
刺しゅうPRO NEXTで、

笑顔があふれる、

ハッピー家族の刺しゅうデコ。

［刺しゅうPRO NEXT カタログ　コード：913-41］このカタログの内容は平成23年7月現在のものです。
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。

●刺しゅうPRO NEXTアップグレードプログラムCD-ROM（1枚）
●インストールガイド（1冊） ●使いかたマニュアル（1冊）

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。表示価格は全て希望小売価格（税込）です。
※コードの標記はモデル名です。

● 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。
 （光沢のあるウルトラポスとマットな
カントリーの2タイプ）

ミシン刺しゅう糸オプション

刺しゅうPRO NEXTアップグレード版

■フォトステッチ・モンタージュで肌色を美しく表現できる、ブラザー肌色糸は10色　■肌色糸ライト5色セット ETS05L 1,313円
■肌色糸ダーク5色セット ETS05D 1,313円　■各セットに収められている色は単色にてご用意しております。

刺しゅうPROから楽しく広がる、

デジタルカメラ

パソコン

USB
カードライター

刺しゅう機付ミシンスキャナー

インターネットで見つけた
お好みの画像や、刺しゅうデータ

お手持ちの画像データをパソコンに取り込み、刺しゅうデータに変換。
「ソーイングステーション」という発想で、より楽しく、よりクリエイティブな
ソーイングライフを刺しゅうPRO NEXTが実現します。

デジタルカメラ、スキャナーからの画像で、
オリジナルアート刺しゅうの世界をもっと豊かに。

インターネット

UPGVER9J　JANコード：4977766704311 オープン価格

＊アップグレード版は刺しゅうPRO Ver.5以降をお持ちの方が対象になります。
＊刺しゅうPRO Ver.5以降からアップグレードをするためにはカードライター本体のアップグレードも必要です。
 ソフトウエアのインストール後、インターネットに接続いただきカードライター本体をアップグレードしてください。
 インターネットに接続できる環境にない場合は、お買い求めの販売店または、弊社、お客様相談室へお問い合わせください。 http://direct.brother.co.jp/

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

●USBカードライター（１個）
●オリジナルカード（１枚）
●プログラムCD-ROM（１枚）
●インストールガイド（１冊）
●使いかたマニュアル（1冊）

■ パッケージ内容

※1 お使いのミシンによって、刺しゅう可能範囲の関係上、縫製できないことがあります。
※2 各種の縫い方は、走りピッチ、縫い角度等の詳細設定可能。プログラムタタミ縫い、モチーフ縫い、スタンプは、ステッチクリエイターでオリジナルパターンを作成することができます。輪郭線縫い設定のモチーフ縫いは、デザインセンターで作成したデー

タには設定することはできません。（レイアウトセンターのマニュアルパンチングを除く描画ツールで作成したデータのみ設定可能）刺しゅう文字データは、面縫い設定にモチーフ縫いを設定することはできません。
※3 STB（Stitch To Block）機能を使い、レイアウトセンター上に取りこんだ各種刺しゅうデータをブロック型のデータに変換し、修正、編集が可能になります。STB機能が使えない取り込みデータもあります。
※4 読み込み可能ファイル形式は、拡張子が *.bmp、*.gif、*.pcd、*.fpx、*.tif、*.jpg、*.pcx、*.wmf、*.png、*.eps、*.j2kのファイル形式になります。なお、*.epsファイルについてはベクトルデータをそのまま読み込むのではなく、プレビュー情報のみを取り込

みます。また、保存オプションによって正しく読み込みができないファイルもあります。また、*.tifファイルについてはLZW圧縮したものも取り込めます。
※5 ミニサイズ文字を除く文字書体では、あまり小さなサイズにするときれいに縫製できない場合がありますので、1文字の大きさ（高さ、幅）が日本語については15mm以上、アルファベットについては10mm以上の設定をおすすめします。またTrueType

フォントを刺しゅう文字データに変換し、刺しゅうデータとして刺しゅうプロでの編集を可能にします。ただし、フォントデザインによってはきれいに変換されない場合もあります。TrueTypeフォントは、均一な太目のラインのフォント書体をお選びください。
※6 書き出し可能ファイル形式は、拡張子が*.dst、*.exp、*.pcs、*.hus、*.VIP、*.SHV、*.JEF、*.SEW、*.CSD、*.XXXのファイル形式になります。
※7 一部の刺しゅうカードは読み込みができません。（キャラクターカード、漢字カード等）読み込み可能ファイル形式は、ご使用の刺しゅうミシン最大縫製範囲内に入る、拡張子が*.dst、*.exp、*.pcs、*.hus、*.pec、*.phc、*.VIP、*.SHV、*.JEF、*.SEW、

*.CSD、*.XXXのファイル形式になります。

オープン価格

ES91341
JANコード：4977766701648

■ 刺しゅうPRO NEXTの主な機能
300mmx200mm／180mmx300mm／160mmx260mm／130mmx180mm／100mmx100mm／130mmx300mm／100mmx172mm
／130mmx50mm、130mmx60mm（帽子枠）／90mmx80mm（シリンダー枠）／100mmx180mm（ボーダー枠）
走り／EVステッチ／サテン／モチーフ／ステムステッチ／キャンドルウィックステッチ／三重／タタミ／プログラムタタミ／クロス／同心円／放射／渦巻き／パイピング
／スティップリング／グラデーション／スタンプ
ブラザー（61色）／他社糸色対応
オートパンチ／フォトステッチ1／フォトステッチ2／クロスステッチ
直線／曲線／円／楕円／円弧／扇形／正方形／長方形／図形／直線ブロック／円弧ブロック／セミオートブロック
回転／上下左右反転／移動／STB機能　  ／縫い順変更／サイズ拡大縮小／ミラーコピー／サークルコピー／花模様／オフセット
塗りつぶし表示／ステッチ表示／リアル表示／ステッチシミュレーター
モンタージュ作成／TWAIN対応
2739文字（漢字2566／ひらがな82／カタカナ91）
3278文字（漢字3104／ひらがな82／カタカナ91)
ノーマル：95書体／モノグラム：2書体
日本語：2書体／アルファベット：5書体
自動変換機能
オリジナルカードへのデータ書き込み　  ／別売り刺しゅうカード 及び 各種刺しゅうデータの取り込み

レイアウト可能サイズ

ステッチ種類

糸色変更

ステッチ生成ツール

編集ツール
ビュー機能
画像入力機能

刺しゅう文字

データ入出力

オート
マニュアル

楷書体
行書体
アルファベット
ミニサイズ文字
True Type フォント

※1

※2

※3

※4

※5

※6 ※7

■ 動作環境（ご購入前に必ずご確認ください。）
コンピュータ本体
OS
CPU速度
メモリー
ハードディスクの空き容量
ディスプレイ
USBポート
プリンター
CD-ROMドライブ

IBM-PCまたはその互換機
日本語Microsoft®　Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP （32または64ビット） 
1ＧHz 以上推奨
512MB以上（１GB以上推奨）
300 MB 以上
XGA（1024 × 768）の解像度で、High Color（16ビット）表示以上が必要（True Color推奨）
1つ以上
ご使用のシステムでサポートされているプリンター（画像を印刷したい場合）
専用ソフトインストールのために必要

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※その他製品名は各社の商標または登録商標です。　

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。

■ウルトラポス39色セット　

■カントリー40色セット

■ウルトラポス23色セット ■ウルトラポス22色セット

■カントリー21色セット

ETS39 9,030円

CTS40 9,030円

ETS23 5,880円 ETS22 5,565円

CTS21 5,355円

JANコード：4977766190121

JANコード：4977766190145 JANコード：4977766117050

JANコード：4977766192293JANコード：4977766190138

■刺しゅう用下糸 
500m巻き
EBT01 263円

1300m巻き
EBT02 578円

JANコード：4977766118415

JANコード：4977766194099
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※画面はハメコミ合成です。

家 族 の 風 景に寄りそう、

鮮やかで優しい刺しゅうの魔法。
手書きのイラストや写真まで、カンタンに刺しゅうできちゃうから

わたしたち家族の暮らしやセンスにぴったりの

インテリア、ファッション、雑貨が楽しめる。

まるで魔法のように好きな物にかこまれていく。

他のどこにもない、

わたしたちオリジナルの刺しゅうデコレーションに包まれて

家族の笑顔があふれます。
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刺しゅう作品制作：森田夕夏さん

ほんのひと手間で暮らしがセンスアップ。
ママの作った刺しゅうから、みんなの笑顔が広がります。

かわいいガーリーテイストが大好き。

いつもママにキュートな

刺しゅうをリクエスト。

既製品では物足りない、と始めた刺しゅうづくり。

今ではセンスもメキメキアップ、

家族が喜んでくれるのが何より嬉しい！

イストが大好き。

な

家族が喜ん

シンプルが好みだけど、

素っ気ないのもつまらない。

ママのセンスでワンポイントの

刺しゅうをさりげなく。

3 4



5 6

オリジナル刺しゅう作りはとってもカンタン！
子どもと一緒に楽しんでいます。

刺しゅうにしたいイラストを描きます。
娘は得意のお花と蝶 を々描きました。
色を変えたい部分は、
はっきりと塗り分けるのがポイント。

刺しゅうPRO NEXTがイラストを刺しゅうデータに自動変換。
あっという間に刺しゅうデータの完成！
糸色ごとの縫い順も、刺しゅうPRO NEXTが決めてくれます。
パソコン上で縫い色や縫い方の設定（ステッチの選択など）を
変更することもできます。

絵を描いてみよう！

今日は親子でペアのエプロンを作ることに。

子どもが描いたイラストを刺しゅうにする、そのプロセスを紹介します。

刺しゅうPRO NEXTで作った刺しゅうデータを
ミシンに取り込むときは、
データを保存した刺しゅうカードをミシン本体に挿しこむだけ。
カンタンです。
あとはミシンにしたがって、糸色を交換していきます。

娘は自分が描いたイラストを刺しゅうしたエプロンを
とっても気に入ったみたい。
ペア・エプロンでキッチンに立てば、親子の絆はますます深まりそうです。

刺しゅうデータをミシンに取り込んで、
いざ、刺しゅうを縫い始めます。

できあがり！スキャナーを使ってイラストをパソコンに
取り込み、刺しゅうPRO NEXTを使って
刺しゅうデータに変換します。

初心者にも、アップグレードユーザーにも。

見やすく使いやすくなった

インターフェイス
リボンインターフェイスやアプリケーションボタンの採用など、
普段お使いになっているパソコンのソフトに近い感覚で
使えます。

※お使いのミシンによっては、パソコンを直接USB
　ケーブルで接続して、刺しゅうデータを取り込む
　こともできます。

刺しゅうにしたい

絵を描

そのプロセスを紹介し

刺しゅうPRO NE

スキ
取
刺し

刺しゅうPRO N
取り込む

刺し
いざ

娘は自分が描いた

でき



作品のバリエーションを広げる、４１１の内蔵模様。作品のテイスト
にピッタリの模様が選べます。さらに、自作のオリジナル模様と組み
合わせれば、作品の幅が広がります。

あらかじめ190のテンプレートを搭載。文字差し替え機能を併用する
ことで、文字部分だけを入れ替えた刺しゅうをたくさん作成できます。

http://www.brother.co.jp/product/hsm/では、  まだまだ刺しゅうPRO NEXTの魅力と機能をご覧いただけます。
7 8

多彩な機能がオリジナリティあふれる暮らしをバックアップ。
お手軽派もこだわり派も、自分らしく使いこなせます。

欧文フォント100種類(ミニサイズ5種類含む)、
日本語フォントは2種類+ミニサイズ2種類内蔵。

たくさんのご要望にお応えして、ベクトル画像
形式（WMF）をそのまま刺しゅうデータとして
取り込むことができるようになりました。

図形コピー機能がさらに充実しました。図形変形機能として「花模様」が加わりました。

サークルコピー

サークルコピー:6パターン搭載ミラーコピー:3パターン搭載

ミラーコピー花模様

※　 は、刺しゅうPRO NEXTに新しく追加された機能です。

ステムステッチ キャンドルウィックステッチ

さらに多彩な模様編集機能が追加

豊富なステッチの数 （々面縫い10種・線縫い7種）

充実した文字フォントと文字編集機能

内蔵模様やテンプレート機能も豊富に搭載

タタミ縫い

クロスステッチ

同心円縫い／放射縫い

放射縫い

同心円縫い

プログラムタタミ縫い／サテン縫い

プログラムタタミ縫い

サテン縫い

スティップリング

キルトに最適なスティップリングにモチーフ
パターンを設定できます。
また、モチーフパターンの数も増えました。

渦巻き縫い／モチーフ縫い

走り縫い
モチーフ縫い

渦巻き縫い

グラデーション・ブレンディング機能

ベクトル画像も変換可能刺しゅうを華やかに彩るステッチを追加。

同じ模様でもステッチを替えるだけで、異なった雰囲気の刺しゅうを楽しめます。

2色を組合せることができるブレンディングと、
単色での濃淡を表現できるグラデーションが
刺しゅうの表現力を高めます。

ブレンディング

グラデーション ブレンディング使用例
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※5 ミニサイズ文字を除く文字書体では、あまり小さなサイズにするときれいに縫製できない場合がありますので、1文字の大きさ（高さ、幅）が日本語については15mm以上、アルファベットについては10mm以上の設定をおすすめします。またTrueType

フォントを刺しゅう文字データに変換し、刺しゅうデータとして刺しゅうプロでの編集を可能にします。ただし、フォントデザインによってはきれいに変換されない場合もあります。TrueTypeフォントは、均一な太目のラインのフォント書体をお選びください。
※6 書き出し可能ファイル形式は、拡張子が*.dst、*.exp、*.pcs、*.hus、*.VIP、*.SHV、*.JEF、*.SEW、*.CSD、*.XXXのファイル形式になります。
※7 一部の刺しゅうカードは読み込みができません。（キャラクターカード、漢字カード等）読み込み可能ファイル形式は、ご使用の刺しゅうミシン最大縫製範囲内に入る、拡張子が*.dst、*.exp、*.pcs、*.hus、*.pec、*.phc、*.VIP、*.SHV、*.JEF、*.SEW、

*.CSD、*.XXXのファイル形式になります。

オープン価格

ES91341
JANコード：4977766701648

■ 刺しゅうPRO NEXTの主な機能
300mmx200mm／180mmx300mm／160mmx260mm／130mmx180mm／100mmx100mm／130mmx300mm／100mmx172mm
／130mmx50mm、130mmx60mm（帽子枠）／90mmx80mm（シリンダー枠）／100mmx180mm（ボーダー枠）
走り／EVステッチ／サテン／モチーフ／ステムステッチ／キャンドルウィックステッチ／三重／タタミ／プログラムタタミ／クロス／同心円／放射／渦巻き／パイピング
／スティップリング／グラデーション／スタンプ
ブラザー（61色）／他社糸色対応
オートパンチ／フォトステッチ1／フォトステッチ2／クロスステッチ
直線／曲線／円／楕円／円弧／扇形／正方形／長方形／図形／直線ブロック／円弧ブロック／セミオートブロック
回転／上下左右反転／移動／STB機能　  ／縫い順変更／サイズ拡大縮小／ミラーコピー／サークルコピー／花模様／オフセット
塗りつぶし表示／ステッチ表示／リアル表示／ステッチシミュレーター
モンタージュ作成／TWAIN対応
2739文字（漢字2566／ひらがな82／カタカナ91）
3278文字（漢字3104／ひらがな82／カタカナ91)
ノーマル：95書体／モノグラム：2書体
日本語：2書体／アルファベット：5書体
自動変換機能
オリジナルカードへのデータ書き込み　  ／別売り刺しゅうカード 及び 各種刺しゅうデータの取り込み

レイアウト可能サイズ

ステッチ種類

糸色変更

ステッチ生成ツール

編集ツール
ビュー機能
画像入力機能

刺しゅう文字

データ入出力

オート
マニュアル

楷書体
行書体
アルファベット
ミニサイズ文字
True Type フォント

※1

※2

※3

※4

※5

※6 ※7

■ 動作環境（ご購入前に必ずご確認ください。）
コンピュータ本体
OS
CPU速度
メモリー
ハードディスクの空き容量
ディスプレイ
USBポート
プリンター
CD-ROMドライブ

IBM-PCまたはその互換機
日本語Microsoft®　Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP （32または64ビット） 
1ＧHz 以上推奨
512MB以上（１GB以上推奨）
300 MB 以上
XGA（1024 × 768）の解像度で、High Color（16ビット）表示以上が必要（True Color推奨）
1つ以上
ご使用のシステムでサポートされているプリンター（画像を印刷したい場合）
専用ソフトインストールのために必要

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※その他製品名は各社の商標または登録商標です。　

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。

■ウルトラポス39色セット　

■カントリー40色セット

■ウルトラポス23色セット ■ウルトラポス22色セット

■カントリー21色セット

ETS39 9,030円

CTS40 9,030円

ETS23 5,880円 ETS22 5,565円

CTS21 5,355円

JANコード：4977766190121

JANコード：4977766190145 JANコード：4977766117050

JANコード：4977766192293JANコード：4977766190138

■刺しゅう用下糸 
500m巻き
EBT01 263円

1300m巻き
EBT02 578円

JANコード：4977766118415

JANコード：4977766194099

描いたイ
ラストが

刺しゅうに
! 大好きな

写真が

刺しゅうに
！ 内蔵刺し

ゅうも

4 1 1 種類
!


