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z

x

c

v

z ミシンの電源スイッチを「OFF」（切）にします。
押さえ上げをあげます。
 q 電源スイッチ
 w 押さえ上げ

x 刺しゅう枠の端を軽く持ちあげて、刺しゅう枠とミシ
ン本体のあいだにすきまをつくります。
開いたすきまにはさみなどを入れ、布の裏側でから
まった糸を切ります。

c はずみ車を手前に回して針をあげ、刺しゅう枠をキャ
リッジから取り外します。

v 針板を外して、外がまの糸ゴミを取り除きます。
（37 〜 38 ページ参照）

ミシンの調子が悪いときの直し方
  糸がからまったときの対処方法

注
意

糸がからまってミシンが動かなくなったときは、
無理にはずみ車を回さないでください。
ミシンに大きな負荷がかかり、ミシンが破損する
おそれがあります。

注
意

からまった糸を切るとき無理にはさみを入れると、
針板などに傷が付き、故障の原因となります。

w

q

OFF

注
意

はずみ車がスムースに回らない場合、無理にはず
み車を回したりせず、お買い上げの販売店にご相
談ください。
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トラブルシューティング

オンラインヘルプの『Q&A』も合わせてごらんください。

状態 原因 直し方 参照ページ

1 ミシンが動かない 1. 電源コードのプラグがミシンおよびコンセント
にしっかりとささっていない。

2. 刺しゅう模様が送信されていない。

3. 天びんに糸がからまっている。

4. かまに糸がからまっている。

電源コードのプラグをしっ
かりと差し込む。

刺しゅう模様を送信する。

からまった糸を取り除く。

からまった糸を取り除き、
かまを掃除する。

6 ページ

26 ページ

−

2 ミシンから異音が
する

1. 内がまに糸くずがからまっている。

2. 布が巻き込まれている。

3. 電源投入時、制御モーターからわずかな共鳴音
がする。

からまった糸を取り除く。

巻き込まれた布を取り除く。

異常ではありません。

39 ページ

−

−

3 ミシンの初期化を
行ったときに異音
がする

1. キャリッジとミシン本体のすきまに、何かがは
さまっている。

はさまっているものを取り
除く。

−

4 操作ボタンが反応
しない

1. ミシンの条件や、状態が異なる。

2. 糸巻き軸が糸巻きの位置（右側）にある。
（スタート / ストップボタンのみ反応します。）

3. 電子回路が正しく動作していない。

操作ボタンのランプ点灯状
態を確認し、適切な操作を
行う。

糸巻き軸を左側に移動させ
る。

お買い上げの販売店に相談
する。

43 ページ

7 ページ

44 ページ

5 はずみ車が回らな
い

1. 押さえ上げがさらにあげた位置になっている。

2. かまに糸がからまっている。

3. 布が厚すぎる、硬すぎる。

押さえ上げをさげる。

からまった糸を取り除く。

布をかえる。

6 ページ

39 ページ

−

6 クライアントモー
ド接続時に、無線
LAN ランプが消灯
する

1. 無線 LAN ルーターの電源が入っていない。

2. クライアントモードへの切りかえが失敗してい
る。

無線 LAN ルーターの電源
を入れる。

クライアントモードの設定
をやり直す。

−

24 ページ

7 スマートデバイス
とミシンが接続・
通信されない

1. 通信モードが合っていない。
（通信モードが切りかわっている）

通信モード（アクセスポイ
ントモードかクライアント
モード）を確認する。異な
る場合は、通信モードを切
りかえる。

8 刺しゅう模様が送
信できない

1. ミシンが初期化されていない。

2. 糸巻き軸が糸巻きの位置（右側）にある。

ミシンを初期化する。

糸巻き軸を左側に移動させ
る。

7 ページ

7 ページ

9 針が布に刺さると
きに大きな音がす
る

1. 布が厚すぎる、硬すぎる。

2. 刺しゅう模様の大きさを 80％未満に縮小して
いる。

3. 模様を重ねてぬっている。

布をかえる。

模様を縮小する場合、倍率
を 80% 未満にしない。

模様を重ねる場合、必ず試
しぬいをしてぬえるかを確
認する。

16 ページ

−

16 ページ

37 〜 39 ページ

21 〜 25 ページ
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トラブルシューティング

状態 原因 直し方 参照ページ

10 ボビンにきれい
に下糸が巻けな
い

1. 糸のかけ方がまちがっている。

2. ボビンの上または、下に巻きが片寄っている。

下糸を正しくかけ直す。

調節ねじを回す。

注意：調節ねじは回しすぎない
でください。部品が外れ
る場合があります。

10 ページ

−

11 上糸が切れる 1. 糸こまに上糸が引っかかっている。

2. 上糸のかけ方がまちがっている。

3. 上糸調子が強すぎる。

4. 糸がかまなどにからまっている。

5. 針が曲がっているか、針先がつぶれている。

6. 針が正しく取り付けられていない。

7. ぬい始めのときに上糸を糸押さえにかけて
 いない。

8. 指定外の針や糸を使っている。

糸こま押さえをしっかりと付け
る。

上糸を正しくかけ直す。

糸調子ダイヤルを調整する。

かまを掃除する。

針を交換する。

針を正しく取り付ける。

上糸を糸押さえにかけてぬい始
める。

指定の針や糸に交換する。

9 ページ

15 ページ

34 ページ

34 ページ

28 ページ

36 ページ

12 下糸が切れる 1. 下糸（ボビン）のセット方法がまちがっている。

2. 内がまに糸くずがからまっている。

3. ボビンのつばに傷があり、なめらかに回って
いない。

4. 指定外の糸を使っている。

下糸（ボビン）を内がまに正し
くセットする。

かまを掃除する。

ボビンを交換する。

指定の糸に交換する。

11 ページ

−

36 ページ

13 針が折れる 1. 針の付け方がまちがっている。

2. 針が曲がっているか、針先がつぶれている。

3. 針止めねじが、しっかりしまっていない。

4. 指定外の針を使っている。

新しい針を正しく入れ直す。

針を交換する。

針を交換し、針止めねじをしっ
かりとしめ直す。

指定の針に交換する。

34 ページ

36 ページ

14 針が交換しづら
い

1. キャリッジを退避させていない。 「刺しゅう枠を移動」アイコン
を使用して、キャリッジを移動
させる。

35 ページ

15 目とびする 1. 針の付け方がまちがっている。

2. 針が曲がっているか、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. 針の状態が悪い（さびているか、針穴や針の
先端がなめらかでない）。

5. 指定外の針や糸を使っている。

6. 刺しゅう枠にがたつきがある。

7. 刺しゅう中に何らかの理由で、布が引っ張ら
れたり、ひっかかったりしている。

8. 刺しゅう枠に布をピンと張っていない。

針を正しく入れ直す。

針を交換する。

上糸を正しくかけ直す。

針を交換する。

指定の針や糸に交換する。

刺しゅう枠を、しっかりと固定
し直す。

布がひっかからないように張り
直す。

布をしっかりと張る。

34 ページ

36 ページ

19 ページ

18 ページ

調節ねじ
（糸巻き糸案内）

上に片寄って
いる

下に片寄って
いる

調節ねじを
右に回す

調節ねじを
左に回す

37 〜 38 ページ

37 〜 38 ページ

12 〜 13 ページ

12 〜 13 ページ

34 〜 36 ページ

34 〜 36 ページ

34 〜 36 ページ

34 〜 36 ページ

18 〜 19 ページ
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※ 静かな部屋でご使用の場合、「キーン」と高い音がすることがあります。これはミシン内部の制御モーターから発生
しているもので、使用上問題はありません。

※ 長時間使用した場合、操作ボタン付近の温度が高くなることがあります。これは内部の制御部品の発熱によるもの
で、使用上問題はありません。

状態 原因 直し方 参照ページ

16 模様がきれいに
ぬえない

1. 下糸（ボビン）のセット方法がまちがって
いる。

• ボビンを入れる方向が違う
• 下糸が内がまの板ばね（黒い板）に入っ

てない。
2. 上糸調子が強すぎる。

3. 刺しゅう模様の拡大縮小倍率が80〜
120％の範囲をこえている。

4. 刺しゅう枠に布をピンと張っていない。

5. 刺しゅう枠の調節ねじがゆるんでいる。

6. キャリッジがミシンの周りの物に当たっ
ている。

7. 刺しゅう中に何らかの理由で、布が引っ
張られたり、ひっかかったりしている。

8. 布の重さでキャリッジの動きが悪くなっ
ている。

9. 布が、ぬいちぢみしている。

下糸（ボビン）を内がまに正
しくセットする。

糸調子ダイヤルを調整する。

編集画面で拡大・縮小する場
合、倍率を 80 〜 120% の
範囲にする。

布をしっかりと張る。

調節ねじをしっかりとしめる。

ミシンの周囲に障害になる
ものを置かない。

布がひっかからないように
張り直す。

布が作業台から垂れないよ
うにし、キャリッジを動きや
すくする。

芯地を使用する。

11 ページ

15 ページ

−

18 ページ

18 ページ

−

−

16 ページ

17 糸調子が安定しない 1. 上糸糸案内や天びんに、糸くずや汚れな
どが付着している。

2. 指定外の糸を使っている。

糸くずや汚れなどを取り除
く。

指定の糸に交換する。

38 ページ

36 ページ

18 下糸が出てくる 1. 上糸調子が強すぎる。

2. 下糸（ボビン）のセット方法がまちがっ
ている。

3. ボビンを入れる方向が逆向きになってい
る。

糸調子ダイヤルを調整する。

下糸（ボビン）を内がまに正
しくセットする。

ボビンを正しく入れ直す。

15 ページ

11 ページ

11 ページ

19（ぬい始め時）
• 「糸切れ」が表示さ

れる
• 上糸が布の裏側に過

剰に引き出される
• 上糸が布の表側で

たるむ、輪になる
• かまから異音がする

1. 押さえ上げをさげた状態で糸かけを行っ
ているため、上糸が正しくかけられてい
ない。

押さえ上げをあげた状態で、
上糸かけを行う。

20（ぬい始め時）
布の裏側で糸がからむ

1. ぬい始めの糸が布の裏側に引き込まれて
いる。

2. 上糸のかけ方がまちがっている。

ぬい始めは上糸を糸押さえ
にかけてからぬう。

上糸を正しくかけ直す。

28 ページ

12 〜 13 ページ

18 〜 19 ページ

12 〜 13 ページ

トラブルシューティング
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   操作ボタンのランプ点灯状態

通常時の
ランプの状態

ミシンの状態 操作

点灯 刺しゅう開始待ち スタート / ストップボタンを押します。

ゆっくり
点滅

一時停止中 スタート / ストップボタンを押します。

早く点滅 色がえ待ち停止中
押さえ上げをあげ、糸を交換し、押さえ上げをさげてスター
ト / ストップボタンを押します。

点灯 糸巻きモード スタート / ストップボタンを押して下糸を巻きます。

ゆっくり
点滅

ミシンの
初期化待ち

スタート / ストップボタンを押します。

刺しゅう枠の移動が
必要なため停止中

スタート / ストップボタンを押して、刺しゅう枠を正しい位
置へ移動します。

点灯 刺しゅう中

エラー時の
ランプの状態

ミシンの状態 操作

早く点滅 モーターエラーで停止中
電源を切り、天びんやかまにからまっている糸を取り除い
たあと、電源を入れ直してください。直らないときは、お
買い上げの販売店にご相談ください。

早く点滅 通信エラーで停止中
電源を入れ直してください。直らないときは、お買い上げ
の販売店にご相談ください。

ゆっくり
点滅

押さえ上げの位置が正しくない
ため停止中

押さえ上げを正しい位置にしてください。

針が一番高い位置にない
ため停止中

はずみ車の印が上にくるように、手前側に回します。

糸巻き軸が右側にあり
初期化できない

糸巻き軸を左側にもどし、初期化します。

早く点滅

上糸切れで停止中
押さえ上げをあげて上糸をかけ直し、押さえ上げをさげて
ぬい直します。

モーターに高い負荷がかかって
停止中

電源を切り、布の厚さや刺しゅう模様同士の重なり、針が
曲がっていないかなどを確認したあと、電源を入れ直して
ください。
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