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ポケット付け一連の工程をフルオート化し、
高い生産性と安定した品質を実現



AP-876
ポケット付け一連の工程をフルオート化し、
高い生産性と安定した品質を実現
ポケット折り、身頃へのセット、縫い付け、閂止、スタッキングまで一連の工程を
自動化し、高い生産性と脱技能化が図れ安定した品質を約束します。

ポケットセッター〈ジーンズ仕様〉

脱技能、品質向上生産性アップ
ジーンズなどの後ポケットは商品の顔とも言え、そのでき
映えは商品の価値を左右する重要な工程です。
AP-876は、簡単な操作で脱技能化に貢献し、安定した
高品質のポケット付けを実現します。

ポケット型交換部品

ポケット型の交換時間は、工具を使わずにでき、５分以内です。
小ロット生産にもフレキシブルに対応します。また、ポケット型は
構成部品点数を削減し低価格化。従来よりランニングコストを
低く抑えることができます。

上糸調子にはAMSで好評をいただいているアクティブテンションを採用しま
した。縫製途中でのテンションがピンポイントで変更可能となり、布の厚みに
連動させた上糸張力の設定や、縫い方向により変化する糸調子の補正は、
容易にパネルから1針毎の入力が可能です。上糸調子の再現性があります
ので、生地厚変更の段取り時間も削減できます。

X-Y送り駆動にエンコーダー付きパルスモーターを採用。素材の重さ・縫い
目の長さに合わせ最小の電力で駆動し、消費電力を低減できます。従来機
（AVP-875）と比較して、消費電力を12％削減しています。

スタッカーは最大64枚までスタックで
きます。また、スタッカー容量検知を
標準装備しています。スタッカーは、
操作パネル（IP-420）の操作で本体
内に格納でき移動に便利です。

操作パネルには大型カラー液晶画面の〈IP-420〉を
採用。縫製データの入力、修正がミシン本体で可能と
なりました。またUSB対応で各種メディア（USBメモリ、
SDカード、CF、SM、FD）が使用可能です。

縫製データ作成編集ソフトPM-1は
コンピュータ画面上で、IP-420より
さらに詳細な縫製データの入力、
確認、修正が簡単に行えます。

セットテーブル奥のスペースを設けてオーバー
オールなど懐スペースが必要なアイテムにも
対応します。

折り込みゲージ

従来機（AVP-875）のポケット型も、ゲージ交換セット（オプション）を使用する
ことで取り付け可能です。

※

押え板 型板

美しく安定した縫い品質を実現する専用頭部

生産性

7.1倍
1ポケット

9.9秒 釜

針位置

針と釜は同心 釜軸心と針心をOFF SET

剣先軌道

左 右 左 右

釜剣先のすくい位置が左右振り時とも均一となり、目飛び・糸切れが減少します。

針

剣先

一般的な状態 AP-876
（釜軸オフセット）

釜剣先の左右すくい位置が異なる 釜軸をオフセットすることにより、
釜剣先のすくい位置が、ほぼ均一となる

手元プーリー手元プーリー上糸切れ検知装置上糸切れ検知装置 手元プーリー上糸切れ検知装置

エンコーダー制御で消費電力削減

一連の作業を完結するスタッカー

操作パネルは見やすい
大型カラー液晶画面を採用

ポケット型の交換が簡単

アクティブテンション

オーバーオールにも対応

ポケットは、テーブル面上で折り込むとともにポケット型のたわみ防止により、ズレや
膨らみのないシャープな折りが得られます。身頃へのポケットセットでは垂直方向に
移動・加圧するのでセットズレがありません。

押え板は縫製エリア中央部で保持し、ポケット全体をムラ無く均一に加圧しますので
縫製時の生地のバタツキを防止します。また、ミシン頭部にはJUKI独自の釜軸オフ
セット機構を採用し、針振り時の目飛び・糸切れが無く美しく安定した縫い品質を
実現します。

●ズレのない美しい折り

●安定した縫い品質

AP-876はポケット付け一連の工程をフルオート化してい
ます。これらの工程を汎用機で行なった場合、AP-876と
同等量の生産を行なうには、
◎アイロン ： ２台（ポケット折り）
◎１本針本縫自動糸切りミシン ： ５台（ポケット付け縫い）
◎閂止ミシン ： １台（ポケット口閂止）
の計８台（８名）が必要です。
AP-876はこれを１台（１名）で行えます。

ポケットのセット、折りと縫製のオーバーラップ作業ができ
１台で高い生産性を実現します。搭載頭部には、専用の
高速１本針本縫千鳥縫い自動糸切りミシンを採用し、最高
縫い速度は4,000sti/minです。当社従来機（AVP-875）
と比較して５％サイクルタイムを短縮しています。
※ポケット縫製 条件 ： 340針（中型ポケット）

汎用機 AP-876 比較

生産量
工程時間
オペレーター数
設備台数
工程数

316ポケット
70秒
8名
8台
3

2237ポケット
9.9秒
1名
1台
1

7.1倍！
約1分削減！
7名削減!
7台削減!
2工程削減!

※作業時間 ： 8時間（28,800秒）、余裕率 ： ３０％

※生産量は1人当りのものです。

〈導入効果比較〉

〈工程時間、生産性比較〉
汎用機ポケット付け工程 AP-876

316ポケット生産量 2237ポケット

ポケット折りアイロン
ポケット付け縫い
ポケット口閂止

9.9秒
14秒
48秒
8秒

70秒

●1ポケット 9.9秒※

●使用設備、人員の削減

ポケット付け一連の工程を9.9秒/ポケットで行ないます。
一般汎用機に比べ7.1倍の生産性を実現します。

JUKI独自の釜軸オフセット機構

［PM-1 Ver.3］ ※別売り



機種表示

仕様

オプション

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

A P 8 7 6 S Z S Z Z D

コード仕様区分
876Sフルオートタイプ（折込み装置付き）

コード型区分
Zポケット型無し

コードスタッカー区分
Sクランプバースタッカー

コードオプション区分
ZZ無し

コード電装電圧区分
D三相 200～240V

★ポケット型は別途購入ください。

搭載頭部
最高縫い速度
縫製範囲
縫い目長さ , 最大針振り幅
使用針（出荷時装着番手）
使用釜
上糸切れ検知装置
スタック枚数
記憶パターン数

送り方式
電源、消費電力
エアー圧、エアー消費量
完成品質量

●機械寸法

機種名
高速1本針本縫い千鳥縫い自動糸切りミシン（専用頭部）

4,000 sti/min
250mm × 250mm

0.1mm ～ 6.0mm , 4.3mm
シュメッツ 134 SERV7 （Nm130）

垂直全回転1.7倍釜
標準装備
最大64枚

エンコーダ付きパルスモーター、X-Y押え駆動
三相200V / 655.2VA

0.5Mpa （5kg/cm2）、 220 dm3/分
558Kg

 本体メモリー ： 999パターン
 外部記憶メディア ： 999パターン

AP-876

縫製パターンとポケット型の照合確認を
行ないます。

バーコードリーダー

★下糸供給装置（AW-2）付きは、特別注文機となります。詳しくは販売店にお問い合わせ下さい。
下糸供給装置は、ボビンの装脱着、ボビンの残糸除去、ボビンへの糸巻き、ボビンケースへの糸掛け等のボビン交換に伴う作業を完全自動で行います。
オペレータによるボビン交換作業は一切不要です。

●従来機種比で12％の省電力化を達成しています。
●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。
●従来機種に対し総部品点数を削減し、さらに共用化部品比率をアップしています。
●従来機種に対し梱包材質量を65％削減しています。

★カタログに記載された製品/商品名は、
　各社の商標もしくは登録商標です。

＊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。

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。

505

※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

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

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

ポケットや身頃の位置決めを容易に
します。

マーキングライト（4本組）

本体取り付けタイプの身頃の置き台
（バータイプ）です。

身頃置き台

当社従来機（AVP-875）のポケット型を
取り付ける場合に必要です。

ゲージ交換セット
［品番：40119168］ ［品番：40116756］ ［品番：G90118750B0］ ［品番：40122410］

本体

1,784

スタッカー

948

1,172

718

高さ ： 1,490（糸立て含まない）

（寸法はmm）
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