
SAL E
針仕事に必需品の「拡大鏡」と、
新商品の「クラフトルーペ」が20％OFF！

SAL E

老眼鏡の上から装着して、さらに手元を
大きく見せる拡大鏡です。　● 倍率：1.5 倍

拡大鏡（眼鏡装着用）
 6 - 7238 1,728円 1,382円

新商品
クラフトルーペ（めがねタイプの拡大鏡 
〈1.6倍〉/ 収納ケース付）

 6 - 20933 9,180円 7,344円

新商品
クラフトルーペ（めがねタイプの拡大鏡 
〈1.6倍＆2.0倍〉/ 収納ケース付）

 6 - 20862 11,340円 9,072円

20%
OFF

20%
OFF

136- 21997 1,080円

△と□のポーチ

明るくモダンな印象のプリント布で作ったポーチです。
大きな三角と四角のピースワークが布を引き立てています。
●セット内容：表布、裏布、ファスナー
●サイズ：縦 10.5 ㎝×横 15.5 ㎝

★☆☆☆

新しいレッツトライが始まります。
詳しくは裏面をご覧ください。

158 - 21996

1,296円

スプリングフラワーの
タペストリー①

Let’s Try

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

「アルファベットで描く生きもの」今回は２回目です。
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

おすすめ用具は裏面をご覧ください。

連載中よく使う黒と白の刺しゅう糸セットをご用意しました。
※各号で使用する刺しゅう糸は材料セットに含まれています。
●セット内容：刺しゅう糸 黒（600）・白（100）

斉藤謠子のマンスリーキルト

 18 - 21993 617円

 122 - 21956 216円

すてきにハンドメイド 
２０１7年５月号

作り方・型紙はこちら

 99 - 21994

マンスリーキルト・2017年５月号
基本パターン(作り方なし)

1,512円

●セット内容：布、刺しゅう糸　
●サイズ（約）：一角獣 20 ㎝×15㎝、うずら 14 ㎝×10㎝、クロコダイル 20 ㎝×11㎝

Unicorn / Quail / Crocodile  （一角獣、うずらとクロコダイル）Unicorn / Quail / Crocodile  （一角獣、うずらとクロコダイル）

マンスリーキルト・2017年５月号
応用ペンケース(作り方なし)

 99 - 21995 2,052円

●セット内容：布、ファスナー
●サイズ（約）：幅 19.6 ㎝、
高さ 5.4 ㎝、まち幅 5.4 ㎝

クロコダイルを
ペンケースに
クロコダイルを
ペンケースに

 18 - 21953 617円
すてきにハンドメイド 
２０１7年4月号

 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

 116 - 21998

応用ペンケースおすすめ糸3色セット
961円

オリジナル手縫い糸はアップリケ、
ギッターマンはキルティングに使います。
*手縫い糸 (200m）col.786　 ギッターマン（100ｍ）
col.261,493

生地の取り方により、柄の出方が写真と異なる場合があります。
取り扱い期間中に、生地の色・柄などが変更になる場合があります。

おすすめ

おすすめ

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

 99 - 21991

石模様のショルダーバッグ
（作り方なし）

4,968円

★★☆☆

●セット内容：布、テープ、金具、ワックスコード、
リング (水牛の角）
●サイズ（約）：縦19㎝×横 31㎝×マチ 4㎝

異国の石畳のようなアップリケ異国の石畳のようなアップリケ

 116 - 21992

石模様のショルダーバッグ
おすすめ糸4色セット

1,220円
ギッターマンはキルティング、手縫い糸
はアップリケにおすすめです。
* ギッターマン（100ｍ） 132,261,496
と手縫い糸（200m）117　
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44

ページ16

★☆☆☆

 116 - 21990

フラットポーチ
おすすめ糸2色セット

518円

　　　　　マンスリーキルト・2017年
おすすめ刺しゅう糸　黒・白2色セット

キルティングにおすすめ
ギッターマン（100ｍ） 
col.132,597
似た色に変更になる場合
があります。

 110 - 21864

リングナスカン
289円

「フラットポーチ」に使用しています。
小さいナスカンや丸カンと合わせてキー
ホルダー、キーリングとして使用します。
※ショルダー等には不向きです。
●サイズ（約）： 外径：34㎜×内径：24㎜
●色：N（ニッケル /銀色）

 99 - 22045 432円

リングナスカンと合わせてバッグにつけたり、
ネックレスやブレスレットなど、オリジナルの
アクセサリーにするのもおすすめです。
ブルーグレーの色合いがおしゃれです。
●サイズ（約）：長さ：75㎝　幅：0.3 ㎝
厚さ：0.2 ㎝　●素材：本革

 99 - 21989

フラットポーチ（作り方なし）
1,836円

●セット内容：布、ファスナー、
リングナスカン
●サイズ（約）：丈 16.2 ㎝×
口幅 11.4 ㎝

家の形を生かした
ミニポーチ
家の形を生かした
ミニポーチ

 100 - 21177

リング（水牛の角）
299円

 124 - 9832 - 02

接着芯 (シャープ芯)2m  中
756円

「石模様のショルダーバッグ」に使用して
いるファスナーチャームです。素朴ながら、
存在感があります。一つ一つ手作りなので
形が違います。 ●サイズ（約）： 外径：3㎝
×内径：2.1 ㎝　●素材：水牛の角

「石模様のショルダーバッグ」の後ろ面に
使用してしっかりさせます。
●サイズ：45㎝幅×2m

革ひも 3㎜幅

「リングナスカン」と
「革ひも」を使用

アイデア次第で
使い方いろいろ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

1,944円

作り方・型紙はこちら

newキット

2017

3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/

さわやかな季節となりました。いかがお過ご
しですか。「マンスリーキルト」は 5 月号をご
紹介します。「レッツトライ」は新シリーズが
始まります。楽しみながら針を進めましょう。

新刊本

新刊本

新刊本

新刊本

新 商 品

新商品

新商品 材料セット

新商品

新商品

材料セット

新商品 材料セット

バックナンバー

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

5月20日(土)
まで

限定

100
個

別 売 り

新商品
別 売 り

新商品

手もとを大きく拡大しながら、両手で作業が出来るメガネ
タイプの拡大ルーペです。メガネの上からもかけられます。
レンズのはね上げができますので、一時的に他の物を見る
ときにも便利です。詳しくは同封のチラシをご覧ください。

斉藤謠子愛用品

2.0倍レンズに取り替えればさらに拡大

～ 細かいアップリケにおすすめ!! ～

http://quiltparty.cocolog-nifty.com/blog/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004617/ct206/page1/recommend/
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