多彩な創作をかなえる、バラエティー豊かなオプション（別売り）

曲線キルター

オープンファスナー押え

ボア押え

ギャザー押え

フリーモーションキルトワークに使用し
ます。

パイピングやファスナーの縫い付け、
角を縫う時に便利です。

ボア等 のかさ高な布 地を確 実に送る
ことができます。

布地にギャザーを入れる時に使用しま
す。

JANコード:4977766195003

F048J／JANコード:4977766195027

F049J／JANコード:4977766195010

F047J／JANコード:4977766195058

1,500円

1,200円

2,000円

2,000円

ニードルパンチ作品例

段付き押え

段が付いており、正確な端ぬいやステッ
チを縫う時に便利です。

・
（2mm）

F044J／JANコード:4977766195034

・
（5mm）

ウォーキングフット

送り歯と連動して布を送ります。すべり
の悪い素材のステッチワークや、ぬいず
れしやすい布を縫う時に使うときれいに
仕上がります。

3,800円

・
（8mm）

JANコード:4977766193221

7,600円

ニードルパンチアタッチメント

このアタッチメントを使うと、
ウールや毛
糸を土台布に埋め込むことができます。
糸は必要ありません。
NFA1／JANコード:4977766194280

19,800円

（ネムリ駒1.0のみ付属）

JANコード:4977766193238

F045J／JANコード:4977766195041

ボタン穴かがり器B-6（TA用）

ボタンホ ー ル 専 用 の アタッチメント
です。

ボタン穴かがり器用駒

フェルト針 (1本入り)

FN101／JANコード:4977766194419

はとめ穴
（cm）
1.6、1.8、2.1、2.4
ねむり穴
（cm）
1.0、1.3、1.6、1.8、2.1

F046J／JANコード:4977766195065

各2,700円

1,300 円

各600円

職業用ミシン針

ボビン（職業用）

（平柄針・家庭用ミシンにも使用可）
HL針
（平柄針）
・ミシン針3本入り

薄地専用針板

薄物ぬいがよりきれいに仕上がります。
JANコード:4977766193214

ヌーベル専用作業台

作業面がフラットで広く、縫製がしやすい
ヌーベル専用テーブルです。

1,800円

使用寸法

高さ約75.0cm 幅約115.0cm
奥行約45.0cm

NS1／JANコード:4977766193610

32,500円

＃9
HL001
JANコード:4977766720090
＃11
HL002
JANコード:4977766720106
＃14
HL003
JANコード:4977766720113
＃16
HL004
JANコード:4977766720120

確 か な 性 能 で 、創 作 が 広 が る 。

・１個入り

B013
JANコード:4977766723459

150円

・5個入り

MBN
JANコード:4977766611039

600円

ボビンケース（職業用）

・ヌーベル270用

TA631
（TAT71・TA631・TA630・TA624用）
JANコード:4977766723435

1,100円

・ヌーベル470用

TA637
（TAT76・TA637・TA635・TA629用）
JANコード:4977766723442

1,200円

各300円

※表示価格はすべて希望小売価格（税抜）です。 ※コードの表記は型番です。但し、一部はJANコードを記載しております。

■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。

After
S e r v i ce

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。

●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、仕様の一部およ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。

★当社はこのミシンの補修用性能部品を、
製造打ち切り後最低8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
（ミシン119番）
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）9：00～17：30
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（ミシン119番）は

050（ゼロ・ゴー・ゼロ）で始まる電話番号です。お掛け間違えのないよう、
お願いいたします。

http://www.brother.co.jp/

FOR PROFESSIONAL

〒467- 8577 名古屋市瑞穂区苗代町15 -1

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。

このカタログの内容は平成28年7月現在のものです。

［ヌーベル470・270カタログ コード：T76-01］

正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。
基本を極めたミシンがかなえる、なめらかな布送りと美しいぬい目。
本当に作りたいスタイルを実現するために、布選びを制限したくない。
完成度に妥協したくないから、
ディテールにまでこだわりたい。

ヌーベル270

ヌーベル470

そんなあなたの高いクリエイティビティを解き放ち、
自由な創作をサポートしてくれるミシンが誕生しました。

TAT7601〈 補助テーブル・フットコントローラー・ソフトケース付〉

TAT7101〈 補助テーブル・フットコントローラー・ソフトケース付〉

161,000

131,000

円
（税抜）
希望小売価格
平柄
（HL針）
用 JANコード 4977766709484
● 高さ32.0cm ● 幅46.0cm ● 奥行19.5cm
● 質量 11kg （補助テーブル未装着時）

プロ用ミシンに欠かせない基本機能と、
そこから生まれる拡張性が、
あなたのソーイングを完成形に導きます。

円
（税抜）
希望小売価格
平柄
（HL針）
用 JANコード 4977766709453
● 高さ32.0cm ● 幅46.0cm ● 奥行19.5cm
● 質量 11kg （補助テーブル未装着時）

便利な機能が、創作をサポート

仕上がりを決める、
ソーイングの基本性能
美しいベルベットやジョーゼット、
もうあきらめない。

470

470

だけ！

470

だけ！

だけ！

自動糸切り

針定位置停止

押え圧力つまみで布地に合わせた最適な

ボタンを押すだけで、上 糸と下 糸を同 時に

縫い終わりは針下でピッタリ停止する針定位

両手を使えない時でも、布押えを12mmまで

押え圧力に調整できます。

カット。ハサミを使う手間がありません。

置停止。解除してフリー停止にもできます。

リフトできるから厚物・段ぬいに便利です。

押え圧力調節
下針送り

送り歯高さ調節

ブラザーオリジナル

ぬいずれや横ずれが起きやすいベルベットやジョーゼット
などの柔らかな布地も、
ブラザー独自の下針送りが布地
を的確に送ってくれるため簡単に縫えます。押えを上げる

ひざ上げレバー
（写真は専用作業台使用時）

ドロップフィードつまみで送り歯が上下で
きるので、薄地から厚地まで布地に合っ
た送り歯高さが選べます。

先進の仕様が実現した、安全性と快適性

と布送り針が自動的に下がる親切設計です。

＜ベルベットと裏地の縫い合わせ＞
他機種
の場合

470
の場合

コンピューター制御
による安全設計

上糸調節

布押え圧力つまみとドロップフィードつまみをベルベットの位置に合わせるだけで、
すべりやすい布地もぬい
ずれなく仕上がります。

上糸調節に目盛りと数字があり、調節が
しやすく、上糸調節皿への糸掛けミスを
防止する構造となっています。

470

だけ！

●糸がらみなどでミシンがロックした場合、
ミシン
は自動停止し、赤いランプが4秒間点灯します。
その後、異常がなければ自動復帰します。
●速度を調節するコントローラーに異常が起きる

準備をもっと、簡単・スピーディーに
470

470

だけ！

LEDライト

広いボビンケース取出口

手元を照らすライトは、長時間使っても熱く

ミシン本体にサイドカバー。補助テーブルにも

ならないLEDを採用。

ボビンケースの取り出し口があり、ボビンの

めんどうな針穴への糸通しがレバー操作で
簡単になったクイック糸通し。

下糸クイック
ありません。初心者の方でも縫い始めから、

布押え高さ

最大7mm
6mm（一段目）
・9mm（二段目）
・12mm（ひざ上げレバー使用時）

使用針
針板基線
補助テーブルの広さ

※一部ヌーベル470のみ標準装備

470
標準

糸 巻き装 置にボビンと糸をセットすれば
準 備 O K 。巻き終わるとボビンの 回 転が
止るオートストップ機構です。

縫い始め時下糸を針板上に引きあげる必要が

最高毎分1,500針

470
標準

下糸巻き

ヌーベル470・270のソーイング仕様
ぬい目長さ

元の状態に戻ります。

交換、
ミシンのお手入れが容易にできます。

綺麗に縫うことができます。

ぬい速度

点滅します。コントローラーのジャックをぬけば

だけ！

クリエーティビティーを拡張するアクセサリー
クイック糸通し

と、ミシンは自動停止し、赤いランプがゆっくり

HL×5 ＃9～＃16（HA×1 ＃9～＃18）
5mm･7mm（キルト対応）
幅59.5cm×奥行28.5cm

表･裏地ぬい合わせプレート

縫い合わせる部分をしっかり押える表・
裏地ぬい合わせプレートを使用すれば、
ぬいずれ・横ずれ・パッカリングなどの心
配もいりません。
＜ヌーベル270はオプション＞

750円（税抜）

片押え
ファスナーやパイピング
テープを簡単に縫い付
けることができます。押
えの位置を正確に合わ
せることができるので、
きれいに仕上げることが
できます。

分割式自由押え（下針送り用押え）

普通地の重ね合わせ部分（段部ぬい）
に
も柔軟に追従してきれいに仕上がる分
割式の自由押えです。
＜ヌーベル270はオプション＞

800円（税抜）

三巻押え
コンシール®
ファスナー押え
コンシールファスナーを
簡単に縫い付けること
ができます。

薄 地 からブ ロ ード
などの普通地の布端
を３mmの三つ巻き
に仕上げることがで
きます。

多彩な創作をかなえる、バラエティー豊かなオプション（別売り）

曲線キルター

オープンファスナー押え

ボア押え

ギャザー押え

フリーモーションキルトワークに使用し
ます。

パイピングやファスナーの縫い付け、
角を縫う時に便利です。

ボア等 のかさ高な布 地を確 実に送る
ことができます。

布地にギャザーを入れる時に使用しま
す。

JANコード:4977766195003

F048J／JANコード:4977766195027

F049J／JANコード:4977766195010

F047J／JANコード:4977766195058

1,500円

1,200円

2,000円

2,000円

ニードルパンチ作品例

段付き押え

段が付いており、正確な端ぬいやステッ
チを縫う時に便利です。

・
（2mm）

F044J／JANコード:4977766195034

・
（5mm）

ウォーキングフット

送り歯と連動して布を送ります。すべり
の悪い素材のステッチワークや、ぬいず
れしやすい布を縫う時に使うときれいに
仕上がります。

3,800円

・
（8mm）

JANコード:4977766193221

7,600円

ニードルパンチアタッチメント

このアタッチメントを使うと、
ウールや毛
糸を土台布に埋め込むことができます。
糸は必要ありません。
NFA1／JANコード:4977766194280

19,800円

（ネムリ駒1.0のみ付属）

JANコード:4977766193238

F045J／JANコード:4977766195041

ボタン穴かがり器B-6（TA用）

ボタンホ ー ル 専 用 の アタッチメント
です。

ボタン穴かがり器用駒

フェルト針 (1本入り)

FN101／JANコード:4977766194419

はとめ穴
（cm）
1.6、1.8、2.1、2.4
ねむり穴
（cm）
1.0、1.3、1.6、1.8、2.1

F046J／JANコード:4977766195065

各2,700円

1,300 円

各600円

職業用ミシン針

ボビン（職業用）

（平柄針・家庭用ミシンにも使用可）
HL針
（平柄針）
・ミシン針3本入り

薄地専用針板

薄物ぬいがよりきれいに仕上がります。
JANコード:4977766193214

ヌーベル専用作業台

作業面がフラットで広く、縫製がしやすい
ヌーベル専用テーブルです。

1,800円

使用寸法

高さ約75.0cm 幅約115.0cm
奥行約45.0cm

NS1／JANコード:4977766193610

32,500円

＃9
HL001
JANコード:4977766720090
＃11
HL002
JANコード:4977766720106
＃14
HL003
JANコード:4977766720113
＃16
HL004
JANコード:4977766720120

確 か な 性 能 で 、創 作 が 広 が る 。

・１個入り

B013
JANコード:4977766723459

150円

・5個入り

MBN
JANコード:4977766611039

600円

ボビンケース（職業用）

・ヌーベル270用

TA631
（TAT71・TA631・TA630・TA624用）
JANコード:4977766723435

1,100円

・ヌーベル470用

TA637
（TAT76・TA637・TA635・TA629用）
JANコード:4977766723442

1,200円

各300円

※表示価格はすべて希望小売価格（税抜）です。 ※コードの表記は型番です。但し、一部はJANコードを記載しております。

■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。

After
S e r v i ce

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。

●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、仕様の一部およ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。

★当社はこのミシンの補修用性能部品を、
製造打ち切り後最低8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
（ミシン119番）
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）9：00～17：30
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（ミシン119番）は

050（ゼロ・ゴー・ゼロ）で始まる電話番号です。お掛け間違えのないよう、
お願いいたします。

http://www.brother.co.jp/

FOR PROFESSIONAL

〒467- 8577 名古屋市瑞穂区苗代町15 -1

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。

このカタログの内容は平成28年7月現在のものです。

［ヌーベル470・270カタログ コード：T76-01］

