
DDL-9000BSeries

機能､性能､意匠､そのすべてを極めた
1本針本縫いミシンの最高峰モデル

DDL-9000B-MS-WB/CP-180A

ダイレクトドライブ高速本縫自動糸切りミシン

ダイレクトドライブ高速本縫自動糸切りミシン

DDL-9000B Series

省エネ ドライ



最速の糸切り速度・静かな機構・省エネ技術
更に進化したJUKIの1本針本縫いミシン 
常に最高の縫い品質、最高の生産性、最小のエネルギーで、

最高の使い易さを追究するJUKI から、

DDL-9000・DDL-9000Aに続く最新鋭の1本針本縫いミシンが登場しました。

常に本物の品質を目指すJUKI 本縫いミシンの最高峰モデルです。

JUKI ECO PRODUCTS基準をクリアした環境に配慮した商品です。

●従来機種比で15％の省電力化を達成。
●JUKIグリーン調達ガイドライン＊を満足し、EU RoHS指令＊も、もちろんクリアしています。
●従来機種に対し共用化部品比率を高め、さらに総部品点数を15%削減しています。
●従来機種に対し非リサイクル部品の質量比率を4%削減し、製品質量は14%削減しています。

＊RoHSとは､欧州(EU加盟国)で電気・電子機器を対象に、有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、など）の使用を制限した指令。
　JUKIグリーン調達ガイドラインは、それらに加え、自主的に環境負荷物質の排除を定めた基準です。

JUKI ECO PRODUCTSの詳細につきましてはhttp://www.juki.co.jp/eco/index.htmlを参照下さい。

JUKI ECO PRODUCTS



ダイレクトドライブ高速本縫自動糸切りミシン

DDL-9000Bシリーズは給油方式に
Ｓ：微量給油タイプ、Ｍ：セミドライタイプ、Ｄ：完全ドライタイプの
３タイプをラインナップ。
３タイプ共に油汚れを防ぎ、染み抜き剤の使用を極力軽減する
環境にやさしいミシンです。
縫製用途に合わせたタイプをお選び下さい。

クラス最高の5,000sti/minで生産向上をサポート
  耐久性を重視してつくりこんだスタンダードモデル。
  最高速度領域でも、安定した縫い目が形成されます。

DDL-9000B Series

DDL-9000B-S
微量給油タイプ 

最高縫い速度：5,000sti/min

縫製品の油汚れをシャットアウト
  その名が示すとおり、油汚れを防止するコンフォートモデル。
  トータルでの縫製品質アップをサポートします。

完全ドライタイプ 

DDL-9000B-MS-WB/CP-180A

・針棒・天秤まわりは、必要最小限の給油を行っており、釜部は通常の給油を行っています。

先進的なドライ技術でクリーンワーク
  先進のドライ技術で面部をドライ化。
  高速縫い性能と油汚れ防止の安心機能を兼ね備えています。

セミドライタイプ 

･針棒・天秤まわりには、給油を行っていません。
･釜部は通常の給油を行っています。

･針棒・天秤まわり・釜部に給油を行っていません。

S

DDL-9000B-M 最高縫い速度：5,000sti/min

M

DDL-9000B-D 最高縫い速度：4,000sti/min

D
コンフォートモデル。
します。

ク

を兼ね備えています。

ドモデル。
成されます。

ドライ

ドライ

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



省エネ技術  消費電力を大幅削減!!
更に進化したJUKIの

更に進化したJUKIの

静音設計
更に進化したJUKIの

先進の省エネ技術で、消費電力を削減します。

先進のドライ技術が、油汚れを防ぎます。
油汚れの主な要因となる面部をドライ化したセミドライヘッドタイプ、
釜部までドライ化した完全ドライヘッドタイプは、今までのドライ化ミシンを
さらに進化させました。

■最新小型サーボモーターの採用
DDL-9000Bは駆動元に最新の小型サーボモーターを採用しました。この最新
小型サーボモーターは高トルク運転、広範囲な速度での運転が可能であり、省エネ
ルギー、高効率なモーターです。もちろん、このモーターをパワーのロスなくミシンに
伝えるダイレクトドライブ方式で搭載し、消費電力削減はもちろんのこと、応答
性、立上り、停止精度、針貫通力に優れています。

■省エネモードを搭載した新型コントロールボックス
電圧変動、ノイズ、振動に強い、新型コントロールボックスSC-920を開発しました。この
新型コントロールボックスには、ミシン初の省エネモードを搭載し、モーターが回転して
いない待機時の消費電力を約20％削減しています。

その他に自動押え上げ装置（オプション）のソレノイドの小型化など、DDL-9000Bは
最新の省エネ技術がふんだんに盛込まれ、電力削減効果、生産性向上を図ると
共に環境にもやさしいミシンになっています。

消費電力比較
DDL-9000Bはミシン稼働率を２５％とした場合、Vベルトタイプのエレクトロモーター
従来機と比べ７０％以上、Vベルトタイプのサーボモータ－従来機で２０％以上、従来
機（DDL-9000A）と比べても１５％の消費電力削減を実現しています。

針棒機構に特殊表面処理(DLC)を施し、潤滑はJUKI独自の特殊グリスを使用して
おります。
各所軸受けにはグリス封入型ベアリングを採用。
ミシンの面部機構は無給油の状態でも、優れた耐久性を発揮します。油汚れが減り、
染み抜き作業や縫い直し作業が大幅に減少、仕上がり品質も向上します。

主な音の発生源となるタッチバック機構・糸払いワイパー・自動押え上げ装置を静音設計。
各機構の動作音が下がり、オペレーターの疲労軽減につながります。

＊ミシン稼働率25%、DDL-9000Bは省エネモードONの場合
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DDL-9000B DDL-9000A DDL-8700-7 DDL-8700-7

自動押え上げ装置AK-141（オプション）を付けた場合の外観形状 糸払いワイパー

針棒特殊表面処理

タッチバック機構

各機構の動作音が下がり、オペレーターの疲労軽減につながります。

ドライ技術 油汚れが減り、品質が向上します。

■最新小型サーボモーター

縫製工場での作業環境改善は永遠の課題といってもいいでしょう。
改善のポイントの一つに、騒音の問題が上げられます。DDL-9000Bは工場で
最も多く使われるミシンだからこそ、耳障りな音が響かない工夫をこらしました。
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オペレーターの作業を分析すると、
作業リズムが生産性に大きく影響を及ぼします。
そこでＪＵＫＩは糸切りのスピードに着目しました。
糸切り速度を極限まで速くすることで、作業リズムを良くすることができます。

操作パネルはCP-18AとCP-180Aを用意しました。
全ての操作パネルに生産支援機能を搭載しています。 

DDL-9000Bは糸切り駆動機構の改良により、糸切り速度は従来機比2倍以上と
飛躍的に速くなりました。
縫い終り、糸切りから次の動作までの時間を短縮できるので、オペレーターの作業
リズムが良くなり生産性が向上します。

生産支援機能には、出来高管理機能、稼動計測機能、下糸カウント機能の３つの機能（６つのモード）があり、
それぞれ異なる支援効果があります。必要に応じて機能（モード）を選択できます。 
パラメーター設定作業は、ミシン上部のパネルで行え、段取り変更の作業負荷を軽減することができます。

■出来高管理機能
〈目標生産枚数表示モード/目標・実績差異表示モード〉
◎目標生産枚数表示モードは作業時間に応じた目標生産枚数、実績生産枚数
を表示します。
◎差異表示モードは目標生産枚数と実績生産枚数との差異を表示します。

オペレーターは常に自分の実績枚数を確認しながら作業ができるため、達成
意識が高まり生産性向上につながります。作業の進捗状況がリアルタイムで確認
でき、早期の問題発見と対策が可能となります。

■稼動計測機能
〈ミシン稼働率表示モード/ピッチタイム表示モード/平均縫い速度表示モード〉
◎ミシン稼働率表示モードは、前サイクルと平均のミシン稼働率を表示します。
◎ピッチタイム表示モードは、前サイクルと平均の工程加工時間を表示します。
◎平均縫い速度表示モードは、前サイクルと累積のミシン縫い速度を表示します。

ミシン稼働状況、ピッチタイム(工程加工時間)を自動的に計測できるので、
工程分析、ライン編成、設備効率確認などに手軽に利用でき、管理工数も低減
されます。

■下糸カウント機能
〈下糸カウンタ表示モード〉
下糸が無くなる前にボビン交換時期を知らせます。

糸切り機構 糸切り速度が2倍以上!!
更に進化したJUKIの

操作パネルに生産支援機能を新しく持たせました。生産支援機能
更に進化したJUKIの

■CP-180A

■CP-18A

糸切り速度が2倍以上

生産支援機能を搭載

難素材の縫製や、難しい部分の縫製、段取り変更が多い工程ではCP-180A
を推奨します。CP-180AはCP-18Aの機能の他に、縫い速度調整、自動糸切り
のON/OFF、自動返し縫い、二重返し縫い、定寸縫い、四角縫い、重ね縫いが
ワンタッチで切り換えられ、段取り時間を大幅に削減できます。

難しい工程にはCP-180Aがお奨めです。



釜：27003557

ボビン：27003805

ボビンケース：27003755

■縫製対応範囲

■ オプション 

【工場出荷の標準ゲージで対応可能な縫製範囲】

S: 中厚物仕様 （標準#11）

H: 厚物仕様 （標準#21）

針板針穴：φ1.6
針板針穴：φ1.9

シャツ・ブラウス～婦人・紳士服～ワーキングウエア

デリケートな新素材・難素材（特殊加工素材・シルキーライクな素材） ジーンズ～冬物アウター

針板針穴：φ2.6

#8
（Nm60）

素
材
厚

#9
（Nm65）【使用針番手】 #11

（Nm75）
#14

（Nm90）
         #18
（Nm110）

#20
（Nm125）

#23
（Nm160）

A: 薄物仕様 （標準#9）

◎オプションスイッチ： 23632656
タッチバックスイッチの上側に取り
付け、手元操作で各種機能を使用で
きます。立ち作業などでの操作に大変
有効です。

★半針補正、1針補正、バック補正、自動
押え上げ、糸切り、縫い終りの自動返し
縫いキャンセルなどを一つ選んで動
作させます。

◎微量押え上げ： 40056622
毛足のある素材や伸縮性のある素材
で、キズや縫いズレを防止できます。工
具を使うことなく、押え上げの微量高
さ調整ができます。

◎自動押え上げ装置AK-141（ペダル式）：40089370
押え上げ（膝上げ）を自動で
行う装置です。立ち作業に
も有効です。

◎無給油釜：22890206
   無給油釜：22890404（針受付）
給油を止めて使用するため、油汚れを防
止します。レース面が、特殊なプラスチック
になっています。（完全ドライタイプ標準）
★セミドライ･微量給油タイプのミシンで無給
油釜を使用する場合は、下記パーツ（2点）
が追加で必要です。

◎給油釜C：11141355
通常の釜にくらべ、より高速縫製を重視
した構造です。釜剣先が鋭く、針受けが
付いています。

◎無回転ボビン
縫製速度による縫いムラや、
下糸残り量による下糸張力
の変動がなくなります。
ボビンが回転せず下糸が供
給される為、ボビンの空転
がありません。

★釜、ボビン、ボビンケースは、すべて専用部品となります。

◎給油釜K： 23621303
細針で、なおかつ硬い部分を縫製（ファンデーション工程など）する
工程に有効です。釜剣先がハードポイントで、針受けが付いてい
ます。（使用針番手＃8～＃10）

下軸止め栓ネジ ： 11079506 
O リン グﾞ      ： RO036080200

無給油釜

給油釜C



■機種表示

■仕様

D D L 9 0 0 0 B□ □ □ □ □ □ □ □ □ E

C P 1 8 A
C P 1 8 0 A

ワイパーなし

ワイパー付き

ワイパー区分

単相100Ｖ/三相200Ｖ

電装電圧区分（SC920） コード

E

なし

付き（ペダル駆動式）

自動押え上げ区分 コード

AK141

コード
0B
WB

微量給油

微量給油

セミドライヘッド

セミドライヘッド

ドライヘッド

中厚物

厚物

薄物

中厚物

中厚物

頭部仕様区分 縫製区分 コード

SS
SH
MA
MS
DS

1ペダル

3ペダル（PK70）

2ペダル（PK71）

ペダル区分 コード

0
A
B

単相　100V

三相　200Ｖ

電源スイッチ電圧区分 コード

A
J

頭　部

操作パネル

J T D 9 5□ □
脚　卓

DDL-9000B-SS
中厚物用

DDL-9000B-SH
厚物用

DDL-9000B-MA
薄物用

DDL-9000B-MS
中厚物用

DDL-9000B-DS
中厚物用

　　　機種名
用途
給油方式
使用油
最高縫い速度
最大縫い目長さ
針棒ストローク
送り歯高さ

使用針

押え上昇量
ベッドサイズ
下糸巻き装置
頭部駆動
タッチバック装置
消費電力
梱包質量
製品質量
梱包サイズ（mm）

微量給油
JUKI マシンオイル 7（ISO VG7 相当）

5,000sti/min＊ 4,500sti/min＊

5mm＊

30.7mm
0.8mm

DB×1（#11）
#9～18

（Nm65～110）

35mm
1.2mm

DB×1（#21）
#20～23

（Nm125～160）

4mm
29mm

0.8mm

DB×1（#9）
#8～11

（Nm60～75）

手動：5.5mm、膝上げ：15mm、自動押え上げ：8.5mm
517×178mm（フトコロ広さ 303mm）

頭部内蔵式
小型ACサーボモーター：450W 上軸直結方式（ダイレクトドライブ）

標準装備
320VA

51kg / 53kg（AK-141付き）
頭部 : 38kg /40kg（AK-141付き）、コントロールボックス:3.2kg

713×313×767（0.171㎥）

DB×1（#11）
#9～18

（Nm65～110）

5mm＊

30.7mm

5,000sti/min＊ 5,000sti/min＊ 4,000sti/min＊

セミドライ 完全ドライ
̶

＊縫い目長さを4mmを超えて使用する場合は、最高縫い速度は4,000sti/min以下でご使用下さい。
＊sti/minはStitches per Minute（針/分）の略です。
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※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2012年9月現在のものです。（Cat.No.C03-00）

（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

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

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B514330683059308B30BB30C330C80020003A67005C0F30D530A130A430EB30B530A430BA005D0020753B97624E0A3067306E8868793A3001307E305F306F96FB5B5030E130FC30EB308430A430F330BF30FC30CD30C330C87D4C7531306790014FE13059308B305F3081306E002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B9069305730663044307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A3067306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F3092884C306A308F305A300130D530A130A430EB30B530A430BA306F67005C0F9650306B306A308A307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


