
斉藤謠子おすすめの道具が20％OFF！SAL E

パッチワークボード（オリジナル）
リーフ 定価3,888円税込

 6 - 22568

各3,888円 各3,110円

持ち手付文鎮オフホワイト
 111 - 6254

4,320円5,400円

●サイズ：縦 13㎝ 横 5.5 ㎝ 
高さ 6.5 ㎝（持ち手を含む） 
/ 重さ：1.3kg

「パッチワークボード」と「文鎮」は対のもの。
キルターの必需品です。

色の選択はできません。
●サイズ（約）：縦 46㎝ ×横 30㎝ ×厚さ 2㎝

限定

30 枚

徐々に春めいていく森の様子をキルト
に描きました。
●セット内容：カラーコピー 1枚・
A3サイズ 6枚 合計 7枚
●出来上がりサイズ（約）：縦 107㎝ 
横 104㎝

「新作センテナリー 23」でおすすめの
生地をご紹介します！

ボーダー　用尺：120 ㎝
【31603-80】 172 - 31603 - 05

アップリケ土台布　上段　用尺：30 ㎝
【31603-11】 172 - 31603 - 02

アップリケ土台布　下段　用尺：30 ㎝
【31603-90】 172 - 31603 - 06

桜のタペストリーの型紙
 99 - 20931 1,080円

桜のタペストリーのお花と葉におすすめ
ミニカットと刺しゅう糸セット
 99 - 21296 2,052円

雪だるまのタペストリーの型紙
 99 - 22431 1,188円

満開の桜が空を淡いピンクに染める、
穏やかな春模様のタペストリー。 
●セット内容：カラーコピー 1枚・
A3サイズ 5枚 合計 6枚
●出来上がりサイズ（約）：96㎝×
96㎝

＊作品に使用しました生地とは異なります。
＊写真は一例です。生地は写真と異なりますがご了承ください。
●セット内容：ミニカット 9枚、刺しゅう糸 1束

人気のタペストリーの型紙を 2 種類ご紹介します。
※ こちらは実物大図案と全体の配置図、
カラーコピーのセットです。材料は含まれません。

すべて新作センテナリーを使っています

「新作センテナリー 23」でおすすめの
生地をご紹介します！

木　用尺：90 ㎝
【19001-88】 172 - 19001- 05

周りのアップリケ土台布　用尺：110 ㎝
【31603-90】 172 - 31603 - 06

中心のピースワーク土台布　用尺：80 ㎝
【31403-10】
※裏を使用

172 - 31403 - 07

今回のレッツトライは
2016年第 2回の通信販売
から紹介している生地セッ
トで作る 12㎝のパターンを
まとめてサンプラーキルト
に仕上げます。
パターンは含まれません。

詳しくは裏面をご覧ください。

99 - 22511

5,400円

サンプラーキルト/ラティス・ボーダー
仕上げセット

かわいいキルトになりました

「アルファベットで描く生きもの」今回は 7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

斉藤謠子のマンスリーキルト

 18 - 22490 617円

すてきにハンドメイド 
２０１7年10月号

作り方・型紙はこちら

 99 - 22491

マンスリーキルト・2017年10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）：ぞう 20 ㎝×19㎝、
イグアナ 22 ㎝×14㎝Elephant / Iguana（そう・イグアナ）Elephant / Iguana （ぞう・イグアナ）

 99 - 22492 3,672円

●セット内容：布、麻テープ、ファスナー、
接着芯、刺しゅう糸
●サイズ（約）：幅 33㎝×丈 15.5 ㎝×
まち底幅 12㎝

内外両側にポケットがついていて便利内外両側にポケットがついていて便利
 116 - 22514

イグアナのショルダー
バッグおすすめ糸

259円

仕立てにおすすめの糸です。ギッターマン（100ｍ） 
col.118 似た色に変更になる場合があります。

バックナンバー
は別紙をご覧く
ださい。

マンスリーキルト・2017年10月号
応用イグアナの
ショルダーバッグ(作り方なし)

お花のフラットポーチ
146 - 22509 1,728円

ネジ式バネホック　ボタン柄
 157 - 21517

- 01

各475円

新作センテナリーを使ってお花のポーチ
を作りました。
作品のアクセントにボタン柄のバネホッ
クを使用しました。マグネットが使えな
い通帳や大きなスマートフォン入れに
ぴったりです。
●セット内容：布、刺しゅう糸、ネジ式バネ
ホック ボタン柄（アンティークシルバー）
●サイズ（約）：縦 13㎝×横 19㎝

アンティークシルバー
- 02 アンティークゴールド

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

幾何学模様がすっきりとモダンな印象幾何学模様がすっきりとモダンな印象に。

「斉藤謠子のハウス大好
き」掲載のタペストリー
です。作り方・型紙は
本をご覧ください。
●セット内容：布、刺しゅ
う糸
布は見本と異なります。
●サイズ（約）：
縦 48㎝×横 48㎝

木工バッグ持ち手 BM-1917
 101 - 21790 1,512円

「ウッドハンドルのまあるいバッグ」に使用しています。
グラデーションの色目がおしゃれな木製ハンドル。
木工ハンドルならではの味のある作品に仕上がります。 
●サイズ（約）：幅：20㎝ 内径：14㎝ 高さ：12㎝  
厚み：1.2 ㎝ 　2本組

作り方・型紙はこちら

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12★★★☆

 99 - 21788

ウッドハンドルの
まあるいバッグ（作り方なし）

5,616円

「斉藤謠子　私のキルト」掲載のバッグです。
作り方・型紙は本をご覧ください。
●セット内容：布、木工バッグ持ち手 BM-1917
布は見本と異なります。
●サイズ（約）：高さ 27㎝×幅 33㎝×まち 13㎝

新 商 品

コンパス(捨て布）生地
 99 - 21951 52円 / 10㎝

3 0 ㎝以上 1 0㎝
単位の販売

※ご注意ください：捨て布としての使用を想定して作られている為、生地に黒い布かすが
付着している場合がございます。

パッチワークのタペストリー、バッグやポーチなど小物を作る際、仮の裏地として
便利な綿 100％、生成の薄手生地です。表布・キルト綿と裏布の間に使用します。

 116 - 22248 1,296円
キルティングにおすすめの糸です。
ギッターマン（100ｍ） col.118,209,261,769,727
似た色に変更になる場合があります。

アルザスの街 おすすめ糸5色セット

 116 - 22508 777円
キルティングにおすすめの糸です。 ギッターマン（100ｍ） 
col.118,132,727 似た色に変更になる場合があります。

作品のアクセントに！作品のアクセントにもなるネジ式の
バネホック。ボタン柄の裏側を小さなネジで固定します。
取り付けには、細いマイナスドライバーが必要です。
●素材：鉄、ゴム　●サイズ（約）：直径 1.7 ㎝

ウッドハンドルのまあるいバッグ
おすすめ糸3色セット

フランスの家並みを描いたミニタペストリーフランスの家並みを描いたミニタペストリー

★★☆☆ アルザスの街（作り方なし） ページ48

 99 - 22243

3,780円

楕円底

「アルザスの街」では 50㎝使用

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

2017
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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
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新商品 おすすめ

おすすめ

おすすめ

新刊本

Newキット

おすすめ

11月5日(日)
まで

新商品 Let’s Try

おすすめ

おすすめ

おすすめ
おすすめ

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

秋も深まってまいりましたがお元気でいらっしゃいますか。
日ごろのご愛顧に感謝を込めて、プレゼントキャンペーンをご
用意しました。詳しくは別紙をご覧ください。生地は今年で 23
回目となりました「センテナリーコレクション」のご紹介です！

新商品 別 売 り

新商品 別 売 り

おすすめ

http://quiltparty.cocolog-nifty.com/blog/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004617/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004805/ct220/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005077/ct220/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005070/ct220/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004511/ct55/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004572/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004632/ct220/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004570/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004620/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005370/ct220/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005363/ct220/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004342/ct220/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005324/ct220/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005326/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005325/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005394/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005216/ct220/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005216/ct220/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005383/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005383/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000003687/ct220/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005383/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004350/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005378/ct220/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004109/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005374/ct220/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005362/ct220/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002304/ct220/page2/recommend/

