
ミシンプーリー径 / machine pulley diameter dw 80 mm

モーター電力min. / min. motor power 550 W

Ｖベルトタイプ / V-belt profile 10 x 6 mm

縫いタイプ / stitch type 単環すくい縫い 103 / 
single thread chain stitchtype 103

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 機械仕様により異なる / depending on the equipement

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 71 dB(A)

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

3000/min
2200/min

5.0 ～ 8.0mm
（素材により調節 / depend on fabric）

他仕様プランジャー オプション/
plunger variation optional 

デジタル表示器オプション/ 
digital optional 

GROZ-BECKERT 1669 EEO
90

オプション / optional

直径 / diameter 
55mm

7.0mm
8.0mm  オプション / optional 

1：2

ノコギリ型送り歯 / saw toothing 

縫い目長さ / stitch length 

上送り / top feed 

スプリング式プランジャー / spring loaded plunger 

針板開口幅 / needle plate opening 

すくい深さ調節付スキップ縫い / 
skip stitch with depth regulation 

すくい深さ調節 / stitch　depth regulation 

使用針 / needle system 
針番手 / needle size 

アーム径 / support arm 

スイング式作業台 / swing away workplate 

自動糸切装置 / thread trimmer 

技術仕様 / specifications １本糸すくい縫いミシン

新しい VEB 100-2W

VEB100 全シリーズの際立つ特徴 :

VEB 100-2W

伝統あるストローベル製品に新しく加わることになったこの VEB 100 シ
リーズは、ドイツ・バイエルンのすくい縫いのスペシャリストであるスト
ローベル技術者が開発し製造したものです。
VEB 100 シリーズについて非常に重要視していることを、こだわり過ぎで
はと思う人もいるかもしれませんが、それは正しく、「縫い」はこだわり
のレベルまで必要とされるほどに高精密なものだからです。

 ̶ アーム部の広い空間で、縫いが難しい箇所でも容易に縫い作業ができます。
 ̶ 限界のない高精密縫製機能は、伸縮性のある、超高級素材にも対応します。
 ̶ 高生産性　3000 針／分まで。
 ̶ 高速度時でも安定した直進性。
要望仕様に沿った機種を VEB100 シリーズの豊富な製品群の中から選ぶことができます。モジュール構成のため、後から要
望仕様が変わった場合でも改造することができます。

新しい VEB 100-2Wは、ウエストバンドの裏地をまつるために作られました。縫い目は、ウエストバンドの生地端と袋地（ア
メリカンスタイル）、もしくはウエストバンドの上から袋地（ヨーロッパスタイル）を縫い上げます。スプリング式プランジャー
を備えた VEB 100-2Wは、ベルトループ、クロス縫い、ウエストプリーツ、ポケット袋地にも対応できます。
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