
トラプント部分拡大

オリジナル 手縫い糸（小 200m）オリジナル 手縫い糸（大 500m）

ギッターマン糸 (大 500m ）

各 626円

23 - 15432 - 07 赤 (155)

23 - 15432 - 08 ピンク (35)

23 - 15432 - 09 グリーン (271)
23 - 15432 - 10 ブルー (752)

23 - 15431 - 01  真っ白 (59)

23 - 15431 - 05  薄茶 (786)

23 - 15431 - 06  こげ茶 (724)

23 - 15431 - 02  白 (143)

23 - 15431 - 03  薄ベージュ (701)

23 - 15431 - 04  薄グレー (117)

オリジナル オリジナル

116 - 7322 - 01 ライトグレー (118)

116 - 7322 - 05 チャコール (671)

116 - 7322 - 02 サンドベージュ (132)

116 - 7322 - 03 薄いグレーベージュ (241)

116 - 7322 - 04 グレーベージュ (727)
116 - 17231 - 01 淡色
116 - 17231 - 02 濃色
116 - 17231 - 03 スタンダード

ALL
20%
OFF

各 501 円

各648円 各 518 円 各442円 各 354 円

ギッターマン糸100ｍおすすめ5色
各 1,296円 各 1,036円

丈夫で滑りが良く、とても使いやすい糸です。ピースワーク、
アップリケ、キルティング、ミシンでの仕立てなど、すべての
作業に幅広く使える斉藤謠子おすすめの万能糸です。
●輸入品のため品切れの場合は、同系色の色をお届け致します。
●この他にも色違いがございますのでお問い合わせください。

キルトパーティオリジナルの手縫い専用糸（60番手）。細くてすべり
が良く、アップリケやピースワークに大変おすすめです。木のボビン
には斉藤謠子デザインのイラストが刻印されています。
●こちらの糸はキルティングには不向きです。●素材：ポリエステル100％

淡色、濃色、スタンダードの3セットをご用意しました。
写真は一例です。内容が変更になる場合があります。

①

①

②

②

③
③

斉藤謠子おすすめの「ギッターマン糸」と
「オリジナル手縫い糸」が20％OFF！
お求めやすいこの機会をお見逃しなく！

SAL E

SAL E

SAL E

SAL E

いよいよ完成です！

詳しくは裏面をご覧ください。
バックナンバー、トラプントにおすすめ
の用具も裏面にございます。

158 - 22333 3,456円

スプリングフラワーの
タペストリー④

99 - 22266 4,644円

ログキャビンのポケットバッグ
★★☆☆

ログキャビンをつないだ部分が大きなポケットに
なっています。楕円型の底には厚手の接着芯をはっ
て、しっかりと仕立てます。

●セット内容 : 布・持ち手テープ・接着芯・作り方・
写真　●サイズ（約）：縦 28×横 33×マチ 10㎝
※生地は見本と異なる場合があります。

2,808円

中が見えるので小物の整理のための
ポーチを作ったり、バッグの中の内ポ
ケットやしきりにしたりと色々使えま
す。目が細かいので、ミシンで簡単に
縫えます。
●チュ―ル布の布幅は、約 50㎝です。
●30 ㎝以上 10 ㎝単位での販売とな
ります。

142- 22335

まあるいお花のチュールバッグ
★★☆☆

ハードナイロンチュール ハーフ

各162円/10㎝

 153 - 22068 - 01

 153 - 22068 - 02

黒
ベージュ
グレー 153 - 22068 - 03

夏らしいチュールで小ぶりのバッグを作りました。
家庭用ミシンで簡単に作ることができます。
●セット内容:布・持ち手テープ・チュール（グレー）・作り方・
写真　●サイズ（約）：縦 21×横 31×まち 6㎝

「アルファベットで描く生きもの」今回は 5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

バックナンバーは別紙をご覧ください。

裏布は今回ご紹介している生地 
「2017-06-A24」です。

斉藤謠子のマンスリーキルト

 18 - 22253 617円

すてきにハンドメイド 
２０１7年8月号

作り方・型紙はこちら

 99 - 22254

マンスリーキルト・2017年8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）：くじら 25 ㎝×10㎝、めかじき 18 ㎝×13㎝、くらげ 17 ㎝×12㎝

Whale / Xiphias gladius / 
Jellyfish（くじら・めかじき・くらげ）
Whale / Xiphias gladius / 
Jellyfish （くじら・めかじき・くらげ）

 99 - 22255 1,296円

 120 - 22304 106円/10㎝

●セット内容：布、刺しゅう糸
●サイズ（約）：幅 12.5 ㎝×丈 23㎝×
まち幅 4㎝

ペットボトルや折りたたみ傘
がぴったり入る大きさ
ペットボトルや折りたたみ傘
がぴったり入る大きさ

マンスリーキルト・2017年8月号
応用くじらの
バッグインバッグ(作り方なし)

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

ページ32★★☆☆

 99 - 22242

スクエアミックスの
タペストリー（作り方なし）

11,880円

 116 - 22247 820円

キルティングにおすすめの糸です。
* コーツデュエット（500ｍ） col.7510 似た色に
変更になる場合があります。

●セット内容：布、トラプント用毛糸
●サイズ（約）：縦 121cm×横 121cm

スクエアミックスの
タペストリー おすすめ糸

ボーダー部分にはトラプントが施されていますボーダー部分にはトラプントが施されています
作り方・型紙はこちら

新商品

トラプントの用具と使い方は別紙
「マンスリーキルトのバックナンバー」の
裏面と、チラシをご覧ください。

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

ページ8★★★☆

 99 - 22331

ハウス・ポートレート
（作り方なし）

4,320円

 116 - 22332 2,073円

キルティングにおすすめの糸です。
* ギッターマン（100ｍ） 
000,93,209,369,496,854,887,972
似た色に変更になる場合があります。

「定番カタログ 2017」
の表紙にも使用して
います！

表紙のバッグがついに
材料セットになりました！
表紙のバッグがついに
材料セットになりました！

「斉藤謠子のハウス大好き」の表紙を飾った
バッグです。作り方・型紙は本をご覧くだ
さい。
●セット内容：布・持ち手テープ・接着芯
布は見本と異なります。
●サイズ（約）：丈 31㎝×幅 28㎝×まち幅 9㎝

ハウス・ポートレート
おすすめ糸8色セット

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

1,944円

新刊本

newキット

newキット

2017

6

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

新刊本

新刊本

新刊本

新商品

新商品

新商品
材料セット

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

おすすめ

8月28日(月)
まで

Let’s Try

おすすめ

おすすめ

別 売 り新 商 品

定番商品

定番商品

定番商品

定番商品

スタッフブログ
http://quiltparty.
cocolog-nifty.com/blog/

８,000 円以上で送料・代引き手数料無料！（後払い手数料は対象外）
● 送料（全国一律）　宅急便：540円 / メール便：324円
● お支払手数料　代引き：324円 / 後払い：324円

http://quiltparty.cocolog-nifty.com/blog/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005157/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004617/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005103/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004572/
http://shop.quilt.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000004511&search=%BA%EE%C9%CA%BD%B8&sort=
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004570/
http://shop.quilt.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000005076&search=%A5%DF%A5%C3%A5%AF%A5%B9&sort=
http://shop.quilt.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000005076&search=%A5%DF%A5%C3%A5%AF%A5%B9&sort=
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005069/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005170/
http://shop.quilt.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000005152&search=%A5%C1%A5%E5%A1%BC%A5%EB&sort=
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005084/ct205/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005085/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005086/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005149/ct214/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005153/ct214/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001678/ct214/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001827/ct214/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000004906&search=%A5%C1%A5%E5%A1%BC%A5%EB&sort=
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001958/ct214/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001957

