
がま口専用さし込み器具
がま口専用のさし込み器具です。
生地と紙紐をさし込む際に便利です。

刺しゅう枠、刺しゅう針もセールでご紹介しています

SAL E

SALE価格

SALE価格

「冬の鳥」おすすめ用具が20％OFF！

153 - 16823

777 円972 円

648 円810 円

がま口専用仕上げペンチ
ソフトタッチで口金に傷がつきにくい、
がま口専用の仕上げペンチです。

153 - 21264

1,036 円1,296 円

クロバー手芸ボンド
極細ノズル
 6- 16458

1,555円1,944円

クラフトチョキ
はさみ 多用途
 106- 15705

オリジナルファイルA5
猫のタペストリー

145 - 21800 194円

スプリングマーケット2017 前売り券
800円 98 - 21952

※ お申し込みは発送の都合上、
2017 年 4月 21日（金）までにキルトパーティ必着
※ 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。

パリ　針の祭典　人気作家がやってくる！
【企画展示】｢パリ 針の祭典」「キルト作家の宝物」キルトパーティ
の出店もございます。皆さまのご来場をお待ちしております。

新商品

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

7４作品を一冊にまとめました7４作品を一冊にまとめました

斉藤謠子&キルトパーティ
私たちが好きなキルト

173 - 21754 1,728円

この本の中からオリジナルファイルが出来ました（猫のタペストりー）

今回は 1回で完成する作品を作ります。
詳しくは裏面をご覧ください。

158 - 21945 2,700円

「街並みのミニフレーム」で使用してい
るフレームセットです。お好きな布を
使って、ファブリックパネルが作れます。

153 - 21946 1,382円

街並みのミニフレーム
Let’s Try

ファブリックパネル
30×30

LEDトレース台（ライトテーブル）Ａ3
128 - 21644 14,904 円

アップリケや刺しゅうの図案を生地に写すのに便利
です。生地が厚くて、暗いと感じられる時は、図案

をサインペンでなぞってから写すときれいに写ります。表面も熱くならず、調光
機能がついて目にやさしいです。薄型で、お洒落な外観です。マンスリーキルト
にもおすすめ！※限定数を超えた場合、納期に時間がかかる場合があります。

外寸法 幅 471奥行 348 高さ 7㎜
投影寸法 幅 422 奥行 299
※日本製 ・ご利用は日本国内のみ

明るさ 1950～ 4700ルクス
調光 7段階
電源 100 ～ 240V ＤＣ12Ｖ1Ａ

トレースボックスが新しく
なりました！

すてきにハンドメイド 2017年 4月号から　新連載 斉藤謠子のマンスリーキルト
「アルファベットで描く生きもの」が始まります。
a、b、c・・・・・・で始まるさまざまな生きものたちを 12か月かけて 1枚の
タペストリーに仕上げます。完成予定サイズ（約）：横 110㎝×縦 120㎝程度

斉藤謠子のマンスリーキルトが始まります！

 18 - 21953 617円

すてきにハンドメイド 
２０１7年4月号

作り方・型紙はこちら

❶ ❾

10

11

❶ 方眼定規クロバー（30㎝）【商品番号：6-20128】　972円
❷ ソーライン シャープペンシル替芯セット　各 864円　白（濃色用）【4-20748-01】
 黒（淡色用）【4-20748-02】/ 緑（淡・濃色用）【4-20748-03】
 黄（淡・濃色用）【4-20748-04】/ ピンク（淡・濃色用）【4-20748-05】
❸ 左から ファンクラフトはさみ　紙切り【106-4983】　1,759 円
  ファンクラフトはさみ　糸切り【106-4982】　2,006 円
  クラフトチョキはさみ　布切り 【31-545】　2,484 円
❹ ワンタッチ・刺しゅう枠　10㎝【122-3021-01】　777 円
❺ 3Dシンブル　各 1,080 円 Ｓ 【6-10577-01】 / Ｍ 【6-10577-02】
    Ｌ 【6-10577-03】
❻ 糸切リング【6-96】　594円
❼ 持ち手付文鎮　オフホワイト【111-6254】　5,400 円
❽ パッチワークボード（オリジナル）【6-22】 3,888 円
 布柄は選択いただけません。右の写真は柄の一例です。
❾ アップリケ針「ブラック」No.12【6-12852】　594円
10 LECIEN刺しゅう針 フランス針アソート (NO.4302)【122-15828-01】 198 円
11 アップリケ用まち針　スリム【4-6115】　756円

マンスリーキルトおすすめ用具

 99 - 21954

マンスリーキルト・2017年4月号
基本パターン(作り方なし)

1,296円

●セット内容：布、刺しゅう糸　●サイズ（約）：かえる 14×10㎝、ペンギン 17×18㎝
Frog / Penguin （かえるとペンギン）Frog / Penguin （かえるとペンギン）

マンスリーキルト・2017年4月号
応用ブックカバー(作り方なし)
 99 - 21955 1,620円

●セット内容：布、刺しゅう糸 
●サイズ（約）：幅 30.7 ㎝（広げた状態）、丈 15.7 ㎝

子ペンギンをブックカバーに 子ペンギンをブックカバーに

お出かけのお供に
 99 - 21872

鳥のポーチ（作り方なし）

 18 - 21871 617円

すてきにハンドメイド 
２０１7年3月号

鳥のポーチおすすめ糸3色セット
クイックターン #1

 116 - 21873 961円

 4 - 723

1,944円

1,728円

●サイズ（約）：高さ 7.5 ㎝、幅 22㎝
お出かけのお供に

手縫い糸 (200m）
col.117 ギッターマン
（100ｍ） col.38,261
* 似た色に変更になる
場合があります。

「鳥のポーチ」の
足を表に返す時
におすすめです。

作り方・型紙はこちら

●セット内容：布、
ワックスコード、
ファスナー、ナス
カン、接着芯、刺
しゅう糸

 99 - 21943

小鳥と樹木の2WAYバッグ
（作り方なし）

4,644円

★★☆☆

●セット内容：布、刺しゅう糸、
テープ、マグネットボタン
●サイズ（約）：
縦 32.5 ㎝×横 31㎝×
マチ 7㎝

表紙を飾ったバッグ表紙を飾ったバッグ

 116 - 21944

小鳥と樹木の2WAYバッグ 
おすすめ糸3色セット

961円
ギッターマン（100ｍ） 35,118 と手縫い糸（200m）
786　似た色に変更になる場合があります。

斉藤謠子　私のキルト
17 - 21723 - 01

17 - 21723 - 02

サイン希望
サイン不要

1,620円

作り方・型紙はこちら

ページ35

 170 - 21940

きのこの家とてんとう虫

白樺の森のプリント布
777円

★★☆☆

ページ16

ページ8

★★☆☆

 170 - 21941

きのこの家とてんとう虫 ハギレセット

お散歩にぴったり 小ぶりなバッグお散歩にぴったり 小ぶりなバッグ

864円

詳しくは生地見本裏面をご覧ください

※ 見本作品と布が異なります。 ●セット内容：布 12種

 116 - 21950

きのこの家とてんとう虫 
おすすめ糸2色セット

884円

 99 - 21942- 01

各972円

 99 - 21942- 02

キルトパーティおすすめ
刺しゅう糸9色セット

手縫い糸 (200m）col.155,786　
似た色に変更になる場合があります。

 116 - 21948

冬の鳥 
おすすめ糸3色セット

961円
ギッターマン（100ｍ） 261,459、手縫い糸
（200m）786　似た色に変更になる場合があります。

ベース布とハギレ布を別々にご紹介しています。どちらも
バッグを 2個作れるサイズの布が入っています。

本体ペース布のみ

アップリケとパイピング布のみ

 99 - 21772

冬の鳥（作り方なし）
2,268円

●セット内容：布、刺しゅう糸、口金
●サイズ（約）：高さ 11㎝×口幅 12㎝

口金のミニポーチ口金のミニポーチ

アップリケにおすすめ

斉藤謠子のハウス大好きなど著者本で多
く使われている色をセットしました。
「Aセット」は木々や窓枠などに、「Bセッ
トは草花やポイント色に。

作り方・
型紙はこちら

斉藤謠子のハウス大好き
18 - 21777 - 01

18 - 21777 - 02

サイン希望
サイン不要

Aセット
Bセット

1,944円

A B

作り方・型紙はこちら

2017

2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

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

新商品

日ごとに春らしくなってまいりました。この
春、「斉藤謠子のマンスリーキルト」が始まり
ます。１年かけて一緒にタペストリーを完成
させましょう！

新刊本

新刊本

新刊本

新刊本

新商品

新商品

新商品

新商品 新商品

新 商 品

新 商 品

新 商 品

新 商 品

新 商 品 材料セット

新商品 材料セット

新商品 材料セット

新商品 材料セット

おすすめ

おすすめ

新商品 材料セット

おすすめ

おすすめ おすすめ
おすすめ

おすすめ

オリジナル

4月16日(日)
まで

ＡＬＬ
20%
OFF

連載企画 ⑫ 「斉藤謠子の今、私のいちばん欲しいもの」
★★☆☆

連載企画 ⑫ 「斉藤謠子の今、私のいちばん欲しいもの」

限定

20台

別 売 り

http://quiltparty.cocolog-nifty.com/blog/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004801/ct203/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004802/ct203/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004617/ct33/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004744/ct203/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004803/ct203/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004742/ct203/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004607/ct203/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004570/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004741/ct203/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004804/ct203/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004709/ct203/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004708/ct203/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004711/ct203/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002133/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004511/ct203/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004572/ct203/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004735/ct203/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004737/ct203/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004738/ct203/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004487/ct203/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004736/ct203/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004798/ct203/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004797/ct203/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004688/ct203/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002566/ct203/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004028/ct203/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002802/ct203/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002168/ct203/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000002942&search=%CA%FD%B4%E3%C4%EA%B5%AC&sort=
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000003580/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002170/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002172/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002164/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001662/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001912/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002582/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002304/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004420/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000000030/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001950/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000000029/



