
■お買い求め、ご相談は 

●ミシンに内蔵された刺しゅうは、一般の家庭用としてのみお楽しみ頂けるものであり、営業用または業務用としては一切使用できません。 

●このカタログに掲載の商品の色は、印刷のため実際と多少異なることがあります。また、製品改良のため、仕様の一部及び希望小売価格を予告なく変更することがありますのでご了承ください。 

〒812-0011　 

★お買い上げの販売店で、所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。 

★このカタログの掲載商品、並びに内容についてのくわしいことは、最寄りの販売店、またはお客様相談室
（ミシン119番）におたずねください。 

お客様相談室（ミシン119番）は 
フリーダイヤル 

大気に対する悪影響を軽減させる 
大豆油インキを使用しています。 

■アフターサービスはお買い上げの販売店へご依頼ください。 
転居などにより、お買い上げの販売店でサービスが受けられない場合には、お客様相談室（ミシン119番）にお電話ください。 

〔イノヴィスN150 カタログ　コード:U1501〕 このカタログの内容は平成22年12月現在のものです。 

だから楽しい。だから広がる。ブラザーならではの刺しゅう関連製品。 

1,890円 
■サイドカッター　 
F054

473円 
■刺しゅう用水溶性シートL　 
BM4

■刺しゅう用接着芯L　 
BM3 473円 

■多色糸立てスタンド　 
TS1 6,825円 

■ミシン針5本入り 

各294円 

●自分で描いたイラストやパソコンで描いた画像 
　などが美しい刺しゅうになります。 

■刺しゅうPRO 
　 

オープン価格 

だから楽しい。だから広がる。ブラザーならではの刺しゅう関連製品。 

■ボビン（高さ11.5mm） 
5個入り 
B051 294円 

10個入り 
B101 473円 

■ボビン・ボビンクリップ 
  （高さ11.5mm） 
各10個入り 
BCL001J 1,000円 

ご利用時間　受付時間／平日（月曜日～金曜日）9：00～17：30  
　　　　　　休業日／土曜日、日曜日、祝日およびブラザー販売株式会社の休日 

刺しゅう用刺しゅう用 
オプションオプション 

JANコード：4977766117296

JANコード：4977766118071

JANコード：4977766606011

#  9（青色）HA001 
JANコード：4977766190015 
#11（黄色）HA002 
JANコード：4977766190022 
#14（赤色）HA003 
JANコード：4977766190039 
#16（緑色）HA004 
JANコード：4977766190046

JANコード：4977766118927JANコード：4977766118347

JANコード：4977766193313

JANコード：4977766195072

ボビンをしっかりキャッチして 
転がりません。糸のもつれを 
防ぎ、収納にも便利です。 

3年間 
無償保証 
3年間 
無償保証 

「安心して使える」 
クオリティ＆サポート 

http://direct.brother 
.co.jp

ブラザーダイレクトクラブ 
ミシンから関連用品まで、様々
なブラザー製品をオンラインで
購入できます。 

ブラザーのコミュニティサイト 

ソーイングをもっと楽しむミシン
ユーザーのためのコミュニティ。 

http://sewco.brother.co.jp

キャラクターがダウンロードできる！ 

http://sewco-world.brother.co.jp/heartstitches

いろいろなキャラクターやお好みの刺しゅうデータを、イ
ンターネットからダウンロードしてお買い求めいただけます。 

ブラザーのオンラインショップ 

ミシン刺しゅう糸 

■ウルトラポス39色セット　 

39色の刺しゅう糸と刺しゅう
用下糸1個（計40個）がセ
ットされています。 

■カントリー40色セット 

カントリー調の40色がセット
されています。 

■ウルトラポス23色セット 

39色のセットの中から選んだ、
23色の刺しゅう糸と刺しゅう
用下糸1個（計24個）がセ
ットされています。 

■ウルトラポス22色セット 

39色のセットとは違った色の、
22色の刺しゅう糸がセットさ
れています。 

■カントリー21色セット 

40色セットとは違った色の、
21色の刺しゅう糸がセットさ
れています。 

■刺しゅう用下糸 
500m巻き 
EBT01 263円 

1300m巻き 
EBT02 578円 

■単色刺しゅう糸　 
各セットに収め 
られている糸を 
単品にてご用意 
しております。 

各色263円 

※糸素材（ポリエステル） 

ETS39 9,030円 CTS40 9,030円 ETS23 5,880円 ETS22 5,565円 CTS21 5,355円 

色鮮やかな刺しゅうが楽しめるブラザー刺しゅう糸は61色。 （ウルトラポス39色セット＋22色セット） （カントリー40色セット＋21色セット） 

JANコード：4977766190121 JANコード：4977766190145
JANコード：4977766118415

JANコード：4977766194099

JANコード：4977766117050JANコード：4977766192293JANコード：4977766190138

バリエーション豊かな刺しゅうが楽しめます。 刺しゅうカードシリーズ 

※一部刺しゅうカードにつきましては、機種によって縫えない大きさの模様がありますので、販売店にてご確認ください。 
 

 

●ベアコレクション 
   ECD034

7,875円 

●レース コレクション 
   ECD072

7,875円 

●レッド ワーク 
   ECD050

7,875円 

●ホワイト刺しゅう 
    ECD021

C  H O B B Y R A  H O B B Y R E

8,610円 

7,875円 

●リラックマ 
   ECD077

矢印の方向に入れて下さい 

●楽しいホビークラフト 
   ECD028

7,875円 

10,290円 8,925円 

●スヌーピーと楽しいまいにち 
   ECD083

●スヌーピーと仲間たち 
   ECD015

矢印の方向に入れて下さい 

©UFS

スヌーピーと楽しいまいにち 

10,290円 

矢印の方向に入れて下さい 

●ディズニー プリンセス 
　　ワンス　アポン　ア　タイム    
   ECD047

7,875円 

矢印の方向に入れて下さい ©Disney

●おしゃれキャット 
 　ECD066

10,290円 

●ディズニー・キャラクターズの 
    楽しい世界 
    ECD003

7,875円 

矢印の方向に入れて下さい 

●ディズニー ステッチ 
　コレクション    
　ECD056

7,875円 

●ディズニー  
　 キューティズ    
　ECD078

矢印の方向に入れて下さい 

10,290円 

●ミッキー＆ミニ－ 
    ECD024

矢印の方向に入れて下さい 

●POP MIX 
   ECD055

6,825円 

矢印の方向に入れて下さい 

7,875円 

矢印の方向に入れて下さい 

8,190円 

●SHINKANSEN 
   ECD051

●シナモロール 
   ECD068

8,190円 

●ウサハナ 
   ECD073

矢印の方向に入れて下さい 

H

10,290円 

矢印の方向に入れて下さい 

●ハロー キティ 
   ECD052

9,975円 

●I     HELLO KITTY 
   ECD089

 C 1976, 1999, 2001, 2002, 2010 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO. S504349

9,975円 

●スティッチ 
 　ECD086

日本のスヌーピー公式サイトwww.snoopy.co.jp

矢印の方向に入れて下さい 

7,875円 

●カーズ 
   ECD076

©Disney / Pixar
/

7,875円 

●トイ・ストーリー 
   ECD064

※その他にも刺しゅうを多数そろえております。詳しくは「アクセサリーカタログ」をご覧ください。また、刺しゅうカードの最新情報は、ホームページhttp://www.brother.co.jp/にてご確認ください。 
※刺しゅうカード「漢字」をお買い求めの際には、ご希望の文字が収録されているか、販売店にてご確認ください。  

●ニードルワーク 
    ECD019

C  H O B B Y R A  H O B B Y R E

8,610円 

●ナチュラルステッチ2 
    ECD085

8,400円 

●フラワー コレクション 
    ECD087

8,400円 

●ナチュラルステッチ 
    ECD075

7,875円 

矢印の方向に入れて下さい 

コンビネーション レース 

矢印の方向に入れて下さい 

7,875円 

●漢字 
   ECD029

12,600円 

ワンポイント コレクション 

8,400円 

●立体刺しゅうの 
　モチーフコレクション 
    ECD090

矢印の方向に入れて下さい 

8,400円 

●ワンポイント 
　 コレクション 
    ECD088

矢印の方向に入れて下さい 

フラワー コレクション 

●コンビネーション レース 
    ECD080

7,875円 

●和模様のコレクション 
    ECD070

7,875円 

●こどもと楽しむ 
　ステッチコレクション 
    ECD084

7,875円 

9,975円 

●ボーダー 
　コレクション 
   ECD091

矢印の方向に入れて下さい 

立体刺しゅうの 
モチーフコレクション 

●ABCのスケッチブック 
   ECD001

矢印の方向に入れて下さい 

ボーダーコレクション 

9,975円 

●ポケットモンスター 
　ベストウイッシュ 
   ECD092



3年間 
無償保証 
3年間 
無償保証 

「安心して使える」 
クオリティ＆サポート 

3年間無償保証は「長く安心して使える」
高品質の証です。 
メーカー保証期間を延長した「製品の長寿化」
の動きが、品質本位の製品を中心に広がって
います。 
私たちは「お客様に長期にわたって安心して使っ
ていただきたい」という思いから、3年間無償
保証を実現しました。 

高さ29.2cm  幅43.5cm  奥行20.1cm  質量8.5kg

EMU1501 
JANコード 4977766102063

※製品改良のため、仕様の一部及び希望小売価格を予告なく変更することがありますのでご
了承ください。 
※液晶画面は合成されたものです。 
 

自然光に近く、目にやさしいLEDライトを採用。
3つのライトだから針元と手元が明るく、縫い
やすくなりました。 

より美しく、感性豊かな作品づくりのために、
533種類の素敵なステッチを内蔵しました。 

操作がしやすいタッチパネル液晶ディスプレイ
を搭載。ぬい模様の選択・切り替えも液晶を
さわるだけで設定できます。見やすい液晶画
面で、選んだ模様の確認などもしやすく、簡単
に作業ができます。 

テーブル面はすき間などを極力なくしたフラッ
ト設計だから、布送りがスムーズ。さらに7枚
送り歯で、厚物から薄物、細いひもも、しっかり
と布を送ることができます。 

別売の刺しゅう機を接続すれば、美しい刺
しゅう模様を作品に取り入れることができ、
ソーイングの幅が広がります。 
※詳しくは6ページをご参照ください。 

オープン価格 

1 2
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余裕の作業スペースを確保。フラットな
テーブルはカーテンなどの布送りもスムー
ズに、大物へのアップリケつけもラクラク。 

ドロップフィード 
フリーモーションに最適 

送り歯が下がることで、自由に布を動か
すことができます。キルトのフリーモーショ
ン、手ぬい風のステッチにも便利です。 

広いワークスペース 
フラットで広いゆとりのスペース 

WIDE

押え固定ピン 
段ぬいもズレずに、キレイに仕上がる 

ボビンを入れ、矢印にそって糸を通せば、
すぐに縫い始められます。 

布をターンさせやすい針下停止と、布を
取り出しやすい針上停止。画面にタッチ
するだけで、針の停止位置を切り替えら
れます。 

下糸クイック 
下糸を引き出す手間を省いた 

押えを水平にキープすることで、デニムなど
厚物の段ぬいもスムーズに縫い始められます。 

ボタンにぴったりの穴かがりができる全
自動ボタン穴かがり。 

自動ボタン穴かがり 
付けたいボタンをセットするだけ 

針停止位置設定 
縫い終わりの針位置を選べる 

ミシンが糸をカットする 
自動糸切り 

スーパー糸通し 
上糸通しがさらにスムーズに 

糸調子はミシンにおまかせ 
自動糸調子 

77 7枚送り歯 
細いひもなどもしっかりキレイに 
 

簡単下糸巻き 
下糸の準備も手軽に 

プログラム糸切り 
返しぬいや糸切りを自動で 

糸コマを前面に配置したことで、準備の
たびに立ち上がったり、座ったりという
無駄な動作を解消します。 

ボビンに糸を5～6回巻き付けて台座の
溝に通し、スタートボタンを押すだけで下
糸巻きが完了。ブラザーだけの機能です。 

あらかじめ設定しておけば、ミシンが自
動的に返しぬい／止めぬいと糸切りを
行います。 

天びんは、ソーイング中に手が触れない安
全設計。天びん窓を設けているので、糸が
掛かっていることをいつも確認できます。 

天びん窓 
天びんの糸掛けが確認できる 

糸コマ前面配置 
糸の準備は座ったままでOK

FRONT

押え圧が調整できるから、厚物から薄物まで布地に合
わせて美しく仕上げます。 

後列の中央に送り歯をプラス。厚物や薄物もしっかり
と布送りができ、キレイで均一なぬい目に仕上げます。 

デニムなどの厚物から薄物、伸縮素材まで、最適な糸
調子でキレイに縫うことができます。 

針穴への上糸通しがさらに簡単＆スピーディーに。レ
バー操作だけで上糸通しが完了します。 

縫い終わると、上糸と下糸を同時にカット。ハサミを
使う必要がありません。 

トリプルLEDライト 
3灯式でさらに明るく見やすく 

3灯のライトが針元と手元を照らします。
長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れ
の心配もありません。 

ピーシング 
直線 

まつりぬい たち目かがり ジグザグ 伸縮ぬい 三重ぬい 直  線 

ファゴティング サテンスカラップ 

 

アップリケ 

 

サイドカッター キルティング模様 
（キルト用） 

ボタン付け 
 

飾りぬい  

ボタン穴かがり 

押え圧調節 
布を押える強さを簡単調整 

取扱説明DVD付 
ハードケース付 
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布を押える強さを簡単調整 

取扱説明DVD付 
ハードケース付 
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ひざで押えの上げ下げができるため、いつでも両手
が使え、大物ぬいに便利です。 

ニーリフター 
手を使わずに押えを上げ下げ 

つきあわせや飾りぬいに便利。2色の糸を同時に使い、
模様ぬいを平行に入れることもできます。 
※同梱されている補助糸立て棒をお使いください。 

二本針 
飾りぬいをさらに演出 

足元で自由に縫い速度をコントロール。両手が思いの
ままに使えるので、曲線ぬいの仕上がりもキレイです。 

押えは送り歯と連動。レザーや綿の入ったキルティン
グもズレることなく、美しく仕上がります。 

ウォーキングフット 
キルティングも美しい仕上がり 

キルトなどの大物ぬいの布送りもスムーズにできる
フラットタイプ。装着も簡単です。 

ワイドテーブル 
フラットで広いスペースを確保 

針元が見やすいので、スムーズにフリーモーションが
できます。 

キルト押え 
透明の押えで針元を確認 

タテ18cm×ヨコ13cmの刺しゅう枠（L）を標準装備。2種類
の刺しゅう枠（L）（M）を付属しているので、刺しゅう模様に合
わせて使い分けができます。 

モデル名：ES150　 
［同梱内容］ 
・刺しゅう機　・USBケーブル　・刺しゅう押え 
・刺しゅう枠（L）、刺しゅうシート（L） 
・刺しゅう枠（M）、刺しゅうシート（M） 

JANコード　4977766194792 

希望小売価格　40,000円（本体価格38,095円） 

デジタルカメラで撮った写真や、スキャナーで取り
込んだイラストは、ソフト「刺しゅうPRO」（別売）を使い、
パソコンの画面上で画像編集して刺しゅうデータ
に変換し、オリジナルカードに記憶させます。子ども
の写真や自分で描いた絵など、思い出の１枚が美し
い刺しゅうとして残せます。 

（オープン価格） 

刺しゅうデータの有料ダウンロー
ドサイト、ハートステッチズにア
クセスし、お好きな刺しゅう模
様を選びます。 

ホームページで購入前に実物
大の大きさで模様を確認。液
晶画面でも実際にダウンロー
ドした模様を確認できます。 刺しゅうの完成！ 

補助糸立て棒 

※クラフト刺しゅう模様は、90～120％の範囲で拡大縮小ができます。 

ミシン本体の刺しゅうカードスロットに差し込むだけで、
お気に入りの刺しゅうが増やせます。期待に応える新作、
クラフト刺しゅうや話題のキャラクター刺しゅうも続々
登場します。 ※その他のカードは、裏表紙をご覧ください。 

フラワー 
コレクション 

 

コンビネーション 
レース 

ナチュラルステッチ2 
 

こどもと楽しむ 
ステッチコレクション 

 

フットコントローラー 
両手が使えるから仕上がりもキレイに 

（MODEL:T） 

刺しゅう模様のダウンロード
から、刺しゅうに仕上がるま
での操作はとても簡単。 
まずは気軽にアクセスを！ 

※内蔵された刺しゅうは一般家庭用としてお楽しみ頂けるものであり、営業用・業務用として一切使用できません。 

http://sewco-world.brother.co.jp/heartstitches
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矢印の方向に入れて下さい 

コンビネーション レース 

矢印の方向に入れて下さい 

フラワー コレクション 

矢印の方向に入れて下さい 
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■お買い求め、ご相談は 

●ミシンに内蔵された刺しゅうは、一般の家庭用としてのみお楽しみ頂けるものであり、営業用または業務用としては一切使用できません。 

●このカタログに掲載の商品の色は、印刷のため実際と多少異なることがあります。また、製品改良のため、仕様の一部及び希望小売価格を予告なく変更することがありますのでご了承ください。 

〒812-0011　 

★お買い上げの販売店で、所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。 

★このカタログの掲載商品、並びに内容についてのくわしいことは、最寄りの販売店、またはお客様相談室
（ミシン119番）におたずねください。 

お客様相談室（ミシン119番）は 
フリーダイヤル 

大気に対する悪影響を軽減させる 
大豆油インキを使用しています。 

■アフターサービスはお買い上げの販売店へご依頼ください。 
転居などにより、お買い上げの販売店でサービスが受けられない場合には、お客様相談室（ミシン119番）にお電話ください。 

〔イノヴィスN150 カタログ　コード:U1501〕 このカタログの内容は平成22年12月現在のものです。 

だから楽しい。だから広がる。ブラザーならではの刺しゅう関連製品。 

1,890円 
■サイドカッター　 
F054

473円 
■刺しゅう用水溶性シートL　 
BM4

■刺しゅう用接着芯L　 
BM3 473円 

■多色糸立てスタンド　 
TS1 6,825円 

■ミシン針5本入り 

各294円 

●自分で描いたイラストやパソコンで描いた画像 
　などが美しい刺しゅうになります。 

■刺しゅうPRO 
　 

オープン価格 

だから楽しい。だから広がる。ブラザーならではの刺しゅう関連製品。 

■ボビン（高さ11.5mm） 
5個入り 
B051 294円 

10個入り 
B101 473円 

■ボビン・ボビンクリップ 
  （高さ11.5mm） 
各10個入り 
BCL001J 1,000円 

ご利用時間　受付時間／平日（月曜日～金曜日）9：00～17：30  
　　　　　　休業日／土曜日、日曜日、祝日およびブラザー販売株式会社の休日 

刺しゅう用刺しゅう用 
オプションオプション 

JANコード：4977766117296

JANコード：4977766118071

JANコード：4977766606011

#  9（青色）HA001 
JANコード：4977766190015 
#11（黄色）HA002 
JANコード：4977766190022 
#14（赤色）HA003 
JANコード：4977766190039 
#16（緑色）HA004 
JANコード：4977766190046

JANコード：4977766118927JANコード：4977766118347

JANコード：4977766193313

JANコード：4977766195072

ボビンをしっかりキャッチして 
転がりません。糸のもつれを 
防ぎ、収納にも便利です。 

3年間 
無償保証 
3年間 
無償保証 

「安心して使える」 
クオリティ＆サポート 

http://direct.brother 
.co.jp

ブラザーダイレクトクラブ 
ミシンから関連用品まで、様々
なブラザー製品をオンラインで
購入できます。 

ブラザーのコミュニティサイト 

ソーイングをもっと楽しむミシン
ユーザーのためのコミュニティ。 

http://sewco.brother.co.jp

キャラクターがダウンロードできる！ 

http://sewco-world.brother.co.jp/heartstitches

いろいろなキャラクターやお好みの刺しゅうデータを、イ
ンターネットからダウンロードしてお買い求めいただけます。 

ブラザーのオンラインショップ 

ミシン刺しゅう糸 

■ウルトラポス39色セット　 

39色の刺しゅう糸と刺しゅう
用下糸1個（計40個）がセ
ットされています。 

■カントリー40色セット 

カントリー調の40色がセット
されています。 

■ウルトラポス23色セット 

39色のセットの中から選んだ、
23色の刺しゅう糸と刺しゅう
用下糸1個（計24個）がセ
ットされています。 

■ウルトラポス22色セット 

39色のセットとは違った色の、
22色の刺しゅう糸がセットさ
れています。 

■カントリー21色セット 

40色セットとは違った色の、
21色の刺しゅう糸がセットさ
れています。 

■刺しゅう用下糸 
500m巻き 
EBT01 263円 

1300m巻き 
EBT02 578円 

■単色刺しゅう糸　 
各セットに収め 
られている糸を 
単品にてご用意 
しております。 

各色263円 

※糸素材（ポリエステル） 

ETS39 9,030円 CTS40 9,030円 ETS23 5,880円 ETS22 5,565円 CTS21 5,355円 

色鮮やかな刺しゅうが楽しめるブラザー刺しゅう糸は61色。 （ウルトラポス39色セット＋22色セット） （カントリー40色セット＋21色セット） 

JANコード：4977766190121 JANコード：4977766190145
JANコード：4977766118415

JANコード：4977766194099

JANコード：4977766117050JANコード：4977766192293JANコード：4977766190138

バリエーション豊かな刺しゅうが楽しめます。 刺しゅうカードシリーズ 

※一部刺しゅうカードにつきましては、機種によって縫えない大きさの模様がありますので、販売店にてご確認ください。 
 

 

●ベアコレクション 
   ECD034

7,875円 

●レース コレクション 
   ECD072

7,875円 

●レッド ワーク 
   ECD050

7,875円 

●ホワイト刺しゅう 
    ECD021

C  H O B B Y R A  H O B B Y R E

8,610円 

7,875円 

●リラックマ 
   ECD077

矢印の方向に入れて下さい 

●楽しいホビークラフト 
   ECD028

7,875円 

10,290円 8,925円 

●スヌーピーと楽しいまいにち 
   ECD083

●スヌーピーと仲間たち 
   ECD015

矢印の方向に入れて下さい 

©UFS

スヌーピーと楽しいまいにち 

10,290円 

矢印の方向に入れて下さい 

●ディズニー プリンセス 
　　ワンス　アポン　ア　タイム    
   ECD047

7,875円 

矢印の方向に入れて下さい ©Disney

●おしゃれキャット 
 　ECD066

10,290円 

●ディズニー・キャラクターズの 
    楽しい世界 
    ECD003

7,875円 

矢印の方向に入れて下さい 

●ディズニー ステッチ 
　コレクション    
　ECD056

7,875円 

●ディズニー  
　 キューティズ    
　ECD078

矢印の方向に入れて下さい 

10,290円 

●ミッキー＆ミニ－ 
    ECD024

矢印の方向に入れて下さい 

●POP MIX 
   ECD055

6,825円 

矢印の方向に入れて下さい 

7,875円 

矢印の方向に入れて下さい 

8,190円 

●SHINKANSEN 
   ECD051

●シナモロール 
   ECD068

8,190円 

●ウサハナ 
   ECD073

矢印の方向に入れて下さい 

H

10,290円 

矢印の方向に入れて下さい 

●ハロー キティ 
   ECD052

9,975円 

●I     HELLO KITTY 
   ECD089

 C 1976, 1999, 2001, 2002, 2010 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO. S504349

9,975円 

●スティッチ 
 　ECD086

日本のスヌーピー公式サイトwww.snoopy.co.jp

矢印の方向に入れて下さい 

7,875円 

●カーズ 
   ECD076

©Disney / Pixar
/

7,875円 

●トイ・ストーリー 
   ECD064

※その他にも刺しゅうを多数そろえております。詳しくは「アクセサリーカタログ」をご覧ください。また、刺しゅうカードの最新情報は、ホームページhttp://www.brother.co.jp/にてご確認ください。 
※刺しゅうカード「漢字」をお買い求めの際には、ご希望の文字が収録されているか、販売店にてご確認ください。  

●ニードルワーク 
    ECD019

C  H O B B Y R A  H O B B Y R E

8,610円 

●ナチュラルステッチ2 
    ECD085

8,400円 

●フラワー コレクション 
    ECD087

8,400円 

●ナチュラルステッチ 
    ECD075

7,875円 

矢印の方向に入れて下さい 

コンビネーション レース 

矢印の方向に入れて下さい 

7,875円 

●漢字 
   ECD029

12,600円 

ワンポイント コレクション 

8,400円 

●立体刺しゅうの 
　モチーフコレクション 
    ECD090

矢印の方向に入れて下さい 

8,400円 

●ワンポイント 
　 コレクション 
    ECD088

矢印の方向に入れて下さい 

フラワー コレクション 

●コンビネーション レース 
    ECD080

7,875円 

●和模様のコレクション 
    ECD070

7,875円 

●こどもと楽しむ 
　ステッチコレクション 
    ECD084

7,875円 

9,975円 

●ボーダー 
　コレクション 
   ECD091

矢印の方向に入れて下さい 

立体刺しゅうの 
モチーフコレクション 

●ABCのスケッチブック 
   ECD001

矢印の方向に入れて下さい 

ボーダーコレクション 

9,975円 

●ポケットモンスター 
　ベストウイッシュ 
   ECD092


