
MEB-3810 Series
電子鳩目穴かがりミシン〈ジーンズ・綿パンツ仕様〉

ジーンズ／綿パンツ向けの耐久性に優れた
新型電子鳩目穴かがりミシンです。

MEB-3810
最高縫い速度2,500ｓｔｉ/ｍｉｎと

布切りメスの高速化で高い生産性を実現

MEB-3810J-01A-A1MEB-EBEBMEB 381038103810810038103810JJ 0J 0J 01J 01J-0101J-01AA-A1A-A1A

マシンタイムを
大幅削減！！



MEB-3810

品名 適用かがり幅 針番手品番 縫い仕様
J00 J01 C00 C01

ミシン頭部のアーム面部は突出を抑え、さらに布切りメス位置を従来よりもオペ
レーター側に設置、素材セット時の視認性が高まり作業性が向上します。また、針糸
クランプ（オプション）の糸掴み機構も改良し視認性が高まっています。

生地セット面のフラット化を実現（総合糸切り仕様）。布セットが容易になり作業性
が向上します。

生産性向上

針板

品名 品番 縫い仕様
J00 J01 C00 C01

押え足（鳩目穴用）

品番 縫い仕様最大カット
長さ（mm） J00 J01 C00

形状（mm）
X Y C01

縫い仕様
J00 J01 C00 C01

布切りメス（鳩目穴用）

品番 縫い仕様最大カット
長さ（mm） J00 J01 C00

形状（mm）
X Y C01

布切りメス（眠り穴用）

作業・操作性の向上

最高縫い速度2,500ｓｔｉ/ｍｉｎの高速性能と低振動・低騒音を実現。
ジーンズ／綿パンツ向けの耐久性に優れた新型電子鳩目穴かがりミシンです。

交換ゲージ　一覧表 ◎ ： 標準装備　無印 ： オプション　△ ： 付属品　  ： 取付け不可

※1 従来機MEB-3200の布切りメスをスペーサー（オプション）を使用することにより、MEB-3810に取付けが可能となります。スペーサーの品番は40115728です。
※2 従来機MEB-3200のメス受けをスペーサー（オプション）を使用することにより、MEB-3810に取付けが可能となります。スペーサーの品番は40115639です。

品番サイズ
（mm）

メス受け（鳩目穴用）
縫い仕様

J00 J01 C00 C01品番サイズ
（mm）

メス受け（眠り穴用）

X

Y

形状

頭部アゴ下にLEDライトを標準装備しました。針落ち周りが明るく見やすくなり作業性が
向上します。

開閉式ボトムカバーを採用しま
した。ミシンを起こすことなく日常
メンテナンス（糸通し、下糸調整、
清掃など）が行なえます。

写真：針糸クランプ（オプション）付き

A00 （細振幅用）
B00 （広振幅用）
A01 （細振幅用）
B01 （広振幅用）

2.0～3.2mm
2.0～4.0mm
2.0～3.2mm
2.0～4.0mm

Nm90～Nm110
Nm90～Nm110
Nm90～Nm110
Nm90～Nm110

40115403
40115405
40115404
40115406

◎

◎

◎

◎

押え足（左） 22mm
押え足（右） 22mm
押え足（左） 32mm
押え足（右） 32mm
際押え足（左） 22mm
際押え足（右） 22mm
際押え足（左） 32mm
際押え足（右） 32mm
際押え足（左） 34mm
際押え足（右） 34mm
際押え足（左） 38mm
際押え足（右） 38mm
段押え足（左） 34mm
段押え足（右） 34mm
段押え足（左） 38mm
段押え足（右） 38mm

14059802
14059703
14059604
14059605
40039844
40039843
40035239
40035238
40115241
40115240
40115239
40115238
40115325
40115324
40115309
40115316

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

40115664
40115665
32063604 ※1

32063703 ※1

32063802 ※1

32063901 ※1

32064008 ※1

32064107 ※1

32064206 ※1

32064305 ※1

32066904 ※1

28
38
24
32
38
24
32
38
24
32
38

◎ ◎ ◎ ◎2.8
2.8
2.9
2.9
2.1
2.1
2.1
3.2
3.2
3.2
2.7

4.3
4.3
4.4
4.4
3.2
3.2
3.2
5.4
5.4
5.4
5.1

14041404 ※1

32065302 ※1

32065401 ※1

38
24
32

0
0
0

0
0
0

△

◎

△

◎
△

◎

△

◎

40115670
40115669
40115668
40115667
40115666
32067209 ※2

32067308 ※2

32067407 ※2

32067506 ※2

32067605 ※2

32067704 ※2

32067803 ※2

32067902 ※2

32068009 ※2

32068108 ※2

32068207 ※2

32068306 ※2

32068405 ※2

32068504 ※2

32068603 ※2

38
26
22
20
16
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

14042501 ※2

32064404 ※2

32064503 ※2

14042600 ※2

32064602 ※2

32064701 ※2

14042808 ※2

32064800 ※2

14042907 ※2

32064909 ※2

32065005 ※2

14043109 ※2

32065104 ※2

32065203 ※2

14043301 ※2

38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

MEB-3810J-01A-A1/MC-621ES/JTE01

針落ち周りの視認性向上

生地のセット性向上

上糸調子はJUKI独自のアクティブテンション機構の採用で
運針サイクル内でのテンションを電子制御することで優れた
縫い品質を実現しています。また、縫いを改良し目飛びを
防止すると共に糸締りの向上を図っています。

糸切りは２種類の仕様を準備し、お客様の用途により
お選びいただけます。
総合糸切りは、糸切りミスが無く糸切時間も短く生産性を
重視した新設計です。縫い長さ変更による糸切装置の
微調整作業が不要になっています。
針糸切りは、お客様からの要望で今回新たにラインナップ
しています。

品質向上
JUKI独自の
アクティブテンション機構の採用

総合糸切り/針糸切りの2仕様を準備

LEDライトを標準装備

開閉式ボトムカバー

MEB-3810は、最高縫い速度2,500sti/minの最高縫い速度と
布切りメスのスピードアップによりマシンタイムを約２２％※短縮し、
優れた生産性を発揮します。
小型ACサーボモーターによる上軸ダイレクトドライブ駆動の採用で
応答性に優れ低層音・低振動を実現しています。また、布切りメスは
エアー方式を採用し応答性に優れ、動作スピードが速くなりました。

マシンタイムを大幅に短縮

※条件 ； 針数 ： 直線部21針（片側）、鳩目部11針、メス長さ ： 22mm

上軸のダイレクトドライブ化、天秤カム、ルーパーカムのカム曲線の見直しにより大幅
に振動、騒音を低減しました。従来機に比べ振動で7.7dB、騒音で1.5dB低減※し、
オペレーターにやさしいミシンです。

低振動、低騒音の実現

※条件 ； 最高縫い速度（MEB-3810 ： 2500sti/min、従来機MEB-3200 ： 2,200sti/min）にて測定



コード仕様区分
J
C

ジーンズ
綿パンツ・ワーキングパンツ

コード糸切り仕様区分
00
01

針糸切り仕様
総合糸切り仕様

コードオプション区分
ZZ
A1

無し
針糸クランプ

コード電装電圧区分
Ｅ三相 200～240V （日本・輸出）

コード脚卓仕様区分
A卓上

頭部

機種表示 オプション

M E B 3 8 1 0 A

電装 M C 6 2 1 E S

J T E 0 1脚卓

・ 2連ペダル
［品番：40033831（フットペダルスイッチ組）］

・ 半沈用サブテーブル組
［品番：40115994］

押えの上下、ミシンのスタートをペダルで行えます。
※使用には2連ペダル用中継ケーブル
　（40114433）が必要です。

仕様

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

縫い目形式
縫い速度

縫い長さ

流れ閂止め長さ
布押え高さ
縫い形状変更
ボタン穴カット
布切り駆動方式
使用針（出荷時装着番手）
使用油

エアー消費量
電源／消費電力
質量

エアー圧

機械寸法

標準縫い形状

機種名

1本針二重環縫い（芯ひもあり）
400～2,500sti/min

10～38ｍｍ (針糸切り仕様）
10～34mm (総合糸切り仕様）

針振り幅 メカ的な針振り調整 ： 2.0～4.0ｍｍ
振り幅（の送り）補正 ： 1.5～5.0mm

3～15mm
標準 13mm

プログラム選択方式
先メス、後メス、メス無し
エアシリンダ駆動

Ｄ0×558　Nm90～Nm120　（Nm110）
JUKI マシンオイル18 （ISO VG18相当）

メインレギュレーター ： 0.5MPa
ハンマー圧力レギュレーター ： 標準0.35MPa （最大0.4MPa）

49.5l/min （11.6サイクル/min）
三相200V／250VA

頭部 ： 110kg、 操作パネル ： 0.3kg、 電装ボックス ： 5kg
頭部 ： 横 382mm × 縦 656mm × 高さ 584mm 
完成 ： 横 1,050mm × 縦 700mm × 高さ 1,248mm （糸立てを含めない）

鳩目穴４種（10パターン）の縫い形状を標準装備、最大89パターンの記憶が可能

縫製区分 ジーンズ
MEB-3810J

綿パンツ・ワーキングパンツ
MEB-3810C

閂止めなし 丸閂止め直線閂止め流れ閂止め

※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2016年3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

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

（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）2370
０４２（３５７）２２７４



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B514330683059308B30BB30C330C80020003A67005C0F30D530A130A430EB30B530A430BA005D0020753B97624E0A3067306E8868793A3001307E305F306F96FB5B5030E130FC30EB308430A430F330BF30FC30CD30C330C87D4C7531306790014FE13059308B305F3081306E002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B9069305730663044307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A3067306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F3092884C306A308F305A300130D530A130A430EB30B530A430BA306F67005C0F9650306B306A308A307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


