
スキャンカット

紙 も 布 も 切 れ る！手 づくりの パ ートナ ー

おうちで
使

え
る

！

仕事で
使

え
る

！

みんなで
使

え
る

！

みんなで
使

え
る

！

お
うちで使える！

オープン価格
CMZ0101  JANコード：4977766731294
高さ15.7cm　幅49.7cm　奥行17.5cm　質量3.7kg（本体）
※製品改良のため、仕様の一部及び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。

スキャンカット

仕事で使える！

プリントされた画像やオリジナルの手書きイラストをスキャンします。

パソコンが苦手な方でも大丈夫！はさみやカッターを使わずに細かなオリジナルカットができます！

内蔵模様でカンタンに
作品ができる！

内蔵模様
500種類以上

あとは、
スタートボタンを
押すだけ！

絵本や雑誌の

コピーや切り抜き

などでもOK!

Step❶ 作りたいものを描く。
Step❷ スキャンする。

Step❸ カットする。

Complete!!

写真も使える！

消耗品（別売り）

紙も布も切れるから、いろいろな作品づくりに使えて便

利。ペーパークラフトのパーツも、パッチワークのピースも

素早く正確にカットでき、作品づくりをサポートします。た

くさんのパーツも一度に切れるため、スクールレッスンの

準備もラクラク。

幼稚園や小学校、店舗などの空間をデコレーションするア

イテムづくりもカンタン。スキャナー内蔵で、写真やイラスト

を使った販促ツールづくりもできます。はさみよりラクにキ

レイにカットできるため、作業の時間短縮にも役立ちます。

はさみやカッターで切るのが面倒な六角形や円、複雑なカタ

チもキレイにカットできます。お気に入りの紙や布を使って作

品をつくる楽しさも味わえ、手づくりアイテムで暮らしを自分

らしく彩る喜びも広がります。

パソコンが
なくても
 切 れる！！

カッティングした
いイラストを描

く。

複雑なカタチも
キレイに切れる！

パッチワークにも
活躍！

一度にたくさん
カットできるの

ハサミで切るより
キレイ！

多 彩な作 品づくり、
スクールや教 室でも活 躍！

便 利！

暮らしを彩る
作 品づくりができる！

楽 しい！

幼 稚 園 の 壁 面 飾り、
お店の販促ツールもお任せ！

簡 単！

スキャナー
内蔵！

作業がはかどるね

スキャンカットに
掲載されている枠の形のテンプレートも使えます。

スキャナー内蔵カッティングマシン
誰でも簡 単！便 利！楽しい！手づくり！
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機種名
カット基本対象
液晶サイズ（インチ）
12インチマット最大カットサイズ(幅×奥行)
24インチマット最大カットサイズ(幅×奥行）
総内蔵模様数
内蔵フォント数
SVGデータ読込
刺しゅうアップリケデータ読込
本体でのカットデータ編集機能
アプリケーション
Wireless Lan接続機能
USBホスト（USBメモリー接続）
USBスレーブ(PC接続）
本体最大メモリー
消費電力

スキャナー解像度
カラー(RGB)認識
最大スキャンサイズ(範囲 W x L)
スキャンイメージ
スキャンデータの標準出力フォーマット
最大オブジェクト読込容量

CMZ0101
布/紙
3.67"

296mm×298mm
296mm×603mm

601
5

○※
-

○
キャンバスワークスペース

-
○
-

1MB
25W

300dpi
○※

296㎜×298㎜
フルカラー

JPEG
300オブジェクト

※のついた機能は、本体ソフトウェアのアップグレードが必要な場合がございます。
サポートページ（http://support.brother.co.jp/j/s/support/index.html）にて、アップグレードファイルをダウンロードしてください。

［CM110カタログ コード：CMZ0101］  このカタログの内容は2018年11月現在のものです。

★当社はこの製品の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低5年間保有しています。性能部品とは、その
製品の性能を維持するために必要な部品です。

★製品には保証書が付いています。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、祝日およびブラザー販売株式会社の休日

お客様相談室は

0570-088-310

※コードの標記は型番です。 　　※表示価格はすべて希望小売価格（税抜）です。

①強粘着カッティングマット
(12インチ) 

　12"×12"（305mm×305mm）
　CAMATSTD12　1,700円
　JANコード：4977766777223

②弱粘着カッティングマット
(12インチ)

　12"×12"（305mm×305mm）
　CAMATLOW12　1,500円
　JANコード：4977766777216

③スキャン用マット
　12"×12"（305mm×305mm）
　CAMATS12　3,000円
　JANコード：4977766730976

④強粘着ロングカッティングマット
(24インチ)

　12"×24"（305mm×610mm）
　CAMATSTD24　2,200円
　JANコード：4977766777247

⑤弱粘着ロングカッティングマット
(24インチ)

　12"×24"（305mm×610mm）
　CAMATLOW24　2,000円
　JANコード：4977766777230

⑥布用粘着サポートシート
　CASTBL2　1,500円
　JANコード：4977766731102

⑦アイロン接着シート
　CASTBL1　800円
　JANコード：4977766731096

⑧ステンシル用シート
　CASTCL1　1,400円
　JANコード：4977766755542

⑨ペンホルダー
　CAPENHL1　1,700円
　JANコード：4977766731041

⑩マルチペンホルダー
　CAUNIPHL1　2,000円
　JANコード：4977766756433

⑪カラーペンセット
　CAPEN1　1,200円
　JANコード：4977766731058

⑫チャコペンセット
　CAPEN2　1,000円
　JANコード：4977766731065

⑬厚物用替え刃ホルダー
　CAHLF1　2,200円
　JANコード：4977766731010

⑭替え刃ホルダー
　CAHLP1　2,200円
　JANコード：4977766731003

⑮厚物用替え刃
　CABLDF1　2,000円
　JANコード：4977766731034

⑯替え刃
　CABLDP1　2,000円
　JANコード：4977766731027

⑰スパチュラ&フックセット
　CASPHK1　2,000円
　JANコード：4977766766401

④ ⑤③①

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

② ⑥ ⑦ ⑧

使いかた動画やマニュアルも
このアプリひとつでOK！

※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ
　接続する際の接続料は、お客様のご負担となります。

Brother SupportCenter 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、
お客様相談室にお電話ください。

検索



おうちで
使
え
る
！

みんなで
使
え
る
！

仕事で
使
え
る
！

自分らしい暮らしの演出に。 あなたのセンスをカタチに。 魅力的なツールづくりに。

アイロンシートで作品づくり！ キルト作品もたくさんできちゃう！ 幼稚園・保育園のイベントや、お店の飾り付けに最適！

子どもが喜ぶグッズも手づくりできる！ 紙や布で楽しむホビーライフが広がる！ アイデアを生かしてさまざまな用途に！

子ども用品も、暮らしのシーンを彩る手づくりのインテリア小物も手

軽に。自分で描いたイラストや家族の写真をスキャンして、いろいろ

な手づくりが楽しめます。

布も切れるスキャンカットはキルト作品など、さまざまな趣味の手

づくりに便利。楽しい図案、文字や数字など多彩な内蔵模様もあり、

創造力やセンスを生かした手づくりができます。

季節の行事やイベントに合わせた空間装飾、アピール力に優れたオ

リジナルのツールづくりもカンタンに。アイデアをカタチにして、お客

様サービスにつなげることもできます。

PCレスで作成可能！ 内蔵模様・フォントが豊富！ 同じ型が何個でもカット可能！同じ型が何個でもカット可能！ 布も切れる！スキャン機能 拡大・縮小機能 アイロンプリント素材も
カットできる！イラストを専用マットにセットし

スキャンすることで、オリジナル
のカット/ドローデータを作成し
たりダイレクトにカットすること
ができます。

タッチパネル式の液晶ディスプ
レイにより、作成したデータを簡
単に拡大・縮小できます。また、
反転や回転を設定したり同じ
データを複数つくれます。

カット刃の出し量とカット圧力を
調整することで、アイロン転写用
のシートやカッティングシートな
どの素材に、台紙を残した状態
でカットできます。

同じ型を何個でもカットできま
す。ピーシングキルトで必要な数
多くのパーツのカットもラクラク
です。

ペンで縫い代が描ける！

別売りのカラーペンセット/チャ
コペンセットとホルダーを使用
することで、データをドローでき
ます。※ペンはオプションです。

アイロン接着シートや布用粘着
サポートシートを利用して、さま
ざまな布素材をカットすること
ができます。

パソコンと接続することなくス
キャン機能とタッチパネルによ
り、データ作成が手軽にできま
す。

楽しいモチーフやアルファベット
など、豊富な模様を500種類以
上内蔵しており、買ったその日か
ら、すぐにカット/ドローが楽しめ
ます。

丸や四角、星といった内蔵模様
はもちろん、オリジナルのデータ
をマット一面に並べて、まとめて
カットできます。

アップリケ■プラ板アクセサリー シールシート スクラップブッキングユニフォームロゴ ファブリックステンシルクッキーステンシル 壁面装飾ショップサービス ウェルカムボード パネルシアター
スキャンした図案でプラ板をカット。
ハサミより手軽にキレイに切れます。

好きなカタチでシールシートを切って
オリジナルのシールづくりもできます。

クリアファイルを使って小さな型作りも
できるのでお菓子の装飾にも使えます。

布もいろいろなカタチに切れます。
アップリケづくりにも便利。

アイロンプリントシートで文字を切り、
名入れサービスとしても使えます。

ハートなどの曲線も美しくカットでき、
オリジナリティある作品ができます。

カラーペンで線画も描けるので、
物語のキャラクターづくりもラクラク。

ホームデコパターンコレクション（別売）を使えば
おしゃれなウォールステッカーが作れます。

内蔵の文字や数字を使って
オリジナルユニフォームの作成ができます。

複雑な図案もキレイにカットできるので
ステンシルシートの作成もラクラク。

好きな形をいろんなサイズでカットして
パーツを作成できます。

機能紹介❶ 機能紹介❷

スキャンカット

機能紹介❸

業界初！！
スキャン機能搭載！

紙はもちろん！
布も切れる！！

カラータッチパネルで
操作がカンタン！！

■ラインストーン

もっとこだわって楽しみたい人に。
より複雑で凝ったデザインをつくりたい人や、いろいろな作品づくりにチャレンジしたい人のために、キャンバスワークス
ペースを用意。PC 上でカットデータの作成や編集ができます。
更に別売アクセサリーをご利用いただくと、キャンバスワークスペースの機能が拡張でき、スキャンカットでの楽しみが
広がります。

■ステッカーシール

■ラインストーンスターターキット
CARSKIT1　8,800円
JANコード：4977766742740

■ラインストーンシートセット
CARSSH1　2,500円
JANコード：4977766742757

■ラインストーン転写シート
CARSTS1　1,200円
JANコード：4977766742764

■プリントステッカーシートセット
CAPSS1　2,500円
JANコード：4977766743419

■プリントステッカースターターキット
CAPSKIT1　3,000円
JANコード：4977766743402

スキャナー内蔵だからイラストや写真、印
刷された図案などをスキャンしてオリジナ
ルのカットデータが作成できます。つくった
オリジナルカットデータは
保存することもでき、い
つでも呼び出せます。

見やすくて使いやすいカラー液晶タッチパネ
ルを採用。パソコンがなくてもスキャンした画
像を確認したり、付属のタッチペンを使って
カットしたい範囲をトリミングしたり、さまざ
まな操作が簡単にできます。

布を自在にキレイにカットできるのもス
キャンカットの魅力。さまざまな文字も、繊
細なカタチもキレイに切り抜くことができ
ます。ぬいしろ幅を設定し
てカットできるため、キ
ルトピースづくりに
も便利です。

Q1 ： 何が切れますか？

紙(コピー用紙、ボール紙)、布、プラスチックシート、ゴムマグネットシー
ト、ステッカーなどです。

Q2 ： 最大カット範囲を教えてください。

『12インチカッティングマット』 使用時は296×298㎜
『24インチカッティングマット(別売り)』 使用時は296×603㎜

Q3 ： カッター刃はどれくらいの枚数をカットできますか？

カットする素材など使用する環境によって変わりますのでテストカットを
してうまくカットできなくなったら替え刃の交換をお願いします。

Q4： カッティングマットはどれくらいの回数使えるの？

カットする素材などの環境によって変わりますので粘着が弱くなってし
まったり、傷がたくさんついてうまくシートが取り込めなくなったら交換
をお願いします。

Q5 ： 本体と一緒に買っておいた方が良い消耗品はありますか？

『スキャン用マット』をお勧めします。スキャンのみに使用しますので、細か
いカット傷のあるカッティングマットを使用した時よりもきれいにスキャン
することができます。また、マットの消耗も少ないため長持ちします。

スキャンカットQ&A

※表示価格はすべて希望小売価格（税抜）です。※コードの標記は型番です。

https://canvasworkspace.brother.com/jp

「キャンバスワークスペース」
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


