
あなたの想像力は、もっと自由になれる。 

※表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。※コードの標記はモデル名です。 

1年間無償保証 

Option Attachment オプションアタッチメント 

Comparison Table かがりシリーズ 
比較表 

ぬい速度 

送りピッチ 

差動比 
（差動送り） 

布カット幅 

使用ミシン針 

定格電圧/消費電力 

ランプ 

最速1300回針/分 

R･2～4mm 

 

 

HL×5（＃11、＃14）・HA×1使用可 

AC100V/ 70W 

AC100V/ 12W

 
 
 

5ｍｍ～7mm 
（標準5ｍｍ） 

 

 

 

 

3.5ｍｍ～4.5mm（標準3.5ｍｍ） 

 

 

0.7～2.0

まつりぬい押え 

希望小売価格　1,628円 
（本体価格 1,550円） （本体価格 1,750円） （本体価格 2,700円） （本体価格 1,980円） （本体価格 2,800円）

LF001

Ｔシャツの袖口や裾、パンツ・ス
カートの裾などが早くきれいにま
つれます。着るときに伸ばしても
まつり糸が切れません。

パイピング押え 

希望小売価格　2,079円 

LF005

芯入りのパイピングを2枚の布
の間に挟み込みながら縫います。
袋物・クッションの縁かざりにし
ます。

パール付け押え 

希望小売価格　2,835円 

LF004

パールやビーズなどを縫い付け
ます。バッグなどの小物やウェアに、
アクセントをプラスできます。

希望小売価格　2,940円 

ギャザーリング押え 

LF006

差動送りを利用して、２枚の布を縫
い合わせながら、ギャザーをとります。
スカートやカットソー、ブラウスの切
替えなどにアレンジを加えられます。

テープ付け押え 

希望小売価格　1,838円 

LF002
JANコード 4977766193276 JANコード 4977766193306JANコード 4977766624206 JANコード 4977766193320JANコード 4977766193283

ニット製品などへの伸び止めテー
プ付けや、袖口のゴムテープ付け
に最適です。

オープン価格 
LO23701   
JANコード 4977766180498 
高さ29.8cm　幅33.5cm　 
奥行27.5cm　質量6.3kg

家庭用ミシン感覚で使えます。 

※ かがりⅡシリーズの詳細については、別紙カタログをご覧ください。 

〒467-8577　名古屋市瑞穂区苗代町15-1

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

■お買い求め、ご相談は

★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。 

お客様相談室（ミシン119番）は 
フリーダイヤル 

ご利用時間　月曜日～金曜日（土日・祝祭日、当社休日を除く）／9：00～17：30 0120-340-233

●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。 

●表示の仕様及び希望小売価格は2009年3月現在のものです。 

■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。 
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。 

ホームロックかがりⅢ df4／df3

※かがりⅡでは利用できません。

［ホームロックかがり3 カタログ　コード：LOCK3］このカタログの内容は平成21年3月現在のものです。大気に対する悪影響を軽減させる 
大豆油インキを使用しています。 



糸がねじれることなく安定して供給される
から、ぬい目はいつも均一でなめらか。 

「ヨリ戻し」装置で、 
ぬい目なめらか 

伸縮素材も、丈夫で均一な縫い上がり。薄地から厚地まで、キレイに仕上げます。 

オープン価格 
LOS0401 
JANコード 4977766102384 
高さ29.8cm　幅33.5cm　 
奥行27.9cm　質量5.2kg

 

オープン価格 
LOS0301   
JANコード 4977766102377 
高さ29.8cm　幅33.5cm　 
奥行27.9cm　質量5.2kg

差動送り 差動送り 

プロの完成度、アーティストの創造性。 プロの完成度、アーティストの創造性。 

High Performance どんな素材でも、高い完成度。 

ニット素材など、伸縮性のあるものを美しく仕上げる機能です。伸ばしぬい、縮めぬいがダイヤル操作で自由自在。
ギャザー寄せ、リブ付けもラクラク。袖山のいせ込み、スカートのヘム上げなどにも便利です。 

Point 1

Point 1

Point 2

Point 3

Point 2 Point 3

Point 4

「差動送り」 

裏地に使う薄物素材からデニム
などの厚物まで、美しくしっかり仕
上げます。 

厚物も薄物も、 
かがりぬいも巻きぬいも 

送りピッチや差動送りの調節は、ミシン右
側面のダイヤルでラクラク。布をセットした
まま調節できるから、作業効率は抜群。 

布カット幅の調節はダイヤル操作で簡単。
ダイヤルが手元に近いので、縫いながら
の調節もスムーズ。 

使いやすい調節装置 

2本針4本糸のdf4なら、ジャージ
などの伸縮素材もきれいな仕上
がり。 

合わせぬいもキレイに！ 

＜ 伸びやすい素材の場合 ＞ ＜ 縮みやすい素材の場合 ＞ 

Comfortable & Convenient 快適さ、便利さもハイクラス 

糸通しが簡単 

3本糸縁かがり 

4本糸縁かがり 

一般的な巻きぬい 

差動を利用した巻きぬいでフリンジ仕上げ 

下ルーパーの糸通しもラクラク 
レバー操作で、下ルーパーを糸通しがしやす
い位置に移動できます。糸を通すところがしっ
かり確認できるから、迷わず糸通しできます。 

もっとカンタン！もっと便利に！ 
＜ フリーアーム ＞ 
筒物ぬいも快適、ラクラク。誤って巻き込ん
で布をカットすることもなく、安心。 

ルーパーへの糸通しもイラスト表示で簡単。 ＜ トリムボックス ＞ 
縫っているときに出る布切れをまとめて受
けてくれます。ミシンを使っていないときは、フッ
トコントローラーの収納にも使えます。 

＜ 取扱説明DVD付き ＞ 
ブラザーだけの取扱説明DVD付き。準備
や基本の使い方をやさしくガイドします。 

●キレイに整理できるアクセサリー収納スペース。
必要な道具は、いつでもここにきっちり収納。 
 

まっすぐな溝にそって糸を通す「レイインタイ
プ」。糸を通すところを色分けし、順番も番
号で表示。スムーズに糸通しができます。 

＜ 差動送り・送りピッチ ＞   

素材に合わせて押え圧が調節できます。
数値を見ながら確実に合わせられる、分か
りやすい設定です。※標準は「2」の位置です。 

＜ 押え圧 ＞   

＜ 布カット幅 ＞ 

ほとんどの素材の縁かがりは、ダイヤル
を「4」に合わせるだけで、きれいに仕上
がります。 

＜ 糸調子 ＞ 

●布を切らずに縫うときは、メスを倒して収納。
フラットロックやピンタックに便利。 

合わせぬい 

フリンジ仕上げ 

df

裏 

表 

df
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あなたの想像力は、もっと自由になれる。 

※表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。※コードの標記はモデル名です。 

1年間無償保証 
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まつりぬい押え 
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（本体価格 1,550円） （本体価格 1,750円） （本体価格 2,700円） （本体価格 1,980円） （本体価格 2,800円）

LF001

Ｔシャツの袖口や裾、パンツ・ス
カートの裾などが早くきれいにま
つれます。着るときに伸ばしても
まつり糸が切れません。

パイピング押え 

希望小売価格　2,079円 

LF005

芯入りのパイピングを2枚の布
の間に挟み込みながら縫います。
袋物・クッションの縁かざりにし
ます。

パール付け押え 

希望小売価格　2,835円 

LF004

パールやビーズなどを縫い付け
ます。バッグなどの小物やウェアに、
アクセントをプラスできます。

希望小売価格　2,940円 

ギャザーリング押え 

LF006

差動送りを利用して、２枚の布を縫
い合わせながら、ギャザーをとります。
スカートやカットソー、ブラウスの切
替えなどにアレンジを加えられます。

テープ付け押え 

希望小売価格　1,838円 

LF002
JANコード 4977766193276 JANコード 4977766193306JANコード 4977766624206 JANコード 4977766193320JANコード 4977766193283

ニット製品などへの伸び止めテー
プ付けや、袖口のゴムテープ付け
に最適です。

オープン価格 
LO23701   
JANコード 4977766180498 
高さ29.8cm　幅33.5cm　 
奥行27.5cm　質量6.3kg

家庭用ミシン感覚で使えます。 

※ かがりⅡシリーズの詳細については、別紙カタログをご覧ください。 

〒467-8577　名古屋市瑞穂区苗代町15-1

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

■お買い求め、ご相談は

★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。 

お客様相談室（ミシン119番）は 
フリーダイヤル 

0120-340-233

●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。 

●表示の仕様及び希望小売価格は2009年3月現在のものです。 

■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。 
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。 

ホームロックかがりⅢ df4／df3

※かがりⅡでは利用できません。

［ホームロックかがり3 カタログ　コード：LOCK3］このカタログの内容は平成21年9月現在のものです。

ご利用時間　営業時間／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 

大気に対する悪影響を軽減させる 
大豆油インキを使用しています。 


