
〔SDX1200カタログ コード：CMZ0531〕  このカタログの内容は2018年10月現在のものです。
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。

〒467-8577  名古屋市瑞穂区苗代町15-1

★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。
★本製品の販売/サポートは日本国内に限らせていただきます。
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、祝日および当社指定休日

※コードの標記は型番名です。 ※表示価格はすべて希望小売価格（税抜）です。

スキャンカット
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SDX1200 オープン価格
CMZ0531  JANコード：4977766796163
高さ17.3cm　幅53.1cm　奥行21.5cm　質量6.5kg（本体） 消費電力 49W
※製品改良のため、仕様の一部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

SDX1200消耗品（別売り）

⑫
⑱ ⑲

⑪⑧⑦

⑬ ⑭ ㉒ ㉓⑮ ⑰⑯ ⑳ ㉑② ⑩① ⑨③ ⑤④ ⑥

■液晶でらくらく操作＆編集ができる
□編集機能
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❷模様の編集機能
拡 大・縮 小 、模 様 の 複
製、反転、回転などの編
集を液晶画面で簡単に
できます。

❸自動レイアウト機能
自 動 レイアウト 機 能 を
使ってカットデータを面
付けするので、紙や布など
の素材を無駄なく使えます。

❹背景スキャン機能
スキャンした素材をカッ
トデータの背景に表示で
き、液晶画面上でカット
の位置を確認できます。

❶追加
別の模様を呼び出して
追 加 でき、色々なデ ー
タを一 度 にカットでき
ます。

❺保存
編集した模様を本体
や U S B メ モ リ ー 、
キャンバ スワークス
ペース（無線）に保存
できます。

■自動ブレード調整機能
素材の厚みを感知して刃の出量等を自動設定。
細かい調整無しで、そのまま素材をカットする事
ができます。※カットする際は試し切りを行うことを推奨します。

■ハーフカット
シ ール やステッカー 、カットシ ートも設 定
ボタンを 押 すだけで 、台 紙 を 残してカット
できます。

3mmカット

S D X 1 2 0 0

■SDX1200機能表
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カット対象物の一例
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）
インターフェイス
総内蔵模様数
内蔵フォント数
SVGデータ読込
自動ブレード出量調整
スムージング機能
刺しゅうデータ読込機能
スキャン・カットなどの基本操作
本体でのカットデータ編集機能
アプリケーション
USBホスト
ハーフカット
本体最大メモリー
ロール素材のマットレス搬送
3mmカット（フェルト、ウレタンフォーム）
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（幅×奥行）
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
強粘着カッティングマット(12インチ）※
弱粘着カッティングマット(12インチ）※
自動調整用替え刃※
自動調整用替え刃（薄い布用）※
自動調整用替え刃ホルダー※
自動調整用替え刃ホルダー（薄い布用）※
強粘着ロングカッティングマット(24インチ）※
弱粘着ロングカッティングマット(24インチ）※
スキャン用マット(12インチ)※
スキャン用マット(24インチ)※
布用粘着サポートシート
アイロン接着シート
ロールフィーダー※
ロールフィーダーカッター※

紙/薄い布/フェルト/PPシート/ウレタンフォーム
5”

296mm×298mm
296mm×603mm

無線LAN/USB（PC版ｷｬﾝﾊﾞｽﾜｰｸｽﾍﾟｰｽの模様呼び出しのみ）
1,303

17
○
○
○

○（PESデータ、PHCデータ）
本体による操作（PC不要）

○
キャンバスワークスペース

○
○

1.5メガバイト 
○（別売のロールフィーダー必要）

○
49W

600dpi(USBに保存の場合) 200dpi(ダイレクトカット/カットデータ作成)
○

296mm×603mm（24インチマット使用時）
フルカラー

JPEG
900オブジェクト

○（1枚）
○（1枚）
○（1本）
○（1本）
○（1本）
○（1本）

別売
別売
別売
別売
○
○

別売
別売

お客様相談室は

0570-088-310

5インチの大画面カラー液晶タッチパネル
高精細な画質へと進化した大画面のカラー液晶タッチ
パネルを採用。カットまでの作業や編集が簡単です。

・ 強粘着カッティングマット（12インチ）
・ 弱粘着カッティングマット（12インチ）
・ 自動調整用替え刃＆ホルダー
・ 自動調整用替え刃＆ホルダー
   （薄い布用）

・ アイロン接着シート2枚
・ 布用用粘着サポートシート2枚
・ タッチペン
・ スパチュラ
・ アクセサリーポーチ

SDX1200付属品

□マット類（SDXシリーズ専用） □替え刃・替え刃ホルダー

自動調整用 手動調整用

刃の出量を自動設定

様々な素材をカット

素材の厚みを感知

紙 薄いプラ板 フェルト
フェルトやウレタン
フォームなど、最大厚さ
3mmまでの素材がカッ
トできます。
※素材によってはカットできな
　い場合もあります。

※スキャンカットSDX専用のアクセサリーです。

㉑チャコペンセット
　CAPEN2　1,000円
　JANコード：4977766731065
㉒スクレイパー
　CASCP1　1,300円
　JANコード：4977766779234
㉓スパチュラ＆フックセット
　CASPHK1　2,000円
　JANコード：4977766766401

①強粘着カッティングマット（12インチ）
　CADXMATSTD12　2,400円
　JANコード：4977766794480
②弱粘着カッティングマット（12インチ）
　CADXMATLOW12　2,200円
　JANコード：4977766794466
③スキャン用マット（12インチ）
　CADXMATS12　3,300円
　JANコード：4977766794671
④強粘着ロングカッティングマット（24インチ）
　CADXMATSTD24　3,400円
　JANコード：4977766794534
⑤弱粘着ロングカッティングマット（24インチ）
　CADXMATLOW24　3,200円
　JANコード：4977766794510

⑥スキャン用マット（24インチ）
　CADXMATS24          4,000円
　JANコード：4977766794695
⑦自動調整用替え刃
　CADXBLD1　3,000円
　JANコード：4977766794558
⑧自動調整用替え刃（薄い布用）
　CADXBLDQ1　3,000円
　JANコード：4977766794572
⑨自動調整用替え刃ホルダー
　CADXHLD1　3,000円
　JANコード：4977766794596
⑩自動調整用替え刃ホルダー（薄い布用）
　CADXHLDQ1　3,000円
　JANコード：4977766794619

⑪厚物用替え刃ホルダー
　CAHLF1　2,200円
　JANコード：4977766731010
⑫替え刃ホルダー
　CAHLP1　2,200円
　JANコード：4977766731003
⑬厚物用替え刃
　CABLDF1　2,000円
　JANコード：4977766731034
⑭替え刃
　CABLDP1　2,000円
　JANコード：4977766731027
⑮布用粘着サポートシート
　CASTBL2　1,500円
　JANコード：4977766731102

⑯アイロン接着シート
　CASTBL1　800円
　JANコード：4977766731096
⑰ステンシル用シート
　CASTCL1　1,400円
　JANコード：4977766755542
⑱ペンホルダー
　CAPENHL1　1,700円
　JANコード：4977766731041
⑲マルチペンホルダー
　CAUNIPHL1　2,000円
　JANコード：4977766756433
⑳カラーペンセット
　CAPEN1　1,200円
　JANコード：4977766731058

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



「キャンバスワークスペース※」

■内蔵フォント

内蔵模様

1300
種類以上

□カットデータの作成
スキャン機能により、本体の操作だけでお好み
のイラストをカットデータに変換。作成したカッ
トデータは、そのまま本体に保存できます。

□24インチスキャン
スキャン範囲は296mm×603mmだから、
A3サイズもらくらくスキャンできます。USB
メモリー保存時のスキャン解像度は最大で
600dpiです。

□刺しゅうデータ（PES/PHC）読込機能
刺しゅうデータをカットデータに変換できま
す。ドローやエンボスなどにも使用でき創作
の幅が広がります。

切り抜きたいイラストなどを
マットに貼り、スキャナーで読み
取ります。

スキャナーで読み込んだイラスト
のアウトラインをそのままカット

黒い線などで書かれた外形を認
識。液晶画面でカットする範囲を
決定します。

認識したアウトラインをそのままカット。
設定すればその線から外側10mmまで、
内側5mmまでの幅でカットできます。

作品づくりに必要なレシピやカット
データを無料でダウンロードでき、
動画でつくり方も確認できます。

平らなフロントトレイと引き出し式のリアトレイで安定的にマットが搬送できます。

フロントトレイ内に便利な収納スペース
があります。

スパチュラやタッチペンのような小さな
アイテムに便利な一時置き場があります。

「切る」を自在に操る。
様々な素材のカットに対応、つくりたい気持ちにしっかり応える！

ダイレクトカット 「ロールフィーダー」

ロール状の素材（剥離紙の付いたカット用のシート、紙など）をそ
のままセットできるので、長尺のデザインや大量の模様を一度に
カット、描画することができます。マットに素材を貼り付ける必要
もありません。

データの作成・編集は「キャンバスワークスペース」を使います。
同梱の認証カードにより可能になります。

スキャンカット基本操作

手書きのイラストをスキャンしま
す。スキャナーで読みとったイラス
トをカットデータに変換します。

カットしたい形のイラストを描きます。
※本体に内蔵されている模様を使うことも
　できます。

紙、布、ウレタンフォーム、革、キャンバ
ス地など様々な素材がカットできます。
フェルトやウレタンフォームなど厚さ
3mmまでの素材のカットが可能です。
※素材によってはカットできない場合が
　あります。

描く。 スキャンする。 カットする。 自由につくる。

ハサミやカッターを使わずに、紙や布を好きな形にカットできるカッティングマシンです。
スキャナー内蔵なのでパソコンがなくてもオリジナルデータが作成できます。

スキャンカットとは？

■さらに使いやすくなった本体構造

※Windows版のみの対応となっております。（2018年8月現在）

17種類

収納時

1段階
2段階
3段階
4段階

5段階

6段階

□編集機能
本体だけではできない、よりこだ
わった編集機能が充実しています。

□多彩な無料作品レシピ
ペーパークラフトやアップリケ、ス
テッカーなどの作品集を200点以上
掲載しています。（2018年8月現在）

□文字のカットデータ化
お手持ちのPCに内蔵されているフォ
ント（True Typeフォント）をカット
データに変換できます。

□簡単にデータ転送
キャンバスワークスペースで作成し、保存した
カットデータは、USBメモリー、USBケーブル、
無線LANで本体へ転送できます。

□デザインデータの取り込み
ドローソフトを使用して作成した
データ※をカットデータとして取り込
むことができます。
※SVG形式での保存に限ります。

□機能の拡張
ラインストーンやエンボスなど有償アクセサリーのアクティベート
コードを認証させて機能を拡張できます。
※対象のアクセサリーはHP参照。

□画像データの取り込み
画像ファイルを取り込んでカット
データを作成できます。
（JPG、GIF、PNG、BMPに対応）

液晶画面の傾きは、6段階に調節ができ、見やすい角度に設定が
できます。

■豊富な内蔵模様

ロールフィーダー
CADXRF1　8,500円
JANコード：4977766794633

ロールフィーダーカッター
CADXRFC1　1,000円
JANコード：4977766794657

□キャンバスワークスペースでデータ作成　

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

ロール状の素材が切れるオプション

スムージング：OFF スムージング：ON

オプション品

https://canvasworkspace.brother.com/jp

□スムージング機能
スキャンや刺しゅうデータ
読込において、スムージング
機能をON(3段階)にするこ
とで、カットラインをより滑
らかにすることができます。
※画像は刺しゅうデータのスムー
　ジング結果です。

□静音性と速度アップ
DCモーターにより、カットや
ドロー、スキャン時の音が静か
になりました。カットのスピー
ドも従来モデル（CM650W）
に比べて速くなりました。
※模様の形状等、ある特定条件下にお
　いての比較です。

□ドロー機能
カラーペンセットとペ
ンホルダーや、お手持
ちのペンをマルチペン
ホルダーにセットして
描画ができます。
※カラーペンセット、ペンホル
　ダー、マルチペンホルダー
　は別売りです。

PC無しでもOK！


