オプション

刺しゅうを楽しむためのオプション

糸切りフットスイッチユニット

刺しゅうづくりに、もっとワクワク！刺しゅうの世界を自由に広げる、
多彩なオプションを用意しています。

もっと自由に、刺しゅうデザインを楽しみたい方に、
ぜひお薦めしたいツールです。
刺しゅうデザインソフト アーティスティックデジタ
イザーがあれば、自分だけのオリジナル刺しゅうデ

針元レンズ

送りジョーズ

針元での細かな作業を見やすくする拡大レンズです。
足元操作で糸切りができるので、生地から手を
はなさずに作業ができます。
3,300円（税込） 858-424-007

5,500円（税込） 202-151-009

上下の歯ではさみ込みながら布を送ります。
キル
トや厚地など布送りしにくい素材に最適です。
3,850円（税込） 202-182-009

13,200円（税込） 202-130-002
（倍率の異なる交換レンズ3種類付き）

ワイドクリアテーブル

糸立て台
布を置くスペースが広くなっ
て、
大きなものも縫いやすくな
ります。
取り付け、
取り外しも
簡単です。

ザインが 作成可能。HC930とともに、あなたの刺
しゅうライフに活躍する、頼れる味方です。

Artistic Digitizer

8,800円（税込）
861-410-011
（HT）

187,000円（税込）
○WindowsおよびMacの両OSに対応しています。
○写真もワンクリックで簡単に刺しゅうデザインへ変換
できます。

太巻きの糸こまを立ててセットできます。
5,500円（税込） 859-429-407

○複数台のPC間でもスムーズにライセンス移行できる
キーログインシステムです。

製品情報

基本情報
サイズ
幅475mm×奥行223mm×高さ316mm
（刺しゅうユニット取り付け時：
幅475mm×奥行336mm×高さ316mm）

オンラインで豊富なデザインの刺しゅうデータが購入できる、
ジャノメの刺しゅうデザインデータ販売サービスです。
で

!

https://www5.janome.co.jp/dlshop/

最 高 縫 い 速 度： 1000spm（刺しゅう800spm）
模 様 選 択 ： タッチパネル方式
模 様 表 示 ： バックライト付きカラーLCD
糸 調 子 ： コンピュータ自動糸調子
日・英・仏・独・伊・オランダ・スペイン・スウェーデン・フィンランド・
ロシア・ポルトガル・ポーランド・トルコ

質量
10.4kg
（刺しゅうユニット取り付け時：13.8kg）

13か 国 語 対応：

JAN
4933621100148

ステッチ模 様 数： 200種＋文字

363,000円（税込）

刺しゅう模 様 数： 176種＋文字

主な性能

（
「ひらがな」
「カタカナ」
：明朝体、
まるもじ
「英数字」
：ブロック、スクリプト）

（
「ひらがな」
「カタカナ」
：明朝体、
まるもじ「漢字」
：明朝体
「英数字」
：ゴシック、スクリプト、
チェルトナム）

標準付属品

鮮やかビジョン

用途選択

ワンタッチ式
針板交換

らくらく下糸セット

9mm振幅

ワンタッチスロー

7段階押さえ圧調節

自動糸切り

基本押さえ・ふちかがり押さえ・サテン押さえ・まつり縫い押さえ・ファスナー押さえ・ボタン
ホール押さえ・ボタンホール安定板・三つ巻き押さえ・フリーキルト押さえ・ボタン付け押さえ・
パッチワーク押さえ・刺しゅう押さえ・サーキュラーピボットピン・ボタン付けプレート・ボビン
（5個）
・針ケース
（ブルー針11番：2本/レッド針14番：1本/パープル針14番：1本/2本針：1本）
・
ドライバー・ミシンブラシ・シームリッパー・キルティングガイド・糸こま押さえ
（大・小）
各２個・

刺しゅう糸セット
No.1 200-920-001

各7,040円（税込）
No.2 200-920-104

No.3 200-920-207

全75デザイン収録 202-186-003

渡り糸の糸切り設定

編集刺しゅう

フリーアーム刺しゅう スイング式刺しゅう
ユニット

キルトコレクション
全75デザイン収録 202-187-004

上糸切れ検知

下糸残量検知

補助糸立て棒・はさみ・タッチペン・直線縫い用針板・ニーリフト・かま用クリーナー・FA10a小
型刺しゅう枠
（100×40mm/テンプレート付き）
・SQ14a枠標準刺しゅう枠
（140×140mm/
テンプレート付き）
・RE20a大型刺しゅう枠
（170×200mm/テンプレート付き）
・刺しゅう布

ジャノメ 公式
YouTube Channel

刺しゅうデザイン集（USB） 各11,000円（税込）

ワンポイントデザインコレクション

鮮やかな色からシックな
色まで、どのような生地に
も映える色がきっと見つ
かります。

刺しゅう縫い
スピード調節

ジャノメ 公式
Instagram

お好み記憶

保持用マグネットクリップ
（4個）
・電源コード・フットコントローラー・取扱説明書・キー早見表・
説明DVD・テンプレートCD・布ガイド・ミシンカバー・刺しゅうユニットケース

JANOME
刺しゅうのひきだし

JANOME
手づくり応援サイト

刺しゅうだって、私らしく。

お求めとアフターサービスは…

あなたの創造力に美しさで応える、
https://www.janome.co.jp

お客様相談室

0120-026-557

高機能＆高品質。
受付時間：平日 9：00〜12：00
13：00〜17：00

※お買い上げの販売店で、
お買い上げ年月日、販売店名など必要な事項を記入した保証
書をお受け取りになり、
保管してください。
※カラー印刷の為、実際の商品の色と多少異なる場合があります。
また、商品改良の為、
仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、
ご了承ください。
2206/3000①(B)

刺しゅうに、ひとつ上の美しさを求める方に。

見やすく操作しやすい鮮やかビジョン

多彩な編集機能

色彩鮮やかな液晶画
面が、刺しゅうの細部
まで鮮やかに映し出
します。

ジャノメが磨いた基本機能と直感的な使いやすさが生み出す卓越した刺しゅう品質。
豊富な内蔵データ、さらにオプションツールの活用で、

自動糸切り
拡大・縮小は1％単位、
回転は1度単位で細か
い設定が可能。
模 様をイメージ通りに
レイアウトできます。

刺しゅうの世界をより自由に、よりクリエイティブに広げます。

9mmステッチ

直線縫い用針板

ワンタッチ式針板交換

最大9mmの振幅でダイナミックなステッチが楽
しめます。

直線縫い用針板を使うと、
針が布に刺さるとき
のバタつきが少なく、直線 縫いはもちろん刺
しゅうもキレイに仕上がります。

針板はレバーひとつで簡単に交換できるので、
用途に合わせた針板交換がスピーディーにお
こなえます。

らくらく下糸セット

7枚歯布送り（水平送り）

ニーリフト

布を送り歯全体でとらえている時間が長く、
最後までしっかりと送れます。

押さえの上げ下げをヒザで操作できるため、
布から両手をはなさずに作業できます。ニー
リフトの加減によって、押さえの高さは微調
整が可能です。

9mm

7mm

上糸・下糸をボタンひとつでカット。
刺しゅう時に
は渡り糸を自動でカットする設定をすれば作業
がスムーズに進みます。

スイング式刺しゅうユニット

美しい刺しゅうの秘密

マグネットクリップ付刺しゅう枠

刺しゅう機能
バラエティ豊かな内蔵刺しゅうデザイン

デザインセレクション

クロスステッチ

60デザイン

サークルモチーフ

12デザイン

フリンジ

21デザイン

キルティング

花文字

8デザイン

19デザイン

着脱式刺しゅうユニットを取り付け、キャリッジ
を後ろ側に開くと刺しゅうの準備が整います。
刺しゅうユニットを取り付けたままで、通常縫
いができるのもジャノメのミシンの特長です。

刺しゅうキャリッジに精密機器製 造現場など
で活躍する産業用ロボット※1と同じ部品※2を使
用しています。ブレなく正確な位置に針を落と
すことができ、緻密で美しい刺しゅうに仕上が
ります。

マグネットクリップで刺しゅう枠を固定すると、
刺しゅう時の布ズレを防ぐことができます。

＊持ち運びの際は刺しゅうユニットを取り外してください。

※1 ジャノメ製産業用ロボット

※FA10a小型刺しゅう枠は非対応です。

通常縫い機能

26デザイン

スマート糸通し

パントリー

14デザイン

モノクロ

15デザイン

※2 リニアモーションガイド

用途選択

スクリプト体

ステッチ早見表
200種類のステッチをカテゴリー別に分けて表示。
全てのステッチを一目で見ることができます。

文字刺しゅう
チェルトナム体

ボビンを入れて、矢 印に沿って糸を通すだ
け。縫いはじめの糸を引き上げる手間が省け
ます。

ゴシック体

まるもじ体

明朝体

明朝体

176種類の刺しゅうデザインが内蔵されています

FA刺しゅう枠

刺しゅう枠
サイズの異なる3 種の枠を標準装備。様々なデザインの
刺しゅうを楽しめます。
FA10a
小型刺しゅう枠
100×40mm

SQ14a
標準刺しゅう枠
140×140mm

RE20a
大型刺しゅう枠
170×200mm

フリーアームを使って刺しゅうができるので、既成品のアレンジもお手のもの。
100×40mmまでの小さな刺しゅうに使えます。

レバーひとつで針穴に糸を簡単に通すことができる便利機能「スマート糸通
し」
を搭載。
糸ガイドによって、
針元の糸かけがさらに分かりやすくなりました。

縫いたいものを画面で選ぶだけで、
ミシンが適したステッチ、
糸調子や縫い目
のあらさを自動で設定してくれる、
ビギナーにも便利な機能です。

ピボットピン（円弧縫い）

アクセサリー収納

付属のピボットピンを使うと、ステッチを
サークル状に縫うことができます。

よく使う押さえ類は正面パネル内にすっきり収納ができます。

大型フットコントローラー

ボタンホール安定板

7段階押さえ圧調節

針位置下停止

足を 置く面が 広い ので 安 定し
た操作ができます。

厚手の生 地や段 差のある部分
も安心して仕上げることができ
ます。

縫い条 件に合わせて薄 物から
厚物まで幅広く対応します。

角 縫 いしやすい下 停止。また、
停止 位 置は 設 定モードで 切り
替えられます。

オリジナル布ガイド

糸切れ検知

LEDライト

コンピュータ自動糸調子

ワンタッチスロー

布 端 から一定の 幅で 長
い 距 離 を 縫 うときに 使
います。

万一、上 糸・下糸が 切れ
ても安心。ミシンが感 知
して自動で止まります。

5個のLEDライトが 手元
を明るく照らします。

ほとんどの布に適した糸
調子をミシンが自動で設
定します。

ボタンを押している間は
最低速で縫い、止めたい
位置でピタッと止められ
ます。

