
　此度のJIAM2012OSAKAにおきましては、４日間を通じて、日本国内のお客様のみならず海外の

お客様にも多数ご来場いただき、当社及びブラザー工業株式会社の合同ブースは大盛況のうちに

会期終了となりました。ご多忙の中、ご来場いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。

　今後も皆様のお役に立てるような製品の開発やソリューションのご提案に努めて参りますので、

倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

≪ JIAM 2012 OSAKA　概要 ≫

会　期 ２０１２年９月１９日（水）～　９月２２日（土）

開場時間 １０：００ ～ １７：００　（※最終日は１６：００まで）

会　場 インテックス大阪　３－５号館　

ペガサスブースＮ

ｏ．

５号館　５－２２２　（ブラザー工業株式会社との共同ブース）

①ご案内 ②出展概要、見どころマップ

③出展機種 ④会場風景
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　ペガサスミシン製造株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：清水盛明、以下ペガサス）は、

来る2012年9月19日（水）～22日（土）の4日間、 インテックス大阪にて開催されます国際アパレルマシン

ショー（JIAM 2012 OSAKA）に出展いたします。

　JIAMは社団法人日本縫製機械工業会(会長：安井義博)が主催し、1984年に初めて開催されて以来、四

半世紀にわたり9回の開催実績を重ねております。 今回の「JIAM 2012」は第10回目の開催にあたり、「新

生JIAM」としてアジア・日本を中心とした世界市場を来場対象とし、世界と日本の最先端の技術革新及び

繊維を含めた新製品情報を結集した国際見本市です。

　当展示会におきまして、当社は従来から連携を強化している、ブラザー工業株式会社（本社：名古屋市

瑞穂区、代表取締役社長：小池利和、以下ブラザー）と 共同出展いたします。ペガサスとブラザーはそれ

ぞれ、約100年にわたり業界を開拓、牽引し続けてきたリーディングカンパニーです。市場の声をもとに常

に先進技術の開発に チャレンジし、業界をリードしてまいりました。

　今回の出展により、両社が蓄積してきた優れた技術をもとに、高生産性、高品質、環境配慮など、多様

化するお客様のご要望にお応えする 総合的なソリューションを提供することで、安心感、信頼感をより高

めていきたいと考えております。

≪ JIAM 2012 OSAKA　概要 ≫

会　期 ２０１２年９月１９日（水）～　９月２２日（土）

開場時間 １０：００ ～ １７：００　（※最終日は１６：００まで）

会　場 インテックス大阪　３－５号館　

ペガサスブースＮｏ． ５号館　５－２２２　（ブラザー工業株式会社との共同ブース）



ブラザー工業(株)との共同出展をいたします！ 

詳細はこちら →　 出　展　概　要

出展ニュースリリース（ＰＤＦ） →　 Ｐ　Ｄ　Ｆ 　
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<<見どころマップ>>（↓クリックすると、見どころマップも入ったご案内状（PDF）が開きます）

<<JIAM 2012　ペガサス・ブラザー　共同ブース概要>>

場所 インテックス大阪　５号館

ブース面積 1,260㎡ （ペガサスブース面積 :540㎡）

ブースＮo． 5-222 （ペガサス）,5-221 （ブラザー）

出展機種 両社合計61機種 （ペガサス39機種、ブラザー22機種）

共同コーナー Tシャツおよびジーンズデモラインをブラザーとペガサスの共同で運営。

両社の最新鋭の機種を展示し、最適な縫製ラインをご提案いたします。

共通コンセプト

　　「The POWER of 100 - A Century of Innovation.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A Brilliant future.」

約100年にわたり業界を開拓、牽引し続けてきた圧倒的な

     「開発力」「技術力」「提案力」、

そしてそれらが組み合わさることで生まれる「総合力」

  これらを持って、どんなに時代が変わろうとも、

 お客様の希望や夢の実現を支える企業であり続け、

 今までもこれからも、より良い未来へ向けて変革し続けるのだという

         強い決意表明をするとともに、

歴史ある両社が一体となり、次のステージへ踏み出します。

<<JIAM 2012　ペガサス出展概要>>

出展コンセプト ペガサスのテーマは 「Kannui Innovation」

ペガサスグループは工業用環縫いミシンのリーディングカンパニーとして、約98



年にわたり、環縫い（Kan-nui）の持つ、無限に広がる可能性を追求・提案し続

け、まもなく100周年を迎えます。 これまでの実績に甘んじることなく、

「Evolution(進化)」に加え、「Innovation(革新)」の精神で新たなる価値を創造し、よ

り一層高いレベルかつ新しい顧客満足を実現するべく、 「Kan-nui Innovation」を

JIAM 2012 OSAKAのテーマに掲げ、新たなスタートラインと位置づけ、さらなる一

歩を踏み出します。

　 展示概要

JIAM 2012のペガサスブースでは、「次世代型オーバーロックミシン」および「次世

代型偏平縫いミシン」をペガサス最新製品として発表いたします。　その他出展

機におきましても、 ニット縫製に最適な機種や、ジーンズ縫製機器のラインナッ

プに加え、脱技能・省力化機器、飾り縫いミシンなどのご提案を6グループに分け

て展示・実演いたします。

また、縫製工場における「技術の伝承」 「生産管理」 「進捗管理」 「出荷管理」を

トータルでサポートする、システムソフトウェア3種類を、ブース内Tシャツデモライ

ンでの実演を交えてご紹介いたします。

　(JIAM2012目次に戻る)



(JIAM2012目次に戻る) 

　

★ カタログ　ダウンロード ★

　

出展機情報 見える化　システムソフトウェア　

→出展機種一覧

→総合カタログ

→デジタル作業分析(DPA)システム

→デジタル・バーコード確認(DBK)システム

→生産進捗管理(WPC)システム（準備中）

※以下に記載されている仕様、外観は改良のため予告なく変更することがあります。

★　新　機　種　★

ドライヘッドも高速の時代へ

次世代型オーバーロックミシン

【　ＧＸ　シリーズ　】

・グリース潤滑式・高速回転7,000rpm

最新のグリース潤滑テクノロジーを「針棒機構」と「上ルーパー機構」に採用。

ペガサス独自のドライヘッドシステムで、ミシン本体からの油飛びを極限まで抑

え、大切な縫製品を油汚れから守ります。 ドライヘッドタイプでありながらミシン

最高回転数7,000rpm※を実現。 生産性の向上に貢献する一台です。

※サブクラス、使用条件により異なります。

さらに美しい縫い目にこだわった設計と、「使いやすさ」を追求したユーザーフレ

ンドリー設計で、すぐれた可縫製・操作性・安全性・メンテナンス性を実現したハ

イスペックモデルです。

*共通仕様

【GX3200シリーズ】

安全縫いミシン

縫い目長さの調節：プッシュボタン式

差動比の調節：レバー+マイクロアジャスト式

最高回転数：7,000rpm ※サブクラス、使用条件により異な

ります。

給 油 方 式：グリース潤滑＋完全自動給油

【GX5200シリーズ】



オーバーロックミシン

縫い目長さの調節：プッシュボタン式

差動比の調節：レバー+マイクロアジャスト式

最高回転数：7,000rpm ※サブクラス、使用条件により異なります。

給 油 方 式：グリース潤滑＋完全自動給油

リーフレットのダウンロード→PDF

上下送りミシンもドライヘッドで！

生産性、安全性を向上させる

最新テクノロジー搭載 

次世代型オーバーロックミシン

【　ＧＸＴ　シリーズ　】

・密閉式上送り機構

上送り機構を密閉化！上送り機構からの油飛びを防止。大切な縫製品を油汚

れから守ります。

・確実な送りで高品質な縫い上がり

GXシリーズの上下送りミシン！上下の送り歯により確実に生地を送るので、縫

いずれや生地のねじれ防止に効果があり、風合いのある美しい高品質な縫い

上がりが得られます。

*共通仕様

【GXT3200シリーズ】

差動上下送り安全縫いミシン

縫い目長さの調節：プッシュボタン式

差動比の調節：レバー式

最高回転数：7,000rpm ※サブクラス、使用条件

により異なります。

給 油 方 式：グリース潤滑＋完全自動給油

【GXT5200シリーズ】

差動上下送りオーバーロックミシン

縫い目長さの調節：プッシュボタン式

差動比の調節：レバー式

最高回転数：7,000rpm ※サブクラス、使用条件により異なります。

給 油 方 式：グリース潤滑＋完全自動給油 

リーフレットのダウンロード→PDF  (GXシリーズと共通です)

最先端をカタチにした

高機能シリンダー型偏平縫いミシン 

次世代型偏平縫いミシン

【　ＧＷ　シリーズ　】



・グリース潤滑式・高速回転5,500rpm

最新のグリース潤滑テクノロジーを「針棒機構」に採用。ドライ化により大切な

縫製品を油汚れから守ります。 ドライヘッドタイプでありながらミシン最高回転

数5,500rpm※を実現。 生産性の向上に貢献する一台です。

※サブクラス、使用条件により異なります。 

・密閉式送り機構

密閉化により送り機構からの油飛びを防止します。糸くずやホコリの侵入が原

因となるトラブルも未然に防ぎます。

・新針糸捌き機構

「堅い縫い目」と「柔らかい縫い目」がカンタンに切り替え可能。極薄物から厚物

まで多種多様な縫製アイテムに対応できます。 さらに美しい縫い目にこだわっ

た設計と、「使いやすさ」を追求したユーザーフレンドリー設計で、すぐれた可縫

製・操作性・安全性・メンテナンス性を実現したハイスペックモデルです。 

*共通仕様

シリンダーベッド型偏平縫いミシン

縫い目長さの調節：ダイアル式

差動比の調節：インターミテントレバー式

最高回転数：5,500rpm ※サブクラス、使用条件

により異なります。

給 油 方 式：グリース潤滑＋完全自動給油

リーフレットのダウンロード→PDF

新たな価値を創造する

スマート性能偏平縫いミシン

新型　フラットベッド型／シリンダーベッド型　偏平縫いミシン

【W3000Pシリーズ　】

・新針糸捌き機構

｢タイトな縫い目｣と｢ソフトな縫い目｣がカンタンに切り替え可能。極薄物から厚

物まで多種多様な縫製アイテムに対応できます。

・オイルバリア

各所にオイルシールを装備することで、絶大なるオイルバリア効果を発揮。ミシ

ン稼動中はもちろん、ミシンが稼動していない夜間でも、針棒等からの微量に

出る油をブロックします。

・脱着式下糸繰り

万が一のトラブルでもメンテナンスがカンタンです。取付位置は再現性があり、

調整不要です。

・ユーザーフレンドリー

操作性、安全性、メンテナンス性をユーザー目線で考え細部にまでこだわった

設計です。

*共通仕様



【W3500Pシリーズ】

フラットベッド型偏平縫いミシン

縫い目長さの調節：プッシュボタン式

差動比の調節：インターミテントレバー式

最高回転数：6,000rpm ※サブクラス、使用条件

により異なります。

給 油 方 式：完全自動給油 

【W3600Pシリーズ】

シリンダーベッド型偏平縫いミシン

縫い目長さの調節：プッシュボタン式

差動比の調節：インターミテントレバー式

最高回転数：6,000rpm ※サブクラス、使用条件

により異なります。

給 油 方 式：完全自動給油 

リーフレットのダウンロード→PDF
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会場風景

会場、インテックス大阪。

好天に恵まれました。

ブース外観

「100」の形の電光掲示板が

皆様をお出迎え。

ブース内(Tシャツデモライン)

ブース内(新機種コーナー①) ブース内(新機種コーナー②)

多くの方が新機種への関心を寄せてくださってい

ました。

ブース内(飾り縫い、４本針コーナー) ブース内(自動機・省力コーナー)



ブース内(商談スペース) MCによる”見える化システム”紹介

ペガサス、ブラザースタッフ全員集合。両手で「ｐ」と「ｂ」の字を作っています。

ご来場、誠にありがとうございました！
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