
Single or twin needle lockstitch flat bed machines with
integrated drive and digitally programmable setting ele-
ments for medium-heavy duty applications

中・厚物⽤途に最適なドライブとデジタルプログラムエレ
メントを搭載した1本針または2本針本縫い平ベットミシン

D867
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D867M-TYPE DELTA
Pioneering technology /先駆的なテクノロジー

M-TYPE DELTA – デジタル化された新時代の⽣産のための完璧な
アシスタントとパートナー
新しい時代を切り開く機械は、とても特別なものです。これまで不可
能だったこと、困難だったことが可能になるのです。作業が格段に楽
になります。そして、プロセスを何倍にも改善し、より速く、より効
果的にします。そのために、先進のメカニック技術とエレクトロニク
ス技術を駆使しています。

これまでは、オペレーターがミシンを熟知していなければ、良い結果
を得ることはできませんでした。⼀⽅、M-TYPE DELTA はオペレ ー
ターを知り尽くしているので、積極的かつ簡単に正しい作業ができる
ようにサポートします。このミシンは知識の貯蔵庫であり、次の作業
に⾃動的に適応します

しかし、作業⼯程だけでなく、縫い⽬の品質もさらに良くなっていま
す。どんなに難しい状況でも、完璧な縫い⽬を実現するために、最⾼
の技術を結集しています。そして、デジタル化された製品のメリット
をいち早く実感していただけるよう、積極的にお⼿伝いしています。
その違いをご覧ください。

M-TYPE DELTA:
ユーザーと次の作業⼯程に合わせて機械が⾃動的かつ個別に調整さ
れるため、新しい作業への切り替え時間が⾮常に短縮されます。
オペレーターによるガイド縫製により、縫製結果の品質を最⼤
限に⾼め、不合格品を回避することができます。
新しいソフトウェアアプリと柔軟で迅速な拡張が可能なハー
ドウェアにより、⻑期にわたってマシンの利点を向上させること
が可能
動画チュートリアルによるオペレーターのトレーニング時間の
⼤幅な短縮
技術者による積極的なメンテナンスと修理サポートにより、機
械のダウンタイムを⼤幅に削減することができます
QONDAC マシンネットワークですぐに使⽤可能 - マシンの接続
と管理
"インダストリー4.0 時代 "のアプリケーションに最適なミシン

M-TYPE DELTA – Your perfect assistant and partner for the new
era of digitalised production
A machine that leads into a new era is something very special. It
allows things that were previously not possible or difficult to reach.
It makes working significantly easier. It makes processes many
times better, faster and more effective. For that, it uses forward-loo-
king mechanic and electronic technologies.

Previously, the operator had to know a sewing machine well in order
to get a good result. The M-TYPE DELTA, on the other hand, knows
the operator and helps her or him actively and easily to do the right
thing right. This machine is a knowledge store and automatically
adjusts to the next task.

But not only the work process, but also the seam quality has beco-
me even better: We have combined the best available technologies
to create a perfect seam, even in the most difficult situations. And
we actively help to quickly realize the benefits of a digitized produ-
ction. Discover the difference!

M-TYPE DELTA:
Extremely short changeover time to new work tasks due to auto-
matic and individual adjustment of the machine to the user and
the next work step
Guided sewing by the operator for maximum quality of the
sewing result and avoidance of rejects
Increasing the benefits of the machine over time due to new
software apps and flexible and quickly expandable hardware
Drastically reduced training times for operators due to video tuto-
rials
Significant reduction of machine downtimes as a result of active
maintenance and repair support for the technician
Immediately ready for use in a QONDAC machine network –
connect and manage your machines
The perfect sewing machine for applications in the "Industry 4.0 era"



Digitization and Networking / デジタル化・ネットワーク化

縫製⽣産のデジタル化が現実のものに
デュルコップアドラーは、QONDACにより繊維産業におけるデジタ
ル時代の⾰新的なネットワーキングソリューションを提供します。こ
の製品群にはソフトウェアとハードウェアがあり、機械と⽣産データ
に対する貴重な洞察を得ることができ、対応する分析と最適化を実⾏
することが可能です。ワークステーションD867は、QONDACを
使⽤した統合インターフェースにより、完全にネットワーク化された
⽣産システムへとアップグレードすることが可能です。

例えば、QONDACのソフトウェアパッケージ「Machine Control」
と 「Guided Working」を使⽤すると、機械と⽣産データを正確に記
録・分析し、⽣産を管理・制御し、オペレーターを最適にガイドする
ことができます。

Digitized sewing production becomes reality
With QONDAC Dürkopp Adler offers innovative networking solu-
tions for the digital age in the textile industry. The product range
includes software and hardware products that make it possible to
obtain valuable insights into machine and production data and to
carry out corresponding analyses and optimizations. Thus, it is pos-
sible to upgrade the D867 to a fully networked production system
via integrated interfaces using QONDAC.

With the QONDAC software packages “Machine Control” and
“Guided Working”, for example, you get the possibility to precisely
record and analyze your machine and production data, to manage
and control your production and to guide the operators optimally.

DÜRKOPP ADLER

For more information on networking with QONDAC.
QONDACのネットワークについてはこちら。



D867M-TYPE DELTA
High performance technology / ⾼性能技術
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The equipment features – the optimised thread tension concept
(controlled by a stepper motor), improved climbing behaviour, the
adaptation of the sewing kinematics for a wide variety of materials,
the “electronic handwheel”, the motor driven bobbin winder and the
integrated keypad with with two favourite keys are just a few exam-
ples of the excellent equipment features in addition to the optional
thread nipper. The integrated dimmable LED-underarm- and sewing-
light enables optimum illumination of the whole sewing area.

装備の特徴 ; 最適化された⽷調⼦コンセプト（ステッピングモーターに
よる制御）、上昇特性の改善、様々な素材に対応する縫製キネマティク
ス、「電⼦ハンドホイール」、モーター駆動ボビンワインダー、2つの
お気に⼊りキーを備えた統合キーパッドなど、オプションの⽷掴みに加
え、優れた装備の⼀例となっています。調光可能なLED脇ライトとソー
イングライトを内蔵し、ソーイングエリア全体を最適に照らします

Programmable edge guides – Motor driven edge guides are the
ideal supplement to any M-TYPE DELTA machine. One-axis (part-no.
4867 590014, option) and two-axis (part-no. 4867 590024, option)
edge guides enable automatic approach of individually programmable
edge distances and heights in each seam segment. This reduces set-
up times and increases process reliability.

プログラム式エッジガイド - モーター駆動のエッジガイドは、
M-TYPE DELTAマシンに最適な補助機器です。1軸（部品番号4867
590014、オプション）および2軸（部品番号4867 590024、オプ
ション）のエッジガイドは、各シームセグメントで個別にプログラム
されたエッジ距離と⾼さに⾃動的にアプローチすることができます。
これにより、セットアップ時間が短縮され、プロセスの信頼性が向上
します



D867M-TYPE DELTA
High performance technology / ⾼性能技術

M-TYPE DELTA D867 の具体的なメリットについて。
M-TYPE DELTAは、プログラム可能な設定エレメントに
より、再現性の⾼い縫製を実現します。
7 つのサブクラス（⼀本針と⼆本針のバージョン）、異なる釜
サイズ（XLまたはXXL）と⽷切りシステム（標準⽷切り、⻑い⽷
切り、短い⽷切り）
操作パネル「コマンダーデルタ」を含むネットワーク対応「DAC
フレックスコントロール」搭載の統合型ソーイングモーターは、
「インダストリー4.0アプリケーション」に最適な機能性と最⾼
の使いやすさを実現します。
縫製パラメータの管理に便利な直感的なユーザーインターフェ
イスを備えたマシン専⽤ソフトウェア
機械設定（セットアップ）または最⼤30 シームまたはセクショ
ンの複雑なシームプログラムのための999 の記憶場所
シームプログラム内のプロセス進捗をグラフィカルに可視化
ステッピングモーターによる縫い⽬⻑さ調節、押えのストロー
ク、押えの圧⼒、押えの持ち上げ⾼さ、針⽷張⼒などのプログラ
ム可能な設定要素
縫製⼯程における縫製パラメータの最適化を実現する統合的な
素材厚検出（MTD）
350 mm × 128 mm に拡⼤されたクリアランスによる作業領域
の最適化
XL釜（Ø 28 mm）、XXL釜（Ø 32 mm）により、 ボビン
収容量を拡⼤。
電⼦制御式プログラム式エッジガイドによる再現性の⾼いハン
ドリング（オプション）
オプション機能 "ニートシームビギニングNeat Seam Begin-
ning"による完璧な品質。(NSB)
オプション機能 "⽬⾶び検知 "による不良 品の発⽣の防⽌ (SSD)
電⼦式ハンドホイールにより、針の位置決めが容易で⾼精度。
(スクロールホイール)
新しい縫製キネマティクス（運動学）より、特に薄⼿の被縫製
物の縫製結果が改善されました。
圧縮空気不要（針冷却や残⽷モニターなどの追加装備の使⽤は
除く）

Your specific advantages of the M-TYPE DELTA D867:
M-TYPE DELTA with programmable setting elements for repro-
ducible sewing results
7 subclasses (single or twin needle versions) with different hook
sizes (XL or XXL) and thread trimming systems (standard thread
trimmer, long thread trimmer or short thread trimmer)
Integrated sewing motor with network capable “DAC flex con-
trol” incl. operating panel Commander Delta ensures optimum
functionality and maximum ease of use for “Industry 4.0 applica-
tions”
Machine-specific software with intuitive user interface for con-
venient administration of sewing parameters
999 storage locations for machine settings (setup) or complex
seam programs with 30 seams or sections max
Graphical visualisation of the process progress within the seam
programs
Programmable setting elements for stitch length adjustment,
sewing foot stroke, sewing foot pressure and sewing foot lifting
height and needle thread tension by means of integrated stepper
motor
Integrated material thickness detection (MTD) for optimization of
sewing parameters during the sewing process
Optimised working area due to enlarged clearance of 350 mm x
128 mm
Enlarged bobbin capacity due to XL hook (Ø 28 mm) and XXL
hook (Ø 32 mm)
Reproducible handling due to electronically driven, programmable
edge guides (optional)
Perfect quality thanks to optional function "Neat Seam Beginning"
(NSB)
Prevention of rejects by optional function "Skip Stitch Detection"
(SSD)
Easy and precise needle positioning due to electronical hand-
wheel (scroll wheel)
Improved sewing results due to new sewing kinematics, espe-
cially for thinner sewing materials
No compressed air required (except the use of additional equip-
ment like needle cooling or remaining thread monitor)
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Automatic Material Thickness Detection (MTD) – All subclasses of
the D867 are equipped as standard with a device for measuring the
material thickness underneath the sewing feet. With this measured
value, essential sewing parameters such as thread tension, stitch
length, sewing foot stroke, sewing foot pressure and sewing speed
can be actively influenced during the sewing process in order to opti-
mally adapt the sewing result to the requirements. The results are
impressive:
– No stitch length shortening with increasing material thickness

during the sewing process
– Optimum adjustment of the needle thread tension while simulta-

neously reducing the sewing speed and increasing the sewing
foot stroke when overstitching cross seams

– Optimization of sewing foot pressure and sewing speed for each
application

⾃動素材厚検知 (MTD) – D867のすべてのサブクラスには、素材 の
厚さを測定す る装置が標準装備されています。 この測定値により、
⽷調⼦、ステッチ⻑、押えストローク、押え圧、縫製速度などの重要
な縫製パラメータが、縫製⼯程で積極的に影響を受け、縫製結果を要
求事項に最適に適合させることが可能です。その結果は素晴らしいも
のです。
– 縫製中に素材の厚みが増してステッチ⻑が短くなることがあ

りません。
– 針⽷の張⼒を最適に調整すると同時に、クロスシームの縫製速

度を下げ、押さえストロークを増加させます。
– ⽤途に応じた縫い押え圧と縫い速度の最適化

Function module “Skip Stitch Detection” (SSD) – Sensors of the
optional function module “Skip Stitch Detection” (SSD, part-no. 0867
594414) check each individual stitch in the sewing process for loop
pick-up of the needle thread from the hook and the simultaneous con-
sumption of the hook thread on the bobbin. Skip stitches within the
seam are recognized at once and lead to an immediate sewing stop.
The rotation monitoring of the bobbin in the hook additionally prevents
sewing without bobbin thread, a so-called "false sewing". This combina-
tion of sewing sensors significantly increases process reliability and
reduces the quality control of the produced products to a minimum.

機能モジュール「スキップステッチ（⽬⾶び）検出」(SSD) – オプ
ションの機能モジュール「スキップステッチ検出」（SSD、部品番号
0867594414）のセンサーは、縫製⼯程で針⽷が釜からループ状にピ
ックアップされ、同時にボビンに針⽷が消費されるかどうかを⼀針⼀
針チェックします。縫い⽬内の⽬⾶びはすぐに認識され、縫製が直ち
に停⽌します。また、ボビンの回転を監視することで、ボビン⽷がない
状態での縫製、いわゆる「かがり縫い」を防⽌します。このように縫製
センサーを組み合わせることで、⼯程の信頼性を⼤幅に向上させ、⽣
産品の品質管理を最⼩限に抑えることができます。

Additional Function “Neat Seam Beginning” (NSB) – The optional
function “Neat Seam Beginning” (NSB, part-no. 0867 594324) allows
an optically perfect seam beginning with minimized thread quantity on
the underside of the workpiece.

追加機能「ニートシームビギニング」(NSB) – オプション機能「
ニートシームビギニング」（NSB、部品番号 0867 594324）
は、ワークの裏側の⽷量を最⼩限に抑え、完璧な⾒た⽬の縫始めを可
能にします。

Sewing result with “NSB”
“NSB”での縫製結果

Sewing result without “NSB”
“NSB”なしでの縫製結果

Bottom side / 底⾯

Sewing result without “MTD”
“MTD”なしでの縫製結果

Sewing result with “MTD”
“MTD” での縫製結果

D867M-TYPE DELTA
Technical excellence /卓越した技術
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Program control with operating panel “Commander Delta”
In order to exploit the enormous potential of an M-TYPE DELTA for specific applications, intuitive
operation is essential. The new “Commander” operating panel was designed precisely for this
requirement. The modern user interface of the 7” touch-screen operating panel, with freely posi-
tionable functional tiles, enables a customer-specific adjustment of the main screen in manual
mode as well as in automatic mode. In addition to a powerful programming tool, the “Comman-
der Delta” has an extensive authorization management system for registered operators. Display-
ing PDF files such as work plans or operating instructions, playing video sequences (tutorials) as
well as a “Maintenance Management System” are further strengths of “Commander Delta”.

操作パネル "コマンダーデルタ "によるプログラム制御;
M-TYPE デルタの⼤きなポテンシャルを特定の⽤途に活かすには、直感的な操作が不可⽋で
す。新しい「コマンダー」操作パネルは、まさにこの要求を満たすために設計されました。
7 インチタッチスクリーン操作パ ネルのモダンなユーザーインターフェースは、⾃由に配置
できる機能タイルにより、⾃動モードだけでなくマニュアルモードでもメインスクリーンをお
客様に合わせて調整することが可能です。強⼒なプログラミングツールに加え、「コマンダー
デルタ」は、登録されたオペレーターの限管理システムを備えています。作業計画書や操作説
明書などのPDFファイルの表⽰、ビデオシーケンス（チュートリアル）の再⽣、さらに「メン
テナンス管理システム」は「コマンダーデルタ」の強みです。

Main screen “Manual mode” – Pictogram-oriented function tiles allow easy setting of the
relevant machine functions. Multi-function tiles allow not only the activation of a function but
also the simultaneous adjustment of the corresponding parameter values.

メイン画⾯「マニュアルモード」– ピクトグラムで構成された機能タイルで簡単に設定でき
ます。関連する機械機能 マルチファンクションタイルでは、機能を起動するだけではなく
また、対応するパラメータ値も同時に調整できます。

Custom Main Displays – The main screens of both sewing modes can be configured to cus-
tomer specifications. By simply adding or removing tiles, the range of functions is adapted to
individual requirements.

カスタムメインディスプレイ– 両縫製モードのメイン画⾯は、お客様の仕様に合わせて設定
することが可能です。タイルを追加したり削除したりするだけで、機能の幅が個々の要求に
適応します。

Parameter settings (eg. thread trimmer) – All parameters can be conveniently adjusted on
the screen. Meaningful pictograms of all functions significantly facilitate the identification of
the required parameters.

パラメータ設定（例:⽷切り） – すべてのパラメータは、画⾯上で簡単に調整できます。すべて
の 機能にピクトグラムが表⽰され、必要なパラメーターの識別を⼤幅に容易にします。

D867M-TYPE DELTA
Program control, operation panel / プログラム制御、操作パネル
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D867M-TYPE DELTA
Applications / アプリケーション

D867-190942 / D867-290942
The home upholstery sector with its high
demand on the flexibility of the operating
means is predestined for the use of the
M-TYPE DELTA as single or twin needle ver-
sion. Programs for the most different materi-
als and applications reduce set-up times and
increase effectivity.

M-TYPE DELTA は、柔軟な操作性が要求
される家庭⽤椅⼦張り⽣地の分野で、⼀本
針または⼆本針で使⽤することができます。
様々な素材や⽤途に対応するプログラムによ
り、セットアップ時間を短縮し、効率的な作
業が可能になります。

D867-190929
The D867-190929 is the ideal operating
means for leather goods – the long thread
trimmer leaves sufficiently long thread ends
to ensure that the remaining threads on the
material are safely glued. Optional, motor-
driven and programmable edge guides
increase process reliability.

D867-190929 は、⾰製品に最適な操作
⼿段です。残⻑⽷切りは、⽷端を⼗分に⻑
く残し、素材に残った⽷を安全に接着する
ことができます。オプションのモーター駆
動およびプログラム可能なエッジガイドに
より、プロセスの信頼性が向上します。
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D867M-TYPE DELTA
Applications / アプリケーション

D867-190945 / D867-290945
Decorative topstitching of a door panel or
attaching of PVC profiles with the automotive
subclasses – complex seam programs with
optimum sewing parameters in every seam
section guarantee excellent sewing results
with short remaining thread ends (standard
short thread trimmer) and neat seam begin-
ning (if using the optional "NSB" device) when
processing different material combinations.

ドアパネルの装飾的なトップステッチや⾃動
⾞⽤PVCプロファイルの縫い付け - 各シー
ムセクションの最適な縫製パラメータによる
複雑なシームプログラムにより、異なる素材
の組み合わせでも、短い⽷端（標準残短⽷切
り）ときれいな縫い始め（オプション「NSB
」装置使⽤時）により優れた縫製結果を保証
します。
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D867-190922
Attaching Velcro fasteners to carrying
straps – Stored seam programs with
defined sewing stops guarantee optimum
seam quality and facilitate the material han-
dling.

キャリングストラップにベルクロファスナ
ーを取り付ける – 縫い⽌めを設定したシー
ムプログラムを保存し、最適な縫い品質を
保証し、材料の取り扱いを容易にします。



D867-190922 – Single needle flat bed machine, equipped with XL
hook (Ø 28 mm), standard thread trimmer with a remaining thread
length of approx. 15 mm; typical field of application: Reproducible
assembly and topstitching seams for medium-weight applications

D867-190929 – Single needle flat bed machine, equipped with XL
hook (Ø 28 mm), long thread trimmer with a remaining thread length
of approx. 32 mm; typical field of application: Reproducible assembly
and topstitching seams in leather goods

D867-190942 – Single needle flat bed machine, equipped with XXL
hook (Ø 32 mm), standard thread trimmer with a remaining thread
length of approx. 15 mm; typical field of application: Reproducible
assembly and topstitching seams in the field of home upholstery

D867-190945 – Single needle flat bed machine, equipped with XXL
hook (Ø 32 mm), short thread trimmer with a remaining thread length
of approx. 5 mm only; typical field of application: Reproducible assem-
bly and topstitching seams in the automotive sector

D867-290922 – Twin needle flat bed machine, equipped with XL
hooks (Ø 28 mm), standard thread trimmer with a remaining thread
length of approx. 15 mm; typical field of application: Reproducible top-
stitching seams for medium-weight applications

D867-290942 – Twin needle flat bed machine, equipped with XXL
hooks (Ø 32 mm), standard thread trimmer with a remaining thread
length of approx. 15 mm; typical field of application: Reproducible
assembly and topstitching seams in the field of home upholstery and
Technical Textiles

D867-290945 – Twin needle flat bed machine, equipped with XXL
hooks (Ø 32 mm), short thread trimmer with a remaining thread
length of approx. 5 mm only; typical field of application: Reproducible
topstitching seams in the automotive sector

D867-190922 – 1 本針平ベッド、XL 釜（Ø 28 mm）、 標準⽷切り
装置（残⽷量約 15 mm）装備、⼀般的な応⽤分野 で す。中厚物素
材のアプリケーションの再現性の⾼い組み⽴ておよびトップステッチ
縫製

D867-190929 – 1 本針平ベッドミシン、XL 釜（Ø 28 mm）、
ロング⽷切り装置（残⽷量約 32 mm）装備、⼀般的な応⽤分野
です。⾰製品の再現性の⾼い組み⽴てとトップステッチ縫製

D867-190942 – 1 本針平ベッドミシン、XXL 釜（Ø 32 mm）、
標準⽷切り装置（残⽷量約 15 mm）装備、⼀般的な応⽤分野で
す。家庭⽤椅⼦張りの分野で、組み⽴てやトップステッチの縫い⽬を
再現します。

D867-190945 – 1 本針平ベッドミシン、XXL 釜（Ø 32 mm）、
残短⽷切り(残⽷量約 5 mm) 装備、⾃動⾞分野の組み⽴てやトッ
プステッチなどの再現性の⾼い縫製に最適

D867-290922 – 2 本針平ベッドミシン、XL 釜（Ø 28 mm）、
標準⽷切り装置（残⽷量約 15 mm）装備、⼀般的な応⽤分野。
ミディアムウェイトのアプリケーションの再現性の⾼いトップステッ
チ縫製

D867-290942 – 2 本針平ベッドミシン、XXL 釜（Ø 32 mm）、
標準⽷切り装置（残⽷量約 15 mm）装備、⼀般的な応⽤分
野です。家庭⽤椅⼦張り⽣地やテクニカルテキスタイルの分野での再
現性の⾼い組み⽴てやトップステッチ縫製

D867-290945 – 2 本針平ベッドミシン、XXL釜 (Ø 32 mm) 、残短
⽷切 り(残⽷量約 5 mm)、⾃動⾞分野の再現性の⾼いトップステッ
チ縫製 に最適

D867M-TYPE DELTA
High performance subclasses / ⾼性能サブクラス

DÜRKOPP ADLER



[V], [Hz] [W] max. [kg] [mm] max. C [mm] D [mm]
1x230V, 50/60 Hz 375 56 – 58 1.060 600 1.700 � 350 128

Nominal voltage

公称電圧
Rated power

定格電⼒
Weight, sewing head ****

重量、ソーイングヘッド****
Dimensions (Length, Width, Height)

⼨法(縦ｘ横ｘ⾼さ)

D867

With built-in motor; Clearance

モーター内蔵型、クリアランス

[mm] max. A [mm] B [mm] [Nm] [Tkt] max.
9 � � � � � � � 10 20 134-35 90 – 180 80/3 – 10/3
9 � � � � � � � 10 20 134-35 90 – 180 80/3 – 10/3
9 � � � � � � � 10 20 134-35 90 – 180 80/3 – 10/3
9 � � � � � � � 10 18 134-35 90 – 160 80/3 – 15/3

9 � � � � � � � 10 20 134-35 90 – 180 80/3 – 10/3
9 � � � � � � � 10 20 134-35 90 – 180 80/3 – 10/3
9 � � � � � � � 10 18 134-35 90 – 160 80/3 – 15/3

max. max.
� (only/のみ D867-190945) � � � � � 999 30

Individual
programm-
able complex
seam
sections

プログラム
可能な複雑
な縫い⽬部
分を個別に
設定

[mm] max. [min-1] max. [mm] max. Ø 28 mm Ø 32 mm [mm] max.*** [mm]
12 4.000** M / MS � � � � ~ 15 mm �

12 4.000** M / MS � � � � ~ 32 mm
12 3.500** M / MS � � � � ~ 15 mm �

12* 3.500** M / MS � � � � ~ 5 mm � �

12 3.500** M / MS � 3 – 50 � � � ~ 15 mm �

12 3.500** M / MS � 3 – 50 � � � ~ 15 mm �

12* 3.500** M / MS � 3 – 50 � � � ~ 5 mm �

D867-190922
D867-190929
D867-190942
D867-190945

D867-290922
D867-290942
D867-290945

Stitch
length

縫い⽬
⻑さ

Stitches/
min.

速度

Single
needle

1 本針

Lock-
stitch

本縫い

Bottom feed,
needle feed
and alternat-
ing feet

総合送り

Vertical
hook, extra
large (XXL)

⽔平釜特
⼤（XXL)

Material

素材

Thread
trimmer,
automatic

⾃動⽷切り

D867

D867-190922
D867-190929
D867-190942
D867-190945

D867-290922
D867-290942
D867-290945

Stepper motor
driven, pro-
grammable
thread tension

ステップモ
ーター駆動
、プログラ
ム可能な⽷
調⼦

Vertical
hook,
large (XL)

⽔平釜
⼤（XL）

Thread nipper for
neat seam begin-
ning on the upper
side

⽷掴み縫始め

Stepper motor driven stitch
length adjustment with simul-
taneous speed limitation
according to the feeding
length

ステップーモーター駆動
によるステッチ⻑さ調整
、送り⻑さによる速度制
限を同時に⾏う。

Stepper motor driven foot
stroke and quick stroke adjust-
ment with simultaneous speed
limitation according to the
stroke height

ステップモーター駆動の
フットストロークと、ス
トローク⾼さに応じた速
度制限を同時に⾏うクイ
ックストローク調整機能

Stepper motor
driven sewing
foot lift and
sewing foot
pressure

ステッピン
グモーター
による押え
の昇降、押
え圧⼒

Storage
locations for
setups/seam
programs

セットアッ
プ／シーム
プログラム
の保存

Twin
needle,
needle
distance

2 本針、
針幅

D867M-TYPE DELTA
The technical data / テクニカルデータ

DÜRKOPP ADLER

� = Standard equipment / 標準装備; � = Optional equipment / オプション装備; M = Medium weight material /中厚素材; MS = Medium weight to heavy weight material /中厚〜厚物素材;
* = Sewing equipments available up to a stitch length of 9 mm max / ステッチ⻑ 9 mm まで対応可能な縫製機器です。
** = The maximum number of stitches depends on the preselected stroke height and the selected stitch length / 最⼤縫い速度は、事前に選択されたストローク⾼さと選択された縫い
⽬⻑さによって異なります。; *** = Approximately remaining thread length [mm] / 約残⽷⻑ [mm]; **** = Depending on subclass / サブクラスにより異なります。

Automatic
Material
thickness
detection
MTD)

⾃動材料厚
み検出
(MTD)

NSB – “Neat Seam
Beginning” by reduced
needle thread on the
bottom side

NSB
ﾆｰﾄｼｰﾑﾋﾞｷﾞﾆﾝｸ

Needle
system

使⽤針
型式

Needle
size

使⽤可能
針番⼿

Synthetic /
Core thread

合成樹脂/
⽷

Integrated
LED sewing
light with
dimmer

調光機能
付きLED
照明内蔵

A = Clearance
when sewing
B = Clearance
when lifting

A = 縫製時
の隙間
B = 持ち上
げ時の隙間

Mainte-
nance
indicator

メンテ
ナンス
インジ
ケータ

Max.

Min.

Program control,
operating panel
“Commander
Delta”

プログラム制
御。操作パネ
ル コマンダ
ー デルタ

Electroni-
cal needle
positioning

電⼦式、
針位置決
め

Stepper motor
driven elec-
tronical
backtack

ステッピン
グモーター
駆動の⾃動
返し縫い

Motor
driven
bobbin
winder

モーター
駆動ボビ
ンワイン
ダー

Underarm
LED lighting
with dimmer

アーム下
LED 照明
（調光機
能付き

Stroke of
the alter-
nating
sewing feet

押えの交
互ストロ
ーク

Sensors of the function
module “Skip Stitch Dete-
ction” (SSD) check each indi-
vidual stitch in the sewing
process

機能モジュール「スキ
ップステッチ検出」
(SSD)のセンサーが、
縫製⼯程で個々のステ
ッチをチェックします。



DÜRKOPP ADLER GMBH
Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld
GERMANY
Phone +49 (0) 521 / 925-00
E-mail marketing@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com

M-TYPE DELTA – a brand of Dürkopp Adler GMBH
QONDAC – a brand of Dürkopp Adler GMBH
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Discover the difference!


