
ロングアーム２本糸奥まつり縫いミシン

ロングアーム２本糸奥まつり縫いミシン
背抜のジャケットの場合は、折り端から 6mmの位置をまつり縫いします（薄手の生地では 4mm、厚手の生地
では 8mmの位置）。日産：350 着～ 450 着。
縫い方向が右手側になるため、アーム奥行きを50cmにしています。ライニングジャケット用の交換アクセサリー
もあります。
標準仕様で縫いの始点と終点に止め縫い (R) ができ、縫い目のほつれを防止します。

モーター電力min. / min. motor power 550 W

縫いタイプ / stitch type 2 本糸本縫いすくい縫い 313 /
two thread blind lock stitch type 313

糸 /  thread 
ポリエステルフィラメント糸 / polyester continuous
 filament 120/2

エア圧力 / pneumatic connection 6 bar

平均エア消費量 / average air consumption 20 l / h

設置面積 / required space 0.55m x 1.2m

運転時騒音 / operating noise at 2200 min-1 nach DIN 45635-48-1 KL3 LpAm 75 dB(A)

速度 / speed 
機械最高速度 / mechanically admissible 
推奨速度 / recommended rated speed 

1300/min
1300/min

3.0 ～ 6.0mm
（素材により調節 / depend on fabric）

デジタル表示器 / digital 

GROZ-BECKERT 1828E
80

止め縫い有り無し切替可 / detachable

8.0mm
7.0mm        オプション /optional
10.0mm 　オプション /optional

各種送り有り オプション /
various feed devices optional 

縫い目長さ / stitch length 

下送りと差動補助送り /
bottom and adjustable lateral feed 

2 スプリング式プランジャー / 
2 spring loaded plungers 

針板開口幅  / needle plate opening 

すくい深さ調節 / stitch depth regulation

使用針 / needle system 
針番手 / needle size 

針振り / needle oscilation

着脱式作業台 / removable work plate 

縫い始めと縫い終わりの止め縫い装置（標準仕様）/
spot tack at seam start and end as standard 

技術仕様 / specifications
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