
矢印の方向に入れて下さい

フラワー コレクション ワンポイント コレクション 

矢印の方向に入れて下さい

別売刺しゅう機装着時 

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。 

刺しゅう面積はワイドなタテ18cm×ヨコ13cm。 

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） 

素敵な刺しゅうが楽しめる
別売刺しゅう機セット

素敵な136模様のクラフト刺しゅうで、 
感性豊かな作品が完成。 
※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。 

さらに楽しさをプラス。刺しゅうの世界が広がる。 

クラフト刺しゅうはもちろん、キャラクター刺しゅうなど、多彩な模様を増やす

ことができます。 

お気に入りの刺しゅう模様が増やせる喜び 

● 刺しゅうカードで広がる 

フラワー 
コレクション 

ワンポイント 
コレクション 

ナチュラル 
ステッチ2

ディズニー 
キューティーズ 

スティッチ 

クラフト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！ 

ダウンロードから刺しゅう完成まで、操作はラクラク。 

● ダウンロードで広がる 

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、お好きなクラフト
模様を選びます。 

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！ 

パソコンでオリジナルの 

刺しゅうがつくれます。 

子どもの写真も、自作のイラストも刺しゅうに!

● 刺しゅうPROで広がる 

（オープン価格） 

キルト 
ワーク 

実用 
ぬい 

創造性が広がる 

手づくりの洋服や小物に刺しゅうを入れたり、キルト作品の表現力を高めたり、 

写真や自作のイラストを刺しゅうにして楽しんだり。 

オプションで、オリジナリティある作品づくりが楽しめます。 

 

別売刺しゅう機セット。 

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

■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QC700 カタログ　コード:U16-02〕 このカタログの内容は平成22年1月現在のものです。

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

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/shop/

ブラザーのオンラインショップ

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

矢印の方向に入れて下さい

より高い完成度を求める方に。 

トップレベルの実用ぬい、大作もこなすキルト機能、 

そして刺しゅうまで。 

どれもがハイクオリティだから、 

可能性に満ちたソーイングをずっと楽しめます。 

多彩という可能性 
新しさが広がっていく・・・ 

刺しゅう 
（別売） 

+α 
刺しゅう 
（別売） 
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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。 
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・刺しゅう機　・USBケーブル　・刺しゅう押え 
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希望小売価格　40,000円（本体価格38,095円） 

素敵な刺しゅうが楽しめる
別売刺しゅう機セット

素敵な136模様のクラフト刺しゅうで、 
感性豊かな作品が完成。 
※クラフト刺しゅう模様は、 
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クラフト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！ 

ダウンロードから刺しゅう完成まで、操作はラクラク。 

● ダウンロードで広がる 

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、お好きなクラフト
模様を選びます。 

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！ 

パソコンでオリジナルの 

刺しゅうがつくれます。 

子どもの写真も、自作のイラストも刺しゅうに!

● 刺しゅうPROで広がる 

（オープン価格） 

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 横送り直線 横送りジグザグ 

ソーイングの基本をより高い品質で。 

手間を省く機能、より美しく仕上げる機能を搭載しました。 

豊富な実用模様や美しい飾り模様などを内蔵したことで、より多彩なステッチ表現ができるようになりました。 

仕上がりに差をつける、充実の実用機能。 

◆多彩なステッチ 

上糸通しがさらにスムーズに

スーパー糸通し 
針穴への上糸通しがさらに簡単＆スピーディ

に。レバー操作だけで上糸通しが完了します。 

ミシンが糸をカットする

自動糸切り 
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。 

糸調子はミシンにおまかせ

自動糸調子 
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。 

細いひもなどもしっかりキレイに

7枚送り歯 
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。 

77

布を押える強さを簡単調整

押え圧調節 
押え圧が調整できるから、厚物から薄物ま

で布に合わせて美しく仕上げます。 

筒物ぬいもポケットも手軽に

横送り 
送り歯が横に動くから、そでやズボンなどの筒

物ぬい、ポケットやワッペンをつける時も便利。 

横送り機能により、679種類のステッチを実現。 

● 実用模様：71種類

● 飾り：31種類（大・小） ● サテンステッチ：18種類

● クロスステッチ：15種類

● アルファベット（大文字・小文字）:97文字×3書体

● 実用飾り模様:39種類

● ひらがな・カタカナ・漢字:204文字

● 飾りサテン：10種類（大・小）

実用 
ぬい 

創造性が広がる 

手づくりの洋服や小物に刺しゅうを入れたり、キルト作品の表現力を高めたり、 

写真や自作のイラストを刺しゅうにして楽しんだり。 

オプションで、オリジナリティある作品づくりが楽しめます。 

 

別売刺しゅう機セット。 

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

■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QC700 カタログ　コード:U16-02〕 このカタログの内容は平成22年1月現在のものです。

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

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/shop/

ブラザーのオンラインショップ

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

矢印の方向に入れて下さい

刺しゅう 
（別売） 

+α 



ハードケース付 

押えは送り歯と連動し、レザーや綿の入っ

たキルティングをズレずに仕上げることが

できます。キルターを付けることで、同じ

間隔で縫うことができます。 

補助糸立て棒

キルトも気軽に楽しめる。 

キルトワークに必要な押えと

機能が充実。初めての方でも

気軽にキルトを始めていただけ、

もっとキルトを楽しみたいと

いう方にも満足していただけ

ます。 

どんな素材も 
スムーズにしっかり縫える。 

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

いひもなども、しっかりと布を

送ることができます。 

「マイイラスト機能」で 
オリジナル模様をつくる。 

タッチパネル液晶ディスプレ

イを使って自分だけの飾り模

様をつくる、ブラザー独自の

機能です。オリジナルでつくっ

た模様は、ミシンに記憶させ

ることができます。 

便利な横送りと多彩なステッチで 
手づくりがさらに楽しく。 

布を横に送る横送りは、筒物ぬ

いなどに便利。さらに、横送り

ができることでより多彩なステッ

チが可能になり、内蔵ステッチ

679種類を実現しました。 

希望小売価格  228,900円（本体価格 218,000円） 

高さ29.2cm  幅43.5cm  奥行20.1cm  質量8.8kg
EMU1602　JANコード 4977766676502

※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。

トップレベルの実用ぬい機能と、キルト機能を搭載したミシンが誕生。 
別売りの刺しゅう機を追加すれば、刺しゅうまでこなす実力派です。 
 

別売刺しゅう機で 
手づくりの楽しさ、 
創造性がさらに広がる。 

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。 

あなたのソーイングの世界に、新しい可能性を。 

取扱説明DVD付 
ワイドテーブル・ニーリフター装着時 

《その他の機能》使いやすさも高品質、だから長く使える。 

ブラザーの独自の機能

マイイラスト機能 
タッチパネルを使ってつくったオリジナル

のイラストを、ステッチ模様にして縫うこと

ができます。お気に入りの模様ができたら、

何度でも好きなときに縫えるようにミシン

に記憶させることも可能です。 
（イラストはイメージです） 

下糸の準備も手軽に

簡単下糸巻き 
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。 

厚物の縫い始めもスムーズ

押え固定ピン 
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。 

FRONT

糸の準備は座ったままでOK

糸コマ前面配置 
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。 

返しぬいや糸切りを自動で

プログラム糸切り 
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。 

付けたいボタンをセットするだけ

自動ボタン穴かがり 
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。 

WIDE

フラットで広いゆとりのスペース

広いワークスペース 
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。 

フリーモーションに最適

ドロップフィード 
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。 

天びんの糸掛けが確認できる

天びん窓 
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。 

縫い終わりの針位置を選べる

針停止位置設定 
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。 

自然光に近いから目にやさしい

LEDトリプルライト 
3灯のライトが手元を明るく照らします。

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。 

下糸を引き出す手間を省いた

下糸クイック 
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。 

フラットで広いスペースを確保

ワイドテーブル 
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。 

透明の押えで針元を確認

キルト押え 
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。 

キルティングも美しい仕上がり

ウォーキングフット／キルター 
手を使わずに押えを上げ下げ

ニーリフター 
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。 

飾りぬいをさらに演出

二本針 
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。 

収納に便利

コードリール付フットコントローラー 
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。 

（MODEL:S） 

◆押えも充実 ◆押えも充実 
様々なシーンで、さらなる作品づくりを応援します。 

ステッチガイド押え 
2mm間隔の印がついているので、

ステッチが等間隔でキレイに仕上

げられます。 

スムースフット（テフロン押え） 
押えに貼り付いて縫いづらい皮革

などの素材に便利です。 

ピーシング押え 
1/4インチ（6.4mm）のぬいしろで

合わせる時や、1/8インチ（3.2mm）

のステッチを入れたい時に、一定の

幅で縫うことができます。 

調整付き片押え 
ファスナーやパイピングテープは、

段差が気にならずキレイにつけら

れます。 

サイドカッター 
布端を切りながら裁ち目かがりを

していきます。 

アップリケ押え 
押えの前の部分がないので、とて

も縫いやすくなっています。 

クリエイティブな感性を思い通りに、キルトに表現する。そのための便利な機能を採用しました。 

豊富な押えを標準装備し、キルトワークをサポートします。 

思い描いた通りに縫い上げる、キルト機能。 キルト 
ワーク 

希望小売価格 567,000円 

高さ30.5cm  幅72.4cm  奥行46.2cm  質量15.6kg（刺しゅう機付） 

EMS9201　JANコード 4977766102483

（本体価格 540,000円） 

オートマチック糸通しで
刺しゅうの糸換えもラクラク。

明るく、わかりやすく、見やすい。
カラー液晶ディスプレイ。

パソコンやUSB機器を
ダイレクトに接続。
刺しゅうの楽しさが無限になるUSB。

刺しゅうの表現がさらにワイドに。
タテ30cm×ヨコ18cmの
刺しゅう面積。

ブラザートップレベルの刺しゅうもキルトも楽しむなら 

実用 
ぬい 

キルト 
ワーク 

布の上に感性を表現する。 

希望小売価格 294,000円 

高さ30.5cm  幅51.1cm  奥行25.8cm  質量11.3kg
CPU6301　JANコード 4977766102766

（本体価格 280,000円） 

本格的にキルトを極めたいなら 

様々な操作がワンタッチでできる「大型タッチパネル液晶」

※より詳しい情報はイノヴィス4000のカタログをご覧ください。 

※より詳しい情報はイノヴィスQC1000のカタログをご覧ください。 

キルターをサポートする3大機能
大胆な布使いも楽にこなせる「自動押え圧補正」

繊細なステッチワークに欠かせない「ピボット機能」

バックライト付 

タッチパネル液晶 

刺しゅう 
（別売） 

+α 

ワンタッチで縫いたい模様が選べる
ダイレクト模様選択 
お好みに合わせて調節できる

ぬい目お好み調節 
ついうっかりをお知らせする

エラーメッセージ 
オリジナルの模様が記憶できる

メモリー機能 

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 
3年間 
無償保証 

「安心して使える」 
クオリティ＆サポート 



ハードケース付 

押えは送り歯と連動し、レザーや綿の入っ

たキルティングをズレずに仕上げることが

できます。キルターを付けることで、同じ

間隔で縫うことができます。 

補助糸立て棒

キルトも気軽に楽しめる。 

キルトワークに必要な押えと

機能が充実。初めての方でも

気軽にキルトを始めていただけ、

もっとキルトを楽しみたいと

いう方にも満足していただけ

ます。 

どんな素材も 
スムーズにしっかり縫える。 

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

いひもなども、しっかりと布を

送ることができます。 

「マイイラスト機能」で 
オリジナル模様をつくる。 

タッチパネル液晶ディスプレ

イを使って自分だけの飾り模

様をつくる、ブラザー独自の

機能です。オリジナルでつくっ

た模様は、ミシンに記憶させ

ることができます。 

便利な横送りと多彩なステッチで 
手づくりがさらに楽しく。 

布を横に送る横送りは、筒物ぬ

いなどに便利。さらに、横送り

ができることでより多彩なステッ

チが可能になり、内蔵ステッチ

679種類を実現しました。 

希望小売価格  228,900円（本体価格 218,000円） 

高さ29.2cm  幅43.5cm  奥行20.1cm  質量8.8kg
EMU1602　JANコード 4977766676502

※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。

トップレベルの実用ぬい機能と、キルト機能を搭載したミシンが誕生。 
別売りの刺しゅう機を追加すれば、刺しゅうまでこなす実力派です。 
 

別売刺しゅう機で 
手づくりの楽しさ、 
創造性がさらに広がる。 

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。 

あなたのソーイングの世界に、新しい可能性を。 

取扱説明DVD付 
ワイドテーブル・ニーリフター装着時 

《その他の機能》使いやすさも高品質、だから長く使える。 

ブラザーの独自の機能

マイイラスト機能 
タッチパネルを使ってつくったオリジナル

のイラストを、ステッチ模様にして縫うこと

ができます。お気に入りの模様ができたら、

何度でも好きなときに縫えるようにミシン

に記憶させることも可能です。 
（イラストはイメージです） 

下糸の準備も手軽に

簡単下糸巻き 
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。 

厚物の縫い始めもスムーズ

押え固定ピン 
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。 

FRONT

糸の準備は座ったままでOK

糸コマ前面配置 
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。 

返しぬいや糸切りを自動で

プログラム糸切り 
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。 

付けたいボタンをセットするだけ

自動ボタン穴かがり 
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。 

WIDE

フラットで広いゆとりのスペース

広いワークスペース 
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。 

フリーモーションに最適

ドロップフィード 
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。 

天びんの糸掛けが確認できる

天びん窓 
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。 

縫い終わりの針位置を選べる

針停止位置設定 
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。 

自然光に近いから目にやさしい

LEDトリプルライト 
3灯のライトが手元を明るく照らします。

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。 

下糸を引き出す手間を省いた

下糸クイック 
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。 

フラットで広いスペースを確保

ワイドテーブル 
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。 

透明の押えで針元を確認

キルト押え 
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。 

キルティングも美しい仕上がり

ウォーキングフット／キルター 
手を使わずに押えを上げ下げ

ニーリフター 
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。 

飾りぬいをさらに演出

二本針 
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。 

収納に便利

コードリール付フットコントローラー 
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。 

（MODEL:S） 

◆押えも充実 ◆押えも充実 
様々なシーンで、さらなる作品づくりを応援します。 

ステッチガイド押え 
2mm間隔の印がついているので、

ステッチが等間隔でキレイに仕上

げられます。 

スムースフット（テフロン押え） 
押えに貼り付いて縫いづらい皮革

などの素材に便利です。 

ピーシング押え 
1/4インチ（6.4mm）のぬいしろで

合わせる時や、1/8インチ（3.2mm）

のステッチを入れたい時に、一定の

幅で縫うことができます。 

調整付き片押え 
ファスナーやパイピングテープは、

段差が気にならずキレイにつけら

れます。 

サイドカッター 
布端を切りながら裁ち目かがりを

していきます。 

アップリケ押え 
押えの前の部分がないので、とて

も縫いやすくなっています。 

クリエイティブな感性を思い通りに、キルトに表現する。そのための便利な機能を採用しました。 

豊富な押えを標準装備し、キルトワークをサポートします。 

思い描いた通りに縫い上げる、キルト機能。 キルト 
ワーク 

希望小売価格 567,000円 

高さ30.5cm  幅72.4cm  奥行46.2cm  質量15.6kg（刺しゅう機付） 

EMS9201　JANコード 4977766102483

（本体価格 540,000円） 

オートマチック糸通しで
刺しゅうの糸換えもラクラク。

明るく、わかりやすく、見やすい。
カラー液晶ディスプレイ。

パソコンやUSB機器を
ダイレクトに接続。
刺しゅうの楽しさが無限になるUSB。

刺しゅうの表現がさらにワイドに。
タテ30cm×ヨコ18cmの
刺しゅう面積。

ブラザートップレベルの刺しゅうもキルトも楽しむなら 

実用 
ぬい 

キルト 
ワーク 

布の上に感性を表現する。 

希望小売価格 294,000円 

高さ30.5cm  幅51.1cm  奥行25.8cm  質量11.3kg
CPU6301　JANコード 4977766102766

（本体価格 280,000円） 

本格的にキルトを極めたいなら 

様々な操作がワンタッチでできる「大型タッチパネル液晶」

※より詳しい情報はイノヴィス4000のカタログをご覧ください。 

※より詳しい情報はイノヴィスQC1000のカタログをご覧ください。 

キルターをサポートする3大機能
大胆な布使いも楽にこなせる「自動押え圧補正」

繊細なステッチワークに欠かせない「ピボット機能」

バックライト付 

タッチパネル液晶 

刺しゅう 
（別売） 

+α 

ワンタッチで縫いたい模様が選べる
ダイレクト模様選択 
お好みに合わせて調節できる

ぬい目お好み調節 
ついうっかりをお知らせする

エラーメッセージ 
オリジナルの模様が記憶できる

メモリー機能 

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 
3年間 
無償保証 

「安心して使える」 
クオリティ＆サポート 



押えは送り歯と連動し、レザーや綿の入っ

たキルティングをズレずに仕上げることが

できます。キルターを付けることで、同じ

間隔で縫うことができます。 

補助糸立て棒

《その他の機能》使いやすさも高品質、だから長く使える。 

ブラザーの独自の機能

マイイラスト機能 
タッチパネルを使ってつくったオリジナル

のイラストを、ステッチ模様にして縫うこと

ができます。お気に入りの模様ができたら、

何度でも好きなときに縫えるようにミシン

に記憶させることも可能です。 
（イラストはイメージです） 

下糸の準備も手軽に

簡単下糸巻き 
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。 

厚物の縫い始めもスムーズ

押え固定ピン 
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。 

FRONT

糸の準備は座ったままでOK

糸コマ前面配置 
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。 

返しぬいや糸切りを自動で

プログラム糸切り 
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。 

付けたいボタンをセットするだけ

自動ボタン穴かがり 
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。 

WIDE

フラットで広いゆとりのスペース

広いワークスペース 
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。 

フリーモーションに最適

ドロップフィード 
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。 

天びんの糸掛けが確認できる

天びん窓 
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。 

縫い終わりの針位置を選べる

針停止位置設定 
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。 

自然光に近いから目にやさしい

LEDデュアルライト 
2灯のライトが手元を明るく照らします。

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。 

下糸を引き出す手間を省いた

下糸クイック 
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。 

フラットで広いスペースを確保

ワイドテーブル 
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。 

透明の押えで針元を確認

キルト押え 
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。 

キルティングも美しい仕上がり

ウォーキングフット／キルター 
手を使わずに押えを上げ下げ

ニーリフター 
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。 

飾りぬいをさらに演出

二本針 
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。 

収納に便利

コードリール付フットコントローラー 
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。 

（MODEL:S） 

◆押えも充実 ◆押えも充実 
様々なシーンで、さらなる作品づくりを応援します。 

ステッチガイド押え 
2mm間隔の印がついているので、

ステッチが等間隔でキレイに仕上

げられます。 

スムースフット（テフロン押え） 
押えに貼り付いて縫いづらい皮革

などの素材に便利です。 

ピーシング押え 
1/4インチ（6.4mm）のぬいしろで

合わせる時や、1/8インチ（3.2mm）

のステッチを入れたい時に、一定の

幅で縫うことができます。 

調整付き片押え 
ファスナーやパイピングテープは、

段差が気にならずキレイにつけら

れます。 

サイドカッター 
布端を切りながら裁ち目かがりを

していきます。 

アップリケ押え 
押えの前の部分がないので、とて

も縫いやすくなっています。 

クリエイティブな感性を思い通りに、キルトに表現する。そのための便利な機能を採用しました。 

豊富な押えを標準装備し、キルトワークをサポートします。 

思い描いた通りに縫い上げる、キルト機能。 キルト 
ワーク 

希望小売価格 567,000円 

高さ30.5cm  幅72.4cm  奥行46.2cm  質量15.6kg（刺しゅう機付） 

EMS9201　JANコード 4977766102483

（本体価格 540,000円） 

オートマチック糸通しで
刺しゅうの糸換えもラクラク。

明るく、わかりやすく、見やすい。
カラー液晶ディスプレイ。

パソコンやUSB機器を
ダイレクトに接続。
刺しゅうの楽しさが無限になるUSB。

刺しゅうの表現がさらにワイドに。
タテ30cm×ヨコ18cmの
刺しゅう面積。

ブラザートップレベルの刺しゅうもキルトも楽しむなら 

布の上に感性を表現する。 

希望小売価格 294,000円 

高さ30.5cm  幅51.1cm  奥行25.8cm  質量11.3kg
CPU6301　JANコード 4977766102766

（本体価格 280,000円） 

本格的にキルトを極めたいなら 

様々な操作がワンタッチでできる「大型タッチパネル液晶」

※より詳しい情報はイノヴィス4000のカタログをご覧ください。 

※より詳しい情報はイノヴィスQC1000のカタログをご覧ください。 

キルターをサポートする3大機能
大胆な布使いも楽にこなせる「自動押え圧補正」

繊細なステッチワークに欠かせない「ピボット機能」

バックライト付 

タッチパネル液晶 

ワンタッチで縫いたい模様が選べる
ダイレクト模様選択 
お好みに合わせて調節できる

ぬい目お好み調節 
ついうっかりをお知らせする

エラーメッセージ 
オリジナルの模様が記憶できる

メモリー機能 

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 
3年間 
無償保証 

「安心して使える」 
クオリティ＆サポート 



矢印の方向に入れて下さい

フラワー コレクション ワンポイント コレクション 

矢印の方向に入れて下さい

別売刺しゅう機装着時 

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。 

刺しゅう面積はワイドなタテ18cm×ヨコ13cm。 

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） 

素敵な刺しゅうが楽しめる
別売刺しゅう機セット

素敵な136模様のクラフト刺しゅうで、 
感性豊かな作品が完成。 
※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。 

さらに楽しさをプラス。刺しゅうの世界が広がる。 

クラフト刺しゅうはもちろん、キャラクター刺しゅうなど、多彩な模様を増やす

ことができます。 

お気に入りの刺しゅう模様が増やせる喜び 

● 刺しゅうカードで広がる 

フラワー 
コレクション 

ワンポイント 
コレクション 

ナチュラル 
ステッチ2

ディズニー 
キューティーズ 

スティッチ 

クラフト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！ 

ダウンロードから刺しゅう完成まで、操作はラクラク。 

● ダウンロードで広がる 

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、お好きなクラフト
模様を選びます。 

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！ 

パソコンでオリジナルの 

刺しゅうがつくれます。 

子どもの写真も、自作のイラストも刺しゅうに!

● 刺しゅうPROで広がる 

（オープン価格） 

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 横送り直線 横送りジグザグ 

ソーイングの基本をより高い品質で。 

手間を省く機能、より美しく仕上げる機能を搭載しました。 

豊富な実用模様や美しい飾り模様などを内蔵したことで、より多彩なステッチ表現ができるようになりました。 

仕上がりに差をつける、充実の実用機能。 

◆多彩なステッチ 

上糸通しがさらにスムーズに

スーパー糸通し 
針穴への上糸通しがさらに簡単＆スピーディ

に。レバー操作だけで上糸通しが完了します。 

ミシンが糸をカットする

自動糸切り 
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。 

糸調子はミシンにおまかせ

自動糸調子 
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。 

細いひもなどもしっかりキレイに

7枚送り歯 
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。 
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布を押える強さを簡単調整

押え圧調節 
押え圧が調整できるから、厚物から薄物ま

で布に合わせて美しく仕上げます。 

筒物ぬいもポケットも手軽に

横送り 
送り歯が横に動くから、そでやズボンなどの筒

物ぬい、ポケットやワッペンをつける時も便利。 

横送り機能により、679種類のステッチを実現。 

● 実用模様：71種類

● 飾り：31種類（大・小） ● サテンステッチ：18種類

● クロスステッチ：15種類

● アルファベット（大文字・小文字）:97文字×3書体

● 実用飾り模様:39種類

● ひらがな・カタカナ・漢字:204文字

● 飾りサテン：10種類（大・小）

実用 
ぬい 

創造性が広がる 

手づくりの洋服や小物に刺しゅうを入れたり、キルト作品の表現力を高めたり、 

写真や自作のイラストを刺しゅうにして楽しんだり。 

オプションで、オリジナリティある作品づくりが楽しめます。 

 

別売刺しゅう機セット。 

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

■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QC700 カタログ　コード:U16-02〕 このカタログの内容は平成22年1月現在のものです。

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

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/shop/

ブラザーのオンラインショップ

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

矢印の方向に入れて下さい

刺しゅう 
（別売） 

+α 




