区分
単相100V

J三相200V

コード
1342

機種区分
水平1.6倍釜, 小物ゲージ仕様

コード
B

エアー式自動押え上げ区分
ペダルスイッチ式（AK147B）
なし

［脚卓］
JTLS3 922 M51N

［パネル］
CP180C
CP18C

★上記は、LS-1342-7/SC922A/M51Nのものです。

JUKI ECO  PRODUCTS JUKI ECO PRODUCTS基準をクリアした環境に配慮した商品です。

●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。

＊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、それらに加え、自主的に環境負荷物質の排除を定めた基準です。

JUKI ECO PRODUCTSの詳細につきましては http://www.juki.co.jp/eco/index.html を参照下さい。
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