
※表示価格は全て希望小売価格（税抜）です。※コードの標記は型番です。

ワイドテーブル
WT10 9,000円
JANコード：4977766714761

刺しゅうボーダー枠
BF3 18,500円
JANコード：4977766714778

刺しゅう枠（200×200mm）
EF91 6,500円
JANコード：4977766663717

10色糸たてスタンド
TS5 8,200円
JANコード：4977766714785

刺しゅうUSBメモリー、ミシン
刺しゅう糸、針、ボビンなど、そ
の他のオプションも多数取り
揃えております。詳細につきま
してはホームページまたはアク
セサリーカタログ（カタログ
コード：ACC01）をご参照くだ
さい。

ソーイングステーション

イノヴィス  VF1

2色糸たてスタンド
TS6 5,800円
JANコード：4977766714792
※VF1は標準装備

★イノヴィスVF1のみの特長的な機能　※すべての模様を縫うには、本体のソフトウェアアップデートが必要な場合がございます。

ソーイングステーション

イノヴィス  VS

イノヴィス VF1 / VS  専用オプション その他オプション

〔VF1 / VS カタログ　コード:C4350〕 このカタログの内容は2018年5月現在のものです。

〒467-8577  名古屋市瑞穂区苗代町15-1

お客様相談室（ミシン119番）は

050（ゼロ・ゴー・ゼロ）で始まる電話番号です。お掛け間違えのないよう、
お願いいたします。

★当社はこのミシンの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。
　性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。
★製品には保証書が付いています。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。
ご利用時間　受付時間／平日（月曜日～金曜日）9：00～12：00 13：00～17：30
　　　　　　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

●この製品に内蔵された刺しゅう模様は、個人使用目的かつ非営利目的でのみ使用できます。これらの刺しゅう模様を商業目的で使用することは固く禁じられています。
●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。
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  　　  ―
  　　  ―
1分間で針が上下をする最高の数
刺しゅう時の渡り糸をミシンが自動的にカットしてくれる機能
刺しゅう縫製時しつけ縫いしてくれる機能
センサーペンを使って思い通りの場所に刺しゅうが入れられる機能
針が落ちる位置をLEDポインターで確認できる機能
PC上の刺しゅう模様をUSBメモリーを使ってミシンに取り込む機能
模様の向きを左右反転させる機能
刺しゅうを思い通りの向きに設定できる機能
最適なサイズに刺しゅう模様を変更可能な機能
液晶画面を使って刺しゅう模様の組み合わせをする機能
内蔵されている文字の種類
内蔵されているクラフト模様の数（ボビンワーク模様含む）
内蔵されているキャラクター模様の数
  　　  ―
  　　  ―
  　　  ―
1分間で針が上下をする最高の数
1分間で針が上下をする最低の数
上糸の調子を取る形式
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ボビンに糸を巻く時に手間を省いてくれる機能
布送りをする歯の枚数
ボタン１つで、上糸と下糸をカットしてくれる機能
設定すると自動で止めぬいをしてくれる機能
布を押える強さを自動で調整する機能
ひざで押えを上げ下げする機能
送り歯を下げて自由に布を動かすことができる機能
ぬいずれ無くきれいに仕上げる機能
ぬい終わり時に自動で押えが最適な高さに上がる機能
センサーペンを使って実用模様の位置や幅を設定できる機能
基線や縫製位置をレーザーで表示する機能
ミシンライトの数（照射範囲）
刺しゅう機無しでできる文字ぬい機能
実用、飾りぬい、文字模様など内蔵された模様数
オリジナルのステッチ模様を作ることが出来る機能
ミシン本体に電源コードが収納される機能
刺しゅうが楽しめるブラザーの刺しゅう糸
ミシンをキズやほこりから守るためのオプション
スタート、ストップなど4つの機能を足元で操作するためのオプション
作業スペースをより広くするためのオプション
メーカー保証期間

刺しゅう機能 
最大刺しゅうエリア（縦×横） 
刺しゅう時最高回転数（rpm） 
渡り糸自動カット 
刺しゅうしつけ 
センサー機能（刺しゅう） ★ 
LEDポインター付刺しゅう押え 
刺しゅうデータの取り込み 　USBメモリー
  　左右反転

刺しゅう編集
    回転

  　拡大縮小
  　組み合せ
  　文字
内蔵刺しゅう模様数 　クラフト
  　キャラクター
制御方式 
消費電力 
液晶パネルサイズ 

モーター回転数（rpm）
 　最高

  　最低
糸調子 
針穴糸通し 
下糸クイック 
簡単下糸巻き 
送り歯枚数 
自動糸切り 
自動止めぬい/返しぬい 
自動押え圧補正 
ニーリフター 
ドロップフィード 
デュアルフィード 
ピボット機能 
センサー機能 ★ 
レーザーガイドラインマーカー ★ 
LEDライト
文字模様ぬい 
模様数 
マイイラスト機能
コードリール 
ウルトラポス39色セット
ミシンケース 
マルチ機能フットコントローラー 
ワイドテーブル 
保証期間 

刺しゅう機能

主な機能･仕様
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アーティスト・クオリティへ。その創作は

ソーイングステーション

イノヴィス

※VF1に装着しているワイドテーブルはオプションです。

「狙い通りに縫う」を可能に。

「思い通りに刺しゅうする」を実現。

レーザーガイドラインマーカー

LEDポインター付き刺しゅう押え

センサーペン機能

センサーペンを使った位置合わせ

センサー機能搭載のV F 1がミシン最大の難問を解決する。

狙い通りの長さで、狙い通りの幅でステッチを施す。

思い通りの位置に、思い通りの角度で刺しゅうをする。

そんなミリ単位のこだわりを積み重ねることで

アートが生まれることを、V F 1は知っています。

「 狙った通りに縫う」

針の位置や基線に合わせて、布上に直線のガイドラ

インを示します。まっすぐであるべき縫い目が美し

ければ、作品の完成度は見違えるほど上がります。

キルティングラインを正確に入れるのも簡単。飾り

ステッチを平行に入れたいときのガイドとしても役

立ちます。

ぬい模様の位置や幅、ぬい終わりの位置

まで、センサーペンを使ってあっという間

に設定できます。設定したい位置をセン

サーペンでタッチするだけの手軽さで正

確なステッチが実現するので、これまで

躊躇していた模様ステッチをふんだんに

使った作品にも挑戦できます。液晶画面のボタンを押すだけ。
レーザーが布上にガイドラインを映しだします。

液晶に表示される手順に従っ
て、位置合わせするポイント
をセンサーペンでタッチする
だけで設定完了。

押えに内蔵されたLEDポインターで針落ち位置を確認でき

ます。これを使えば位置合わせに迷うことなく刺しゅうを縫

い始められます。さらにこれまで慎重になっていた糸切れ時

の再スタートも素早くできます。

面倒だった刺しゅうの位置合わせや

模様の角度決めが、布地に直接セン

サーペンでタッチするだけで正確に・

簡単にできます。思い通りの位置に、

思い通りの角度で刺しゅうが仕上が

るので、思い切って精巧な刺しゅうプ

ランも成し遂げられます。

センサーペンを使った

ぬい終わり位置設定

長さ70mmの
ガイドライン
長さ70mmの
ガイドライン

LEDポインター

FUNCTION MOVIE

★このページに掲載されている機能はVF1のみの機能です。

上記のQRコードで
VF1のセンサー機能動画を
ご覧いただけます。



布地に直接センサーペンでタッチするだけで、思い

通りの位置と角度に正確に・簡単に刺しゅう模様が

入れられます。

センサー機能 LEDポインター付刺しゅう押え

大きな刺しゅう縫製サイズ

内蔵刺しゅう模様254種類に加え、クラフト模様30

種が入ったCDも付属。

さらに別売の刺しゅうUSBメモリーや刺しゅうダウン

ロードサイト「ハートステッチズ」を使えば刺しゅう

の楽しみはどんどん広がります。

作品のオリジナリティを追求する方には、イラストや

写真も刺しゅうできる別売のデータ作成ソフト「刺

しゅうプロ」をおすすめします。

バラエティ豊かな刺しゅう模様

〔 広がる刺しゅうの世界 〕
●ダウンロードで広がる

ハートステッチズ

https://sewco.brother.co
.jp/heartstitches/ ※内蔵の刺しゅう模様や刺しゅうUSB等の情報はホームページをご覧ください。

©Zundt Design:

いっさいの面倒はミシンにお任せ。

より手軽に、

もっと自由に刺しゅうを楽しむ。

★

Innovis VF1・VS  CATALOG

アーティストの思いを、具現化する。

アートを創るのに妥協は必要ない。

クリエイティブな発想をパーフェクトに具現化する一台が、

その作品をアーティスト・クオリティに高めてくれる。

ある時はプラン通りに、

そしてある時はインスピレーションに導かれるままに。

表現はリミットを超えていく。

★マークはVF1のみの機能です。

その創作は アーティスト・クオリティへ。

最大刺しゅう縫製サイズはタテ30cm×ヨコ20cm。大

型の刺しゅう縫製はもちろん、模様を組み合わせたり、

レイアウトを自由に編集したりも自在に楽しめます。

VF1は4サイズの刺しゅう枠（30×20cm、18×13cm、

10×10cm、2×6cm）が、VSは2サイズの刺しゅう枠

（30×20cm、10×10cm）が付属します。

針が落ちる始点を押えに内蔵されたLEDポインター

で確認できるので、刺しゅうの位置合わせが容易に。

糸切れ時の再スタートも素早くできます。

※VF1標準装備
　（VSは別売）

文字データ追加サービス

●刺しゅうUSB
メモリー（別売）

●データ作成ソフト（別売）

2,750種類の文字の刺しゅうデータを無料で追加
できます。文字の大きさや組み合わせが変更でき、
画数の多い漢字もきれいに刺しゅうできます。

https://sewco.brother.co.jp/
features/world/fancywork/

詳しくはこちらから！
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★マークはVF1のみの機能です。

その創作は アーティスト・クオリティへ。

最大刺しゅう縫製サイズはタテ30cm×ヨコ20cm。大

型の刺しゅう縫製はもちろん、模様を組み合わせたり、

レイアウトを自由に編集したりも自在に楽しめます。

VF1は4サイズの刺しゅう枠（30×20cm、18×13cm、

10×10cm、2×6cm）が、VSは2サイズの刺しゅう枠

（30×20cm、10×10cm）が付属します。

針が落ちる始点を押えに内蔵されたLEDポインター

で確認できるので、刺しゅうの位置合わせが容易に。

糸切れ時の再スタートも素早くできます。

※VF1標準装備
　（VSは別売）

文字データ追加サービス

●刺しゅうUSB
メモリー（別売）

●データ作成ソフト（別売）

2,750種類の文字の刺しゅうデータを無料で追加
できます。文字の大きさや組み合わせが変更でき、
画数の多い漢字もきれいに刺しゅうできます。

https://sewco.brother.co.jp/
features/world/fancywork/

詳しくはこちらから！



布地に直接センサーペンでタッチするだけで、思い

通りの位置と角度に正確に・簡単に刺しゅう模様が
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https://sewco.brother.co
.jp/heartstitches/ ※内蔵の刺しゅう模様や刺しゅうUSB等の情報はホームページをご覧ください。

©Zundt Design:
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作品のテイストに合わせて選べる

25 4種のバラエティ豊かな刺しゅう模様

Innovis VF1・VS  CATALOG

ワンポイント

One Point

トレンディ

Trendy

ヴィンテージ

Vintage
和風

Japanese

キルト

Quilt

オリジナル技法

Original Technique

フラワーアルファベット

Flower Alphabet

〈原寸〉

〈原寸〉

〈原寸〉

〈原寸〉
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ボビンワーク模様

Bobbin Work Pattern
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ボビンワーク模様

Bobbin Work Pattern



127mm

286mm

Innovis VF1・VS  CATALOG

★ ★

異素材のぬい合わせ 皮素材のぬい合わせ キルティング

長さ70mmの
ガイドライン
長さ70mmの
ガイドライン

同クラスのミシンの中でも最大級の幅286×高さ

127mmのふところサイズを実現。広くて平らなテー

ブルがドレスやキルトなどの大作の取り回しをス

ムーズにしてくれます。

広いワークスペース

針の位置や基線に合わせて布上に直線のガイドライン

を示し、まっすぐな布送りをサポート。平行にぬい目を

入れたり、落としキルトで活用したり、便利に使えます。

レーザーガイドラインマーカー

大 胆な動きも、複 雑で細かな部 分も。

大きなふところサイズと

充実のサポート機能でバックアップ。

液晶画面を使って
簡単に設定できます。

マルチ機能フットコントローラー

ぬい模様の位置・幅・ぬい終わりの位置を、センサー

ペンでタッチするだけで簡単に正確に設定できます。

センサー機能

デュアルフィード

★マークはVF1のみの機能です。

スタートとストップの他に、4つの機能（糸切り・針上

下・一針ぬい・返しぬい）から2つを選択し、フットコ

ントローラーで操作できるようになります。両手を自

由に使え、大きな作品作りもスムーズになります。

※VF1標準装備（VSは別売）

内蔵されているモーター付きローラーがミシ

ンの送りに合わせて布送りを自動でコント

ロール。どんな素材もぬいずれしにくく、きれ

いに仕上がります。

※VF1標準装備（VSは別売）
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いに仕上がります。
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◆正確な縫製を実現する送り歯と押え
●送り歯 ●押え

◆オートマチック糸通し ◆LEDライト

◆自動糸切り ◆カラー液晶タッチパネル◆ピボット機能◆自動押え圧補正

手元を自然な色合いで照らす高演色LED
を採用。針元から半径約25cmの広範囲を
明るく均一に照らします。

布の厚みをミシンが感知し、最適な押え圧に自
動補正します。キルティングや段ぬいもスムーズ
に均一なぬい目に仕上がります。

◆ボビンワーク
VF1はボビンワーク用の
内かまを標準装備。フリー
モーションや内蔵模様の
ぬい目を立体的に表現で
きるボビンワークで作品
の表現力を高めます。 伸縮素材も、厚物も薄物も、どんな素材でも最適

な糸調子に自動調整します。

LEDバックライト付きTFT
液晶パネルを採用し、広い視
野角を実現。模様の選択や
調整、細かな刺しゅう編集な
どもタッチパネルでスムーズ
に操作できます。

EMC4302　JANコード ： 4977766756396
高さ33.2cm　幅57.1cm  奥行28.4cm　質量15.3kg （刺しゅう機無し）
高さ33.2cm　幅81.5cm  奥行46.4cm　質量18.5kg （刺しゅう機付き）

デニムの段ぬい

（刺しゅう縫製時） （刺しゅう縫製時）

（通常縫製時）

ボタン操作1つで、自動で針穴まで糸を通し
ます。わずらわしい糸通しが格段にスムーズ
です。

ミシンを止めると自動
で針下停止の状態で
押えが上がります。布
を複雑に回転させる
アップリケや端ぬいで
活躍します。

※当社従来機種と比較※この写真は別売のアップリケ押えを
　使用しています。

※作品のデザインは別売の刺しゅうプロで
　作成したデータを使っています。

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＆サポート本体価格  730,000円（税抜）

ソーイングステーション

イノヴィス

EMC5001　JANコード ： 4977766773812
高さ33.2cm　幅57.1cm  奥行28.4cm　質量15.3kg （刺しゅう機無し）
高さ33.2cm　幅81.5cm  奥行46.4cm　質量18.5kg （刺しゅう機付き）

（通常縫製時）

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＆サポート本体価格  500,000円（税抜）

◆止めぬいスイッチ

Innovis VF1・VS  CATALOG

◆自動糸調子

ソーイングステーション

イノヴィス

ハイクオリティな仕上がりをかなえる縫製力

※J押え、当社従来機種と比較

押えを長くし、前部の傾斜角
度を緩やかに。厚い布の段ぬ
いもスムーズになります。

生地と接する長さ

VF1/ VS

スクエア送り

グリップ力にこだわり、従来機種より長くなった7枚の送り歯が、
水平に動きます。布を長時間、歯全体で送るので、目詰まりなく、しっかり
縫えます。

ボタンを押すだけ
で上糸と下糸が同
時にカットされま
す。ハサミを使う
手間が省けます。

ボタンを押すだけで、その場で止めぬいを
します。飾り模様や文字模様の場合は、模
様のきりが良いところまで縫って自動で止
めぬいをします。※明るさはお好みで調節できます。

※保証内容については保証規定に基づきます。 ※保証内容については保証規定に基づきます。

傾斜が緩やか

VF1/VS

従来機種

※当社従来機種と比較

2歯分長い2歯分長い

前後の長さが長い
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※表示価格は全て希望小売価格（税抜）です。※コードの標記は型番です。

ワイドテーブル
WT10 9,000円
JANコード：4977766714761

刺しゅうボーダー枠
BF3 18,500円
JANコード：4977766714778

刺しゅう枠（200×200mm）
EF91 6,500円
JANコード：4977766663717

10色糸たてスタンド
TS5 8,200円
JANコード：4977766714785

刺しゅうUSBメモリー、ミシン
刺しゅう糸、針、ボビンなど、そ
の他のオプションも多数取り
揃えております。詳細につきま
してはホームページまたはアク
セサリーカタログ（カタログ
コード：ACC01）をご参照くだ
さい。

ソーイングステーション

イノヴィス  VF1

2色糸たてスタンド
TS6 5,800円
JANコード：4977766714792
※VF1は標準装備

★イノヴィスVF1のみの特長的な機能　※すべての模様を縫うには、本体のソフトウェアアップデートが必要な場合がございます。

ソーイングステーション

イノヴィス  VS

イノヴィス VF1 / VS  専用オプション その他オプション

〔VF1 / VS カタログ　コード:C4350〕 このカタログの内容は2018年5月現在のものです。

〒467-8577  名古屋市瑞穂区苗代町15-1

お客様相談室（ミシン119番）は

050（ゼロ・ゴー・ゼロ）で始まる電話番号です。お掛け間違えのないよう、
お願いいたします。

★当社はこのミシンの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。
　性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。
★製品には保証書が付いています。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。
ご利用時間　受付時間／平日（月曜日～金曜日）9：00～12：00 13：00～17：30
　　　　　　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

●この製品に内蔵された刺しゅう模様は、個人使用目的かつ非営利目的でのみ使用できます。これらの刺しゅう模様を商業目的で使用することは固く禁じられています。
●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。

機能説明補足機能名称
○

30ｃｍ×20ｃｍ
1,050
○
○
○
○
○
○
○

○（クラフト模様90～120％）
○

かな3書体　英数14書体
254模様（30模様はCDにて同梱）

―
コンピューター

67Ｗ
7インチ
1,050
70
自動
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○
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○
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○
―
○
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○
別売
3年
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30ｃｍ×20ｃｍ
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○
○
―
別売
○
○
○

○（クラフト模様90～120％）
○

かな3書体　英数14書体
254模様（30模様はCDにて同梱）

―
コンピューター

67Ｗ
7インチ
1,050
70
自動

オートマチック糸通し
○
○
７枚
○
○
○
○

○（電動）
別売
○
―
―

7灯　（25㎝四方）
○かな1書体　英数4書体

1,529※

○
―
○

ソフトケース
別売
別売
3年

  　　  ―
  　　  ―
1分間で針が上下をする最高の数
刺しゅう時の渡り糸をミシンが自動的にカットしてくれる機能
刺しゅう縫製時しつけ縫いしてくれる機能
センサーペンを使って思い通りの場所に刺しゅうが入れられる機能
針が落ちる位置をLEDポインターで確認できる機能
PC上の刺しゅう模様をUSBメモリーを使ってミシンに取り込む機能
模様の向きを左右反転させる機能
刺しゅうを思い通りの向きに設定できる機能
最適なサイズに刺しゅう模様を変更可能な機能
液晶画面を使って刺しゅう模様の組み合わせをする機能
内蔵されている文字の種類
内蔵されているクラフト模様の数（ボビンワーク模様含む）
内蔵されているキャラクター模様の数
  　　  ―
  　　  ―
  　　  ―
1分間で針が上下をする最高の数
1分間で針が上下をする最低の数
上糸の調子を取る形式
針穴への糸通し機能のタイプ
下糸を引き出さずに縫い始められる機能
ボビンに糸を巻く時に手間を省いてくれる機能
布送りをする歯の枚数
ボタン１つで、上糸と下糸をカットしてくれる機能
設定すると自動で止めぬいをしてくれる機能
布を押える強さを自動で調整する機能
ひざで押えを上げ下げする機能
送り歯を下げて自由に布を動かすことができる機能
ぬいずれ無くきれいに仕上げる機能
ぬい終わり時に自動で押えが最適な高さに上がる機能
センサーペンを使って実用模様の位置や幅を設定できる機能
基線や縫製位置をレーザーで表示する機能
ミシンライトの数（照射範囲）
刺しゅう機無しでできる文字ぬい機能
実用、飾りぬい、文字模様など内蔵された模様数
オリジナルのステッチ模様を作ることが出来る機能
ミシン本体に電源コードが収納される機能
刺しゅうが楽しめるブラザーの刺しゅう糸
ミシンをキズやほこりから守るためのオプション
スタート、ストップなど4つの機能を足元で操作するためのオプション
作業スペースをより広くするためのオプション
メーカー保証期間

刺しゅう機能 
最大刺しゅうエリア（縦×横） 
刺しゅう時最高回転数（rpm） 
渡り糸自動カット 
刺しゅうしつけ 
センサー機能（刺しゅう） ★ 
LEDポインター付刺しゅう押え 
刺しゅうデータの取り込み 　USBメモリー
  　左右反転

刺しゅう編集
    回転

  　拡大縮小
  　組み合せ
  　文字
内蔵刺しゅう模様数 　クラフト
  　キャラクター
制御方式 
消費電力 
液晶パネルサイズ 

モーター回転数（rpm）
 　最高

  　最低
糸調子 
針穴糸通し 
下糸クイック 
簡単下糸巻き 
送り歯枚数 
自動糸切り 
自動止めぬい/返しぬい 
自動押え圧補正 
ニーリフター 
ドロップフィード 
デュアルフィード 
ピボット機能 
センサー機能 ★ 
レーザーガイドラインマーカー ★ 
LEDライト
文字模様ぬい 
模様数 
マイイラスト機能
コードリール 
ウルトラポス39色セット
ミシンケース 
マルチ機能フットコントローラー 
ワイドテーブル 
保証期間 

刺しゅう機能

主な機能･仕様

主な付属品

アフターサービス

そ
の
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作
は 

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
ク
オ
リ
テ
ィ
へ
。


