
ご注文の前にご一読ください
お支払方法で「後払い」をご指定いただく際の注意点

後払いとは、商品の到着後に商品とは別に請求書が届きます。 
お手元で商品を確認してからコンビニエンスストア等でお支払
いができます。
後払い手数料として 324円申し受けます。
1回のご注文合計が 8,000 円（税込）以上となりましても、
後払い手数料は無料対象外です。有料となります。
なお、送料は無料となります。

1回のご注文合計
8,000 円 ( 税込 )
以上

クレジットカード
宅急便

メール便

代金引換

後払い

無料 無料

無料

無料 有料

⇨

※1 メール便は代金引換ではお支払いただけません。
※2 クレジットカードはご注文が 8,000 円未満でも手数料無料です。

※2

※1

送　料 手　数　料

接着芯クモノス 1Mカット

22 - 14583 864円

接着キルト芯
(片面のりつき)

124 - 1064 1,188円

接着キルト芯
(両面のりつき)

124 - 9985 1,188円

ドミット芯 1mカット 

10 -  1059 972円

キルト芯(120㎝巾)
バッグや小物用の厚めの綿です。

22 -1049 4,860円
キルト芯(192㎝×250㎝) 

キルト芯(240㎝×260㎝) 
10 - 4391 5,076円

10 -10511mカット 1,026円

2mカット 10 -1052 2,052円

3mカット 10 -1053 3,078円

接着芯 (シャープ芯)2mカット 

124 - 9832 - 01 薄
124 - 9832 - 02 中
124 - 9832 - 03 厚

各 756円

●サイズ：95㎝×100㎝

針がさびにくい綿 108 - 11062 486 円

ピンクッションに最適。シリコンを含んだ綿なので、滑りやすく
だまにならずに扱いやすいです。
●素材：ポリエステル、シリコン ●容量：100g

用具 - 綿定番商品

定番商品

1 ～ 3mカットよりは薄くベッド
カバーやタペストリー用の綿です。

持ち手などに使用する編み目の入った
綿です。　●サイズ：95㎝×100㎝

両面をアイロンで接着
できます。バッグの
底やマチなどに楽に
ミシンキルトがいれられます。
●サイズ：100㎝×100㎝

片面をアイロンで接着で
きます。キルティングを
入れず、ふんわりと仕上
げたい時などに使用します。　
●サイズ：100㎝×100㎝

生地と生地の間に挟んでアイロンを当てて、生地同士を接着し
ます。バッグの底やマチ、ポケットの仕切りなどに便利です。

接着芯は主にバッグの底やマチ
などをしっかりさせるときに使
います。片面にアイロン接着樹
脂を使用した不織布でできてい
ます。　●サイズ：45㎝幅×2m

斉藤謠子のサインがプリントされています。
● 閉じたときのサイズ
（約）：縦 12㎝×横 20.5 ㎝

オリジナルチケットホルダー 
家たちのおしゃべり

（後ろ面）

東京国際キルトフェスティバル2017
前売り券（会員限定）

1,600円

378円

 98 - 21539

145 - 21611

キルトパーティも
出店します！

ブース番号：A-36

通常 ￥1,900 のところ

※ お申し込みは、2017 年 1月 16日（月）まで に必着
※ 前売り券１枚のみのご注文も宅急便での発送  となります。
メール便では承れません。

干支の鈴
 153- 21728 220円

 153- 21729

 153- 20700- 01

 153- 20700- 02

180円

 153- 21730 160円

①
② ③

根付ストラップ 各54円
●サイズ（約）：全長 8.5 ㎝　

（実物大）

とても可愛らしい 2017年の干支「とり」と、縁起の良い「梅」
の鈴です。根付ストラップと組み合わせてお使いください。

①干支 とりの鈴 A
②干支 とりの鈴 B
③梅の鈴

① ②

①イエロー
②パープル

しあわせの青い小鳥のポーチ
 99 - 21727 1,404円

ふっくらとした鳥のポーチです。
詳しくは裏面をご覧ください。

新商品

新商品

Let’s Try

鳥のパスケース
 136 - 15675 1,728円

★★☆☆

NEWリール（2重リング付き）
 153 - 20761 345円

スイカなどのＩＣカードがピッタリ入る
パスケース。リールがついているので
とても便利です。コードの長さはお好み
で調節してください。

●セット内容：布、ビーズ、 Ｄカン、
NEWリール、ワックスコード、ファスナー、
写真、作り方 　※生地は見本と異なる場合があります 
●サイズ（約）：本体 縦 10.5 ㎝×横 8.5 ㎝

紐は黒色、長さ約 40㎝自動巻取り
●本体サイズ（約）：全長 4.5 ㎝

使用例

目はぱっちり、耳はちょこんと
 99 - 21724

連載企画 ⑩ 「斉藤謠子の今、私のいちばん欲しいもの」

ふくろうの縫いぐるみ
（作り方なし）

 18 - 21722 617円

すてきにハンドメイド 
２０１7年1月号

 116 - 21725 518円
1,296円

★★☆☆

 99 - 21726

キルトバッグ クローバー（作り方なし）
2,700円

★★☆☆

連載企画 ⑩ 「斉藤謠子の今、私のいちばん欲しいもの」

●セット内容：布、接着キルト綿、プラス
チックボード、刺しゅう糸　
●サイズ（約）：高さ 18.5 ㎝、幅 12㎝

ふくろうの縫いぐるみ 
おすすめ糸2色セット

おすすめ

おすすめ

目はぱっちり、耳はちょこんと

よきものの象徴　クローバーよきものの象徴　クローバー

作り方・型紙はこちら

おすすめ

ベージュ（208）は羽のキルト
と仕立てに、グリーン（597）
は目の刺しゅうに使います。
* ギッターマン（100ｍ） 
* 無くなり次第、似た色に変更
になります。

 116 - 21736

1,404円

キルトバッグ クローバー おすすめ糸4色セットおすすめ
オリジナル手縫い糸はアップリケと巻かがりに、
ギッターマンはキルティングに使用。
*手縫い糸 (200m）117,786、ギッターマン
（100ｍ） col.118,467
* 無くなり次第、似た色に変更になります。

12/21
以降発送

つめ綿(300g) 
 22 - 1054 928円 縫いぐるみにおすすめ。

大人が持って似合うクローバーのバッグです。
巻きかがりで仕上げています。
●セット内容：布、刺しゅう糸、薄手接着芯
●サイズ（約）：丈18.5 ㎝、幅 16.5 ㎝、底 15×15㎝

～ キルトバッグ テレビ放送のご案内 ～
1 月 19 日（木）E テレ 午後 9 時 30 分～

再放送 1 月 24 日（火）総合 午前 10 時 15 分～
1 月 26 日（木）E テレ 午前 11 時 30 分～

パッチワーク作品集の 2015、2016年版です。
全てきれいなカラー写真で掲載されています。
デザインや配色の参考にしてください。
●サイズ：約 22×28㎝（オールカラー）
※ キルトパーティのみで販売しております。
書店では購入できません。
※ 写真集ですので、作品の作り方や型紙等は
載っていません。
※ 斉藤謠子のサインは入りません。

企画展示「斉藤謠子の全仕事～北欧に魅せられて～」と題しまして、
初期のキルト作品や美しいバッグの数々、そして“北欧キルトの世界”を
かつてない規模で展示します。どうぞ、お楽しみに！

キルト作品集2015-2016年

２年分のキルト展 作品集です２年分のキルト展 作品集です

99 - 21732 2,970円

斉藤謠子と今年で 30年目を迎える斉藤の
教室「キルトパーティ」による、今 作って
飾りたいキルト。掲載作品点数 75点。
実物大型紙つき
※ 斉藤謠子のサインは入りません。
◆型紙付 ◆AB判 ◆104頁 ◆エクスナ
レッジ

斉藤謠子&キルトパーティ
私たちの好きなキルト

75 作品を一冊の本に
まとめました
75作品を一冊の本に
まとめました

173 - 21754 1,728円

作品の半分以上を占めるバッグ
は、ショルダータイプ、手提げ
タイプなど形もさまざま。掲載
作品点数 25点。すべて作り方付
※サイン本希望の方は、少しお
時間がかかる場合がございます。 
◆型紙付 ◆AB判 ◆104頁 
◆日本ヴォーグ社

斉藤謠子　私のキルト

作るだけでなく実用性の
ある小物が充実
作るだけでなく実用性の
ある小物が充実

17 - 21723 - 01

17 - 21723 - 02

サイン希望
サイン不要

1,620円

2016

10スタッフブログ

キルトパーティ（株)  〒272-0034 千葉県市川市市川1-23-2アクティブ
市川2・3F ◆TEL:047-324-3277 ◆http://shop.quilt.co.jp/

キルト パーティ ニュース

1月27日（金)
まで

http://quiltparty.
cocolog-nifty.com/blog/

新商品 材料セット

新商品 材料セット

新商品

新商品

早くも一年の締めくくりの時期となりました。
今年最後のキルトパーティニュースです。新
刊本を一挙３冊ご紹介！最終回は毎年恒例の
生地セールです。ご注文をお待ちしています。

newキット

オリジナル

2017

新刊本

新刊本

新刊本

大変お得な前売り券

待望の
新刊です！

スタッフの作品を多数紹介

http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004570/
http://quiltparty.cocolog-nifty.com/blog/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004572/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004576/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004513/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004573/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004514/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004515/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004577/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002762/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004511/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004379/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004464/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002472/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002755/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002756/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002757/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002763/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002760/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002761/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002749/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002748/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002306/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001840/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001514/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000003490/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004567/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004568/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004569/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000003489/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004567/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004568/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004569/

