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　 記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。
図の中には具体的な禁止内容を表示しています。（左図の場合は分解禁止）

　 記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。　　
図の中には具体的な注意内容を表示しています。（左図の場合は一般的な注意）

以下のようなときは、電源スイッチを切り、電源プラ
グを抜いてください。
・ミシンのそばを離れるとき
・ミシンを使用したあと
・ミシン使用中に停電したとき

安全上のご注意
◆ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
◆ここに示した注意事項は、ミシンを安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するため
　のものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
◆お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
◆このミシンは、日本国内向け家庭用です。　FOR USE IN JAPAN ONLY.

本文中の図記
号の意味

    記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
図の中には具体的な指示内容を表示しています。（左図の場合は一般的な強制）

一般家庭用、交流電源100Ｖでご使用ください。

必ず電源
プラグを
抜く

必ず実行

感電・火災
　　　の原因になります。

危害・損害の
程度を表わす
表示

お客様自身での分解は
しないでください。

ミシンの操作中は、針から目を離
さないようにし、針・はずみ車・
天びんなどすべての動いている部
分に手を近づけないでください。

ぬい中に 刺しゅう枠を押したり、引っ張ったりしない
でください。針折れの原因になります。

禁　止

接触禁止

分解禁止

この表示の欄は「死亡または重
傷などを負う可能性が想定され
る」内容です。

この表示の欄は「傷害を負う可
能性または物的損害が発生する
可能性が想定される」内容です。

感電・火災・けが
　　　の原因になります。

以下のことを行うときは、電源スイッチを切り、電源
プラグを抜いてください。
・ミシンのお手入れを行うとき
・針、針板を交換するとき

お子様がご使用になるときや、
お子様の近くでご使用される
ときは、特に安全に注意して
ください。

ミシンに以下の異常があるときは速やかに使用を停止
し、まず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて、お
買い上げの販売店にて点検・修理・調整をお受けくだ
さい。
・正常に作動しないとき
・水にぬれたとき
・落下などにより破損したとき　
・異常な臭い・音がするとき
・電源コード・プラグ類が破損、劣化したとき

針および押さえは、確実に固定してください。
必ず実行

感電・火災・けが
　　　の原因になります。

注　意

必ず電源
プラグを
抜く

必ず電源
プラグを
抜く

以下のことを行うときは、電源スイッチを切ってくだ
さい。
・上糸、下糸をセットするとき

必ず実行

曲がった針や、先のつぶれた針は
ご使用にならないでください。

プラグ受けに、糸くずやほこりがたまらないようにし
てください。

必ず実行

電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らず電源プ
ラグを持って抜いてください。

必ず実行

電源プラグは定期的に乾いた布でふき、ほこりなどを
取り除いてください。

ストーブ、アイロンの近くなど温度の高いところでは
使用しないでください。
ミシンの使用温度は5℃～35℃です。禁　止

スプレー製品などを使用した部屋や、引火しやすい物
の近くでは使用しないでください。

禁　止

禁　止

必ず実行

ミシンの通風口はふさがないでください。

必ず実行

ミシンを持ち運ぶときは、片手で
手さげハンドルを持ち、必ずもう
一方の手をミシンにそえてくださ
い。

禁　止

仕様及び外観は改良のため
予告なく変更することがあ
りますのでご了承ください。

幅48.3 cm ×奥行29.5 cm ×高さ29.5 cm

100V　50/60Hz
仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様

質 量

使 用 針 家庭用　HA×1

最高ぬい速度 毎分650針

使 用 電 圧

消 費 電 力

外 形 寸 法

7.6 Kg（本体）

25W

修理サービスのご案内
● お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は内容をお確かめの上、大切に保管してください。
● 無料修理保証期間内（お買い上げ日より1年間です）およびそれ以降の修理につきましても、お買い上げの
販売店が承りますのでお申し付けください。

修理用部品の保有期間
● 当社は動力伝達部品、および縫製機能部品を原則として製造打ち切り後8年間を基準として保有し、必要に
応じて販売店に供給できる体制を整えています。

無料修理保証期間経過後の修理サービス
● 取扱説明書にしたがって、正しいご使用とお手入れがなされていれば、無料修理保証期間を経過したあとでも、
修理用部品の保有期間内はお買い上げの販売店が有料で修理サービスをします。
ただし、次のような場合は修理できないときがあります。
1. 保存上の不備または誤使用により不調、故障または損傷したとき。
2. 浸水、冠水、火災等、天災、地変により不調、故障または損傷したとき。
3. お買い上げ後の移動または輸送によって不調、故障または損傷したとき。
4. お買い上げ店または当社の指定した販売店以外で修理、分解、改造をしたために不調、故障または損傷し
　 たとき。
5. 過度なご使用により不調、故障または損傷したとき。

● 長期間にわたってご使用された場合の精度の劣化は、修理によっても元通りにならないことがあります。
● 有料修理サービスの場合の費用は必要部品代、交通費、およびお買い上げ店が別に定める技術料の合計にな
ります。

お客様の相談窓口
修理サービスについてのお問い合わせやご不審のある場合は下記にお申しつけください。

蛇の目ミシン工業株式会社
〒193-0941東京都八王子市狭間町1463番地

お客様相談室　TEL. 0120-026-557（フリーダイヤル）
　042-661-2600

受付   平日　9：00～12：00　13：00～17：00
（土・日・祝日・年末年始を除く）

メールでのお問い合わせは、ホームページ http://www.janome.co.jp
問合せフォームをご利用ください。

このミシンを使用するときは、付属の専用電源コード
を使用してください。
付属の専用電源コードは、このミシン以外の電気製品に
は使用しないでください。

禁　止
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◎お取り扱いについてのお願い

■ご使用前に

① ほこりや油などで、ぬう布を汚さないように、使う前に乾いたやわらかい布でよ

くふいてください。

② シンナー、ベンジン、ミガキ粉は絶対に使用しないでください。

■いつまでもご愛用いただくために

① 長時間日光に当てないでください。

② 湿気やほこりの多いところは、さけてください。

③ 落としたり、ぶつけるなど衝撃を与えないでください。

ミシンを持ち運ぶときは、片手で手さげハンドルを持ち、必ずもう一方の手を
ミシンにそえてください。

■修理、調整についてのご案内

万一不調になったり、故障を生じたときは、「ミシンの調子が悪いときの直し方」
（50～51ページ）により点検、調整を行ってください。
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●各部のなまえ

◎ぬう前の準備

糸巻き糸案内

天びん

糸調子ダイヤル

面板

糸切り/糸押さえ

糸案内板

針板

角板

角板開放ボタン

スタート/ストップボタン

キャリッジ

針止めねじ

針棒糸掛け

針

押さえ
押さえ止めねじ

糸通し

補助糸立て棒取り付け穴

操作パネル

液晶表示画面

コントラスト調節ダイヤル

糸こま押さえ（大）
糸立て棒

糸巻き軸

ボビン押さえ

糸切り（下糸巻き用）

はずみ車

USBポート

電源スイッチ

プラグ受け

押さえ上げ

 手さげハンドル

糸案内カバー
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●標準付属品

　　　　ボビン
※ボビン1個は、ミシン本体
　内がまに入っています。

 ミシンブラシ 補助糸立て棒 フェルト

糸こま受け台 　糸こま押さえ（大）
※糸こま押さえ（大）は、ミ
　シン本体糸立て棒に取り付
　けてあります。

糸こま押さえ（小）

ドライバー ドライバー（針板専用）

取扱説明書 内蔵模様テンプレートシート

ソフトカバー

電源コード

針

 はさみ

標準刺しゅう枠（テンプレート付き）

 油さし
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①電源スイッチ　　側「OFF」を押して、電源を切り
ます。

②電源コードのプラグをプラグ受けに差し込みます。

③電源プラグをコンセントに差し込みます。

④電源スイッチ　　側「ON」を押して、電源を入れ
ます。

●電源のつなぎ方

・ 一般家庭用電源AC100Vの電源以外では、絶対に使用しないでください。

火災、感電、故障の恐れがあります。
・ ミシンを使用しないときには、電源スイッチを切って、電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電、火災の原因になります。

※ 電源コードのプラグ形状と、差し込み口のプラグ受
けの形状は異なりますが、そのままご使用できます。

※ 電源を入れてから、初期セットまで約10秒かかり
ます。

※ 電源投入時、画面に　　　　　の表示が出ている間
は、電源を切ったり、USBメモリ（市販品）の抜き
差しは行なわないでください。

電源スイッチ

電源コード

プラグ

プラグ受け

電源プラグ

コンセント

①

②

③
④

電源スイッチ

電源スイッチ

・ たこ足配線はしないでください。火災、感電の原因になります。
・ ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。感電の原因になります
・ 電源コードを傷つけたり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたりすると

電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。
・ 電源プラグは定期的に乾いた布でふき、ほこりなどを取り除いてください。

ほこりなどが付着していると湿気等により絶縁不良となり、火災の原因になります。
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●スタート/ストップボタン

スタート/ストップボタンを押すと、ミシンがス
タートします。
もう一度押すと、ミシンは停止します。

※ スタート/ストップボタンを押して注意画面が表
示されたときは、押さえをさげてからスタート/
ストップボタンを押してください。
 画面を戻すときには、「OKキー」を押します。

押さえ上げで、押さえのあげさげをします。
押さえ上げを普通にあげた位置よりさらに高くあげる
と、押さえはさらにあがります。
刺しゅう枠をセットするときなどの補助リフトとして
お使いください。

●押さえ上げ

OKキー

スタート/ストップボタン

押さえ上げ
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①角板開放ボタンを右にずらして角板を外します。

②ボビンを取り出します。

ボビン

★ボビンの取り出し

★糸こまの取り付け
糸立て棒に糸こま押さえ（大）を入れてから、糸の端が
糸こまの下から出るようにして糸こまを入れ、糸こま押
さえ（大）2つで糸こまをはさみます。

糸立て棒に糸こま押さえ（大）を入れてから、糸の端が
糸こまの下から出るようにして糸こまを入れ、糸こま押
さえ（大） と糸こま押さえ（小）で糸こまをはさみま
す。
 ※糸こま押さえ（小）は小さい糸こまに使用します。

補助糸立て棒での利用もできます。
補助糸立て棒を使うときは、補助糸立て棒取り付け穴に
セットします。糸の端は糸こまの右側からうしろに出る
ようにします。

★補助糸立て棒の利用

●下糸の準備

【普通の糸こまのとき】

【小さい糸こまのとき】

①

②

角板

角板開放ボタン

普通の糸こま

糸の端
糸こま押さえ（大）

糸立て棒

小さい糸こま

糸こま押さえ（小）

糸立て棒

糸の端

糸の端

糸こま受け台

補助糸立て棒

補助糸立て棒
取り付け穴

フェルト

糸こま押さえ（大）

お願いお願いお願いお願いお願い
ボビンはJマーク付きの専用プラスチックボビンをお
すすめします。
市販の水平釜用プラスチックボビン（厚型、高さ
11.5mm）も使用できます。
他の紙ボビンなどを使用すると、ぬい不良の原因にな
ります。

   高さ
11.5mm

Jマーク

糸こま押さえ（大）
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①糸こま側の糸を軽く押さえ、糸巻き糸案内に糸をか
けます。

②ボビンの穴に内側から糸を通し、糸巻き軸に差し込
みます。

③ボビンをボビン押さえの方に押し付け、糸の端をつ
まんだまま巻きはじめます。糸がボビンに3重ほど
巻きついたらミシンを止めて、穴のきわでつまんで
いる糸を切ります。

④再びスタートして巻き終わるとボビンの回転が止ま
ります。
スタート/ストップボタンを押して、ミシンを止め
たあと、糸巻き軸をもどし、ボビンを糸巻き軸から
外し、糸切りで糸を切ります。

※ 糸巻き軸は、必ずミシンを止めてから移動してくだ
さい。

※ 糸巻きは安全のため、ミシンがスタートしてから約
１分30秒後に自動停止します。

★ボビンに糸を巻く

①

②

③

④

糸切り（下糸巻き用）

ボビン押さえ

糸巻き軸

糸巻き糸案内
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※ 角板に糸の方向を示しています。

※ ボビンの巻き量が少ないものは使用しないでくださ
い。糸がらみの原因になります。

①糸の端を矢印方向に出し、ボビンを内がまに入れま
す。

②糸の端を引きながら、手前のみぞにかけ、そのまま
左へまわして、左側のみぞのところに出します。

③糸を左側のみぞにかけるように向こう側に出しま
す。

※ 糸を引き出したとき、ボビンは反時計方向に回転し
ます。時計方向に回転した場合には、ボビンの向き
を上下逆に入れかえます。

④下糸は10cmくらい引き出して、角板を左側から
合わせて付けます。

★ボビンのセット

④

③

②

①

角板

下糸

左側のみぞ

左側のみぞ

手前のみぞ

糸の端

内がま
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①糸こまから糸を引き出し、糸こま側の糸を軽く押さ
えます。
左手で糸を持ち、糸案内カバーの下に巻きつけるよ
うにしてかけ、溝にそって手前に引き出します。

②糸こま側の糸を押さえ、糸案内板にそっておろし、
下をまわして上に引きあげます。

●上糸の準備

④針棒糸掛けに左からかけます。

⑤針には糸通しを使って糸を通します。
糸通しの使い方は11ページをごらんください。

③糸こま側の糸を押さえ、天びんに右からうしろをま
わし、バネを通過させて糸穴に入れます。

①

②

③

④

⑤

④
⑤

③

②

①

①押さえ上げをあげます。

②はずみ車を手前にまわして、
針を上の位置にします。

★上糸を通す前のお願い

針棒糸掛け

糸穴

バネ 天びん

糸案内板

溝

糸案内カバー

上糸を通すときは、必ず電源スイッチを切ってください。

けがの原因になります。

★上糸の通し方
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★糸通しの使い方

①押さえ上げをさげ、針をいちばん上にあげておきま
す。糸通しをいちばん下までさげ、フックを針穴に
入れた状態で保持します。

②糸を左側からガイドとフックにかけます。

③糸の端を軽く持ち、糸通しを静かにもどすと、糸の
輪が引きあげられます。

④糸の輪を糸通しから外し、針穴から端を引き出　
します。

①

②

③

④

お願い
・上糸交換のとき、キャリッジが左の位置にあり交換し
　ずらい場合には、「ホームポジションキー」（　　　）
　を押してキャリッジを移動してください。
　もとに戻す場合は、もう一度「ホームポジション　　
　キー」を押してください。
※ 刺しゅう枠に厚物の布を張ったときなどは、ホーム
ポジションに戻すときに押さえと当たってしまう事
があります。ホームポジションに戻す前に刺しゅう
枠を取りはずすか、押さえ上げを普通にあげた位置
よりさらにあげ続けて刺しゅう枠と当たらないよう
にしてください。

ガイド

フック

フック

糸通し
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★下糸の引きあげ方

①押さえ上げをあげ、上糸の端を指で押さえておきます。

②手ではずみ車を手前に一回転させ、針をあげます。
上糸を軽く引くと、下糸の輪が引き出されます。

③上糸は、押さえの穴に通し、糸端を糸切りの糸押さ
え部に手前から向こう側へ2～3cm出るようにか
けます。

①

②

③

上糸

下糸

下糸

はずみ車
上糸

押さえの穴

糸切り/糸押さえ

2～3cm出るよ
うにかけます

糸押さえ部

下糸
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●針の取りかえ方

針の平らな面を平らなもの（針板など）に置いたとき、
すき間が針先まで均等に見えるのが良い針です。

①針止めねじをドライバーで手前に1～2回まわして
ゆるめ、針を外します。

針の取りかえは、必ず電源スイッチを切ってください。

けがの原因になります。

②針の平らな面を向こう側に向けて、ピンにあたるま
で差し込み、針止めねじをドライバーでかたくしめ
ます。

針先が曲がったり、つぶれているものは使わないよう
にしてください。

けがの原因になります。

【針の調べ方】

①

②

●針

●糸

うすい布、普通の布、ニット地 .... 11番、ストレッチ針
厚い布............................................... 14番

ミシン刺しゅう糸をご使用ください。

※ 下糸は、ジャノメ刺しゅう専用下糸90番をご使用
ください。

針止めねじ

平らな面

ピン
ドライバー

すき間

ドライバー
針止めねじ
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●糸調子の合わせ方

布の裏側に、少し上糸が見えるくらいに調節します。

布の表に下糸が出ます。

糸調子ダイヤルをまわして、数値を小さくします。

上糸がたるんだり、糸締まりがゆるくなります。

糸調子ダイヤルをまわして、数値を大きくします。

【上糸が強すぎるとき】・・・・・・・・・・・・

【上糸が弱すぎるとき】・・・・・・・・・・・・

4

5

3

4

5

3

布の裏

布の表

下糸

糸調子ダイヤル

糸調子ダイヤル

布の裏

【正しい糸調子】・・・・・・・・・・・・・・・
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刺しゅうする布の裏側に芯地を貼ると、きれいに仕上がります。

うすい布や化繊布、または、ジャージーのような伸縮性のある布の場合は、必ず芯地を貼ります。
しっかりした厚い布は、芯地を貼らずにそのままぬえます。

芯地はアイロンで接着するタイプと、接着しないタイプがあります。
接着しないタイプの芯地は、アイロンをかけられない布やアイロンをかけにくい部分に刺しゅう
するときに使用してください。

接着するタイプの芯地
布の刺しゅうしない面（裏）と、芯地の光沢のある面
（のり付き）を向かい合わせにし、角を折ってアイロン
（中温）がけします。

※ 芯地の角を折っておくと、刺しゅうが終わったあと
に芯地をはがしやすくなります。

●芯地

●テンプレート

刺しゅう枠に布を張るとき、テンプレートの基準線を
目安にして張ると便利です。

ます目のはんいで刺しゅうができます。

※ 文字ぬいの原点は、31ページをごらんください。

芯地

図柄模様のぬい原点（基準位置）
文字ぬい中（中央）ぬい原点

文字ぬいの左（先頭）
ぬい原点

文字ぬいの右（最終）
ぬい原点

テンプレート取り出し穴
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◎液晶表示画面と操作パネルの説明

●操作パネルキーのはたらき
(1)内蔵模様モードキー（26ページ参照）
模様＃1から＃55の内蔵模様の選択ができます。

(2)文字モードキー（29ページ参照）
3書体の文字（アルファベッド、数字） とノーマルソー
の選択ができます。

(3)ミシン(内蔵)ファイルを開くキー
　（46ページ参照）
ミシン本体に保存したファイルを開くことができます。

(4)USBファイルを開くキー（33ページ参照）
USBメモリに保存したファイルを開くことができます。

(5)ページキー
画面の切りかえをします。
文字ぬい実行画面では記憶した文字の確認に使用します。
（文字の確認は、32ページ参照）

(6)OKキー
設定した状態を確定します。

(7)取消しキー
もとの選択していた画面に戻ります。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6) (7)

●液晶表示画面のコントラスト調節
液晶表示画面のコントラストを調節します。
コントラスト調節ダイヤルを左にまわすと画面が濃くな
り、右へまわすと画面が薄くなります。

 お願い
液晶表示画面や操作パネルを押すときは、指で押してく
ださい。
とがった物で押さないでください。

コントラスト
調節ダイヤル

液晶表示画面
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(8)編集キー（34ページ参照）
模様の組み合わせを行います。

(9)ファイル保存キー（42ページ参照）
文字や編集した模様を保存できます。

(10)削除キー（35,46ページ参照）
編集した模様の削除やファイルの削除をします。

(11)SETキー（18ページ参照）
基本機能、使用言語について、ミシンのセット状態をか
えることができます。

(12)ヘルプキー（22ページ参照）
基本動作の説明を見ることができます。

(13)ジョグキー（27,35ページ参照）
矢印の方向に、刺しゅう位置の調節ができます。

(13)-1センターキー（35ページ参照）
ぬい実行画面のときは、枠中心に移動します。
文字のときは、設定したぬい原点に移動します。
編集のときは、枠中心に移動します。

(14)ホームポジションキー（11,28ページ参照）
キャリッジをホームポジション（電源投入時の位置）に
移動します。
ミシンを収納するときはホームポジションにします。
もう一度「ホームポジションキー」を押すと、もとの位
置に戻ります。

(15)ぬいはんい確認キー（27ページ参照）
ぬいはんいを確認します。

(16)枠前進キー（28ページ参照）
キーを1回押すごとに、ぬわずに1針ずつぬい目を進
めます。ボタンを押し続けると、次第に加速し、最大
10針ずつぬい目を進めます。

(17)枠後進キー（28ページ参照）
キーを1回押すごとに、ぬわずに1針ずつぬい目を戻
します。ボタンを押し続けると、次第に加速し、最大
10針ずつぬい目を 戻します。

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)(15)(16)(17)

(13)-1
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2

◎ミシンのお好みセット（SETキー）

お好みにより、キーを押したときの音（ブザー音）を消すこと
ができます。
初期の状態（購入時のセット状態）は、ON（ブザー音有り）
です。

①ブザー音を使用するときには「ONキー」を押します。
ブザー音を消したいときには「OFFキー」を押します。

②「OKキー」を押すと設定を確定し、もとの画面に戻ります。

※「取消しキー」を押すと、設定を変更せずにもとの画面に
戻ります。

※ 次の項目を選ぶには、「ページキー」を押して項目を選び
ます。

ぬい速度を400、500、650spm（針/分）の3種類で
かえることができます。
初期の状態（購入時のセット状態）は、650spmです。

※ 小さい模様をきれいにぬうときや、密度のある模様をぬう
ときには速度を遅くしてください。

①「－」、「＋」キーでぬい速度を選びます。
②「OKキー」を押すと設定を確定し、もとの画面に戻ります。

※「取消しキー」を押すと、設定を変更せずにもとの画面に
戻ります。

※ 次の項目を選ぶには、「ページキー」を押して項目を選び
ます。

【最高ぬい速度】

【音量】

●セット項目 「SETキー」を押すと、ミシンのセット専用画面が表示され、
ミシンの機能をお好みの状態にセットできます。

【インチ/ミリ】
画面に表示される数値の単位をインチまたはミリメートルに
かえることができます。
初期の状態（購入時のセット状態）は、ミリメートルです。

①インチ表示を使用するときには「inchキー」を押します。
ミリメートル表示を使用するときには「mmキー」を
押します。

②「OKキー」を押すと設定を確定し、もとの画面に戻ります。

※「取消しキー」を押すと、設定を変更せずにもとの画面に
戻ります。

※ 次の項目を選ぶには、「ページキー」を押して項目を選び
ます。

「－」「＋」キー

「ON」「OFF」キー

「inch」「mm」キー

ページキー 取消しキーOKキー

ページキー 取消しキーOKキー

ページキー 取消しキーOKキー
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画面と実際のキーの位置がずれて、うまく押せないときに次の
方法で調整します。

②画面が切りかわります。
表示されるキー「ページキー」の中心を押します。

使用する糸を選択すると、その糸に対応した糸番号が自動セッ
トされ、刺しゅう画面に表示されます。
初期の状態（購入時のセット状態）は、Janomeです。

①「糸名キー」で糸を選びます。
②「OKキー」を押すと設定を確定し、もとの画面に戻ります。

※「取消しキー」を押すと、設定を変更せずにもとの画面に戻
ります。

※ 次の項目を選ぶには、「ページキー」を押して項目を選びま
す。

①「選択キー」を押すと、「フォーマットしますか？」と表示さ
れます。

②「OKキー」を押すとフォーマットし、もとの画面に戻ります。

※ フォーマットすると、保存した模様データはすべてなくなり
ます。

※「取消しキー」を押すと、フォーマット設定画面に戻ります。
※ 次の項目を選ぶには、「ページキー」を押して項目を選びま
す。

　　　キーを
押してください

【糸選択】

【フォーマット】

【キーの位置調整】

①「YESキー」を押します。

①

②

糸名キー

選択キー

YESキー

ページキー

ページキー 取消しキーOKキー

ページキー 取消しキーOKキー
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十字マーク

④「USBファイルを開くキー」の中心を押します。④

⑤十字マークの中心を押します。⑤

⑥「ぬいはんい確認キー」の中心を押します。

⑦終了画面が表示されたら、「OKキー」を押します。
もとの画面に戻ります。

※ 次の項目を選ぶには、「ページキー」を押して項目を
選びます。

⑥

⑦

③「OKキー」の中心を押します。③

OKキー

USBファイルを開くキー

ぬいはんい確認キー

ページキー 取消しキーOKキー
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取消しキー

①「言語選択キー」で言語を選びます。
②「OKキー」を押すと設定を確定し、もとの画面に
戻ります。

※「取消しキー」を押すと、言語変更せずにもとの
画面に戻ります。

※ 画面は「ページキー」で切りかえます。

（1） 英語
（2） フランス語
（3） イタリア語
（4） スペイン語
（5） ドイツ語
（6） オランダ語
（7） 日本語
（8） スウェーデン語
（9） ロシア語
（10） ポルトガル語
（11） フィンランド語
※ 次の項目を選ぶには、「ページキー」を押して項目
を選びます。

10

(1)
(3)

(5)

(2)

(4)

(6)

(7) (8)

(9) (10)
(11)

【言語設定】

【すべて初期状態にもどす】

言語選択キー

OKキー

ページキー

YESキー

画面表示の初期の状態（購入時のセット状態）は日本語
ですが、言語を変更することができます。

取消しキーOKキー

【 グリッドサイズ】 編集の時に、編集刺しゅう画面にグリッド線を表示する
ことができます。
初期の状態（購入時のセット状態）は、刺しゅう枠の中
心を示す十字のマークが表示されています。

①「グリッドサイズ選択キー」でグリッド線の間かくを
選びます。「OFFキー」は、刺しゅう枠の中心を示す
十字のマークが表示されます。

②「OKキー」を押すと設定を確定し、もとの画面に
戻ります。

※「取消しキー」を押すと、設定を変更せずにもとの
画面に戻ります。

※ 次の項目を選ぶには、「ページキー」を押して項目を
選びます。

言語設定以外すべてのセットを初期の状態（購入時の
セット状態）に戻します。
※保存した模様データは削除されません。

①「YESキー」を押します。
②「OKキー」を押すと設定を確定し、もとの画面に
戻ります。

※「取消しキー」を押すと、設定を変更せずにもとの
画面に戻ります。

ページキー 取消しキーOKキー

グリッドサイズ選択キーOFFキー
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「ヘルプキー」を押すと、針の交換などの基本操作（4
項目）が確認できます。

①「ヘルプキー」を押します。

②「選択キー」で項目を選びます。

③「ページキー」で画面を切りかえます。

④確認が終わったら「OKキー」を押して画面を戻しま
す。

①

②

③

④

◎ヘルプ

ヘルプキー

選択キー

ページキー

OKキー

●ヘルプの選択
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◎刺しゅう枠のセット
●刺しゅう枠に布を張るとき

③外枠の調節ねじをゆるめます。

⑤調節ねじを軽くしめ、布の端を引っ張って、刺
しゅう枠内側のしわをなくします。

⑥調節ねじをしっかりしめます。

①模様のぬい位置を決めるために、布に基準位置
（ぬい原点）の十字マークを付けます。
※ 布の裏に芯地を貼ります。（15ページ参照）
※ 模様の基準位置（ぬい原点）は、付属の内蔵模様
テンプレートシートに表示しています。

②内枠の中にテンプレートを入れます。
布の上に内枠をのせ、テンプレートと布の十字
マークを合わせます。

④布とテンプレートの基準線がズレないように、外
枠にセットします。

※ 内枠を押し込むときは、枠の四隅を押してくださ
い。

⑦テンプレートを外します。

①

②

③

④

⑤ ⑥

⑦

布

芯地

内枠

外枠

十字マーク

テンプレート

調節ねじ

テンプレート

調節ねじ
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●刺しゅう枠に布を張るとき （40×80 だえん）（オプション）

q  内枠の調節ねじをゆるめて外枠より外します。

②図のように外枠をポケットに入れ、ポケットの上
から内枠をはめます。

③内枠の調節ねじを軽くしめ、布の端を引っ張っ
て、刺しゅう枠内側のしわをなくします。

④ポケットの縁を左右に引っ張り、ポケットの下部
を下の方に引っ張って布をしっかりと張ります。

⑤内枠の調節ねじをしっかりしめます。
⑥ポケットを返して、刺しゅう面の裏側が全部見え
るようにします。

※ 刺しゅう枠を深く差し込み過ぎると、ポケットを
返すことができません。

①

② ,③ ,④ ,⑤ ,⑥
外枠

調節ねじ

内枠

★オプション枠の種類（ネーム刺しゅう枠）
J N1 N2 N4N3

     J
50 ×50

    N1
60 ×60

    N2
24 ×56

    N3
60 ×22

    N4
42 ×62

枠アイコン 品番 ぬい範囲（mm）

856405006

856411005

856412006

856413007

856414008

品名

小型刺しゅう枠

100×100 しかく

40×80 だえん

80×40 だえん

65×85 だえん

50 ×50

60 ×60

24 ×56

60 ×22

42 ×62
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お願い
刺しゅう枠に厚物の布を張ったときなどは、押さえ上げ
を普通にあげた位置よりさらにあげて刺しゅう枠を取り
付けてください。（6ページ参照）

●刺しゅう枠の取り付け/取り外し

①押さえ上げをあげます。

②刺しゅう枠の溝の入り口をキャリッジのピンにあて
ます。

③刺しゅう枠のつまみを矢印方向に引いて、枠をピン
に押しあてます。

④ピンが溝に入った状態で、つまみを戻します。

① ②

③

・キャリッジの裏側に布が入り込まないようにしてくだ
　さい。
・キャリッジは手で動かさないでください。
・刺しゅう中は、刺しゅう枠やキャリッジにふれないで
　ください。

【取り付け】

⑤押さえ上げをあげます。

⑥刺しゅう枠のつまみを矢印方向に引いて、刺しゅう
枠をキャリッジから外します。

⑤ ⑥

【取り外し】

④

溝の入り口
キャリッジのピン

キャリッジのピン

キャリッジのピン

つまみ

つまみ

キャリッジ

キャリッジ

キャリッジ裏側

つまみ
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2 　

　

　

◎内蔵模様
●模様の選び方

①「内蔵模様モードキー」を押して、「模様選択キー」
で模様を選びます。

※ 画面は「ページキー」で切りかえます。
※ 画面は14画面あり、55個の模様があります。
※ 模様＃55はクロスセッター（オプション）用基準
線模様です。

「糸色確認キー」を押すと、模様の糸色が確認できます。

【ぬい実行画面説明】

②ぬい原点にキャリッジが移動し、ぬい実行画面に
なります。

※ 糸番号は、初期の状態（購入時のセット状態）は
Janomeの糸番号に設定されています。

※ 5色以上ある場合は、「ページキー」を押して確認し
ます。

※「OKキー」または「取消しキー」を押すと、前の画
面（ぬい実行画面）に戻ります。

※ 使用言語により、糸色名表示が長くて名前が読み取
れない場合は、「ジョグキー」の (　　）を押して糸
色名を表示させます。
「ジョグキー」の（　　）を押すと、前の画面に戻り
ます。

【糸色確認画面説明】

①

②

内蔵模様モードキー模様選択キー

ページキー

模様サイズ表示

使用枠表示

糸色確認キー
色がえ数表示ぬい上がり時間表示

 全体模様表示

糸色名表示糸番号
糸がえ順序

取消しキー

OKキー

ジョグキージョグキー

【色がえごとのぬい画面説明】 「ページキー」を押すと、色がえごとに分かれた部分模
様が表示されます。

ページキー

ページキー

ページキー

糸色確認キー

糸がえ順序と
色がえ数表示

糸番号と
糸色名表示

部分模様
表示

ぬい上がり
時間表示
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●ぬってみましょう

①模様を選びます。（例 .＃1）

③「ぬいはんい確認キー」を押して、ぬいはんいを確認
します。

②ぬい位置を確認します。
※「ジョグキー」を使って、布のマークの中心が針の真
下にくるように位置決めします。

①

②

③

ジョグ
キー

布のマーク

ぬいはんい確認キー
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●上糸が切れたとき

②「枠後進キー」を押して、ぬっている部分と少し重
なったところに針位置がくるようにします。

※ 戻しすぎた場合には、「枠前進キー」を押します。
※「枠後進キー」、「枠前進キー」はキーを1回押すごと
に、ぬわずに1針ずつぬい目を進めます。ボタンを
押し続けると加速していき、最大10針ずつぬい目
を進めます。

①押さえ上げをあげ、上糸を通し直します。
※ キャリッジが左の位置にあり、糸を通しにくいとき
は、「ホームポジションキー」でキャリッジをホーム
ポジションに移動させます。
もとに戻す場合は、もう一度「ホームポジション
キー」を押します。

※ 刺しゅう枠に厚物の布を張ったときなどは、ホーム
ポジションに戻すときに押さえと当たってしまう事
があります。ホームポジションに戻す前に刺しゅう
枠を取りはずすか、押さえ上げを普通にあげた位置
よりさらにあげ続けて刺しゅう枠と当たらないよう
にしてください。

③押さえ上げをさげ、5～6針ぬったらミシンを止め、
余分な糸を切ります。

④ミシンをスタートして、続きをぬいます。

④押さえ上げをさげ、「スタート/ストップボタン」を
押します。

⑤5～6針ぬってミシンを止め、押さえ上げをあげま
す。ぬい始めの余分な糸をぬい目のきわから切りま
す。

⑥押さえ上げをさげ、ミシンをスタートして自動的に
止まるまでぬいます。

⑦糸をかえて手順④～⑥をくり返して、最後までぬい
ます。

④ ⑤ ⑥

⑦

枠前進キー
枠後進キー

戻した位置

糸が切れた位置

ホームポジションキー
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◎文字刺しゅう
●書体の選択

●文字の選択

①「文字モードキー」を押します。
　

②画面に4つの「書体キー」が表示されます。
お好みの「書体キー」を押して、書体を選びます。

※ 書体は、ゴシック、スクリプト、チェルトナムと
ノーマルソー（18模様）です。

※ 書体どうしの組み合わせはできません。
※ 文字はアルファベットと数字が内蔵されています。
かなや漢字をぬう場合はオプションのJNESを使い
ます。

※ ノーマルソーは、模様をつなげて（記憶）飾りぬい
などに使用します。

　

「ページキー」で文字選択画面を切りかえます。
　
文字選択画面は、（大文字）、（小文字）、（数字、記号）
（ヨーロッパ文字「大文字」）、（ヨーロッパ文字「小文
字」）の順番に表示されます。

AB
CDE
PQ
RST C

A

★キーのはたらき

（2）カーソルキー
   カーソルを移動します。

（3）SIZE（サイズ）キー
   文字の大きさをL（大）、M（中）、S（小）で選べま
   す。
   文字を選ぶ前に「SIZEキー」を押してL、M、Sを
   選びます。

（4）削除キー
   文字を削除します。

（2）

（3） （4）

【文字選択画面説明】

（1）文字キー
　文字を選びます。

（1）

①

②

文字モード
キー

スクリプト書体キー書体選択画面

ノーマルソーチェルトナム

ゴシック

ページキー

文字選択画面

カーソル
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①「文字キー」を2回押して「G」を選びます。

②「ページキー」を押し、小文字を選びます。

③「文字キー」を3回押して「r」を選びます。

④「文字キー」を5回押して「e」を選びます。

⑤「カーソルキー」を押して、カーソルをひとつ進めま
す。

⑥「文字キー」を5回押して「e」を選びます。

⑦「文字キー」を4回押して「n」を選びます。

⑧「OKキー」を押します。

①

② ③

④

⑤

⑥

⑦ ⑧

A

⑨ ぬい実行画面になります。⑨

【文字選択例ゴシック（Green）】

※ 入力した文字を保存する場合は、「OKキー」を押す
前に「ファイル保存キー」を押して、保存するこ
とができます。
（42ページ参照）

文字キー

ページキー

カーソルキーカーソル



31

範囲オーバー文字

A ※ ぬう前に「色がえ停止キー」を押すと、1文字ぬって
自動的に止まります。糸を交換してください。

【ぬい実行画面の説明】

A

【ぬい原点切りかえキー】

文字のぬい原点は、3種類（左、中、右）から選ぶこと
ができます。
「ぬい原点切りかえキー」を押すごとに、ぬい原点が切
りかわります。

(1) 左（先頭）ぬい原点のぬい上がり

(2) 中（中央）ぬい原点のぬい上がり

(3) 右（最終）ぬい原点のぬい上がり

(1)

(2)

(3)

文字を入力して文字が反転表示した場合は、範囲オー
バーを示しています。
「削除キー」を押して、オーバーした文字を消します。

【文字列が刺しゅう範囲をオーバーしたとき】

ぬい文字表示 色がえ停止キー

ぬい原点
切りかえキー使用枠表示模様サイズ表示

色がえ数表示

ぬい上がり
時間表示

削除キー
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●文字の削除

「削除キー」を押すと、カーソルの付いている文字、ま
たはカーソル手前の文字が削除できます。

●文字の追加
カーソルの付いている文字の手前に文字が追加できま
す。

①「カーソルキー」で文字を追加する場所を選びます。

②追加する文字「D」を選びます。

①

①「カーソルキー」で削除する文字を選びます。①

② ②「削除キー」を押します。

●文字の確認

②「ページキー」で確認します。

例A～KをSIZE（サイズ）「S」で記憶したとき

①「OKキー」を押します。

①

②

ぬい実行画面で、記憶した文字が多く全て表示できない
ときは、「ページキー」で確認ができます。

OKキー

ページキー

カーソル
カーソルの付いている文字

②
カーソルキー

削除キー

カーソルキー

カーソル
カーソル手前の文字 削除キー
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◎JNESを使用した文字（かな・漢字）刺しゅう
●USBメモリ（市販品）からファイルを開く

②「USBファイルを開くキー」を押します。

③保存されているフォルダが表示されます。
フォルダを押して、フォルダを開きます。

①USBメモリをUSBポートに差し込みます。
※ USBメモリの抜き差しは、左右に振らずにまっすぐ
に抜き差ししてください。

③

②

①

USBメモリ
USBポート

フォルダ

※ ミシン本体（内蔵）に保存してあるファイルの開き
方は、46ページ参照。

⑤ぬい実行画面になります。
押さえ上げをさげ、ミシンをスタートします。

④保存されているファイルのアイコンが表示されます。
アイコンを押して、ファイルを選びます。

※  ファイルの削除は、46ページ参照。

USBファイルを開くキー

④

⑤

アイコン

オプションのJNESで、かな、または漢字を編集して、
USBメモリ（市販品）に保存し、ファイルを開きます。
※ パソコンでUSBメモリに保存する場合には、必ず
EMBフォルダ内の「EMBFフォルダ」に保存してく
ださい。
USBメモリをミシンに差し込むと自動的に「EMBF
フォルダ」が表示されます。

※ JNESの操作方法は、JNES取扱説明書をごらんくだ
さい。なお、JNES取扱説明書はNS-4と共用してい
るため、USBケーブル、ATAカードの機能が書いて
ありますが このミシンでは、ご使用になれません。
USBメモリを使用してください。

ぬい原点

【ぬい上がり】

※ JNESには、標準刺しゅう枠、小型刺しゅう枠、
100×100しかく刺しゅう枠、40×80だえん
刺しゅう枠、80×40だえん刺しゅう枠、65×
85だえん刺しゅう枠のデータが入っていないため、
次ページ（34ページ）の枠のぬい範囲を参考に、
カスタム枠の設定（JNES取扱説明書112ページ
11-7-3）を行ってください。
ミシン本体で呼び出すときには、標準刺しゅう枠
（140×140mm）で呼び出されます。設定した枠
に選択し直して、ぬい範囲をオーバーしていないか
を確認してください。

※ JNESの操作方法は、JNES取扱説明書の「PCア
プリケーションの操作」項目１～８、10をごらんく
ださい。
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◎編集

編集刺しゅうでは、刺しゅうデータを編集して刺しゅう
することができます。

●編集画面

「編集キー」を押すと、編集画面になります。

※ 画面の十字マークは、刺しゅう枠の中心を示します。
※「SETキー」を押して、グリッドラインを表示する
ことができます。（21ページ参照）

初期の状態（購入時のセット状態）は、標準刺しゅう枠
（140×140mm）にセットされています。

①他の刺しゅう枠 （オプション）を使用する場合は、
「刺しゅう枠選択キー」で刺しゅう枠を選びます。

② お好みの「 刺しゅう枠キー」を押して、刺しゅう枠
を選びます。

※ 画面は３画面あり、６種類の刺しゅう枠があります。
標準刺しゅう枠（140×140mm）
小型刺しゅう枠（50×50mm）（オプション）
100×100 しかく（60×60mm）（オプション）
40×80 だえん（24×56mm）（オプション）
80×40 だえん（60×22mm）（オプション）
65×85 だえん（42×62mm）（オプション）

　　※（ ）はぬい範囲を表します。
　　※ だえん形の刺しゅう枠は、角のぬい範囲は標記

 寸法より小さくなります。（左図参照）

③「OKキー」を押します。

①

② ③

【刺しゅう枠の選択】

編集キー

編集刺しゅう画面

十字マーク

刺しゅう枠選択キー

刺しゅう枠キー

OKキー

SETキー

【だえん形刺しゅう枠のぬい範囲】
例：40×80だえん（ぬい範囲 24×56mm）

56mm

24mm
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●模様の編集
例：内蔵模様の模様＃51を選びます。

選んだ模様は編集画面の中に、四角で表示されます。
四角で表示された模様は、いろいろな機能を使って画面
上で変更（編集）することができます。

①「内蔵模様モードキー」を押します。

②「模様選択キー」を押し、模様＃51を選びます。

※ 模様を移動させる場合は、「ジョグキー」を押しま
す。

②

①

※ 模様を2つ以上組み合わせた場合の編集は、「ページ
キー」で、編集する模様を選びます。
選ばれた模様は実線、それ以外は点線で表示します。

※ 模様の組み合わせは、5個までできます。

※ 模様の組み合わせ方は、38ページ参照。

※「センターキー」を押すと、模様を枠中心に配置しま
す。

※ 模様を削除するときは、「削除キー」を押します。

※ 模様を2つ以上組み合わせた場合の削除は、「ペー
ジキー」で削除する模様を選び、「削除キー」を押
します。
選ばれた模様は実線で表示します。

内蔵模様
モードキー

模様選択キー

ジョグキー

実線

削除キー

センターキー

ページキー

実線点線

ページキー
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★キーのはたらき

指定された模様を拡大して確認することができます。

指定された模様を左右反転することができます。

① 「拡大表示キー」を押します。

②模様の中央部分が表示されます。

③「ジョグキー」（　　）、（　　）を押して模様を確認
します。
はじめは中央部を表示します。（編集のとき小さい模
様や文字を上、または下へ移動した場合、中央部に
は何も表示されない場合があります。）
「ジョグキー」で上部、下部を確認してください。
※ 確認は3つの部分（中央部、上部、下部）で確認し
ます。

④確認が終わったら、「取消しキー」を押します。

【模様形状確認】

①

② ③ ④

【模様の反転】

① 「反転キー」を押します。

②画面がかわったら「右反転キー」または「左反転
キー」を押して、模様を反転します。

③「OKキー」を押すと設定を確定し、もとの画面に戻
ります。

※「取消しキー」を押すと設定を変更せずに、もとの
画面に戻ります。

①

② ③

拡大表示キー

中央部

上部

下部

ジョグキー

ジョグキー

取消しキー

反転キー

右反転キー左反転キー

取消しキー
OKキー
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指定された模様の大きさを4段階（90％、100％、
110％、120％）で拡大、縮小ができます。

指定された模様を回転することができます。

【模様の拡大/縮小】

①「拡大/縮小キー」を押します。

②画面がかわったら「－」、「＋」キーでサイズを選び
ます。

③「OKキー」を押します。

※「取消しキー」を押すと設定を変更せずに、もとの
画面に戻ります。

①

② ③

①「回転キー」を押します。

②画面がかわったら「角度キー」で回転角度を選びま
す。
「　」キーを押すと、左方向へ45°毎に回転します。
「　」キーを押すと、左方向へ１°毎に回転します。
「　」キーを押すと、右方向へ１°毎に回転します。
「　」キーを押すと、右方向へ45°毎に回転します。

③「OKキー」を押します。

※「取消しキー」を押すと設定を変更せずに、もとの
画面に戻ります。

【模様の回転】

①

② ③

回転キー

拡大/縮小キー

取消しキー

OKキー

「－」「＋」キー

取消しキー

OKキー

角度キー
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内蔵模様＃51と文字の組み合わせ①

②

③

④

①「編集キー」を押します。

②「内蔵模様モードキー」を押します。

③「模様選択キー」を押し、模様＃51を選びます。

④「ジョグキー」で模様を移動します。

●編集例

ジョグキー

模様選択キー

内蔵模様モードキー

編集キー
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100%

140x140

⑤「内蔵模様モードキー」を押します。

⑥「模様選択キー」を押し、模様＃51を選びます。

⑦「反転キー」を押します。

⑧「右反転キー」を押します。

⑨「OKキー」を押します。

⑩「ジョグキー」で模様を移動します。

⑤

⑥

⑦

⑧ ⑨

⑩

内蔵模様モードキー

模様選択キー

反転キー

右反転キー

OKキー

ジョグキー
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⑪「拡大表示キー」を押して、配置を確認します。⑪

⑫「取消しキー」を押して、画面を戻します。
⑫

⑬ ⑬「文字モードキー」を押します。

⑭「書体キー」を押します。

AB
CDE
PQ
RST C

A

⑭

⑮ 文字を入力します。（LEAF）

⑯「OKキー」を押します。

⑮ ⑯

OKキー

書体キー

文字モード
キー

取消しキー

拡大表示キー



41

⑰「ジョグキー」で文字を移動します。⑰

⑱「拡大表示キー」を押して、配置を確認します。

⑳「OKキー」を押します。

⑲

⑱

ミシンをスタートして、ぬいます。

⑲「取消しキー」を押して画面を戻します。

⑳

ジョグキー

拡大表示キー

取消しキー

OKキー
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◎ ファイル（模様）の保存

編集した模様や、よく使う模様を保存しておくと、すぐ
に開くことができ便利です。
※ 内蔵模様は、編集から模様の保存ができます。
文字刺しゅうは、文字入力のときと編集のときに
模様の保存ができます。

①「ファイル保存キー」を押します。

①

②保存先に「ミシン本体キー」が設定されているので、
「OKキー」を押します。

※ 画面に　　　　　の表示や砂時計の表示がでている
間は、電源を切ったり、USBメモリ（市販品）の抜
き差しを行なわないでください。

※ 模様を保存すると、M_001・・・からの連番で自動
入力します。

※ ファイル名にお好みの名前をつける場合は、「名前
キー」を押します。（ファイル名の入力参照）

※ ファイルの削除は、46ページ参照。

●ミシン本体（内蔵）

②

①「名前キー」を押します。

②「文字キー」を押して「U_ 」を入力します。

① アルファベットと数字が入力できます。
（8文字まで入力できます。）
例として、ファイル名U_2を入力します。

③「ページキー」を押します。

②  ③

【ファイル名の入力】

ファイル
保存キー

ミシン本体キー
OKキー

名前キー

名前キー

文字キー ページキー
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⑤「OKキー」を押します。

④「2」を入力します。④  ⑤

 ⑥ ⑥「OKキー」を押します。
もとの画面に戻ります。

※ 同じファイル名のときは、注意画面がでます。
「OKキー」を押すと、上書きし、もとの画面に戻り
ます。
「取消しキー」を押すと、上書きせずに、もとの画面
に戻ります。ファイル名を変更してから保存してく
ださい。

OKキー

OKキー

取消しキー

OKキー
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●USBメモリ（市販品）

①USBメモリをUSBポートに差し込みます。

※ USBメモリの抜き差しは、左右に振らずにまっすぐ
に抜き差ししてください。

②「ファイル保存キー」を押します。
保存画面になります。

③保存先の「USBキー」を押します。
ファイル保存用のフォルダが表示されます。
（USBメモリを差し込むと、EMBFフォルダが自動
 的にできます。）

※ 新しいフォルダを作る場合は、45ページ参照。

③

②

①

④フォルダを押します。④

⑤ ⑤「OKキー」を押します。

※ 画面に　　　　　の表示や砂時計の表示がでている
間は、電源を切ったり、USBメモリ（市販品）の抜
き差しを行なわないでください。

※ 模様を保存すると、M_001・・・からの連番で自動
入力します。

※ ファイル名にお好みの名前をつけるときは、「名前
キー」を押します。（42ページ参照）

M_001
EMBF

⑥もとの画面に戻ります。

⑥

USBメモリ

USBポート

ファイル
保存キー

USBキー

フォルダ

OKキー

名前キー

フォルダの中に入る
ファイル名
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②フォルダ名を入力します。

※ アルファベットと数字が入力できます。
（8文字まで入力できます。）
例として、ファイル名ABCを入力します。

⑥もとの画面に戻ります。

② ③

①
①「新規フォルダキー」を押します。

③「OKキー」を押します。

④  新しいフォルダ「ABC」ができます。
「ABC」のフォルダを押します。

⑤「OKキー」を押します。

※ 模様を保存すると、M_001・・・からの連番で自動
入力します。

※ ファイル名にお好みの名前をつけるときは、「名前
キー」を押します。（42ページ参照）

【新しいフォルダを作るとき】

④

⑤

⑥

新規フォルダキー

OKキー

フォルダ

フォルダの中に入る
ファイル名

名前キー

OKキー
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◎ファイルを開く
●ミシン本体（内蔵）

①「ミシン（内蔵）ファイルを開くキー」を押します。

②保存されているファイルのアイコンが表示されます。
アイコンを押して 、ファイルを選びます。

③ぬい実行画面になります。
押さえ上げをさげ、ミシンをスタートします。

※ USBメモリ（市販品）からのファイルの開き方は、
33ページをごらんください。

①

②

③

【ファイルの削除】

②「削除キー」を押します。

キーを押すと、「ファイルを削除してもいいですか？」
と表示されます。
「OKキー」を押すと、選択されたファイル（アイコン）
は削除されます。
※「取消しキー」を押すと、選択されたファイル（アイ
コン）は削除されずに、もとの画面に戻ります。

①「ミシン（内蔵）ファイルを開くキー」を押します。

③削除するファイル（アイコン）を選びます。

①

②③

取消しキー

OKキー

ファイルの
アイコン

削除キー

ミシン（内蔵）ファイルを開くキー

ミシン（内蔵）ファイルを開くキー

ファイルの
アイコン
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◎ミシンのお手入れ
●内がまの掃除

①針を外し、押さえ止めねじをドライバーで外し
て、押さえを外します。（針の外し方は13ペー
ジ参照）
ドライバー（針板専用）で止めねじを左にまわ
して外し、針板を取り外します。

②ボビンを取り出し、内がまの手前を上に引きな
がら外します。

③内がまをミシンブラシで掃除し、布切れで軽く
ふきます。

④外がまのごみをミシンブラシで取り、掃除しま
す。

⑤外がまの中央部を布切れで軽くふきます。
※ ブラシで掃除しにくい乾いた糸くずやほこり
は、電気掃除機などで吸い取ってください。

①内がまを差し込みます。
内がまの凸部を回転止めの左側におさめます。

②ボビンを入れ、2カ所の針板ガイドピンに針板
ガイドの穴を合わせ、針板を取り付けます。

③止めねじをしめます。
※ お手入れが終わったら、忘れずに針と押さえを
付けてください。（針の取り付けは13ページ参照）
押さえは、押さえ止めねじに差し込み、ドライ
バーでしっかりしめます。

お手入れのときは、必ず電源スイッチを切り、
コンセントから電源プラグを抜いてください。
説明されている場所以外は、分解しないでください。

感電・火災・けがの原因になります。

⑤

④

③

②

①

●内がまと針板の取り付け
① ②

③

押さえ

ドライバー

押さえ
止めねじ

押さえ針板ガイドの穴

針板ガイドの穴

針板ガイドピン針板ガイドピン

凸部

回転止め

外がま

外がま

ミシンブラシ

ミシンブラシ

内がま

内がま

針板

止めねじ

ドライバー
(針板専用)

押さえ
止めねじ

ドライバー

ドライバー
(針板専用)
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●上糸糸道の掃除

上糸の糸道部に糸のワックスや糸くずなどがたまると、
ぬい調子不良の原因となりますので、定期的に掃除を
してください。

①糸調子の皿
はがきほどの厚さの紙を用意し、糸調子の皿の間を
紙でこするようにして、たまったワックスや糸くず
を取り除いてください。
※厚紙や紙以外のもので掃除をしないでください。

②針棒糸掛け
ミシンブラシで、針棒糸掛けにたまったワックスや
糸くずを取り除いてください。

②

①

● 面板の取り外し/取り付け

①

②

① 面板の背面にあるねじを外します。

② 面板の前面 を手前に引き、前にあるフックを外し
ます。

③面板を傾けて、残りの２つのフックを外して、面板
を取ります。

④取り付けるときは逆の手順で行ってください。

ねじ

ミシンブラシ
針棒糸掛け

糸調子

フックフック

フック

フック

③
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（Xキャリッジ軸への注油）
ベースカバーのすき間から、Xキャリッジ軸に１～２
滴注油します。

※　　部以外の箇所からは注油しないでください。

※注油する目安は、使用状況により異なります。
　毎日使用している場合は、４ヶ月に１回注油するよ
　うにします。

● 注油カ所
　（針棒、押さえ棒、天びんへの注油）

注油のときは、必ず電源スイッチを切り、
コンセントから電源プラグを抜いてください。

　けがの原因になります。

油さしは、先端から１～２mmのところを切ってくだ
さい。

面板を外して、針棒、押さえ棒 と天びんの、かどう部
に１～２滴注油します。

※注油する目安は、使用状況により異なります。
　毎日使用している場合は、月２回を目安に１～２滴
　注油するようにします。
※注油箇所近くに付着した余分な油は、布できれいに
　ふきとってください。
※油をさしすぎると、布地や糸の汚れの原因となりま
　すので注意してください。油をさしすぎたときには、
　布でふきとってください。
※油は必ず付属のミシン油を使用してください。

針棒 押さえ棒 天びん

 油さし

 先端から
１～２mm

押さえを上げる

フェルトに
注油

フェルトに
注油
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●ミシンの調子が悪いときの直し方

1 かまに、布ぼこり、糸くずがたまっている。
2 油が不足している。

1 上糸のかけ方がまちがっていたり、糸が必要以外のところに
からみついている。

2 上糸調子が強すぎる。
3 針が曲っていたり、針先がつぶれている。
4 針の付け方がまちがっている。
5 ぬい始めに、上糸を糸押さえにかけていない。

1 下糸の通し方が、まちがっている。
2 内がまの中に、布ぼこり、糸くずがたまっている。
3 ボビンにきずがあり、回転がなめらかでない。

1 針の付け方がまちがっている。
2 針が曲っていたり、針先がつぶれている。
3 針止めねじのしめつけが、ゆるんでいる。
4 上糸調子が、特に強すぎる。

1 画面のコントラストが合っていない。

1 針の付け方がまちがっている。
2 針が曲っていたり、針先がつぶれている。
3 上糸のかけ方がまちがっている。
4 品質の悪い（錆びている、針穴の仕上げが悪い）針を使用
している。

5 刺しゅう枠が正しく取り付いていない。
6 刺しゅう枠に布をきちんと張っていない。
7 伸縮性のある布に芯地を使っていない。

1 かまに、布ぼこり、糸くずがたまっている。
2 上糸、下糸がからまっている。
（このとき、ミシンの安全装置がはたらいて、モーターを
自動停止します。）

音が高い

上糸が切れる

下糸が切れる

針が折れる

液晶表示が見
にくい

ぬい目がとぶ

ミシンがまわ
らない

　　　　47ページ参照
49ページ参照

　　　　10ページ参照

14ページ参照
　　　　13ページ参照
　　　　13ページ参照

12ページ参照
　

9 ページ参照
　　　　47ページ参照

ボビンを交換する。

　　　　13ページ参照
　　　　13ページ参照
　　　　13ページ参照

14ページ参照

16ページ参照

　　　13ページ参照
　　　　13ページ参照

10ページ参照
針を交換する。

25ページ参照
23ページ参照
15ページ参照

47ページ参照
からまっている糸を取り除く。

調子が悪い場合 その原因 直し方
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スイッチＯＮで
異常音
（ミシンがまわら
ない。）

模様が整わない

模様が選べない

1 キャリッジとアームの間に布などがはさまっている。

1 刺しゅう枠に布がきちんと張られていない。
2 刺しゅうのとき、布が引っ掛かっているか、はさみ
込まれている。

3 上糸がなくなったときの布裏の処理がわるい。

4 上糸がいたんでいる。

1 キーの位置調整がずれている。
2 電子回路の制御手順にズレが生じている。

  はさまっているものを取り
  除く。

23ページ参照
布を正しい位置に直す。

布裏の余分な上糸を切る。

上糸を交換する。

19-20ページ参照
電源スイッチを切り、再び
入れて、模様をセットする。

調子が悪い場合 その原因 直し方
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26 27 28 29 30

2 4 51 3

6 7 8 109

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

◎模様一覧表

●内蔵模様

19分 4色19分 4色
ぬい上がり
時間

色がえ数

22分 3色 15分 4色 　9分 4色

　4分 4色 14分 5色 　3分 2色 24分 5色 17分 5色

30分 9色 21分 5色 16分 5色 15分 2色 11分 2色

　3分 5色 　7分 7色 10分 7色 　5分 6色 　7分 5色

　6分 5色 13分 5色 　6分 5色 　9分 7色 　5分 5色

　9分 7色 　6分 4色 　5分 6色 22分 1色 32分 1色

※ぬい上がり時間は、ぬい速度650spm
　のときの時間です。
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5554535251

46 47 48 49 50

4544434241

4039383736

31 32 33 34 35

　3分 1色 　3分 1色 　3分 1色 　9分 12色 　7分 9色

　8分 5色 　3分 5色 　5分 3色 　6分 6色 　2分 2色

　4分 7色 　3分 10色 　8分 2色  6分 1色 　4分 1色

10分 1色 　4分 2色 　3分 1色 　3分 2色 　1分 1色

　2分 1色 　2分 2色 　2分 2色 　3分 1色 　1分 1色

色がえ数ぬい上がり
時間
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ゴシック

スクリプト

チェルトナム

ノーマルソー 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18

●文字
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あ
アイコン.......................................................... 33,46

い
糸 ............................................................................ 13
糸案内カバー ..................................................... 3,10
糸案内板............................................................. 3,10
糸色確認キー ......................................................... 26
糸切り/糸押さえ.............................................. 3,12
糸切り（下糸巻き用）.......................................... 3,8
糸こま........................................................................ 7
糸こま受け台 ........................................................ 4,7
糸こま押さえ（小）.............................................. 4,7
糸こま押さえ（大）.......................................... 3,4,7
糸立て棒................................................................ 3,7
糸調子ダイヤル ................................................. 3,14
糸通し................................................................. 3,11
糸巻き糸案内 ........................................................ 3,8
糸巻き軸................................................................ 3,8
糸名キー................................................................. 19
YESキー ........................................................ 19,21
インチ..................................................................... 18

う
内がま................................................................. 9,47
内枠 ........................................................................ 23
上糸 ................................................................. 10,12

え
液晶表示画面 ..................................................... 3,16

お
押さえ................................................................. 3,12
押さえ上げ..................................................... 3,6,10
押さえ止めねじ ........................................................ 3
OFFキー................................................................ 21
OKキー... 16,18,19,20,21,22,30,32,34,36,
               　　37,39,40,41,42,43,44,45,46

か
回転キー................................................................. 37
角板 ................................................................... 3,7,9
角板開放ボタン .................................................... 3,7
拡大/縮小キー ..................................................... 37
拡大表示キー ........................................... 36,40,41
カーソルキー ........................................... 29,30,32

き
キャリッジ......................................................... 3,25

く
グリッドサイズ ..................................................... 21
グリッドライン ..................................................... 34

け
言語設定................................................................. 21

こ
コンセント................................................................ 5
コントラスト調節ダイヤル.............................. 3,16

さ
最高ぬい速度 ......................................................... 18
SIZE（サイズ）キー............................................ 29
削除キー............................................ 17,29,32,35

し
刺しゅう枠.................................................. 4,23,25
刺しゅう枠キー ..................................................... 34
刺しゅう枠選択キー ............................................. 34
下糸 ...................................................... 9,12,13,14
ジョグキー....................17,27,35,36,38.39,41
書体キー.......................................................... 29,40
芯地 ........................................................................ 15

す
スタート/ストップボタン .......................... 3,6,28

せ
SETキー ........................................................ 17,18
選択キー................................................................. 22
センターキー .................................................. 17,35

そ
操作パネル......................................................... 3,16
外枠 ........................................................................ 23

ち
注油 ........................................................................ 49

て
手さげハンドル ........................................................ 3
電源コード............................................................ 4,5
電源スイッチ ........................................................ 3,5
電源プラグ................................................................ 5
天びん.......................................................... 3,10,49
テンプレート .............................................. 4,15,23

と
ドライバー.................................................. 4,13,47
取消しキー....................16,36,37,40,41,43,46

な
内蔵模様................................................... 26,52,53
内蔵模様テンプレートシート .......................... 4,23
内蔵模様モードキー ................. 16,26,35,38,39
名前キー................................................................. 42

ぬ
ぬい原点..................................... 15,24,26,31,35
ぬい実行画面 ........................................... 26,30,31
ぬいはんい確認キー ............................... 17,20,27

◎索引



56

は
はさみ................................................................. 4,28
はずみ車............................................................. 3,12
針 .................................................................... 3,4,13
針板 .................................................................... 3,47
針止めねじ......................................................... 3,13
針棒糸掛け.................................................. 3,10,48
範囲オーバー ......................................................... 31
反転キー.......................................................... 36,39

ひ
左反転キー............................................................. 36

ふ
ファイル保存キー ................................... 17,42,44
フォーマット ......................................................... 19
フォルダ.......................................................... 33,44
フェルト................................................................ 4,7
ブザー音................................................................. 18
プラグ........................................................................ 5
プラグ受け............................................................ 3,5

へ
ページキー..........................16,18,20,21,22,26,
　　　　　　　　　　　　　　29,30,32,35,42
ヘルプキー...................................................... 17,22
編集キー................................................... 17,34,38

ほ
補助糸立て棒 ........................................................ 4,7
補助糸立て棒取り付け穴..................................... 3,7
ボビン............................................................ 4,7,8,9
ボビン押さえ ........................................................ 3,8
ホームポジションキー ........................... 11,17,28

み
右反転キー...................................................... 36,39
ミシンファイルを開くキー........................... 16,46
ミシンブラシ ..................................................... 4,47
ミシン本体キー ..................................................... 42
ミリメートル ......................................................... 18

め
面板 .................................................................... 3,48

も
文字 ........................................................................ 54
文字キー................................................... 29,30,42
文字モードキー ....................................... 16,29,40
模様選択キー .................................... 25,35,38,39

ゆ
USBメモリ.................................................... 33,44
USBファイルを開くキー...................... 16,20,33
USBポート................................................ 3,33,44

わ
枠後進キー...................................................... 17,28
枠前進キー...................................................... 17,28



　 記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。
図の中には具体的な禁止内容を表示しています。（左図の場合は分解禁止）

　 記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。　　
図の中には具体的な注意内容を表示しています。（左図の場合は一般的な注意）

以下のようなときは、電源スイッチを切り、電源プラ
グを抜いてください。
・ミシンのそばを離れるとき
・ミシンを使用したあと
・ミシン使用中に停電したとき

安全上のご注意
◆ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
◆ここに示した注意事項は、ミシンを安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するため
　のものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
◆お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
◆このミシンは、日本国内向け家庭用です。　FOR USE IN JAPAN ONLY.

本文中の図記
号の意味

    記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
図の中には具体的な指示内容を表示しています。（左図の場合は一般的な強制）

一般家庭用、交流電源100Ｖでご使用ください。

必ず電源
プラグを
抜く

必ず実行

感電・火災
　　　の原因になります。

危害・損害の
程度を表わす
表示

お客様自身での分解は
しないでください。

ミシンの操作中は、針から目を離
さないようにし、針・はずみ車・
天びんなどすべての動いている部
分に手を近づけないでください。

ぬい中に 刺しゅう枠を押したり、引っ張ったりしない
でください。針折れの原因になります。

禁　止

接触禁止

分解禁止

この表示の欄は「死亡または重
傷などを負う可能性が想定され
る」内容です。

この表示の欄は「傷害を負う可
能性または物的損害が発生する
可能性が想定される」内容です。

感電・火災・けが
　　　の原因になります。

以下のことを行うときは、電源スイッチを切り、電源
プラグを抜いてください。
・ミシンのお手入れを行うとき
・針、針板を交換するとき

お子様がご使用になるときや、
お子様の近くでご使用される
ときは、特に安全に注意して
ください。

ミシンに以下の異常があるときは速やかに使用を停止
し、まず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて、お
買い上げの販売店にて点検・修理・調整をお受けくだ
さい。
・正常に作動しないとき
・水にぬれたとき
・落下などにより破損したとき　
・異常な臭い・音がするとき
・電源コード・プラグ類が破損、劣化したとき

針および押さえは、確実に固定してください。
必ず実行

感電・火災・けが
　　　の原因になります。

注　意

必ず電源
プラグを
抜く

必ず電源
プラグを
抜く

以下のことを行うときは、電源スイッチを切ってくだ
さい。
・上糸、下糸をセットするとき

必ず実行

曲がった針や、先のつぶれた針は
ご使用にならないでください。

プラグ受けに、糸くずやほこりがたまらないようにし
てください。

必ず実行

電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らず電源プ
ラグを持って抜いてください。

必ず実行

電源プラグは定期的に乾いた布でふき、ほこりなどを
取り除いてください。

ストーブ、アイロンの近くなど温度の高いところでは
使用しないでください。
ミシンの使用温度は5℃～35℃です。禁　止

スプレー製品などを使用した部屋や、引火しやすい物
の近くでは使用しないでください。

禁　止

禁　止

必ず実行

ミシンの通風口はふさがないでください。

必ず実行

ミシンを持ち運ぶときは、片手で
手さげハンドルを持ち、必ずもう
一方の手をミシンにそえてくださ
い。

禁　止

仕様及び外観は改良のため
予告なく変更することがあ
りますのでご了承ください。

幅48.3 cm ×奥行29.5 cm ×高さ29.5 cm

100V　50/60Hz
仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様仕　　　　　様

質 量

使 用 針 家庭用　HA×1

最高ぬい速度 毎分650針

使 用 電 圧

消 費 電 力

外 形 寸 法

7.6 Kg（本体）

25W

修理サービスのご案内
● お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は内容をお確かめの上、大切に保管してください。
● 無料修理保証期間内（お買い上げ日より1年間です）およびそれ以降の修理につきましても、お買い上げの
販売店が承りますのでお申し付けください。

修理用部品の保有期間
● 当社は動力伝達部品、および縫製機能部品を原則として製造打ち切り後8年間を基準として保有し、必要に
応じて販売店に供給できる体制を整えています。

無料修理保証期間経過後の修理サービス
● 取扱説明書にしたがって、正しいご使用とお手入れがなされていれば、無料修理保証期間を経過したあとでも、
修理用部品の保有期間内はお買い上げの販売店が有料で修理サービスをします。
ただし、次のような場合は修理できないときがあります。
1. 保存上の不備または誤使用により不調、故障または損傷したとき。
2. 浸水、冠水、火災等、天災、地変により不調、故障または損傷したとき。
3. お買い上げ後の移動または輸送によって不調、故障または損傷したとき。
4. お買い上げ店または当社の指定した販売店以外で修理、分解、改造をしたために不調、故障または損傷し
　 たとき。
5. 過度なご使用により不調、故障または損傷したとき。

● 長期間にわたってご使用された場合の精度の劣化は、修理によっても元通りにならないことがあります。
● 有料修理サービスの場合の費用は必要部品代、交通費、およびお買い上げ店が別に定める技術料の合計にな
ります。

お客様の相談窓口
修理サービスについてのお問い合わせやご不審のある場合は下記にお申しつけください。

蛇の目ミシン工業株式会社
〒193-0941東京都八王子市狭間町1463番地

お客様相談室　TEL. 0120-026-557（フリーダイヤル）
　042-661-2600

受付   平日　9：00～12：00　13：00～17：00
（土・日・祝日・年末年始を除く）

メールでのお問い合わせは、ホームページ http://www.janome.co.jp
問合せフォームをご利用ください。

このミシンを使用するときは、付属の専用電源コード
を使用してください。
付属の専用電源コードは、このミシン以外の電気製品に
は使用しないでください。

禁　止



856-800-315


