
※液晶画面は合成されたものです。
※保証内容については保証規定に基づきます。

希望小売価格    231,000円（税込）

〒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。

EMP0901  JANコード：4977766826419

（刺しゅう機無し）
幅41.9cm  奥行19.4cm  高さ30.7cm  質量7.1kg 

（刺しゅう機付き）
幅52.2cm  奥行21.9cm  高さ30.7cm  質量8.4kg 

■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
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

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。

ご利用時間
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。

https://www.brother.co.jp/

このカタログの内容は2022年11月現在のものです。〔FM2100Dカタログ コードP0901〕

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。

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。

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 小型刺しゅう枠
2,530円EF61

JANコード：4977766190213

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

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

※糸素材（ポリエステル）

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。

JANコード：4977766194259

JANコード：4977766776325JANコード：4977766190015

JANコード：4977766190039

JANコード：4977766190022

JANコード：4977766190046

JANコード：4977766676946

JANコード：4977766193313

JANコード：4977766118927
792円10個入り／B101

ボビン（高さ11.5mm）
418円5個入り／B051

 ―

 ―

刺しゅう縫製時の1分間で針が上下をする最高の数

刺しゅうデータをUSBメモリーを使ってミシンに取り込む機能

刺しゅうデータを無線LANでミシンに送信できる機能

刺しゅう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

内蔵されているディズニーの刺しゅうデータ

内蔵されている上記以外の刺しゅうデータ

 ―

 ―

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

刺しゅう機なしでできる文字ぬい機能

オリジナルのステッチ模様をつく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

ボタン一つで、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

フリーモーションなどに便利な送り歯を下げる機能

生地を押さえる強さを調節する機能

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

ミシンを傷やほこりから守るためのケース

スタート、ストップを足元で操作

作業スペースを広くするためのテーブル

ウルトラポス39色セット、カントリー40色セットなど

メーカー保証期間

○

10cm×10cm

400rpm

○

○

ディズニーデータ（╳）
上記以外クラフト（○）

○

ディズニーデータ（90%～110%）
上記以外クラフト（90%～120%）

○

かな（3書体） 英数（8書体）

65模様

135模様

コンピューター

45W

850rpm

70rpm

181模様

かな・漢字（1書体） 英数字（3書体）

○

自動

7枚（ロング送り歯）

○

1ステップ自動糸通し

○

○

○

−

1個

○

ハードケース

別売

別売（WT15AP）

別売

3年

刺しゅう機能

最大刺しゅうエリア

刺しゅう時最高回転数

刺しゅう編集

内蔵刺しゅう
模様数

制御方式

消費電力

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

ドロップフィード

押え圧調節

LEDライト

コードリール

ミシンケース

フットコントローラー

ワイドテーブル

刺しゅう糸セット

保証期間

USBメモリー

無線LAN

左右反転

回転

拡大縮小

組み合せ

文字

ディズニーデータ

上記以外クラフトデータ

最高

最低

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

FM2100D機能説明補足

ミシン針5本入り
各418円

#9（青色） HA001／

#14（赤色） HA003／

#11（黄色） HA002／

#16（緑色） HA004／

フットコントローラー
5,500円FC32291

JANコード：4977766606011

サイドカッター
2,090円F054

大型刺しゅう枠
3,520円EF71

ワイドテーブル
8,800円WT15AP

広い作業スペースで、大きな作品
の縫製などに便利です。JANコード：4977766195072

ボビン・ボビンクリップ
（高さ11.5mm／10個入り）

1,650円BCL001J

2cm×6cm

17cm×10cm

機能名称

モーター
回転数

※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。

刺しゅうデータ
の取り込み



目に入るたびに嬉しくなるようなインテリア雑貨や小物。

大切な人へ贈る、世界に一つだけのプレゼント。

せっかく手づくりするなら、誰かに喜ばれるものをつくりたい。

FM2100Dは、そんな想いを叶えます。

時間を忘れてつくる楽しさと、その作品が使われるときの嬉しさ。

手づくりだからこそ味わえる喜びを、ぜひ感じてください。

FM2100Dで、ディズニーキャラクターたちと一緒に

手づくりの世界を楽しんでみませんか。

カラー液晶タッチパネルで簡単操作

厚手の生地からオーガンジー素
材まで、最適な糸調子できれいに
縫うことができます。

ゆとりのあるソーイングスペース
で、大きな作品の取り回しもラク
ラク。

ボタンを押せば、上糸と下糸が同
時にカットされます。ハサミを使う
手間が省けます。

電源コードを巻き取ってすっきり
収納。コードをなくしてしまう心
配もありません。

スムーズに
乗り越える

ぶつかる 従来の押え

新しい押え

従来の押えと
送り歯

新しい押えと
送り歯

10.3cm

16.2cm

これだけ長い

案内に従って糸を通せ
ば、後はレバーを下ろす
だけ。針穴を探す必要は
ありません。

ボビンを入れて矢印に
そって糸を通すだけで、
すぐ縫い始められます。
下糸を引き出す必要は
ありません。

面倒そうな下糸巻きも、
本体の案内に従ってボ
ビンをセットしボタンを
押すだけで完了します。

ミシンの液晶画面で使い方やぬい方を
教えてくれます。また、操作の間違いをメッ
セージでお知らせします。

見やすさと使いやすさを追求した、カラー液晶
タッチパネルです。刺しゅう模様や文字のサイ
ズ変更、模様の角度の回転も、ワンタッチで
触れるだけ。他にも好きな位置に刺しゅうを
配置したり、複数の刺しゅう模様を組み合せ
たりなど、多彩な機能が満載なので、思い通り
に作品づくりを楽しむことができます。

ミシンの状態をイルミネーションでお知らせ。 押えを長くし、前部の傾斜をゆるやかにする
ことで段ぬいもスムーズになりました。

長くなった押えと送り歯が生地をしっかり
キャッチ。安定したぬい目で仕上がりもきれ
いに。

スタート
できません 下糸巻きスタート

できます

Windows専用アプリ（Design Database Transfer）を使って、
パソコンからミシンへ刺しゅうデータを無線転送できます。

刺しゅうデータ作成ソフトウェア（刺しゅうPRO 11）で編集した
刺しゅうデータなどを、パソコンからミシンへ無線転送できます。
ミシンで編集した刺しゅうデータを、
刺しゅうPROに転送することも可能です。



表現の幅を広げるクラフト刺しゅう模様は、135種類。バラエティ豊かなディズニー刺しゅう模様は、全65種類。大人気のキャラクターたちが刺しゅうに  なりました。
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※全模様一覧は、製品サポートページにてご覧ください。



漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、漢数
字、記号の楷書体の文字が合わせて
2,750文字刺しゅうできる「文字データ
追加サービス」が無料!文字の大きさや
組み合せが自由にでき、画数の多い漢字
もきれいに刺しゅうできます。

ブラザーの刺しゅうデータダウンロード
サイト。豊富なデザインからお気に入り
を選んでダウンロードできます。

『Design Database Transfer』を使えば、
刺しゅうデータの管理が楽になり、有償
の刺しゅうソフトがなくてもミシン本体へ
無線転送ができます。

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。

こんなにかわいい刺しゅうが追加で買える！

無償のアプリで刺しゅうデータ管理がらくらく

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

実用模様72種 その他の飾り模様109種

刺しゅうデータ作成ソフト。イラストはもちろん写真
や画像をパソコンで刺しゅうデータに変換し、
オリジナル刺しゅうを楽しむことができます。

大好きなディズニーキャラクターの刺しゅうの隣に、自分の名前を並べられます。

※表示は一例です。

直線（左） 直線（中） 三重ぬい 伸縮ぬい しつけぬい ジグザグ
（中）

ジグザグ
（右）

2点
ジグザグ

3点
ジグザグ

まつりぬい アップリケ シェルタック ピーシング
直線

手ぬい風直線
（キルト用）

ジグザグ
（キルト用）

アップリケ
（キルト用）

キルティング模様
（キルト用）

スカラップ スモッキング

ゴムひもつけ 飾りぬい ボタン穴かがり

サイドカッター＊
＊別売りのサイドカッターを使用します。

ダーニング かんどめ ボタン付け アイレット

ファゴティング

たち目かがり 飾り模様 サテンステッチ

クロスステッチ 飾りサテンつきあわせ

刺しゅう機能が標準装備されているので、好きな刺しゅう模様を選ぶだけ。
サイズもコンパクトなので、ワンポイントを刺しゅうするのもラクラク！ いつでも刺しゅうを楽しめます。

実用的な模様から飾り模様まで内蔵。豊富なステッチだから、いつもとは一味違う作品に。
さりげないアクセントがより一層、作品の良さを引き立てます。

ハートステッチズ

/PIXAR
※表示は一例です。

アルファベット：3書体 ひらがな：1書体 カタカナ：1書体

数字・記号：3書体 漢字：1書体32文字

ゴシック体 筆記体 アウトライン

自分のブランド名のようなオシャレなタグもこれなら簡単。リネンテープや綾テープに文字模様を入れるだけでもオシャレさをプラスしてくれます。

刺しゅう模様

実用模様


