
30㎝～ 120-22281
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22305

￥98/10㎝
￥216/枚2017-06-A01 2017-06-A02 2017-06-A03 2017-06-A04

2017-06-A05 2017-06-A06 2017-06-A07 2017-06-A08

2017-06-A09 2017-06-A10 2017-06-A11 2017-06-A12

2017-06-A13 2017-06-A14 2017-06-A15 2017-06-A16

30㎝～ 120-22282
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22306

￥98/10㎝
￥216/枚

30㎝～ 120-22283
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22307

￥98/10㎝
￥216/枚

30㎝～ 120-22284
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22308

￥119/10㎝
￥216/枚

30㎝～ 120-22285
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22309

￥119/10㎝
￥216/枚

30㎝～ 120-22286
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22310

￥119/10㎝
￥216/枚

30㎝～ 120-22287
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22311

￥119/10㎝
￥216/枚

30㎝～ 120-22288
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22312

￥119/10㎝
￥216/枚

30㎝～ 120-22289
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22313

￥119/10㎝
￥216/枚

30㎝～ 120-22290
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22314

￥130/10㎝
￥216/枚

30㎝～ 120-22291
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22315

￥130/10㎝
￥216/枚

30㎝～ 120-22292
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22316

￥130/10㎝
￥216/枚

30㎝～ 120-22293
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22317

￥130/10㎝
￥216/枚

30㎝～ 120-22294
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22318

￥173/10㎝
￥216/枚

30㎝～ 120-22295
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22319

￥173/10㎝
￥216/枚

30㎝～ 120-22296
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22320

￥173/10㎝
￥216/枚

2017-06-A17 2017-06-A18 2017-06-A19 2017-06-A2030㎝～ 120-22297
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22321

￥173/10㎝
￥216/枚

30㎝～ 120-22298
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22322

￥173/10㎝
￥216/枚

30㎝～ 120-22299
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22323

￥173/10㎝
￥216/枚

30㎝～ 120-22300
ﾐﾆｶｯﾄ  119-22324

￥173/10㎝
￥216/枚

いろいろな野菜と英字のレシ
ピが布全体にプリントされて
います。クレヨンとサインペン
の手描きのようなタッチがお
しゃれな布。明るい配色のハ
ギレやインテリア小物などに
おすすめです。

値下げ商品です
手ごろな大きさのギンガム
チェック。生成りとベージュの
組み合わせはどんな布とも
合わせやすいです。先染め
布にしては薄手なので細かい
ピースワークにも使えます。

A02の色違い
生成りと濃いグレーの組み
合わせ。黒より柔らかい印象
なので布合わせがしやすい
です。パイピング布におすす
めです。

小石を敷き詰めたような柄
が布全体にプリントされてい
ます。濃淡のグレーと薄茶の
組み合わせがどんな色とも
合わせやすいです。
ベース布にもおすすめです。

上品な淡いピンクに紫の細
い波のような線とところどこ
ろに小さな点がプリントされ
ています。
柄を気にせず無地布のよう
に使えて作品に深みを与え
る布です。

薄すぎず、濃すぎない紫の色
目がとてもきれいな布。
ベース部分がほんの少しぼ
かし柄になっているところも
作品をすてきに仕上げます。

細かい格子の地模様に白い
大小の輪がプリントされてい
ます。涼しげなブルーグレー
がさわやかな印象です。
トープカラーの配色にぴった
りの布です。

A07の色違い
少し黄味がかった薄茶色は
布合わせに重宝します。
ハウスやログキャビン、お花
のアップリケなど幅広く使え
る布です。

A07，A08の色違い
落ち着いた赤の色目がきれい
な布。赤の色目が濃すぎない
ので淡い配色にも使えます。
ログキャビンの中心、花芯の
アップリケにおすすめです。

布全体に大きく繊細な草花
がプリントされています。
アップリケの土台布にすると
少ないアップリケでも豪華に
見えます。キルトパーティらし
い作品作りに欠かせない布
です。

A10の色違い
ブルーグレーの色目がとても
きれいな布。10番より柄が目
立ちますが、ベース布にも使
えます。

A10，A11の色違い
ピンクの色目が上品な印象
の布。淡い色合いの作品の
ボーダーや裏布などに大きく
使うときれいでしょう。

細かい地模様に花束やお花
がプリントされています。お花
の淡いブルー、紫の色目がと
てもきれいな布。大きく使って
柄に沿ってキルティングを入
れてもよいでしょう。

雨粒のように見えるしずく型
の模様が浮かび上がった先
染め布。北欧のような雰囲
気のブルーの色目がきれい
です。
アップリケの土台布におすす
めです。

A14の色違い
深みのある青の色目がきれ
いな布。使いやすい青い布は
あまりないので持っていると
重宝します。素朴なパターン
のベース布にもおすすめです。

ベージュ系のグラデーション
で織られた小さなブロック
チェックです。四角の中の織
模様がポイントです。
バッグのマチ、タペストリーの
ラティス、パイピングなど幅
広く使えます。

A16の色違い
茶とグレーが混ざったような
微妙な色合いがきれいな布。
存在感のある柄なので大き
なピースで素朴なパターンを
作ってもかわいいでしょう。

生成りとベージュの組み合
わせがとてもベーシックな布
です。アップリケやパターン
のベース布、タペストリーの
ボーダーなど幅広く使える布
です。

A18の色違い
グレーのグラデーションで織
られた先染め布。
ぼんやりとした地模様のよう
に見えるチェックの柄が使い
勝手がよいです。

以前、色違いを紹介している
雪の結晶のような地模様が
織られている先染め布です。
すっきりとしたグレーの色目
がきれいです。

商品名
商品番号

第       回   通信販売生地見本

大柄紹介

大柄紹介

大柄紹介

大柄紹介

ご注文の際には必ず
商品名・商品番号・数量・
金額をご記入くださいませ。

商品番号 価格

30㎝～ 120-
ﾐﾆｶｯﾄ 119-2017-　-Ａ　 ￥119/10㎝

￥216/枚

商品名

大柄紹介

※ 表示価格は10cm、消費税込のお値段です。
裏面に大柄紹介があります。

30㎝から10㎝単位で購入できるようになりました！

※ 生地は実物を50％の比較で縮小しています。

http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005126/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005127/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005128/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005129/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005130/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005131/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005132/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005133/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005134/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005135/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005136/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005137/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005138/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005139/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005140/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005141/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005142/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005143/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005144/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005145/ct214/page1/recommend/

