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HEAVY DUTY

縫い日、あざやか。

カーブ、なめらか。
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革 も厚物 も、満足の仕上が り。

追い求めたのは、縫 い目の美 しさです。

素材、デザイス そしてきれいな縫い目。作品の完成度を左右する縫製のクオリティを

追究して生まれたジャノメHD9。 素材の質や厚みにかかわらま 安定した縫い品質を

保ち、クラス最速の高速縫いやスムーズな曲線縫いなどの快適な機能で、プロのソー

イングに応えま魂

レザー押さえ
l :昼

惣事甲針枢
特殊材料で作られた押さ

えが 皮革やビニール等

の滑りが悪く縫いにくい

素材の布送りをスムーズ

にします

厚物縫いなど 太糸を使

用し 送り量が多いとき

でも糸締まりが良く 饉

い目がよりきれいに仕上

がります

ボタンを押すだけで上糸

と下糸を同時にカット

糸切リフットを使えば 両

手を使つたまま足元で糸

切llが可能です

定規などのアタッチメン

トをセットするためのア

タッチメント取り付けコ

マを採用 ミシン本体を

傷めずに交換作業ができ

ます

アタッチメント取り付けコマ
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自動糸切り/糸切リフット
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上糸張力補助調整

上糸張力補助調整て 上糸の張力設定を徹細に変えることが可能です

厚物専用の糸調整ガイドです。■糸の張力が強くなるので下糸をしっかりと,き上げることができ、

糸統まりが安定します 厚物や皮車のときに縫い目の乱れを防ぐことができます.

押さえのローラーが回転することによって素材を押さえるので 皮革や

ビニールなどのすべりにくい素材もスムーズに送ることができます.針

元が見やすく難しいカープ縫いもらくらくコントロールできます
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従来のボビンより下糸の巻き量が40%｀アップ.より多く巻くことが

できるので 下糸交換の手間を軽減できます.

※糸の性質によつて異なります。

おまかせ糸案内

押さえの高さに連動して 糸案内の

位置が移動します 市の厚みにあっ

た上糸量が供給され 糸綺まりのよ

いきれいな機い目を形成します
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無段階調節なので 市の

厚さや籠い条件に合わせ

て徴炒な押さえ圧躙師が

できます ―
、

‐ 1, ,,‐

HD9釜

両手が自由になる「二―リフト」標準装備

「LEDライトJで明るい手元

作業中でも下糸が巻ける専用モーター

最高縫い速度1.600針/分

ボールベアリングを採用し耐久性アップ
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下糸に14倍釜を採用

押さえ圧調節

その他の特長



HD9
HEAVY DUTY

仕様

使用針

自動糸切

頭部質量

本体サイズ

作彙スベース

(針搭ち部から右側)

最高縦い速度

最低縫い速度

最大送り

押さえ圧調節範囲

照明

天予

大糸掛け

上TI針ボタン

アタッチメント取り付けコマ

補助テーカ レ

使用電圧

消贅●カ

オプション品

送リジョーズ

本体価格

218,000円 Q男い
JANコ ード:4933621676759

DB× 1♯ 14～ 菫18

0(糸切リフットスイッチ付)

145k8

幅498mm× 奥行213mm× 薔さ338mm

225mm× 140mm

800～ 1∞0針 /分  スピードコントロールつまみにて調整

∞ 針/分

6mm

02kゴ～50k」

LEDライト

エ業月かしめ穴天ll

押さえ運動珈 おまかせ糸案内)

●

O
600mm× 400mm

100V50/60Hz

00W

ベルベット押さえ 直線押さえけmm押さか 専用スタンドテーブル(TC)
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上下ではさみ込みながら布を送り
ます。キルトや厚地など布送りし
にくい秦材に最適です。

4000円 (称拐ゆ 1767403005

フアスナー押さえ

F
片押さえなので ファスナーのム
シにあたらず ラクにファスナー付
けができます。

1.200円 (秘引)(76フ 408000

縫いにくいベルベントを実しく縫
い上 |デます。厚手の伸縮秦材で
も織いズレがありません。

3000円 (税別) ,767407009

ダーニングプレート&押さえ

ツ

ボケントの内撻い ′ヽイピング 袋
物の端縫いなどに便利です.

1400円 (税別)■767406008
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針の上下運動と運動して押さえ
が動きます.布を動かして自由な
ラインを撻うことができます。

3.000円 (税別, 1767327009

゛

32.000円 (税号つ

0

ミシンと一体化する専用スタンドテーフル

撻い■業をさらに快通にします

ジヤノメミシン YouTube Channe: 
醸駆

ジャノ,くミ
'ノ

ン公式 lnstagram 
獣爆

標準付属品

ドライバー×2種

DB針 (#14× 5本 )

クロスガイド 大型フットコントローラー

糸切リフットスイッチユニット

糸こまネット

お求めとアフターサービスは

〒433‐ 8114
浜松市中区葵東 2-822
TEL 063 C439)81

JANOME
蛇のロミシンエ業株式会社
〒193094(東京都八王子市狭門町1463 Te1 042 661 2600
http6//www,anomo C。 ,p

※お買い上
`0販

売店で お買い上げ年月B販売店名など必項こ事項紀 入した保隆
■をお受 ,取引

=な
り保存してください

棗カラー印月のお 婁際の高品のもと多少■なる場合″あり,す また 高品改■のお
仕繕の―部を予告なく整更する場合がありますのでご了承ください

ミシン・クラフト・浜松
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