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Global Player

リーディング企業として日本の、
世界の「ものづくり」を支えます。

三菱電機グループは、「常により良いものを
目指し、変革していく」という“Changes for 
the Better”の理念のもと、活力とゆとりの
ある社会の実現に取り組んできました。そし
ていま、時代に応える“eco changes”の精
神で、家庭から宇宙まで、あらゆる事業を通
じ、環境に配慮した持続可能な社会の実現に
向けてチャレンジしています。そのために、
社員一人ひとりがお客さまと一体となって、
グローバルな視点で、暮らしを、ビジネスを、
社会を、より安心・快適に変えてゆきます。
三菱電機グループは、技術、サービス、創造力の
向上を図り、活力とゆとりある社会の実現に
貢献します。

三菱電機グループは、以下の多岐にわたる分野で事業を展開しています。

重電システム
タービン発電機、水車発電機、原子力機器、電動機、変圧器、パワーエレクトロニクス機器、遮断
器、ガス絶縁開閉装置、開閉制御装置、監視制御、保護システム、大型映像表示装置、車両用電
機品、エレベーター、エスカレーター、ビルセキュリティーシステム、ビル管理システム、その他

産業メカトロニクス
シーケンサ、産業用ＰＣ、ＦＡセンサー、インバーター、ＡＣサーボ、表示器、電動機、ホイスト、電
磁開閉器、ノーヒューズ遮断器、漏電遮断器、配電用変圧器、電力量計、無停電電源装置、産業
用送風機、数値制御装置、放電加工機、レーザー加工機、産業用ロボット、クラッチ、自動車用電
装品、カーエレクトロニクス、カーメカトロニクス機器、カーマルチメディア機器、その他

情報通信システム
無線通信機器、有線通信機器、監視カメラシステム、衛星通信装置、人工衛星、レーダー装置、
アンテナ、放送機器、データ伝送装置、ネットワークセキュリティーシステム、情報システム関連
機器及びシステムインテグレーション、その他

電子デバイス
パワーモジュール、高周波素子、光素子、液晶表示装置、その他

家庭電器
液晶テレビ、ルームエアコン、パッケージエアコン、ヒートポンプ式給湯暖房システム、冷蔵庫、
扇風機、換気扇、太陽光発電システム、電気温水器、LEDランプ、蛍光ランプ、照明器具、圧縮
機、冷凍機、除湿機、空気清浄機、ショーケース、クリーナー、ジャー炊飯器、電子レンジ、
IHクッキングヒーター、その他

e-F@ctoryによる次世代のつながる工場へ
FA統合ソリューション「e-F@ctory」は、
FA技術とIT技術を活用することで開発・生産・保守の全般にわたるトータルコストを削減し、
お客様の改善活動を継続して支援するとともに、一歩先のものづくりを指向するソリューションを提案します。

無人搬送機
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シーケンサ
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バーコードリーダ

表示器

アンドン

ロボット
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目飛びあり 目飛びなし

全てはユーザビリティ向上のため

カマ、中押え、糸切りのデジタル調整ができます。

SeriesPLK-

調整時間を削減し、
さらに一度行った調整を再現可能縫製パターンに沿って中押えが生地全体の厚みを自動で測定し、縫製物

に合わせた中押えの高さを調整します。

中押えの高さ調整時間を短縮

作業者がすべり板の下に潜り、ボビン交換が必要だった従来大型機種に
比べ、Jシリーズではすべり板の開閉窓からボビンを簡単に交換できる
ため、作業者の負担が軽減します。

※PLK-J2516-YU
　/J2516R-YUは除く

※特定条件下にて測定

ボビン交換用開閉窓

一括縫製で作業効率が大幅アップ。

※PLK-J4040RH/J10050RH
　のみ対応

極厚物も素早く、まとめて縫製

角縫い・縫い始め・縫い終わりの調整を感覚的に簡単に。

誰でも簡単にきれいな角出し

中押えの新モーション制御により、薄物から厚物まで、多種多様な生地を
最適に押えます。

ベストタッチの生地押え より速く、より美しく

低振動+低騒音＝省電力。
地球環境と作業環境を考えたら、ますます省エネになりました。

優れた省エネ効果
１針目から安定した糸絡みで、生地も糸も時間も節約。
縫い品質に直結する、捨て縫いが困難な縫製物に威力を発揮します。

1針目から安定した糸絡みを実現

〈生産性と省エネの両立〉

PLK-G6030R
25%cut

PLK-J6040R 縫製エリア拡大も、
従来機から消費電力を25％削減

生地の厚みをチェックし、縫う前にセッティングミスを発見します。
かま給油タイミングをデジタル化し、給油忘れ、過剰給油を防止します。

ポカヨケもミシンにおまかせ

縫い目異常検知機能を搭載し、不良検出（スクリーニング）に加え、デー
タを外部出力し、良否判定・良品保証（トレーサビリティ）を支援します。

品質管理から品質保証へ

世界最高クラス（2020年4月現在）の
実縫製速度を実現。
曲線も大きな縫い目も、速く
美しく縫製します。
※3.0mmピッチ：2,300ｒｐｍ
（PLK-J6040R間欠送り）
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120%120%

180%180%

190%190%

130%140%

160%170%

200%

生地

曲線縫製時の
テンション

開始点

デジタルテンションにより、ミシンが
縫製パターンに合わせて最適なテ
ンションを選択します。

最適なテンションを自動設定

100%

200%

200%

100%

100%

150%

200%

100%

100%

200%

針棒

生地

中押え

針が生地に刺さる前に
しっかり押える

針が生地から抜けた後
までしっかり押える
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PLK-
PLK-

PLK-
PLK-
PLK-

型名
項目 PLK-J2516-YU PLK-J2516R-YU

縫い目形式 一本針本縫い
使用かま 半回転2倍かま 全回転2倍かま
使用針 DP x 17 #18

最高縫い速度（注1） 間欠送り2,300rpm　　連続送り2,300rpm （注1）

送り方式 間欠・連続送り（切り替え方式）
縫い目長さ 0.1-20.0mm　（最小分解能0.1mm）
最大針数 20,000針/パターン数

最大パターン数 9,000（注2）

記憶媒体 USBフラッシュメモリ
外押え方式 エアーシリンダー駆動

糸切れ検知,目飛び検知（注3） オプション対応（MP-J25-AD）
ステッチアラート（注3） ー

外形寸法 幅1,200 x 奥1,144 x 高さ1,230 mm
質量 187kg
電源 200～240V　単相/三相

縫製エリア
300 x 200mm : PLK-J2516-YU/2516R-YU

縫製エリア
400 x 400mm : PLK-J4040/4040R/4040R3
600 x 400mm : PLK-J6040/6040R/6040R3

型名

項目

PLK- 
J4040/ 

PLK- 
J6040

PLK-
J4040R/

PLK-
J6040R

PLK-
J4040R3/

PLK-
J6040R3

縫い目形式 一本針本縫い
使用かま 半回転2倍かま 全回転2倍かま 全回転3倍かま
使用針 DP x 17 #18

最高縫い速度（注1）

間欠送り
2,000rpm

連続送り
2,000rpm

間欠送り2,300rpm
連続送り2,500rpm

送り方式 間欠・連続送り（切り替え方式）
縫い目長さ 0.1-20.0mm　（最小分解能0.1mm）
最大針数 20,000針/パターン数

最大パターン数 9,000（注2）

記憶媒体 USBフラッシュメモリ
外押え方式 チャッキング方式

糸切れ検知,目飛び検知（注3） 標準装備
ステッチアラート（注3） ー

外形寸法 幅1,350 x 奥1,570 x 高さ1,205 mm
質量 440kg
電源 200～240V　単相/三相

（注1）縫製物の種類や押えの質量、縫い目長さなどにより、最高速度が出ない場合があります。
（注2）縫製パターンの針数などによって、最大パターン数が制限される場合があります。
（注3）全ての縫い目異常検知を保証するものではありません。縫製条件に合わせて必ず調整を行ってか

らご使用ください。

22 22

22 22

33

2516-YU
2516R-YU

4040/6040
4040R/6040R
4040R3/6040R3
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PLK-
PLK-
PLK-

PLK-
PLK-
PLK-

縫製エリア
1,000 x 500mm : PLK-J10050/10050R/10050R3

縫製エリア
1,200 x 600mm : PLK-J12060/12060R/12060R3

型名
項目

PLK-
J10050

PLK-
J10050R

PLK-
J10050R3

縫い目形式 一本針本縫い
使用かま 半回転2倍かま 全回転2倍かま 全回転3倍かま
使用針 DP x 17 #21

最高縫い速度（注1）

間欠送り
2,000rpm

連続送り
2,000rpm

間欠送り2,500rpm
連続送り2,500rpm

送り方式 間欠・連続送り（切り替え方式）
縫い目長さ 0.1-20.0mm　（最小分解能0.1mm）
最大針数 20,000針/パターン数

最大パターン数 9,000（注2）

記憶媒体 USBフラッシュメモリ
外押え方式 チャッキング方式

糸切れ検知,目飛び検知（注3） 標準装備
ステッチアラート（注3） ー

外形寸法 幅2,122 x 奥1,941 x 高さ1,205 mm
質量 620kg
電源 200～240V　単相/三相

型名
項目

PLK-
J12060

PLK-
J12060R

PLK-
J12060R3

縫い目形式 一本針本縫い
使用かま 半回転2倍かま 全回転2倍かま 全回転3倍かま
使用針 DP x 17 #21

最高縫い速度（注1）

間欠送り
2,000rpm

連続送り
2,000rpm

間欠送り2,300rpm
連続送り2,300rpm

送り方式 間欠・連続送り（切り替え方式）
縫い目長さ 0.1-20.0mm　（最小分解能0.1mm）
最大針数 20,000針/パターン数

最大パターン数 9,000（注2）

記憶媒体 USBフラッシュメモリ
外押え方式 チャッキング方式

糸切れ検知,目飛び検知（注3） 標準装備
ステッチアラート（注3） ー

外形寸法 幅2,522 x 奥2,112 x 高さ1,205 mm
質量 650kg
電源 200～240V　単相/三相

22 22

22 22

33 33

（注1）縫製物の種類や押えの質量、縫い目長さなどにより、最高速度が出ない場合があります。
（注2）縫製パターンの針数などによって、最大パターン数が制限される場合があります。
（注3）全ての縫い目異常検知を保証するものではありません。縫製条件に合わせて必ず調整を行ってか

らご使用ください。

10050
10050R
10050R3

12060
12060R
12060R3
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PLK- PLK-

縫製エリア
400 x 400mm : PLK-J4040RH

縫製エリア
1,000 x 500mm : PLK-J10050RH

型名
項目 PLK-J4040RH

縫い目形式 一本針本縫い
使用かま 全回転6倍かま
使用針 DD x 1 #26

最高縫い速度（注1） 間欠送り1,000rpm　　連続送り1,000rpm （注1）

送り方式 間欠・連続送り（切り替え方式）
縫い目長さ 0.1-20.0mm　（最小分解能0.1mm）
最大針数 20,000針/パターン数

最大パターン数 9,000（注2）

記憶媒体 USBフラッシュメモリ
外押え方式 チャッキング方式

糸切れ検知,目飛び検知（注3） ー
ステッチアラート（注3） 標準装備

外形寸法 幅1,350 x 奥1,570 x 高さ1,250 mm
質量 460kg
電源 200～240V　単相/三相

型名
項目 PLK-J10050RH

縫い目形式 一本針本縫い
使用かま 全回転6倍かま
使用針 DD x 1 #26

最高縫い速度（注1） 間欠送り1,000rpm　　連続送り1,000rpm （注1）

送り方式 間欠・連続送り（切り替え方式）
縫い目長さ 0.1-20.0mm　（最小分解能0.1mm）
最大針数 20,000針/パターン数

最大パターン数 9,000（注2）

記憶媒体 USBフラッシュメモリ
外押え方式 チャッキング方式

糸切れ検知,目飛び検知（注3） ー
ステッチアラート（注3） 標準装備

外形寸法 幅2,122 x 奥1,941 x 高さ1,250 mm
質量 640kg
電源 200～240V　単相/三相

66 664040RH 10050RH
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PTN-JX
縫製パターン作成・修正

DXF
Converter
CADデータ変換・修正

PLKJ-VIEW
各種データ管理

PLKJ-STEP
簡易シーケンス作成・編集

PLKJ-SET
設定データ編集

パソコン画面で縫製パターンを作成・修正  ➡ すぐに試し縫い

②同期ボタンをクリック
　修正データをミシンに転送
②同期ボタンをクリック
　修正データをミシンに転送

①パソコンの
　大きな画面で修正
①パソコンの
　大きな画面で修正 ③USB接続により、すぐに試し縫いが可能

PC

有償版PTN-JX

CADデータを縫製データに変換  ➡ 直感的操作でちょい直し 有償版

ドラッグ&ドロップで
順序変更

DXF
Converter

ミシンの操作パネルで行う設定作
業が、パソコン上でより簡単に操作
できます。

ミシンや外部機器の動作を
プログラムできます。

パソコン画面で縫製パターン
を作成できます。

簡単に縫製パターンを
修正できます。

パターンA縫製

↓
ガイドを上げる

↓
５秒間停止

↓
パターンB縫製

ミシン用データをツリー表示やサ
ムネイル表示で、簡単に管理でき
ます。

●縫い品質をコントロール
　縫製データに送りモーション、中押えモーション、デジタルテンションを設定可能。
●三菱電子ミシンに対して読み込み、修正、書き込みが可能。
　（対応機種：PLK-J, G, E, Bシリーズ）
●同期モード

PTN-JX DXF
Converter PLKJ-VIEWPLKJ-STEP PLKJ-SET

無償版につきましては
下記URLよりダウンロードが可能です
http://www.mtco-web.co.jp/
sewing_machine/download/software.htmlセットCD

有償版PTN-JX 無償版

繰り返し
試し縫い

ブロックリストから
縫製パターンをドラッグ
&ドロップ

パーツ（ブロック）ごとの縫製順
序の変更も簡単

縫製パターンのサイズ変更も
簡単

縫製パターンの一部を選択し
縫い目長さを均等化
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PTN-JX
縫製パターン作成・修正

DXF
Converter
CADデータ変換・修正

PLKJ-VIEW
各種データ管理

PLKJ-STEP
簡易シーケンス作成・編集

PLKJ-SET
設定データ編集

パソコン画面で縫製パターンを作成・修正  ➡ すぐに試し縫い

②同期ボタンをクリック
　修正データをミシンに転送
②同期ボタンをクリック
　修正データをミシンに転送

①パソコンの
　大きな画面で修正
①パソコンの
　大きな画面で修正 ③USB接続により、すぐに試し縫いが可能

PC

有償版PTN-JX

CADデータを縫製データに変換  ➡ 直感的操作でちょい直し 有償版

ドラッグ&ドロップで
順序変更

DXF
Converter

ミシンの操作パネルで行う設定作
業が、パソコン上でより簡単に操作
できます。

ミシンや外部機器の動作を
プログラムできます。

パソコン画面で縫製パターン
を作成できます。

簡単に縫製パターンを
修正できます。

パターンA縫製

↓
ガイドを上げる

↓
５秒間停止

↓
パターンB縫製

ミシン用データをツリー表示やサ
ムネイル表示で、簡単に管理でき
ます。

●縫い品質をコントロール
　縫製データに送りモーション、中押えモーション、デジタルテンションを設定可能。
●三菱電子ミシンに対して読み込み、修正、書き込みが可能。
　（対応機種：PLK-J, G, E, Bシリーズ）
●同期モード

PTN-JX DXF
Converter PLKJ-VIEWPLKJ-STEP PLKJ-SET

無償版につきましては
下記URLよりダウンロードが可能です
http://www.mtco-web.co.jp/
sewing_machine/download/software.htmlセットCD

有償版PTN-JX 無償版

繰り返し
試し縫い

ブロックリストから
縫製パターンをドラッグ
&ドロップ

パーツ（ブロック）ごとの縫製順
序の変更も簡単

縫製パターンのサイズ変更も
簡単

縫製パターンの一部を選択し
縫い目長さを均等化

推奨する動作環境
CPU 1.5GHz以上の32bit（x86）または64bit（x64）プロセッサー
OS Windows®8/8.1（32bit/64bit）/Windows®10（32bit/64bit）

RAM 32bit : 1GB以上、64bit : 2GB以上

HDD Windows®8/8.1、Windows®10 : 32bit（16GB以上の空き容量）、
Windows®8/8.1、Windows®10 : 64bit（20GB以上の空き容量）

モニタ解像度 1024 x 768以上表示可能なもの 
モニタ色数設定 Full Color（32bit）以上

周辺装置

CD-ROMドライブ（インストールに使用）、 
USBメモリ（電子ミシンとパターンデータの媒介）、 

USBポート x 2（USBメモリまたはUSB通信用、プロテクトキー用） 
RS-232Cポート（PTN-GXでミシンとの縫製データを送受信する場合）

主な仕様
プロテクタタイプ USB

入力種類 直線、円弧、円、曲線、折れ線、点、多重・オフセット 
ジグザグ、止め縫い（三菱電子ミシンPLK-Jシリーズの入力機能と同等）

修正種類
削除、挿入、変更、移動、変換、コード

（三菱ミシンPLK-Jシリーズの修正機能+ブロック単位での 
削除、挿入、移動ができます）

表示倍率 20～5000%
グリッド線間隔 0.1～100mm　及び　非表示

入力方法 パソコンマウス、座標数値入力（絶対座標、相対座標）

対応データ種類 三菱電子ミシンPLKシリーズデータ（J、Gデータ）※3 
DXFデータ※4（R12、R13、R14）、刺繍データ（一部データのみ対応）

※1.処理するデータ量によって、十分なCPU、メモリ、ハードディスクのスペックが異なります。
※2.快適に使用するためには比較的高いPCの能力が要求されます。

※3.Gデータは読み込みのみ対応です。
※4.データ変換機能において制限事項がありますので取扱説明書参照の上、ご利用願います。

Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
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最高縫い速度2,800針/分
XYテーブル機構にフィードバック制御を採用したことにより、間欠送りの高速縫製の
実現。※1

※PLK-G1010, G2516, G2010R, G2516Rのみ

用途
拡大！！

安定性
向上！！

品質
向上！！

作業効率アップ
USBメモリの採用や、高速処理システムの採用により、従来時間のかかっていた針数
の多い模様データの入力、修正の時間が大幅に短縮しました。また、寸動キーによるク
ランプ移動も大幅に速度アップされ、作業効率が改善されました。

チャッキング仕様（オプション）
大型シリーズ全モデル※2にチャッキング仕様をご用意しました。チャッキング仕様にする
ことで、縫製中に次の縫製物の前段取りが可能となります。また、複数のミシンを一人
で扱うことも可能となり作業効率・生産性が向上します。

※2.PLK-G4030/G4030R, PLK-G6030/G6030R, PLK-G5050/G5050R,
PLK-G10050/G10050R

綺麗な縫い目
押え機構・送り機構の剛性向上と、最新の送り制御（フィードバック制御）の採用により、
縫製データ通りの角部や縫い目の直線性など、低速から高速までの綺麗な縫い目を実
現しました。また、半/全回転、両かまの充実により、業種別生地に応じて安定した縫い目
を提供します。

業界トップクラスの針貫通力
さらにパワーアップした750Wダイレクトサーボモータを搭載、業界トップクラスの針
貫通力を実現しました。従来難しかった縫い始めや糸切り時などの低速縫製
（200rpm）でも余裕を持って縫製できます。

プログラム式中押え高さ制御
中押え高さプログラム機能を搭載。素材の厚さに応じて中押え高さを変化させること
で、目飛びや糸切れを防止できます。プログラムされた中押え高さは、縫製データに記
憶されますので、素材の厚みが縫製パターンごとに違っていても、中押えの高さを調整
する必要はありません。

※1

正方形（100 x 100mm）＋対角線
232針
3mm
2,800rpm（PLK-Gシリーズ）
（2,440rpm（PLK-Eシリーズ））

縫製データ
針 数
縫い目長さ
縫 い 速 度

:
:
:
:

【測定条件】

あらゆる分野に縫製力で差をつける
PLK-G Series

極厚素材対応／極太糸切り装置
安全ベルト・吊り具・荷揚げ用スリングベルトの縫製に最適。
さらに、ヒートカッターによる極太糸切り装置が付いて、糸のほつれを防止します。

※PLK-G2008Hのみ

針・かま、切り替え機能搭載の2本針
針とかまを切り替えることにより、2色縫製などの異なる糸による
縫製が可能になりました。また糸掴み装置を標準装備し、上糸を
確実に保持することで、針替えをスムーズに実施するとともに、
縫い始めの目飛びを防止します

※PLK-G6030WRのみ
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最高縫い速度2,800針/分
XYテーブル機構にフィードバック制御を採用したことにより、間欠送りの高速縫製の
実現。※1

※PLK-G1010, G2516, G2010R, G2516Rのみ

用途
拡大！！

安定性
向上！！

品質
向上！！

作業効率アップ
USBメモリの採用や、高速処理システムの採用により、従来時間のかかっていた針数
の多い模様データの入力、修正の時間が大幅に短縮しました。また、寸動キーによるク
ランプ移動も大幅に速度アップされ、作業効率が改善されました。

チャッキング仕様（オプション）
大型シリーズ全モデル※2にチャッキング仕様をご用意しました。チャッキング仕様にする
ことで、縫製中に次の縫製物の前段取りが可能となります。また、複数のミシンを一人
で扱うことも可能となり作業効率・生産性が向上します。

※2.PLK-G4030/G4030R, PLK-G6030/G6030R, PLK-G5050/G5050R,
PLK-G10050/G10050R

綺麗な縫い目
押え機構・送り機構の剛性向上と、最新の送り制御（フィードバック制御）の採用により、
縫製データ通りの角部や縫い目の直線性など、低速から高速までの綺麗な縫い目を実
現しました。また、半/全回転、両かまの充実により、業種別生地に応じて安定した縫い目
を提供します。

業界トップクラスの針貫通力
さらにパワーアップした750Wダイレクトサーボモータを搭載、業界トップクラスの針
貫通力を実現しました。従来難しかった縫い始めや糸切り時などの低速縫製
（200rpm）でも余裕を持って縫製できます。

プログラム式中押え高さ制御
中押え高さプログラム機能を搭載。素材の厚さに応じて中押え高さを変化させること
で、目飛びや糸切れを防止できます。プログラムされた中押え高さは、縫製データに記
憶されますので、素材の厚みが縫製パターンごとに違っていても、中押えの高さを調整
する必要はありません。

※1

正方形（100 x 100mm）＋対角線
232針
3mm
2,800rpm（PLK-Gシリーズ）
（2,440rpm（PLK-Eシリーズ））

縫製データ
針 数
縫い目長さ
縫 い 速 度

:
:
:
:

【測定条件】

あらゆる分野に縫製力で差をつける
PLK-G Series

極厚素材対応／極太糸切り装置
安全ベルト・吊り具・荷揚げ用スリングベルトの縫製に最適。
さらに、ヒートカッターによる極太糸切り装置が付いて、糸のほつれを防止します。

※PLK-G2008Hのみ

針・かま、切り替え機能搭載の2本針
針とかまを切り替えることにより、2色縫製などの異なる糸による
縫製が可能になりました。また糸掴み装置を標準装備し、上糸を
確実に保持することで、針替えをスムーズに実施するとともに、
縫い始めの目飛びを防止します

※PLK-G6030WRのみ
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縫製エリア
100 x 100mm : PLK-G1010/1010-K2

縫製エリア
200 x 100mm : PLK-G2010R

型名
項目 PLK-G1010 PLK-G1010-K2

縫い目形式 1本針本縫い
使用かま 半回転2倍かま
使用針 DP x 17 #18

最高縫い速度（注1） 間欠送り2,800rpm　　連続送り2,800rpm （注1）

送り方式 間欠・連続送り（切り替え方式）
縫い目長さ 0.1-20.0mm（最小分解能0.1mm）
最大針数 20,000針/パターン

最大パターン数 900/内部メモリ（注2）

記憶媒体 USBフラッシュメモリ（ミシン本体には付属されておりません）
（USB接続のFDDも接続可能）

外押え方式 電磁式 エア式
拡大・縮小機能 X/Y 軸各々10～200％（0.1％ステップ毎可変）
外押え上昇量 最大25mm 最大30mm

マニュアル押え方式 標準 ー
中押え上昇量 最大15mm（最少設定単位0.2mm）

中押えストローク 4～10mm
主軸モータ 三菱750W ダイレクトサーボモータ
操作パネル 5.7’’液晶タッチパネル　白色 LED バックライト
外形寸法 幅1,200 x 奥867 x 高さ1,225mm（糸立て除く）

質量 133kg
電源 220～240V　単相/三相

型名
項目 PLK-G2010R

縫い目形式 1本針本縫い
使用かま 全回転2倍かま
使用針 DP x 17 #18

最高縫い速度（注1） 間欠送り2,800rpm　　連続送り2,800rpm （注1）

送り方式 間欠・連続送り（切り替え方式）
縫い目長さ 0.1-20.0mm（最小分解能0.1mm）
最大針数 20,000針/パターン

最大パターン数 900/内部メモリ（注2）

記憶媒体 USBフラッシュメモリ（ミシン本体には付属されておりません）
（USB接続のFDDも接続可能）

外押え方式 エア式
拡大・縮小機能 X/Y 軸各々10～200％（0.1％ステップ毎可変）
外押え上昇量 最大30mm

マニュアル押え方式 オプション
中押え上昇量 最大15mm（最少設定単位0.2mm）

中押えストローク 4～10mm
主軸モータ 三菱750W ダイレクトサーボモータ
操作パネル 5.7’’液晶タッチパネル　白色 LED バックライト
外形寸法 幅1,200 x 奥930 x 高さ1,230mm（糸立て除く）

質量 147kg
電源 220～240V　単相/三相

（注1）縫製物の種類や押えの質量、縫い目長さなどにより、最高速度が出ない場合があります。
（注2）縫製パターンの針数などによって、最大パターン数が制限される場合があります。

2222PLK-G1010/1010-K2 PLK-G2010R
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縫製エリア
300 x 200mm : PLK-G2516-YU

縫製エリア
250 x 160mm : PLK-G2516/2516R

型名
項目 PLK-G2516-YU

縫い目形式 1本針本縫い
使用かま 半回転2倍かま
使用針 DP x 17 #18

最高縫い速度（注1） 間欠送り2,300rpm　　連続送り2,300rpm （注1）

送り方式 間欠・連続送り（切り替え方式）
縫い目長さ 0.1-20.0mm（最小分解能0.1mm）
最大針数 20,000針/パターン

最大パターン数 900/内部メモリ（注2）

記憶媒体 USBフラッシュメモリ（ミシン本体には付属されておりません）
（USB接続のFDDも接続可能）

外押え方式 エア式
拡大・縮小機能 X/Y 軸各々10～200％（0.1％ステップ毎可変）
外押え上昇量 最大30mm

マニュアル押え方式 ー
中押え上昇量 最大15mm（最少設定単位0.2mm）

中押えストローク 4～10mm
主軸モータ 三菱750W ダイレクトサーボモータ
操作パネル 5.7’’液晶タッチパネル　白色 LED バックライト
外形寸法 幅1,200 x 奥1,107 x 高さ1,230mm（糸立て除く）

質量 163.5kg
電源 220～240V　単相/三相

型名
項目 PLK-G2516 PLK-G2516R

縫い目形式 1本針本縫い
使用かま 半回転2倍かま 全回転2倍かま
使用針 DP x 17 #18

最高縫い速度（注1） 間欠送り2,800rpm　　連続送り2,800rpm （注1）

送り方式 間欠・連続送り（切り替え方式）
縫い目長さ 0.1-20.0mm（最小分解能0.1mm）
最大針数 20,000針/パターン

最大パターン数 900/内部メモリ（注2）

記憶媒体 USBフラッシュメモリ（ミシン本体には付属されておりません）
（USB接続のFDDも接続可能）

外押え方式 エア式
拡大・縮小機能 X/Y 軸各々10～200％（0.1％ステップ毎可変）
外押え上昇量 最大30mm

マニュアル押え方式 オプション
中押え上昇量 最大15mm（最少設定単位0.2mm）

中押えストローク 4～10mm
主軸モータ 三菱750W ダイレクトサーボモータ
操作パネル 5.7’’液晶タッチパネル　白色 LED バックライト
外形寸法 幅1,200 x 奥1,068 x 高さ1,230mm（糸立て除く）

質量 161.5kg 168.5kg
電源 220～240V　単相/三相

22

22 22

PLK-G2516R
PLK-G2516 PLK-G2516-YU
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縫製エリア
400 x 300mm : PLK-G4030/4030R

縫製エリア
600 x 300mm : PLK-G6030/6030R

型名
項目 PLK-G4030 PLK-G4030R

縫い目形式 1本針本縫い
使用かま 半回転2倍かま 全回転2倍かま
使用針 DP x 17 #18

最高縫い速度（注1） 間欠送り2,000rpm　　連続送り2,000rpm （注1）

送り方式 間欠・連続送り（切り替え方式）
縫い目長さ 0.1-20.0mm（最小分解能0.1mm）
最大針数 20,000針/パターン

最大パターン数 900/内部メモリ（注2）

記憶媒体 USBフラッシュメモリ（ミシン本体には付属されておりません）
（USB接続のFDDも接続可能）

外押え方式 エア式
拡大・縮小機能 X/Y 軸各々10～200％（0.1％ステップ毎可変）
外押え上昇量 最大30mm

チャッキング装置 特殊仕様
中押え上昇量 12mm（最大15mm）（最少設定単位0.2mm）

中押えストローク 4～10mm
主軸モータ 三菱750W ダイレクトサーボモータ
操作パネル 5.7’’液晶タッチパネル　白色 LED バックライト
外形寸法 幅1,081 x 奥1,572 x 高さ1,234mm（糸立て除く）

質量 420kg 430kg
電源 200～240V　単相/三相

型名
項目 PLK-G6030 PLK-G6030R

縫い目形式 1本針本縫い
使用かま 半回転2倍かま 全回転2倍かま
使用針 DP x 17 #18

最高縫い速度（注1） 間欠送り2,000rpm　　連続送り2,000rpm （注1）

送り方式 間欠・連続送り（切り替え方式）
縫い目長さ 0.1-20.0mm（最小分解能0.1mm）
最大針数 20,000針/パターン

最大パターン数 900/内部メモリ（注2）

記憶媒体 USBフラッシュメモリ（ミシン本体には付属されておりません）
（USB接続のFDDも接続可能）

外押え方式 エア式
拡大・縮小機能 X/Y 軸各々10～200％（0.1％ステップ毎可変）
外押え上昇量 最大30mm

チャッキング装置 特殊仕様
中押え上昇量 12mm（最大15mm）（最少設定単位0.2mm）

中押えストローク 4～10mm
主軸モータ 三菱750W ダイレクトサーボモータ
操作パネル 5.7’’液晶タッチパネル　白色 LED バックライト
外形寸法 幅1,350 x 奥1,572 x 高さ1,234mm（糸立て除く）

質量 440kg 450kg
電源 200～240V　単相/三相

（注1）縫製物の種類や押えの質量、縫い目長さなどにより、最高速度が出ない場合があります。
（注2）縫製パターンの針数などによって、最大パターン数が制限される場合があります。

22

22 22

22PLK-G4030
PLK-G4030R

PLK-G6030
PLK-G6030R
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縫製エリア
500 x 500mm : PLK-G5050/5050R

縫製エリア
1,000 x 500mm : PLK-G10050/10050R

型名
項目 PLK-G5050 PLK-G5050R

縫い目形式 1本針本縫い
使用かま 半回転2倍かま 全回転2倍かま
使用針 DP x 17 #18

最高縫い速度（注1） 間欠送り1,600rpm　　連続送り2,000rpm （注1）

送り方式 間欠・連続送り（切り替え方式）

縫い目長さ 間欠送り：0.1-20.0mm　連続送り：0.1-4.3mm
（最小分解能0.1mm）

最大針数 20,000針/パターン
最大パターン数 900/内部メモリ（注2）

記憶媒体 USBフラッシュメモリ（ミシン本体には付属されておりません）
（USB接続のFDDも接続可能）

外押え方式 エア式
拡大・縮小機能 X/Y 軸各々10～200％（0.1％ステップ毎可変）
外押え上昇量 最大30mm

チャッキング装置 特殊仕様
中押え上昇量 12mm（最大15mm）（最少設定単位0.2mm）

中押えストローク 4～10mm
主軸モータ 三菱750W ダイレクトサーボモータ
操作パネル 5.7’’液晶タッチパネル　白色 LED バックライト
外形寸法 幅1,384 x 奥1,855 x 高さ1,234mm（糸立て除く）

質量 470kg 480kg
電源 200～240V　単相/三相

型名
項目 PLK-G10050 PLK-G10050R

縫い目形式 1本針本縫い
使用かま 半回転2倍かま 全回転2倍かま
使用針 DP x 17 #18

最高縫い速度（注1） 間欠送り1,600rpm　　連続送り2,000rpm （注1）

送り方式 間欠・連続送り（切り替え方式）

縫い目長さ 間欠：0.1-20.0mm　連続：0.1-4.3mm
（最小分解能0.1mm）

最大針数 20,000針/パターン
最大パターン数 900/内部メモリ（注2）

記憶媒体 USBフラッシュメモリ（ミシン本体には付属されておりません）
（USB接続のFDDも接続可能）

外押え方式 エア式
拡大・縮小機能 X/Y 軸各々10～200％（0.1％ステップ毎可変）
外押え上昇量 最大30mm

チャッキング装置 特殊仕様
中押え上昇量 12mm（最大15mm）（最少設定単位0.2mm）

中押えストローク 4～10mm
主軸モータ 三菱750W ダイレクトサーボモータ
操作パネル 5.7’’液晶タッチパネル　白色 LED バックライト
外形寸法 幅2,105 x 奥1,855 x 高さ1,234mm（糸立て除く）

質量 500kg 510kg
電源 200～240V　単相/三相

22 22

22 22PLK-G5050
PLK-G5050R

PLK-G10050
PLK-G10050R
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縫製エリア
200 x 80mm : PLK-G2008H/2008H-BTRM

縫製エリア
600 x 300mm : PLK-G6030WR

型名
項目 PLK-G2008H PLK- 

G2008H-BTRM
縫い目形式 1本針本縫い
使用かま 特殊半回転かま（ボビン取出し機構付）
使用針 794 #230

最高縫い速度（注1） 間欠送り700rpm　　連続送り700rpm （注1）

送り方式 間欠・連続送り（切り替え方式）　※間欠送りを推奨します
縫い目長さ 0.1-20.0mm（最小分解能0.1mm）
最大針数 20,000針/パターン

最大パターン数 900/内部メモリ（注2）

記憶媒体 USBフラッシュメモリ（ミシン本体には付属されておりません）
（USB接続のFDDも接続可能）

外押え方式 エア式
拡大・縮小機能 X/Y 軸各々10～200％（0.1％ステップ毎可変）
外押え上昇量 最大20mm

糸切り方式 ヒートカット方式 ヒートカット方式 
（下糸切りのみ）

中押え上昇量 25mm
主軸モータ XL-G554-20（Y）
操作パネル 5.7’’液晶タッチパネル　白色 LED バックライト
外形寸法 幅1,200 x 奥780 x 高さ1,320mm（糸立て除く）

質量 172kg 170kg
電源 200～240V　単相/三相

（注1）縫製物の種類や押えの質量、縫い目長さなどにより、最高速度が出ない場合があります。
（注2）縫製パターンの針数などによって、最大パターン数が制限される場合があります。

型名
項目 PLK-G6030WR

縫い目形式 2本針本縫い（針切り替え方式）
使用かま 2対水平全回転2倍かま
使用針 DP x 17 #18

最高縫い速度（注1） 間欠送り1,800rpm　　連続送り1,800rpm （注1）

送り方式 間欠・連続送り（切り替え方式）
縫い目長さ 0.1-20.0mm（最小分解能0.1mm）
最大針数 20,000針/パターン

最大パターン数 900/内部メモリ（注2）

記憶媒体 USBフラッシュメモリ（ミシン本体には付属されておりません）
（USB接続のFDDも接続可能）

外押え方式 エア式
拡大・縮小機能 X/Y 軸各々10～200％（0.1％ステップ毎可変）
外押え上昇量 最大30mm

チャッキング装置 特殊仕様
中押え上昇量 12mm（最大15mm）（最少設定単位0.2mm）

中押えストローク 4～10mm
主軸モータ XL-K756-20
操作パネル 5.7’’液晶タッチパネル　白色 LED バックライト
外形寸法 幅1,350 x 奥1,720 x 高さ1,250mm（糸立て除く）

質量 445kg
電源 200～240V　単相/三相

特特 22
水平水平

22
水平水平PLK-G2008H/2008H-BTRM PLK-G6030WR
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品名 型名 G1010 G2010R G2516R G2516/
G2516-YU

G4030/
G4030R

G6030
G6030R

G5050
G5050R

G10050
G10050R 用途

エア式押え装置 MP-G10-AO ○ ー ー ー ー ー ー ー 押え保持力を必要とする
縫製物に最適です。

二段式左右交互押え 
装置 MP-G10-K2 ○ ー ー ー ー ー ー ー

左右の押えを個別に下降
させることが出来、パーツ
やラベル付けに最適です。

エア式反転押え装置 MP-G10-AH ○ ー ー ー ー ー ー ー パーツやラベルの全周縫
い用の装置です。

マニュアル押え装置

MP-G20-MF ー ○ ー ー ー ー ー ー
ペダル操作で縫製物の
微妙な位置あわせができ
ます。

MP-G25-MF ー ー ○ ○ ー ー ー ー

エア式二段テンション 
装置

MP-G10-AT ○ ー ー ー ー ー ー ー

縫い方向や厚みの変化に
よる縫い調子の違いを均
一にします。

MP-G20-AT ー ○ ○ ○ ー ー ー ー

MP-G40-AT ー ー ー ー ○ ○ ○ ○

エリア拡張キット MP-G10-EX ○ ー ー ー ー ー ー ー X軸方向を210mmまで
拡張できます。

上糸保持装置

MP-G10-TH ○ ー ー ー ー ー ー ー
糸切り後の上糸を保持、
縫い始めの鳥の巣を防ぎ
ます。

MP-G20R-TH ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上糸切れ検知装置

MP-G10-TS ○ ー ー ー ー ー ー ー

上糸切れを検知しミシン
を停止させます。

MP-G25-TS ー ○ ○ ○ ー ー ー ー

MP-G40-TS ー ー ー ー ○ ○ ー ー

MP-G50-TS ー ー ー ー ー ー ○ ○

I/O拡張ユニット

MP-G10-TE ○ ー ー ー ー ー ー ー

ミシンに接続可能な入出
力点数を拡張します。

（入力＋12点、出力＋12
点）

MP-G20-TE ー ○ ○ ○ ー ー ー ー

MP-G40-TE ー ー ー ー ○ ○ ー ー

MP-G50-TE ー ー ー ー ー ー ○ ○

エア式二段テンション装置
MP-G10-AT

上糸切れ検知装置
MP-G10-TS
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定評の上下送り機構とサーボモータで 
使い易さが向上し生産力をアップ！ 
ハイロングアームで多様化する縫製作業をリード
信頼の実績の上下送り機構は、送りにくい材料、すべりやすい布地も確実にとらえ、確かなステッチ
作りに威力を発揮します。また、リミサーボXC-Gシリーズの採用でミシンの操作性、可縫性が一段
とアップしました。

確実に送る上下送り機構

高精度で位置を検出する 
内蔵型検出器

立ち座り兼用の 
T型テーブル脚 可変速レバー

パワフル＆高性能の 
リミサーボXC-Gシリーズ

信頼と定評の 
オールデジタルサーボ

細糸から太糸まで 
安定した糸切り性能

アームを前面に配した 
押え上げレバー

簡単な前後進縫目ピッチ調節
ロック付きの縫目加減ダイヤル

タッチバックスイッチ

メンテナンスの簡単な 
自動給油システム

送りにくい材料を、上下の送りで、
はさみ込んで、確実に送ります。

針停止の上位置と下位置を別々
に、しかもワンタッチで調整でき
ます。表示ランプにより、通電状
態もひと目で確認できます。

（LY2-3750/LY2-3310/
LY3-6840対応）

制御盤は立ちミシン対応機能満
載。（糸切りタイプ）

制御盤側面に取付けするタイプ
にしました。
●盤からの分離は簡単。
●簡単に立ちミシン用ペダルが取

付けられます。

●簡易シーケンス機能搭載。
●逆転針上げ機能で縫製物の出

し入れが容易となります。
●布直前停止機能で針落ち位置

を確実に決められます。

●摩耗部分のない真のメンテナ
ンスフリー。

●省電力、低騒音、耐ノイズ設計。

定評ある左メス回転、右メス固定
かみ合い方式により、優れた切れ
味で細糸から太糸（＃6）まで鋭く
切断します。

（LY2-3750/LY2-3310対応）

押え上げレバーをアーム前面に
配し作業性を向上させました。

（LY2-3750/LY3-6840対応）

アーム前面に配した調節ピンを
回すことで簡単に調節できるよう
になりました。

（LY2-3750/LY3-6840対応）

軽いタッチですばやく反応。針上
げや、補正縫いもできます。

（LY2-3750/LY2-3310/
LY3-6840対応）

油差しの手間がいらない自動給
油システム。油そう内の油を必要
箇所にポンプで給油して、ミシン
の耐久性をさらに向上させます。

（LY2-3750、LY3-6840対応）

※写真はLY2-3750-B1T※写真はLY2-3750-B1T

※写真はLY2-3750-B1T※写真はLY2-3750-B1T
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型名
項目 LY2-3750-B1T

縫い目形式 1本針本縫い
用途 厚物

最高速度 2,000rpm
最大縫い目長さ 8mm

押え上昇量（手動） 6mm
押え上昇量（ひざ） 16mm

使用針 DP x 17 #22 （DB x 1 #22）
使用かま 垂直全回転2倍かま

針棒ストローク 38mm
糸切り装置 ○

タッチバック装置 ○
給油方式 自動給油式

上送り足交互量 2～5mm（ダイヤル式）
ベッド形状 平ベッド式

ふところ長さ 335mm
ベッド寸法 517 x 178mm

質量 34kg

型名
項目 LY2-3310-B1T

縫い目形式 1本針本縫い
用途 厚物

最高速度 2,000rpm
最大縫い目長さ 8mm

押え上昇量（手動） 6mm
押え上昇量（ひざ） 13mm

使用針 DP x 17 #22 （DB x 1 #22）
使用かま 垂直全回転2倍かま

針棒ストローク 38mm
糸切り装置 ○

タッチバック装置 ○
給油方式 注油式

上送り足交互量 2～5mm（長溝調節式）
ベッド形状 平ベッド式

ふところ長さ 279mm
ベッド寸法 475 x 178mm

質量 32kg

型名
項目 LY2-3300-B0B

縫い目形式 1本針本縫い
用途 厚物

最高速度 2,000rpm
最大縫い目長さ 8mm

押え上昇量（手動） 6mm
押え上昇量（ひざ） 13mm

使用針 DP x 17 #22 （DB x 1 #22）
使用かま 垂直全回転2倍かま

針棒ストローク 35mm
糸切り装置 ー

タッチバック装置 ー
給油方式 注油式

上送り足交互量 2～5mm（長溝調節式）
ベッド形状 平ベッド式

ふところ長さ 279mm
ベッド寸法 475 x 178mm

質量 29kg

型名
項目 LY3-6840-B0T

縫い目形式 1本針本縫い
用途 厚物

最高速度 2,000rpm
最大縫い目長さ 7mm

押え上昇量（手動） 6mm
押え上昇量（ひざ） 15mm

使用針 DP x 17 #22 （DB x 1 #22）
使用かま 垂直全回転2倍かま

針棒ストローク 38mm
糸切り装置 ー

タッチバック装置 ○
給油方式 自動給油式

上送り足交互量 2～5mm（ダイヤル式）
ベッド形状 シリンダベッド式（筒径47mm）

ふところ長さ 335mm
ベッド寸法 ー

質量 39kg

（注）質量はミシン本体のみの重さです。
（注）ミシン本体に操作注意シールを貼付しております。

鞄

鞄

鞄

鞄

2倍

2倍

2倍

2倍

ハイロング

ハイロング

カーシート

カーシート

ソファエアバッグ

コンテナバック

コンテナバック

ソファ

ロングマークの見方 糸切り ２本針 ふところ使用かま

1本針本縫い：上下送り

LY2-3750-B1T

1本針本縫い：上下送り

LY2-3310-B1T

1本針本縫い：上下送り

LY2-3300-B0B

1本針本縫い：上下送り（筒型ハイロングアーム）

LY3-6840-B0T
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取付前 取付後

カーシート・カバン・ソファーなど、様々な厚物縫製に最適の
総合送りミシン押えの互換性はそのままで
ロングアームを採用した高機能機種の登場
厚物縫製に定評のある総合送りミシンに、新たに自動車シート（CS）仕様に短縮
糸切り装置付きを加えて新登場！安定した縫い調子、内蔵検出器採用による下位
置の調整化、及びメンテナンス向上を図り、機能・操作性を充実。リミサーボXC-G
シリーズの採用で、ミシンの操作性、可縫性が一段と向上しました。

自動車シート（CS）仕様も 
ラインアップ

短縮糸切り装置（LU-ST-KIT） 解除機能付きタッチバックスイッチ

ロック付きの縫目加減ダイヤル

自動押え上げ装置

細糸から太糸まで 
安定した糸切り性能

逆転針上機能付 
（リミサーボX使用時）

2倍かま 最高縫い速度 
3,000針/分の実現

自動車シート縫製などにCS仕様
をラインアップ。天秤ストローク、
送りモーションを変更し、シート縫
製品質が一段と向上しました。

※LU2-4410シリーズはオ
プション、LU2-4652は標
準装備になります。

糸切り後の糸切り量が短く、糸摘みが不要になります。 ボタンを回転させることにより、タッチバック機能を解除することができます。
（LU2-4410、LU2-4430対応）

縫製中の縫目変化トラブルを確実に防ぎます。

セットアップが容易になりました。
※LU2-4400シリーズはオプション、LU2-4652は内蔵になります。

送り歯と平行に直線運動する移動
メスと固定メスの噛み合い方式
により、優れた切れ味で細糸から
太糸（＃8）まで鋭く切断します。

糸切り後、ミシンの逆転機能によ
り、押えより針が出るのを防ぎ、押
え上昇量16mm確保できます。
厚物縫製材料の出し入れが容易
になります。

針棒の揺動機構、天秤機構及び、
上部上下送り機構の改良により、
2倍かまでも最高3,000針/分が
可能となりました。

（LU2-4652対応）

縫製サンプル
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型名
項目 LU5-5720-B0T

縫い目形式 2本針本縫い
用途 厚物

最高速度 2,000rpm
最大縫い目長さ 9mm

押え上昇量（手動） 9mm
押え上昇量（ひざ） 16mm

使用針 DP x 17 #21 
使用かま 水平全回転2倍かま

針棒ストローク 37mm
糸切り装置 ー

タッチバック装置 ○
給油方式 半自動給油式

針幅（標準） 5/16"（7.9mm）
針幅（特殊） 3/8"（9.5mm）

上送り足交互量 1～7mm（ダイヤル式）
ベッド形状 ポストベッド式（ポスト高178mm）

ふところ長さ 297.5mm
ベッド寸法 567 x 177mm

質量 65kg

型名
項目 LU2-4400-B0B

縫い目形式 1本針本縫い
用途 厚物

最高速度 2,000rpm
最大縫い目長さ 9mm

押え上昇量（手動） 8mm
押え上昇量（ひざ） 16mm

使用針 DP x 17 #23 
使用かま 水平全回転2倍かま

針棒ストローク 36mm
糸切り装置 ー

タッチバック装置 ー
給油方式 自動給油式

針幅（標準） ー
針幅（特殊） ー

上送り足交互量 2～6mm
ベッド形状 平ベッド式

ふところ長さ 250.5mm
ベッド寸法 517 x 178mm

質量 33kg

型名
項目 LU2-4652-B1T

縫い目形式 1本針本縫い
用途 厚物

最高速度 3,000rpm
最大縫い目長さ 8mm

押え上昇量（手動） 9mm
押え上昇量（ひざ） 16mm

使用針 DP x 17 #21 
使用かま 水平全回転2倍かま

針棒ストローク 35mm
糸切り装置 ○

タッチバック装置 ○
給油方式 自動給油式

針幅（標準） ー
針幅（特殊） ー

上送り足交互量 2～6mm（ダイヤル式）
ベッド形状 平ベッド式

ふところ長さ 310mm
ベッド寸法 517 x 178mm

質量 43kg

型名
項目 LU2-4410-B1T-CS

縫い目形式 1本針本縫い
用途 カーシート

最高速度 2,000rpm
最大縫い目長さ 9mm

押え上昇量（手動） 8mm
押え上昇量（ひざ） 16mm

使用針 DP x 17 #21 
使用かま 水平全回転2倍かま

針棒ストローク 35mm
糸切り装置 ○

タッチバック装置 ○
給油方式 自動給油式

針幅（標準） ー
針幅（特殊） ー

上送り足交互量 2～6mm
ベッド形状 平ベッド式

ふところ長さ 250.5mm
ベッド寸法 517 x 178mm

質量 36kg

（注）質量はミシン本体のみの重さです。
（注）ミシン本体に操作注意シールを貼付しております。

鞄

鞄

鞄

鞄

2倍

2倍

2倍

2倍

ロングロング

カーシート

カーシート

カーシート

カーシート

エアバッグ

エアバッグ

コンテナバック

コンテナバック

ソファ

ソファ

コンテナバック

コンテナバック

ソファ

ソファ

ロングマークの見方 糸切り ２本針 ふところ使用かま

2本針本縫い：総合送り

LU5-5720-B0T

1本針本縫い：総合送り

LU2-4400-B0B

1本針本縫い：総合送り

LU2-4652-B1T

1本針本縫い：総合送り

LU2-4410-B1T-CS
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型名
項目 LU2-4420-B0B

縫い目形式 2本針本縫い
用途 厚物

最高速度 2,000rpm
最大縫い目長さ 9mm

押え上昇量（手動） 8mm
押え上昇量（ひざ） 16mm

使用針 DP x 17 #23 
使用かま 水平全回転2倍かま

針棒ストローク 36mm
糸切り装置 ー

タッチバック装置 ー
給油方式 自動給油式

針幅（標準） 6.4mm
針幅（特殊） 3.2/4.0/4.8/8.0/9.5/12.7/16.0/19.0/25.4mm

上送り足交互量 2～6mm
ベッド形状 平ベッド式

ふところ長さ 250.5mm
ベッド寸法 517 x 178mm

質量 34kg

型名
項目 LU2-4430-B1T

縫い目形式 2本針本縫い
用途 厚物

最高速度 2,000rpm
最大縫い目長さ 9mm

押え上昇量（手動） 8mm
押え上昇量（ひざ） 16mm

使用針 DP x 17 #23 
使用かま 水平全回転2倍かま

針棒ストローク 36mm
糸切り装置 ○

タッチバック装置 ○
給油方式 自動給油式

針幅（標準） 6.4mm
針幅（特殊） 3.2/4.0/4.8/8.0/9.5/16.0mm

上送り足交互量 2～6mm
ベッド形状 平ベッド式

ふところ長さ 250.5mm
ベッド寸法 517 x 178mm

質量 37kg

（注）質量はミシン本体のみの重さです。
（注）ミシン本体に操作注意シールを貼付しております。

鞄 鞄

2倍 2倍

カーシート カーシート コンテナバック ソファコンテナバック ソファ

ロングマークの見方 糸切り ２本針 ふところ使用かま

2本針本縫い：総合送り

LU2-4420-B0B
2本針本縫い：総合送り

LU2-4430-B1T
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型名
項目 LX2-630-M1

縫い目形式 1本針本縫い
用途 薄物～中厚物

最高速度 800rpm
押え上昇量（手動） 15.5mm

使用針 MT x 190 #14
使用かま 水平全回転かま

針棒ストローク 39mm
糸巻き装置 ○
糸切り装置 ○
ベッド形状 平ベッド式

ふところ長さ 259.5mm
ベッド寸法 517 x 178mm

質量 29kg

型名
項目 LX5-871-M0

縫い目形式 1本針本縫い
用途 薄物～中厚物

最高速度 650rpm
押え上昇量（手動） 16mm

使用針 MT x 190 #16
使用かま 水平全回転かま

針棒ストローク 35mm
糸巻き装置 ー
糸切り装置 ー
ベッド形状 ポストベッド式（ポスト高178mm）

ふところ長さ 261mm
ベッド寸法 517 x 178mm

質量 33kg

（注）質量はミシン本体のみの重さです。
（注）ミシン本体に操作注意シールを貼付しております。

紳士服 紳士服婦人服 婦人服

ロングマークの見方 糸切り ２本針 ふところ使用かま

安定したしつけ縫い品質と使い易さがさらに向上
一針縫い、連続縫い、連続可変縫いなど。しつけ作業を手際よく、スピーディにこなします。

しつけ用水平糸切り機構

ミシンの始動と停止は 
ペダル方式

操作箱（オプション）

縫い調子は 
薄物から厚物までOK

■ LX2-630-M1の特長

■ LX5-871-M0の特長

■ 共通の特長

安定したしつけ縫い品質と使い易さがさらに向上！

ペダル操作だけで、一針縫い、連続縫いが自在切換。しつけ作業を手際よく、スピーディにこなします。

水平かま、針案内付針板の採用

静かな運転をお約束します

パワフル＆高性能の 
リミサーボXC-Gシリーズ

ポスト形ベッド 
〔LX5-871-MO形〕

厚物のしつけ縫製が容易

押え棒と、針棒に 
衝撃ゴムが入っています

可変速レバー

定位置、停止機構です

高能率作業

押え上り量は 
16mmと充分です

信頼と定評の 
オールデジタルサーボ

しつけ用水平糸切り機構を装備して
いますので自動糸切りによる糸の
調節と作業の効率化が図れます。

一針縫い、連続縫いがペダルの踏
みこみで、簡単に操作できます。

豊富な縫いパターンが選択でき
ます。

広範囲の縫製物に使用可能です。

水平かま、針案内付針板の採用に
より細番手の針の目飛びを解消
します。

リミサーボXのGモータの特性を
充分に生かした電子制御方式を
採用しました。

●簡易シーケンス機能搭載。
●逆転針上げ機能で縫製物の出

し入れが容易となります。
●布直前停止機能で針落ち位置

を確実に決められます。

丸みをもつ衿や肩、袖付けなどの
工程に最適のミシンです。

押え上昇量は15.5mm（糸切り
後）です。厚物のしつけ縫製が容
易となります。

緩衝ゴムで押え棒の上下運動の
ショックを吸収します。

制御盤側面に取付けするタイプ
にしました。
●盤からの分離は簡単。
●簡単に立ちミシン用ペダルが取

付けられます。

リミサーボXのGモータ（しつけ
機能）に依り、確実に針棒を定位
置に停止させます。

連続可変速縫い、1針縫いなどに
よる高能率作業が図れます。

肩パッドなどの厚物でも縫製物の
移動が滑らかに行なえます。

●摩耗部分のない真のメンテナ
ンスフリー。

●省電力、低騒音、耐ノイズ設計。

1本針本縫い：しつけ縫い

LX2-630-M1
1本針本縫い：しつけ縫い

LX5-871-M0
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型名
項目 XC-G500

数字表示器数 5
直線縫い ○

直線縫い（止め縫い） 6種
直線縫い（定針縫い） ○（1～9999針）

連続定針縫い プログラムにより最大8パターン最大25工程
連続定針縫い（止め縫い） 6種
アップ・ダウンカウンター アップカウンター：1種（4桁）　ダウンカウンター：1種（4桁）

糸切り（解除）キー ○
自動キー ○

スロースタートキー ○
制御盤設定データのコピー機能 設定データの読み込み、書き込み可能（2機種分）

プログラムキー・LED 自由に設定できる入力スイッチ：3種
自由に設定できる出力LED：3種

型名
項目 XL-G554-10Y XL-G554-20Y XL-G754-20Y

電圧 100～120V 200～240V 200～240V
出力 550W 550W 750W

定格回転数 3600rpm 3600rpm 3600rpm
出力軸 テーパ軸

型名
項目

XC-GMF-10-05
（XC-G10S付）

XC-GMF-20-05
（XC-G10S付）

XC-GMF-20-07
（XC-G10S付）

出力 550W 550W 750W
電源（相数） 単相 単相/三相（注） 単相/三相（注）

電源（電圧） 100～120V 200～240V 200～240V

機能
自動糸切り・押え上げ・定針・線閂・止め縫いなどのフル機能搭載。簡易シーケンス・パソコン通
信機能搭載。ソレノイド駆動出力を8個、電磁弁用出力を2個、小信号出力を1個の出力端子
と、可変電圧入力も含め15の入力端子搭載。

エア圧力使用範囲 連続0.147MPa～0.97MPa
（1.5kg/cm2～9.9kg/cm2）

押え上げトルク MAX. 13.73N・m（MAX.140kg-cm）
エア圧力 0.49MPa（5kg/cm2）の場合

用途 厚物用（特に押え圧力の強いミシン）

型名
項目 XC-G10S/L

数字表示器数 5
直線縫い ○

直線縫い（止め縫い） 6種
直線縫い（定針縫い） ○（1～9999針）

アップ・ダウンカウンター アップカウンター：1種（4桁）　ダウンカウンター：1種（4桁）

■モータ

■制御盤

（注）接続方法については、取扱説明書をご参照ください。

リアルな生産状況を
タイムリーに各部門に展開

縫製時間/アイドルタイム/通算運転時間
縫製枚数/エラー内容/糸切り回数/給油回数  
etc.

縫製情報の収集が可能！

●生産管理者
・進捗情報の把握
・工程の管理・改善
・作業者の管理

●作業者
・作業量の確認
・作業内容の指示

●設備保全者
・トラブルの対応
・予防保全
・迅速なメンテナンス対応

様々な縫製情報をミシンから収集
縫製現場の見える化を支援

XC-G500操作箱

XC-G500

自動定位置停止装置付可変速モータ

LE-FA 自動エア押え上げ

リミサーボX Gシリーズ

XC-CVS-3 可変速ペダル
押え上げトルクは、通常のエア圧力
約0.49MPa（5kg/cm2）で電磁
式（XC-FM-2）に比べ約2倍となり
ます。

立作業で可変速運転ができ、特にコーナー曲線部分などの縫製作業に威力
を発揮します。
●ペダル踏み加減に応じ、可変速運転が可能です。
●テーブル脚横桟上に簡単に固定できます。
●フットスイッチにより糸切り、押え上げなどの外部信号操作が可能です。

XC-G10S/L操作箱

XC-G10S/L

ユーザー 
フレンドリー機能

パソコンインタフェース
●セットアップソフトウェアを使用して、設定の一括書き込み・読み込み・保存など、設定データの管理が行えます。（XCG_SET）
●ステップシーケンス専用ソフトウェアを使用してステップシーケンスの作成・編集などが行えます。（XCG_STEP）
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接続先
項目 XC-G PLK-G

通信インタフェース
Ethernet（注2）通信（CC-Link IE Field Basic対応）

シリアル通信（制御盤、操作箱）
接続機器 XC-Gシリーズ制御盤　操作パネル（XC-G10/G500） PLK-Gシリーズ制御盤（注3）（注4）

外部入出力 入力デジタル2点/アナログ2点、出力デジタル2点/アナログ1点　計7点 （背面コネクタ）（注5）

定格 DC12V　XC-G制御盤より供給 DC12V　PLK-G制御盤より供給
外形寸法 幅125 x 奥155 x 高さ40mm

質量 300g

（注1）シーケンサの性能に依存します。
（注2）Ethernet、イーサネットは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
（注3）PLK-Gシリーズはシステムアップデート（Ver.18以上）が必要です。
（注4）PLK-G1306は対応しておりません。
（注5）コネクタは別売りです。（オプション対応）

HUB

PLK-G

PLK-J-LAN

シーケンサ

GOT

PLK-J-LAN

PLK-J XC-G

LANケーブル

シーケンサ1台あたり
最大32ユニット
 接続可能（注1）

LANケーブル

リアルな生産状況を
タイムリーに各部門に展開

縫製時間/アイドルタイム/通算運転時間
縫製枚数/エラー内容/糸切り回数/給油回数  
etc.

縫製情報の収集が可能！

●生産管理者
・進捗情報の把握
・工程の管理・改善
・作業者の管理

●作業者
・作業量の確認
・作業内容の指示

●設備保全者
・トラブルの対応
・予防保全
・迅速なメンテナンス対応

様々な縫製情報をミシンから収集
縫製現場の見える化を支援

三菱電機独自のネットワークを活用したデータ収集・見える化システムの構築

LANユニット接続イメージ
ミシンとの接続はシリアルケーブルを繋ぐのみ、別電源も不要です。後付けでCC-Link IE Field Basicに対応させ、IoT化を実現します。
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PLK- PLK-G
LY, LU, LX
XC-G

安全に関するご注意

お問い合わせは下記へどうぞ

本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくため
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■ご注意：お買い上げ時は、保証書の内容を必ずご確認ください。

この印刷物は2020年7月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

〒100-8310　東京都千代田区丸の内 2-7-3（東京ビル）

J-001-A 2007〈IP〉 2020年7月作成

FACTORY AUTOMATION

www.mtco-web.co.jp/sewing_machine/

三菱電機 工業用 ミシン〈総合カタログ〉

三菱電機 工業用 ミシン
〈総合カタログ〉

●お買い求め・ご相談は国内総代理店　菱電商事株式会社
関西支社・・・・・・・〒530-0003 大阪市北区堂島二丁目2番2号（近鉄堂島ビル）・・・・・・・・・・・（06）4797-3091
東京事務所・・・・・・・・・〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-15-15（K&C 東池袋ビル）・・・・・・・・・・・・（03）5396-6361
名古屋事務所・・・・・〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3（錦パークビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（052）211-1222
九州事務所・・・・・・・・・〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3-6-11（福岡フコク生命ビル）・・・・・・・・・・・（092）736-5749


