
LU-1510NA-7
カーシート仕様カーシート仕様

　*写真はオプションDL装置付

薄物素材から厚物素材までこの一台で
カーシート縫製に最適な縫い性能を発揮します。

LU-1510NA-7/CP-180

LU-1510NA-7 
1本針本縫総合送り水平大釜自動糸切りミシン



縫製対応範囲

幅広い素材対応力
ビニールレザー7枚 ニット地2枚ビニールレザー2枚

カーシート仕様

Nm100
（#16）

Nm120
（#19）

Nm130
（#21）

Nm160
（#23）

Nm180
（#24）

地糸切れ
防止対応

プラスチック縫製
太糸飾りステッチ皮革縫製ファブリックシート縫製

 （通常使用番手）

LU-1510NA-7 対応範囲
（標準Nm120）

LU-1510N-7 対応範囲（標準Nm160）

★極端な例ですが、素材や厚みの違う工程でも、上糸張力の調整無しで一気に縫い上げることができます。
　素材に負担をかけず、均一で安定した糸締りが得られます。

使用針番手

用 途



特 長
細針の使用で地糸切れを防止します。
素材に負担をかけない低テンション縫製が可能です。

同一条件による上糸張力比較

LU-1510NA-7は従来より“25％”低い
上糸張力で適正な糸締りが保てます。
そのため、薄物素材にも対応可能で、
パッカリングを低減できるのです。

ドライバーを安全かつ快適につつみ込むカーシートは、デザイン性はもちろん、そのカーシート地
そのものの素材にも、特殊性に富んだ素材（薄物素材）が多く使われるようになってきました。
本機では、従来のように厚物素材用にセッティングされた送りやゲージでは、対応が難しかった
薄物素材、さらには中厚/厚物までの幅広いレンジでの縫製を可能にしています。

LU-1510NA-7
（カーシート仕様）

LU-1510N-7
（既存モデル）

上
糸
張
力

上糸張力
25%低減 

ゲージ部品一覧表
送り歯
分　類
品　番
品　名

形　状

用　途

送り歯（φ2）
40051615
オプション

分　類
品　番
品　名

形　状

送り足（組）
40041246
標　準

送り歯（2.5×3.5）
40051616 
標準

Nm100~Nm130
#16~#21
#30~#5

̶̶

Nm120~Nm160
#19~#23
#30~#5

Nm100~Nm120
#16~#19
#30~#8

•硬い樹脂部品縫製に
おける針折れ防止

•細針用
（地糸切れ防止対応）

•押え足による上糸切れ
防止
•縫い傷防止

•細針用

2

3

3.
5

2.5

2

針板
分　類
品　番
品　名

形　状

用　途

針板
40041238
標 準

針板（歯なし）
40051724
オプション

4.5

スリット

送り足 押え足

押え足（組）
40041243
標　準

4.64.6

送り歯（2×3）
40041248
オプション

適用針番手

適用糸番手

カーシート仕様カーシート仕様

分　類
品　番
品　名

形　状



2,000sti/min
7mm（正逆）

135×17、SY3355 Nm120（工場出荷時） Nm100～Nm160
38mm
ダイヤル式
スライド天秤
水平 2倍釜

手動 ： 9mm、自動：16mm
1～6.5mm
自動給油

JUKI　ニューデフレックスオイル No.2 （ISO VG32 相当)

押え上げ区分
自動押え上げ装置ペダルスイッチ式

コード
AK151B

DL装置区分
なし
付き

コード
Z
A

頭部

電装電圧区分
単相100V
三相200V

コード
A
J

ペダル区分
1ペダル

2ペダル（PK71）
3ペダル（PK70）

コード
0
B
A

脚卓

パネル

仕様

DL28 ： 瞬時交互上下量変換装置
厚い素材や段部工程で、押え交互上下量を瞬時に最大まで切換えられます。

機種名
最高縫い速度
最大縫い目長さ
使用針
針棒ストローク
ピッチ変更方式
天秤
使用釜
押え上げ高さ
交互上下量
給油方式
使用油

DL装置 （オプション）

LU-1510NA-7 （カーシート仕様）

機種表示

621

※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2012年9月現在のものです。（Cat.No.C01-00）

（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

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

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。

LU1510NA70BAK151B Z

JTLU9 922 M51N

CP180C
CP18C
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