
専用サイトからダウンロードして広がり続ける刺しゅうの世界。

ソレイユ CRW

■お買い求め、ご相談は

★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。

受付時間／平日（月曜日～金曜日）9：00～12：00・13：00～17：30

お客様相談室（ミシン119番）は

ご利用時間
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

色鮮やかな刺しゅうが楽しめるブラザー刺しゅう糸。
他にも肌色系セットやメタリック系の刺しゅう糸があります。

0570-061-134

● この製品に内蔵された刺しゅう模様は、個人使用目的かつ非営利目的でのみ使用できます。これらの刺しゅう模様を商業目的で使用することは固く禁じられています。
● 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。

※糸素材（ポリエステル）

https://www.brother.co.jp/ EML1401  JANコード ： 4977766827256

幅44.6cm  奥行24.8cm  高さ30.0cm  質量  9.5kg（刺しゅう機無し）
幅59.8cm  奥行33.9cm  高さ30.0cm  質量11.1kg（刺しゅう機付き）

希望小売価格 327,800円（税込）

※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。
※液晶画面は合成されたものです。
※このミシンに内蔵された刺しゅう模様は一般家庭用としてお楽しみ頂けるものであり、営業用・業務用として一切
使用できません。
※保証内容については保証規定に基づきます。

「SOLEIL CRW」は、刺しゅうの世界をもっと大きく広げるミシン。ブラザーの刺しゅうデー
タ専用サイト「ハートステッチズ」からダウンロードして、模様を増やすことができます。
ディズニーをはじめとするキャラクター、クラフト模様などのデザインが約5,000種類以上も
揃い、さらに新作が定期的に追加されています。

刺しゅう機能

機能名称 機能説明補足

最大刺しゅうエリア（縦×横）
刺しゅう時最高回転数（rpm）
渡り糸自動カット

制御方式
消費電力

刺しゅうデータの取り込み

左右反転
回転
拡大縮小

最高
最低

組み合せ

文字
クラフト

―
―

刺しゅう縫製時の1分間で針が上下をする最高の数
刺しゅう時の渡り糸をミシンが自動的にカットしてくれる機能
刺しゅうデータをUSBメモリーを使ってミシンに取り込む機能

模様の向きを左右反転させる機能
刺しゅうを思い通りの向きに設定できる機能
最適なサイズに刺しゅう模様を変更可能な機能
液晶画面を使って刺しゅう模様の組み合わせをする機能

内蔵されている文字の種類
内蔵されているクラフト模様の数

通常縫製時の1分間で針が上下をする最高の数
通常縫製時の1分間で針が上下をする最低の数
実用、飾りぬいなど内蔵された模様数
刺しゅう機無しでできる文字ぬい機能
オリジナルのステッチ模様を作ることが出来る機能
上糸の調子を取る形式
布送りをする歯の枚数
ボタン1つで、上糸と下糸をカットしてくれる機能
針穴への糸通し機能のタイプ
下糸を引き出さず縫いだせる機能
ボビンへの糸巻きを手軽にできる機能
ボタンを押すだけでその場で止めぬいをします
生地を押える強さを調整する機能
生地を押える強さを自動で調整する機能
フリーモーションなどに便利な送り歯を下げる機能
ひざで押えを上下させる機能
縫い終わり時に自動で押えが最適な高さに上がる機能
ミシンライトの数
ミシン本体に電源コードが収納される機能
ミシンをキズやほこりから守るためのケース
メーカー保証期間

―
―

○
180mm×130mm

650

○
○

刺しゅうデータを無線LANでミシンに送信できる機能 ○
○
○

90%～120％
○

カラーソート 複数の刺しゅう縫製時に、同じ色をまとめて縫う機能 ○
英数10書体(キリル文字1書体含)　かな3書体

193模様
コンピューター

52W

850

70

241模様
かな・漢字(1書体)　英数(4書体)

○
自動

７枚（ロング送り歯）
○

1ステップ自動糸通し
○
○
○
○
×
○
○
×

2個
○

ハードケース
3年

刺しゅう編集

刺しゅう機能

主な機能・仕様

主な付属品
アフターサービス

内蔵刺しゅう模様数

モーター回転数（rpm）

模様数
文字模様ぬい
マイイラスト機能
糸調子
送り歯枚数
自動糸切り
針穴糸通し
下糸クイック
簡単下糸巻き
止めぬいスイッチ
押え圧力調整
自動押え圧補正
ドロップフィード
ニーリフター
ピボット機能
LEDライト
コードリール
ミシンケース
保証期間

ウルトラポス22色セット
8,250円ETS22

JANコード：4977766192293

ウルトラポス39色セット
13,750円ETS39

JANコード：4977766190121

カントリー40色セット
13,750円CTS40

JANコード：4977766190145

単色刺しゅう糸
各色385円

カントリー21色セット
7,920円CTS21

JANコード：4977766117050

刺しゅう用下糸（白）
500m巻き

385円EBT01
JANコード：4977766118415

1300m巻き
880円EBT02

JANコード：4977766194099

刺しゅう用水溶性シート
（不織布タイプ）

990円BM6
JANコード：4977766715157

刺しゅう枠
（最大縫製範囲
  2×6cm）

2,530円EF82
JANコード：4977766194730

刺しゅう枠
（最大縫製範囲
  30×13cm）

5,280円EF85
JANコード：4977766194761

このカタログの内容は2022年11月現在のものです。〔ソレイユCRW　コード:L1401〕

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。
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。

オプション
ミシン刺しゅう糸

その他
ミシンオプション品

発色性と光沢がある
刺しゅう糸です。

ウルトラポス

カントリー
ナチュラルな素材に合
う、ツヤを抑えた刺しゅ
う糸です。

無線LANでワイヤレス送信 渡り糸カット機能 カラーソート機能

複数の刺しゅう模様を組み合わせて縫製した際に、それぞれ
の模様の中にある同じ色をまとめて刺しゅう。糸を交換する
頻度が抑えられます。

糸交換の回数を少なく

刺しゅう時の渡り糸をミシンが自動でカットしてくれます。糸
色が多い刺しゅう模様の場合も、糸始末の手間が省けて、
手早くキレイに仕上げることができます。

自動でキレイな仕上がり

ブラザーの刺しゅうデータ専用サイト「ハートステッチズ」で購
入した刺しゅうデザインや、「刺しゅうPRO11」でつくったデー
タを、無線で本体に送信できます。

刺しゅう模様をより簡単に転送

02pick
up

03pick
up

01pick
up ミシン針5本入り

各418円

JANコード：4977766190015
#9（青色） HA001／

JANコード：4977766190039
#14（赤色） HA003／
JANコード：4977766190022
#11（黄色） HA002／

JANコード：4977766190046
#16（緑色） HA004／

※表示価格は全て希望小売価格（税込）です。 ※コードの標記は型番です。 ※保証内容については保証規定に基づきます。

フットコントローラー
5,500円FC32291

JANコード：4977766676946

ボビン（高さ11.5mm）
418円5個入り／B051

JANコード：4977766193313

792円10個入り／B101
JANコード：4977766118927

マルチフットコントローラー
25,300円MFFC2AP

JANコード：4977766743907

前だけでなく、かかと側にも4つの機能
（糸切り・針上下・1針ぬい・返しぬい）
から1つを選んで設定できます。

刺しゅう用接着芯
715円BM3

JANコード：4977766118071

刺しゅう用水溶性シート
715円BM4

JANコード：4977766117296

ワイドテーブル
12,100円WT14AP

JANコード：4977766758864

広い作業スペースで、大きな作品
の縫製などに便利です。

〒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。

USBメモリー
無線LAN

ソレイユ  C R W
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ものづくりのおもしろさ、できあがったときの喜び、

贈るときのあたたかな気持ち、使うほどに増す愛着や思い出……。

身のまわりの小物や季節のファッションアイテムなどをつくり、

自分らしく楽しむ日々は、こころを豊かに彩ります。

そんな暮らしに寄り添うのが、刺しゅう用ミシン「SOLEIL CRW」。

多彩な刺しゅう機能と先進のソーイング機能を兼ね備え、

手づくりの楽しさを大きく広げます。

Bea
utiful Sewing Life

渡り糸カット無し 渡り糸カット有り

0570（ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ）で始まる電話番号です。お掛け間違いのないよう、
お願いいたします。

各模様内で指定された
順番で縫製

カラーソート無し

同色をまとめて縫える！

カラーソート有り

ハートステッチズ 検索



生地と接する長さ

縫い始めから糸の始末まで、きめ細かくサポート

仕上がりが美しい、表現力あふれる刺しゅう機能。

漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、漢数字、記号といった2,750種類の
文字刺しゅうデータを無料でダウンロード。文字のサイズ変更や組み合
わせが自由にでき、画数の多い漢字もきれいに刺しゅうできます。

文字データ追加サービス 詳しくはQRコードもしくは
URLからWEBページを
ご参照ください。

https://www.brother.co.jp/
product/hsm/special/
letter-embroidery/index.aspx

設置幅 44.6cm

幅 19.0cm

高さ
10.4cm

花アルファベットバラエティワンポイント

文字模様
アルファベット1 アルファベット7 かな（ゴシック体） かな（明朝体）

ハートステッチズ

多彩な機能によって、美しい刺しゅうや快適な縫いごこちをかなえます。

刺しゅう縫製サイズはタテ18cm×ヨコ13cmです。大きな模様をひとつあしらったり、複
数の模様を組み合わせたり、多様な作品に対応します。レイアウトの編集を行うのは、見
やすさや使いやすさが追求された「カラー液晶タッチパネル」。刺しゅうしたい模様・文字
のサイズや角度、配置などが手軽に調整でき、イメージ通りの作品づくりをかなえます。

アルファベット等10書体、かな
3書体に、「年」「組」などよく
使う漢字も内蔵されています。

季節ごとの装飾品や入園・入学のアイテムなどに使える、さまざまな模様も刺しゅうできます。

多彩なタッチのクラフト刺しゅうや文字模様が、創作の幅を広げます。

カラー液晶パネルにタッチしながら、
思いのままにレイアウト。

point

Book 
Cover

s

Appar
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01 ロングJ押え

3つのポイントブラザーならではの高い縫製品質

押えの先端の傾斜がなだらかな
形状のため、生地に段差があって
もラクに越えていきます。

02 ロング送り歯

03 スクエア送り

従来よりも長い押えと送り歯に
よって、生地をしっかりとはさみ込
みます。

送り歯が水平に動くため、生地と
接する時間が長く、なめらかな縫
いごこちをかなえます。

1ステップ自動糸通し

針穴糸通しは、ミシンの
指示通りに上糸をかけて
から、レバーをワンプッ
シュするだけ。

糸通しの
わずらわしさを解消

下糸クイック

ボビンを入れて、矢印に
沿って糸を通せば、下糸
を引き出すことなくそのま
ま縫い始められます。

下糸を引き出す
手間いらず

余裕の作業スペース

広くて平らなテーブルは、
大きな作品をスムーズに
取り回すことができます。
それでも、設置幅は
44.6cmと使う場所を限
られないジャストサイズ。

大きな作品でも
大丈夫

自動糸調子

自動糸調子だから、薄
手の生地や伸縮素材な
どを使ったデリケートな
作品でも、状況に適した
糸調子で縫うことができ
ます。

縫い上がりの
美しさをサポート

押え圧調節

生地を押さえる圧力を調
節できるから、厚物から
薄物まで生地に合わせて
美しく仕上げます。

いろんな厚さの
生地も
しっかり縫える

自動糸切り

ボタンを押すだけで、上糸
と下糸をミシンがカットして
くれます。ハサミを使う必
要がないので手間もかから
ず、作業効率もアップ！

ぬい終わりに
糸を自動でカット

簡単下糸巻き

ボビンに糸を5～6回巻
き付けて、スタートボタ
ンを押すだけ。あとはミ
シンに任せておけば、き
れいに下糸巻きができあ
がります。

ボビンの
下糸巻きも簡単

LEDライト

自然な色合いで針元から
手元を明るく広範囲に照
らしてくれます。少し暗い
部屋でもしっかり手元が
見えます。

ソーイングを
フォローする明るさ

ハードケース

収納のときに本体にホコ
リがたまりにくいので安心
です。また、周りのものと
ぶつかっても、ハードケー
スで保護されていればキ
ズの心配がありません。

ホコリや
キズから守る

point

point

point

さらに商用利用もできる
刺しゅうデータも販売中！

バラエティ豊かな模様や文字の刺しゅうデータを内蔵。

※刺しゅう模様のサイズは実際のものと異なります。
※全ての刺しゅう模様を縫製するには、別売の「ウルトラポス39色セット」（ETS39）と「ウルトラポス22色セット」（ETS22）をご用意ください。

検索


