


安全にご使用いただくために

はじめに
お使いになる前に以降の「安全にご使用いただくために」をよくお読みのうえ、このご使用のてびきを
ご覧になり、各機能の正しい使い方を十分にご理解のうえ、末永くご愛用ください。
また、読み終わったあとは保証書とともに、お使いになられる方がいつでも見られるところに必ず保管して
ください。

ご使用のてびきおよび本製品で使われている表示や絵文字は、本製品を安全に正しくお使いいただき、
お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。その表示や意味は次のとおりです。

ご使用していただくに当たっては、安全のために以下のことをお守りください。
このミシンは、日本国内向け・家庭用です。外国では使用できません。

一般家庭用電源 AC100V 電源以外では
使用しない
やけど・感電・けがの恐れがあります。

以下のようなときは、必ず電源スイッチを
切り、コンセントからプラグを抜く
そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因に
なります。

・ミシンのそばを離れるとき
・ミシンを使用した後
・運転中停電した時
・接触不良・断線などで正常に動作しないとき
・雷が鳴りはじめたとき
・異臭がするとき

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

人が死亡または重症に結びつく恐れ
がある内容です。

軽傷または家屋・家財などの損害に
結びつく恐れがある内容です。

してはいけない「禁止」内容です。 実行しなければならない「指示」内容です。
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コントローラーの上に物を乗せない
ショート・感電・故障・発煙・発火の恐れがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む
発煙・発火・感電の原因になります。

電源プラグやコントローラーを抜くときは
プラグを持って抜く
コードを引っ張って抜くとコードが傷つき、火災・感電
の原因になります。

ミシン本体の換気口をふさがない
発煙・発火・感電の原因になります。

・換気口は壁から30cm 以上離して使用し換気口や
コントローラーに糸くずやほこりがたまらないように
する

ミシン本体の換気口や内部に異物を入れ
たり、ドライバーなどを差し込まない
高圧部に触れて感電の恐れがあります。

以下のときはミシンの使用を中止し、販
売店にて点検・修理・調整をする
そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因に
なります。

・正常に動作しないとき
・落下などにより破損したとき
・ミシンが濡れたとき
・異常なにおいや音がするとき
・電源コードやプラグが劣化したとき

ミシンには、ご使用のてびきに記載され
ている正規部品を使用する
他の部品を使用すると、けが・故障の原因となります。

ミシン本体は、必ず取っ手を持って持ち
運ぶ
他の部分を持つと、けが・故障の原因となります。

ミシン本体の重さが約12kgあるため、
ミシン本体を持ち運びする際は急激・ま
たは不用意な動作をしない
腰や膝を痛める原因となります。

操作時は、ミシン本体のカバー類（メス
カバーやサイドカバーなど）は全て閉
じる
けが・故障の原因となります。

ミシン本体の掃除に、ベンジン、シンナー
などの薬品を使用しない
変色・故障の原因となります。

ミシンは半年に一度、理想的には 3ヶ月
に一度は動かす
動かさないままでいると不具合の原因となります。

子どもだけで使わせたり、幼児の手の
届くところで使わない
やけど・感電・けが・故障の恐れがあります。

以下の場所での使用および保管は避ける
やけど・感電・けが・故障の恐れがあります。

・強力なスポットライトや熱器具のそば、直射日光の
当たる場所　

・スプレー製品や酸素、引火性の高い薬品を扱ってい
る場所

・湿気の多い押入れ等の中
・子どもの手が届く場所
  ※ミシンの使用温度は 0℃～ 40℃です。

延長コードや分岐コンセントを使用した、
たこ足配線はしない
やけど・感電・けが・故障の恐れがあります。

針やメスの下に指などを入れない
けがの恐れがあります。

曲がった針は絶対に使用しない
針折れの原因となり、けがの恐れがあります。
また故障の原因となることがあります。

縫製中に布地を無理に引っ張ったり、
押したりしない
針折れの原因となり、けがの恐れがあります。

ミシンおよびコントローラーに水や薬品
などかからないようにする
ショート・感電・故障の恐れがあります。

以下のときは、必ず電源スイッチを切り、
コンセントからプラグを抜く
けがの恐れがあります。

・針、押え金、メスを交換するとき
・エア糸通しを使用しないでルーパー糸や
　針糸をセットするとき

ミシン本体やコントローラー、電源コー
ドの分解・改造などはしない
火災・感電・けがの原因になります。

修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

操作中は針から目を離さないようにし、
針・ルーパー・メス・はずみ車などすべ
ての動いている部品に手を近づけない
けがの恐れがあります。
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オーバーロックの縫い目

ウェーブロックの縫い目

4本糸オーバーロック 3 本糸オーバーロック 変形巻きロック（一般的な巻きロック）

標準巻きロック

ウェーブロック

2本糸オーバーロック

巻きウェーブロック

このミシンでできる縫い目一覧
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