
フットコントローラー・
ブラザー純正針（11番・14番・ニット用）・
ボビンクリップ（10ケ入）・ソーイングセット

税込7,000円分進呈

お買上特典

3Dデコボッチスターターキット（エンボスヒーター・
専用スポンジマット・モデラ―・3Dシート・デコパージュ液 5点セット）

税込7,000円分進呈

お買上特典
ニット糸（白・黒・生成・グレー等）・
お好きなアタッチメント
税込7,000円分進呈

お買上特典

A40-QP

大創業祭ミシンフェア創業
70周年

小さくてもしっかり縫える
お手頃なミシン

寸法：高さ26.4×幅37.9×奥行17.2cm  質量：4.2kg

本日より7日間
セ－ル期間

ミシン下取で
3,000円引き

ミシン下取で
2,000円引き

自動糸通し 自動糸通し

70,000円税込
コンピュータミシン ソレイユ 600
メ－カ－希望小売価格129,600円（税込）

寸法：高さ30×幅44.4×奥行24cm  質量：8.8kg

70円税込
フジックス シャッペスパン 
（200m巻 普通生地用
スパンミシン糸 ＃60）
通常店頭価格216円（税込）

70周年特別価格 第一弾！！

★店頭在庫品限り
★お一人様 ３本まで

19,800円税込 税込

電子ミシン 
A40-QP
メ－カ－希望小売価格オープン

T61-SB液晶ディスプレイ搭載で
操作簡単＆仕上がりキレイ

寸法：高さ29.6×幅41.3×奥行17.8cm  質量：4.6kg

29,800円税込
コンピュータミシン 
T61-SB
メ－カ－希望小売価格オープン

ミシン下取で
5,000円引き

S71-SL文字縫い＆飾り模様40種類で
簡単ソーイング

寸法：高さ29.6×幅41.3×奥行17.8cm  質量：4.6kg

限定
3台

限定
3台

限定
3台 39,800円

コンピュータミシン 
S71-SL
メ－カ－希望小売価格オープン

見積
無料

ネーム・家紋・ロゴ・デザイン・ねぷた刺繍や刺繍データー作成、
オリジナルシール・テープ・リボンの作成も承っております。
他にも刺しゅうミシンやお買い得商品をご用意しております！
全メーカーのミシン修理も承ります。

生徒募集中 初心者大歓迎!!
洋裁教室…火・木・土（9：30～16：00）
 ●入会金5,400円　●月謝（月4回）6,480円

入園・入学グッズ作成お手伝い
●手作りグッズ初心者さん　●入園・入学準備ママ&パパ
●小物や洋服への『ネーム刺繍』も
　受けたまっております 250円より

お気軽にご相談下さい

職業用ミシン並みのパワーとソーイングに
夢中になれる親切機能が充実。
衣料用の本革・厚物・ニット素材もバッチリ!!
創作意欲が高まりますよ!!

限定200個

700円税込ウルトラポス 
（300m巻 ミシン刺繍糸）
通常店頭価格1本270円（税込）

★店頭在庫品限り
★お一人様 2セットまで

よりどり3点 よりどり2点

700円税込ロックミシン糸 
（2500m巻 90番）
通常店頭価格1本594円（税込）

★店頭在庫品限り
★お一人様 2セットまで

限定3台

70,000円税込
カッティングマシン Scan N Cut CM650W
メ－カ－希望小売価格オープン

寸法：高さ16.8×幅49.7×奥行18.5cm  質量：3.9kg

紙・シール・布・プラ版が楽々＆スピディーに
カッティング!!オリジナルＢＯＸ・Ｔシャツ・イベント/
店内装飾作成に便利です。

限定3台

70,000円税込
プロ用ロックミシン ホームロック HL432df
メ－カ－希望小売価格112,000円（税別）

寸法：高さ29.8×幅33.5×奥行27.9cm  質量：6.0kg

限定3台

HL432df
（4本ロック）



ミシンの友社
ミシンサービスセンター

（株）弘前ブラザー
青森県弘前市城東中央2丁目2-1　TEL.0172-27-5291  FAX.0172-27-2570
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ミシン部品・消耗品・デジタル機器・消耗品

各メーカー ミシン修理承ります。

電動ミシン・電子ミシン・コンピュータミシン・刺しゅうミシン
ロックミシン・職・工業用ミシン・その他ブラザー製品

取扱
製品

洋裁教室・一日洋裁（ブラザーソーイングカレッジ） 開催

☎電話注文承ります。お気軽にお問い合わせください。 各種カード、ローンお使いいただけます。

ブラザー 家庭用ミシン最高峰の
～イノヴィスシリーズ～

★幅286mm×高さ127mmの充実ワークスペース　★最大刺繍エリア30cm×20cm
★ピボット機能　★カラー液晶タッチパネル　★自動糸切　★オートマチック糸通し
★止縫いスイッチ　★自動糸調子　★自動押え圧補正　★内蔵刺繍254模様
★実用・飾り縫い・文字1,346模様

688,000円税込
刺しゅう機能付きミシン イノヴィスVF1
メ－カ－希望小売価格788,400円（税込）

寸法（VF1・LA・VS共通）：高さ33.2×幅81.5×奥行46.4cm  質量：18.5kg（刺しゅう機付）

★レーザーガイドラインマーカー
★LEDポインター
★センサーペン機能
★マルチフットコントローラー・
　デュアルフィード付

★自動糸切り
★ロングJ押さえ
★ロング送り歯

刺繍プロ10・
刺繡ボーダー枠

税込109,780円分進呈

お買上特典
ミシン下取で

100,000円引き
ミシン下取で
70,000円引き

ミシン下取で
50,000円引き

568,000円税込
刺しゅう機能付きミシン 
イノヴィスLA（ローラアシュレイ）
メ－カ－希望小売価格645,840円（税込）

★ローラアシュレイ刺繍模様
　60模様搭載

マルチフットコントローラー・
刺繍ボーダー枠・

39色刺繍糸・刺繍カード2枚
税込61,668円分進呈

お買上特典

刺繍ボーダー枠　
税込41,364円分進呈

お買上特典

468,000円税込
刺しゅう機能付きミシン 
イノヴィスVS
メ－カ－希望小売価格540,000円（税込）

共
通
機
能

はじめての手づくりを応援!
迷わず使えるシンプルなミシン。

「手作りをしてみたい」「自分が作ったものをプレゼントしたい」そんなあなたの想いにしっかりこたえるミシンができました。
この一台で、あなたもハンドメイドにトライしてみませんか。

職業用ミシン並みのパワーとソーイングに夢中になれる
親切機能が充実。衣料用の本革・厚物・ニット素材も
バッチリ!!創作意欲が高まりますよ!!

324,000円税込

108,000円税込

刺しゅう機能付きミシン 
イノヴィスNX2700D
メ－カ－希望小売価格429,840円（税込）

寸法：高さ30×幅69.3×奥行42.1cm  質量：13.5kg（刺しゅう機付）

コンピュータミシン コンパル700
メ－カ－希望小売価格145,800円（税込）

寸法（700・900共通）：高さ30×幅48×奥行24.9cm  
質量：9.5kg（900はワイドテーブル未装着時） 寸法：高さ32×幅46×奥行19.5cm  質量：11.0kg

54,800円税込
コンピュータミシン テディ100
メ－カ－希望小売価格111,240円（税込）

★自動糸切
★職業用並のパワー
★スクエア送り
★ワイドテーブル付（900のみ）
★フットコントローラ付（900のみ）
★ステッチ数40種類（900のみ）

118,000円税込
コンピュータミシン コンパル900
メ－カ－希望小売価格162,000円（税込） 128,000円税込

職業用本縫いミシン 
ヌーベル470
メ－カ－希望小売価格161,000円（税込）

★自動糸切り　　★ロングJ押さえ
★ロング送り歯　★液晶画面

使いやすさにとことんこだわった、
縫うことの可能性を拡げるミシン。

64,800円税込
コンピュータミシン テディ300
メ－カ－希望小売価格97,200円（税込）

寸法（100・300共通）：高さ30.7×幅41.9×奥行19.7cm  質量：6.8kg

寸法：高さ30.7×幅52.2×奥行21.8cm  質量：8.6kg（刺しゅう機付）

★最大刺繍エリア26cm×16cm
★ディズニー刺繍80模様

マルチ機能フットコントローラー・
カードリーダー・刺繍カード1枚

税込27,324円分進呈

お買上特典

158,000円税込
コンピュータミシン 
ファミリーマーカー FM2000D
メ－カ－希望小売価格203,040円（税込）

★最大刺繍エリア10cm×10cm
★ディズニー刺繍50模様

●●●●●・●●●●●●
税込27,324円分進呈

お買上特典

ミシン下取で
20,000円引き

ミシン下取で
20,000円引き

ミシン下取で
30,000円引き

大創業祭ミシンフェア創業
70周年 本日より7日間

セ－ル期間

新商品

★自動糸切り　★布送り針
★コンピュータ制御
★下糸クイック
★針定位置停止


