
消耗品

スキャンカットアクセサリー

右記のQRコードでスキャンカット情報をスマホでゲット！

▶詳しくはこちら！

様々なカッティングを便利にするアクセサリーで
あなたの作品づくりの幅が広がります。

Accessory

②① ③ ④ ⑤ ⑨⑧ ⑩ ⑫⑪

□マット類（スキャンカットDXシリーズ用） □マット類（スキャンカットシリーズ用）①強粘着カッティングマット（12インチ）
　CADXMATSTD12　2,640円(税込)
　JANコード：4977766794480
②弱粘着カッティングマット（12インチ）
　CADXMATLOW12　2,420円(税込)
　JANコード：4977766794466
③スキャン用マット（12インチ）
　CADXMATS12　3,630円(税込)
　JANコード：4977766794671
④布用粘着カッティングマット（12インチ）
　CADXMATF12　3,300円(税込)
　JANコード：4977766808606
⑤強粘着ロングカッティングマット（24インチ）
　CADXMATSTD24　3,740円(税込)
　JANコード：4977766794534
⑥弱粘着ロングカッティングマット（24インチ）
　CADXMATLOW24　3,520円(税込)
　JANコード：4977766794510
⑦スキャン用マット（24インチ）
　CADXMATS24　4,400円(税込)
　JANコード：4977766794695

⑧強粘着カッティングマット(12インチ) 
　CAMATSTD12　1,870円(税込)
　JANコード：4977766777223
⑨弱粘着カッティングマット(12インチ)
　CAMATLOW12　1,650円(税込)
　JANコード：4977766777216
⑩スキャン用マット
　CAMATS12　3,300円(税込)
　JANコード：4977766730976
⑪強粘着ロングカッティングマット(24インチ)
　CAMATSTD24　2,420円(税込)
　JANコード：4977766777247
⑫弱粘着ロングカッティングマット(24インチ)
　CAMATLOW24　2,200円(税込)
　JANコード：4977766777230

㉗ ㉘ ㉙

㉗ステンシル用シート
　CASTCL1　1,540円(税込)
　JANコード：
　4977766755542

ステンシル用
㉘布用粘着サポートシート
　CASTBL2　1,650円(税込)
　JANコード：
　4977766731102
㉙アイロン接着シート
　CASTBL1　880円(税込)
　JANコード：
　4977766731096

布用

大気に対する悪影響を軽減
させる植物油インキを使用
しています。

〒467-8577  名古屋市瑞穂区苗代町15-1

★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、祝日および当社指定休日

〔スキャンカットアクセサリーカタログ コード：CMACC02〕 このカタログの内容は2020年9月現在のものです。

作品づくりに必要なレシピやカットデータを
無 料でダウンロードでき、動 画でつくり方も
確認できます。

●このカタログに紹介されている機能は、バージョンによりWidows版及びMac版で異なる場合があります。

□ 編 集 機 能
本体だけではできない、よりこだわった編集機能が充実しています。

□ 文 字 の カットデ ー タ 化
お手 持ちの P Cに内 蔵されているフォント

（ Tr u e Ty p e フォント）をカットデ ータに
変換できます。

□ 機 能 の 拡 張
ラインストーンやエンボスなど有償アクセサ
リーのコードを認証させて機能拡張できます。
※対象のアクセサリーはHP参照。

□ デ ザインパ タ ーン の 追 加
有償アクセサリーのコードを認証させるとデ
ザインパターンが追加されます。

アカウントの設定画面で有償アクセサリーのコー
ドを認証させるだけで簡単に機能を拡張できます。

ラインストーンテンプレートデータ編集やエン
ボス模様の追加ができます。

□ 簡 単 に デ ー タ 転 送
キャンバスワークスペース
で作成し、保存したカット
データは、USBメモリー、
USBケーブル、無線LAN
で本体へ転送できます。

パソコンでカットデータの編集や作成ができる無料のアプリ
https://canvasworkspace.brother.com/jp

「キャンバスワークスペース」

□ 多 彩 な 無 料 作 品 レシピ
ペーパークラフトやアップリケ、ステッカーなどの
作品集を200点以上掲載しています。（2018年12月現在）

お客様相談室は

0570-088-310

スキャンカットDX スキャンカット

※画像はイメージです。
※液晶画面は合成されたものです。

※機種により転送方法は異なります。

□ 外 部 デ ー タ の 取 り 込 み
Adobe®Illustrator®で作成したデータ※をカット
データとして取り込んだり、Photoshop®で作成
したJPEGなど、画像データをトレースしてカット
データを作成できます。※SVG形式での保存に限ります。

※表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。

●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。
●Adobe、Illustrator及びPhotoshopはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。 ●その他すべてのブランド名及び製品名は個々の所有者の登録商標もしくは商標です。

■お買い求め、ご相談は
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□替え刃・替え刃ホルダー

⑭

⑱⑰

⑬

⑲ ⑳

⑯⑮
手動調整用

㉑ペンホルダー
　CAPENHL1　1,870円(税込)
　JANコード：4977766731041
㉒マルチペンホルダー
　CAUNIPHL1　2,200円(税込)
　JANコード：4977766756433
㉓カラーペンセット
　CAPEN1　1,320円(税込)
　JANコード：4977766731058
㉔チャコペンセット
　CAPEN2　1,100円(税込)
　JANコード：4977766731065
㉕スクレイパー
　CASCP1　1,430円(税込)
　JANコード：4977766779234

㉖スパチュラ＆フックセット
　CASPHK1　2,200円(税込)
　JANコード：4977766766401

⑬自動調整用替え刃
　CADXBLD1　
　3,300円(税込)
　JANコード：
　4977766794558
⑭自動調整用替え刃
　（薄い布用）CADXBLDQ1　
　3,300円(税込)
　JANコード：
　4977766794572
⑮自動調整用替え刃ホルダー
　CADXHLD1　
　3,300円(税込)
　JANコード：
　4977766794596
⑯自動調整用替え刃ホルダー
　（薄い布用）CADXHLDQ1　
　3,300円(税込)
　JANコード：
　4977766794619

⑰替え刃
　CABLDP1　
　2,200円(税込)
　JANコード：
　4977766731027
⑱厚物用替え刃
　CABLDF1　
　2,200円(税込)
　JANコード：
　4977766731034
⑲替え刃ホルダー
　CAHLP1　
　2,420円(税込)
　JANコード：
　4977766731003
⑳厚物用替え刃ホルダー
　CAHLF1　
　2,420円(税込)
　JANコード：
　4977766731010

自動調整用（スキャンカットDXシリーズ用）

●スキャンカットDXシリーズ：SDX1200、SDX1000　●スキャンカットシリーズ：CM650W、CM300、CM110  （2018年12月現在）

⑥ ⑦

https://www.brother.co.jp/



「キャンバスワークスペース」を活用して楽しめるアクセサリー

カード記載のコードをキャンバスワークスペースで
認証することで下記の機能が拡張されます。画像トレース

PHOTO

内蔵模様やオリジナル模様でラインストーンの
テンプレートを作成でき、ラインストーンを
手軽に楽しめるキットです。ラインストーン

RHINESTONE

オリジナルのステッカーが作成できるキットです。
簡単にステッカーが作れます。ステッカー

STICKER

エンボス用マット
　CAEBSMAT1
　2,310円(税込)
　JANコード：
　4977766766777

メタルシートブロンズ
　CAEBSBMS1
　1,870円(税込)
　JANコード：
　4977766766791

㉛エンボススターターキット
　CAEBSKIT1
　7,150円(税込)
　JANコード：
　4977766765527

●アドバンスドイメージトレース機能
認識しづらい写真の中の人物などを
キャンバスワークスペースにてきれい
に外形認識することができる機能です。
●模様25種類追加
キャンバスワークスペースにカット
データが25種類追加されます。 ㉚ScanNCutCanvas

　プレミアムパック2
　CACVPPAC2　
　3,080円(税込)
　JANコード：
　4977766771214



ロール状の素材（剥離紙の付いたカット用のシートなど）
をそのままセットできるので、長 尺のデザインや大 量の
模 様を一 度 にカットすることができます。カッティング
マットを使用せずに素材がカットできます。

位置合わせ機能とは？…デ ータに専用のマークを付 与する
ことで、印 刷 物を事 前に設 定した通りの位 置・形でカットで
きる機 能 です。P O P など同じ形 の 印 刷 物 の 大 量カットや 、
シ ール などカット線 を 見 せたくない 作 品 作りに 便 利 です。
(SDXシリーズのみ対応)

□ キャンバ スワ ー クスペ ースで デ ー タ 作 成 　

「ロールフィーダー」

アイデア広がるカットデータコレクション

スキャンカットDX用オプション品

プリントステッカー
　スターターキット
　CAPSKIT1　3,300円(税込)
　JANコード：
　4977766743402

プリントステッカー
　シートセット
　CAPSS1　2,750円(税込)
　JANコード：
　4977766743419

ミニステッカー
　シートセット
　CAPSSMINI1　1,540円(税込)
　JANコード：
　4977766753432

スタンプスターターキット
　CASTPKIT1
　3,300円(税込)
　JANコード：
　4977766757690

スタンプシート
　CASTPS1
　1,650円(税込)
　JANコード：
　4977766757706

ラインストーンスターターキット
　CARSKIT1　9,680円(税込)
　JANコード：4977766742740

ラインストーンシートセット
　CARSSH1　2,750円(税込)
　JANコード：4977766742757

ラインストーン転写シート
　CARSTS1　1,320円(税込)
　JANコード：4977766742764



メタルシートシルバー
　CAEBSSMS1
　1,210円(税込)
　JANコード：
　4977766766784

テンプレートシート
　CAEBSTS1
　1,540円(税込)
　JANコード：
　4977766766807

㉚

https://canvasworkspace.brother.com

箔転写スターターキット
　CAFTKIT1　6,050円(税込)
　JANコード：4977766794701

カードに記載されたコードを
キャンバスワークスペース上
で認証させると3種類の書体
でそれぞれ36文字のデザイ
ンがお使いいただけるように
なります。

レタリング
LETTERING

データの作成・編集には
無料ソフト「キャンバス
ワークスペース(インス
トール版)」の機能の拡
張が必要です。詳細は本
紙裏面をご参照下さい。

㉛











◯55

箔転写スターターキット用のりペン
　CAFTGP1　1,650円(税込)
　JANコード：4977766794718

箔転写シート（ゴールド）
　CAFTSGLD1　880円(税込)
　JANコード：4977766794725

箔転写シート（シルバー）
　CAFTSSIL1　880円(税込)
　JANコード：4977766794732

箔転写シート（レッド）
　CAFTSRED1　880円(税込)
　JANコード：4977766794749

箔転写シート（ブルー）
　CAFTSBLU1　880円(税込)
　JANコード：4977766794756

箔転写シート（グリーン）
　CAFTSGRN1　880円(税込)
　JANコード：4977766794763

◯箔転写シート（ピンク）
　CAFTSPNK1　880円(税込)
　JANコード：4977766794770

51

デザイン監修：ピポン有限会社

※その他データコレクション（認証カード）は
　ブラザーホームページでご確認下さい。

◯ピポン
　レタリング コレクション
CAPPNP01　4,400円(税込)
JANコード：4977766797337

54

52

◯54

◯52

◯57 ◯58

◯56◯ロールフィーダー
CADXRF1　9,350円(税込)
JANコード：4977766794633

◯ロールフィーダーカッター
CADXRFC1　1,100円(税込)
JANコード：4977766794657

55

56

ステッカーシートや薄手の素材を
より精緻に切りたいユーザー向けのキットです。小文字カット

VINYL CUT

◯小文字カット用キット
CADXVBKIT1　7,150円(税込)
　JANコード：
　4977766806930
◯小文字カット用替刃
　CADXBLDV1　3,300円(税込)
　JANコード：
　4977766807548

専用のりペンを取り付けて、のりで描画。
その部分に箔転写シートを貼り付けて高級感のある
作品が作れるキットです。箔転写

FOIL

紙とメタルシートに、
好きな模様のエンボス効果を施すことができます。エンボス

EMBOSS

好きな模様でスタンプシート（シリコン）をカットすることで、
オリジナルのスタンプが作れるキットです。スタンプ

STAMP

◯ScanNCut Link
CADXSNCLNK1
5,940円(税込)
JANコード：4977766807609

57 ◯Print to Cut
CADXPRNTCUT1
3,630円(税込)
JANコード：4977766807623

58

ScanNCut Link Print to Cut

53

Illustrator®で直接データ作成&
SDX本体への転送が可能。
位置合わせ機能も使えます

無料アプリ「Canvas 
Workspace」で位置合わせ機能
を使うための認証カードです。

PDF

転送
カット
データ

印刷したPDF

「PCで作りこみたい」に応える。Illustrator®プラグイン&位置合わせ機能(スキャンカットDX用)

□Illustrator®使用者向け
Illustrator®へのプラグイン（機能拡張）

□CanvasWorkspace用
CanvasWorkspaceの拡張機能

AA

同梱の認証カードに記載されたコードをキャンバスワークスペースに入力すると、ロールフィーダー
用のデータが作成・編集可能になります。


