
MS-3580 Series
送り出し腕型3本針二重環縫いミシン

デニム16枚重ねの極厚部分でもスムーズな送り力を発揮。
ジーンズの内股縫いを強力サポート。

MS-3580 Series

MS-3580SF1SN



MS-3580 SeMS-3580 Se
送り出し腕型３本針二重環縫いミシン

◎力強いプーラー送り
　機構。
ワンウェイクラッチ機構を使用
したプーラー機構により、確実
な布送りを行います。
（機構部は安全のため、カバーで覆わ
れています。）

◎縫い目を安定させる糸繰り装置。
縫製中の押え高さに連動して針糸の繰り出し量を自動
的に調整しますので、安定した縫い目が得られます。

◎使いやすさを追求した糸通し。
頭部上面オペレーター側のルーパープッシュ
ボタン（*）を押すことで、ルーパー先端部が
下側に移動しますので、糸通しが簡単に行え
ます。

◎差動送り調節レバーを前面
　に配置。
差動調節レバーは縫製中でも差動調節
が可能で、縫いズレ防止に威力を発揮
します。

14オンスデニム16枚重ねの極厚な内股部分でも
スムーズで強力な送り力。



MS-3850SF0SN

riesries

尻合せ縫い工程の
ヨーク部分（16枚
重ね）でも力強い送
りを発揮します。MS-3580SF1SN
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スチール歯（逆歯）

品番：40068568

品番：40077682

品番：40068568

品番：40077682

仕　様

■サブクラス一覧

生地厚 針　数 針幅(mm) 
あ　り

差動送り

 な　し

上送り
プーラ駆動法

（標準） （逆歯）

 ローラー形状 針板段差(mm)上送り
ローラー幅(mm)

*ルーパープッシュボタン

◎差動送りなし仕様
ジーンズ・デニムジャケット・作業服など
　厚物素材のタコ巻き縫いに最適です。



3本針6本糸二重環縫いミシン
中厚物～厚物：ジーンズ、デニムジャケット、作業服等

4,500sti/min
3,500sti/min

2.1mm～3.6mm　（標準3.2mm） 
UY130GS（標準）/Nm140（＃22）

33mm
6本
23.5kg

最大9mm （工場出荷時6.5mm）
11.9mm

ロータリーポンプ式自動給油 
JUKI マシンオイル No.18

補助ドライブ組MT03にてテーブルに据付け

6.4mm、7.2mm

主送り：スライド式縫い目ピッチ調整方式 
差動送り：レバー調整方式 差動送りなし

MS-3580S＊1SN MS-3580S＊0SN機種名
縫い形式
用途
最高縫い速度
通常縫い速度
針幅
縫い目長さ
使用針/標準番手
針棒ストローク
使用糸本数
頭部質量
押え上昇量
上送りローラー幅

送り調整方法

給油方法
使用油
据付け方法

■仕様

■機種表示 ■オプション

対象事業所名：JUKI株式会社本社
登録範囲：工業用ミシン・産業用ロボット等の研究・開発・設計・販売・保守
　　　　　　　サービス、及びデータ入力システムの販売・保守サービスにおける
　　　　　　　①環境への影響に配慮した製品開発及び技術開発
　　　　　　　②グリーン調達及びグリーン購入
　　　　　　　③省エネルギー（ＣＯ2排出量の削減）
　　　　　　　④省資源（用紙購入量の削減等）
　　　　　　　⑤廃棄物の削減及びリサイクル
　　　　　　を推進するための環境マネジメントシステム

635

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
　安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
　このカタログの記載内容は2011年8月現在のものです。（Cat.No.C02-01）
　このカタログは、環境にやさしい大豆油インキと再生紙を使用しています。

（ダイヤルイン）
縫製機器ユニット
〒206-8551　東京都多摩市鶴牧2-11-1

０４２（３５７）２２５４
０４２（３５７）２２７４

JUKI販売株式会社
本　　　 社     ０４２（３５７）２５３０  ０４２（３５７）２５４０
東北カスタマーズセンター     ０１９７（２５）２７２５  ０１９７（２５）２７９０
関東カスタマーズセンター     ０４２（３５７）２５３６  ０４２（３５７）２５４１
中部カスタマーズセンター     ０５２（４００）１２３４  ０５２（４００）９２１６
北陸カスタマーズセンター     ０７６（２２４）８８０５  ０７６（２２４）８８０６
近畿カスタマーズセンター     ０６（６３３９）７１２４  ０６（６３３９）７１３６
中四国カスタマーズセンター     ０８４（９７２）３８８０  ０８４（９７２）２３８０
四国カスタマーズセンター     ０８４（９７２）３８８０  ０８９８（２５）０３３４
九州カスタマーズセンター     ０９４２（４４）１８３５  ０９４２（４４）９７２９

＊sti/minはStitches per Minute（針/分）の略です。

●補助ドライブ組　MT03

●フォルダ組

●脚卓　JTMS5
ＭＳ-３５８０用脚卓（キャスターなし）

生地の性質や厚さにあわせた、フォルダ組をご用意しております。

MS3580S□□□N

針幅区分 コード
F
G

6.4mm （1/4"）
7.2mm （9/32"）

ローラー形状区分 コード
S
R

標準
逆歯

品　名 出口の寸法 用　途品　番
3/32インチフォルダー

18-1/8インチフォルダー

5/32インチフォルダー

9-1/8インチフォルダー＊

40072322

40066942

40072324

40072328

2.4mm

3.2mm

4.0mm

3.2mm

中厚物

中厚物～厚物（標準）

極厚物

中厚物～厚物

縫目区分 コード
S標準

ローラー幅区分 コード
N11.9㎜

差動区分 コード
0
1

なし
あり

★この脚卓はSC-921専用です。
　モーターはM-51Nをご使用下さい。

＊標準に対しフォルダー先端が短い為、布地のコントロールがし易い。

★テーブルへの据付けに必要です。
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