
［Teddy30 カタログ　コード：V01-04］このカタログの内容は平成22年11月現在のものです。

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

ＷＴ８Ｊ／JANコード：4977766652360
5,250円ワイドテーブル

FC32291／JANコード：4977766676946
3,675円フットコントローラー

B051／JANコード ： 4977766193313

294円ボビン
（高さ11.5mm／5個入り）

# 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

ミシン針 各294円 （5本入り）

BCL001J／JANコード：4977766195072

 1,000円ボビン・ボビンクリップ
（高さ11.5mm／各10個入り）

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。

7

オプション 機能一覧※表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。
※コードの標記はモデル名です。

足元でスタート・ストップ、スピードを調
整できます。両手を自由に使えて便利。
※FC31091にも対応してます。

作業スペースを広げて、大物の布送り
もスムーズになります。

F005N　／JANコード：4977766604314
1,890円キルト押え

糸通し
下糸クイック
簡単下糸巻き
ステッチ数

ぬい目＆ふり幅調節
自動糸調子
送り歯

液晶ディスプレイ

ワンタッチらくらく糸通し
○
○
16
-
○
7枚
-

○
○
○

音でお知らせ
○
○

ハードケース

全自動ボタン穴かがり
一針ぬい

針停止位置切替
エラーメッセージ
使いこなしDVD
コードリール
収納ケース

機　能 機　能

ソーイングレシピも入った使いこなしDVDが、
手作りの楽しさをずっとサポートします。

アレンジトートバッグ

ランチョンマット＆コースター
ティッシュBOXカバー

レシ
ピ 3

レ

シピ 1･2　
 

準備や基本的な使い方を、映像で分かりやすく説明。

このミシンを使ったソーイングレシピを、映像で

しっかり解説。ワンポイントアドバイスも付いて、

作品の完成までサポート。

使い方を動画でマスター

つくり方までしっかりガイド
レシピと型紙付き

！

簡単ガイド紹介！

※パソコンの液晶画面は合成されたものです。

簡単操作で
思い通りにソーイング

気軽に使えてしっかりきれい！



もう通った！もう通った！

レバーを押し
て

レバーを押し
て

16cm

10cm

伸縮ぬい直線

点線
ジグザグ

三重
ぬい

ジグザグ（大）ジグザグ

まつり
ぬい

アップリケ

たち目かがり

ボタン穴かがり
（全自動）

●ちょうどいい大きさ、ちょうどいい重さ
●作業スペースはしっかりと！
●持ち運びも楽にできる程良い重さ

●ワンダイヤルでえらべ、すぐ縫える模様
●わかりやすい模様表示

ポイント.1 ポイント.2

シンプル操作！こんなミシンが欲しかった。
欲しかった 欲しかった

ボビンに糸を巻きつけ

て受け座のミゾに通し

たら、あとはスタートボ

タンを押すだけ。ボビン

に糸を通す手間がなく

なり、手軽。

●簡単下糸巻き
ブラザーオリジナル！

ミシンに書かれた順序にそって上糸をかけるだけ。

針穴への糸通しは、指いっぽんのレバー操作で

ラクラク。上糸の準備は

シンプル＆クイック。

ボビンを入れて、矢印

にそって糸を通すだけ

の簡単下糸セット。下

糸は引き出さなくても

そのままスタート。

●ワンタッチらくらく糸通し
指いっぽんでレバーを押すだけ！

●下糸クイック
下糸を引き出さなくてもすぐ縫える！

軽いタッチのダイヤ

ルを回して縫いたい

模様を窓に表示させ

る、シンプル&スピー

ディーな模様選択。

●模様選択ダイヤル
軽快・スムーズ、スピーディー！

安心機能であなたをサポート。

基本がしっかり。だから使いやすい。

ワークスペースはしっかり確保。

ゆっくり縫えるから安心

収納もスッキリ。

電源コードはすっきり巻き取れるコードリール式。ハンドル

が付いて持ち運びも便利。ハードケースをかぶせれば、コン

パクトに収納できます。

細いひも、厚物や薄物もし

っかり送る７枚送り歯。ぬ

い目も均一に、キレイに仕

上がります。

布送りが難しい縫い始めの

段差は、押え固定ピンで解

消。押えが水平にキープさ

れ、楽に布が送れます。

手元を照らすライトは、長

い時間使っても熱くならな

い白色LEDライト。ランプ

切れの心配がありません。

布をターンさせやすい針下

停止と、布を取り出しやすい

針上停止を切替られます。

送り歯を下げられるので、

布を自由に動かしながら

縫える。フリーモーション

に便利。※別売りのキルト押えを
ご使用ください。

高さ30.6cm 幅41.8cm
奥行19.0cm 質量6.5kg（本体）

CPV0104　JANコード 4977766696036

※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。

希望小売価格 79,800円
（本体価格 76,000円）

コンピューターミシン CPV01シリーズ

※ハードケース付き

ブラザー工業では、環境面で特に配慮した製品を認定
する自主基準「ブラザーグリーンラベル」を制定しています。
本製品では
･ＬＥＤライトを採用しランプ寿命を向上、照明の消費電力を
  削減
他の項目において、認定を取得しております。

模様一覧
全16模様

面倒だった縫うまでの準備が、とってもシンプルになりました。

使いやすさも、仕上がりの美しさも備えた、ミシンの優等生です。

セット完了！セット完了！

●自動糸調子
厚地、薄地、伸縮素材も。素材に合わせた最適な

糸調子にミシンが自動調整*してくれます。

*布地に適した、針と糸をご使用ください。

●エラーメッセージ
押えやボタン穴かがりレバーの下ろし

忘れを、電子音でお知らせします。

縫い模様が分かり

やすいパネル

デザインです。

使用する押えを

教えてくれます。

ゆっくり縫い始められるから、安心。

初めての
ソーイングに必要な模様が
搭載されています。

カーブぬいにも便利な低速度。
〈ゆっくりスタート〉 〈スーパースロー〉

●針停止位置切替●7枚送り歯 ●押え固定ピン

お手軽サイズだけど、広くてフラットなワークスペース。

大物ぬいもスムーズに布を送れるから、作業がスイスイ。

●白色LEDライト

●ドロップフィード

テディ30

準
備

はカンタンに

EasyEasyEasy

使
い
や
すさ

＆きれいな仕上
が
りQualityQualityQuality

※パソコンの液晶画面は合成されたものです。
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