
斉藤謠子の私のずっと好きなもの 
～布バッグ・洋服・小物

予告★新刊が出ます！

2018年
1月25日
発売

東京国際キルトフェスティバル2018
前売り券（会員限定）

通常 ￥1,900 1,600円 98 - 22593

お得な前売り券新商品 ブース番号：A-36

※ 2018 年 1月 22日（月）まで に必着　
※ 宅急便での発送  となります。
 メール便では承れません。

ソーラインアイロンパット
 4 - 22752

 4 - 22753

6,264円

4,104円

大
小

サイズをお選びください

●材質：表裏面（アルミコーティング綿布）、
忠綿（ポリエステル 100％）　●サイズ　
大：600×450㎜、小：450×300㎜
写真は使用例。アイロンは含まれません。

小

薄くて軽い、折りたたむこともできて
持ち運びに便利なアイロンパットです。
詳しくは別紙のチラシをご覧ください。

スプリングシザーズ120㎜
 153 - 21384 1,080円

刃の部分がそっているので、ベース布を傷つ
けずに糸をカット出来ます。タッチも軽く、
にぎりやすいサイズです。　●本体サイズ：約
横 18×縦 120×厚さ 8㎜ ●素材：ステンレス
スチール（24金メッキ）

色をお選びください

はさみケース　大
 101 - 22665 - 01

 101 - 22665 - 02

 101 - 22665 - 03

赤
ライトグリーン
パープル

はさみケース　小
 101 - 22666 - 06

 101 - 22666 - 07

 101 - 22666 - 08

黒
焦げ茶
オーク

web限定で色違いもご紹介しています！
webショップもぜひご覧ください。

各496円

各432円

●サイズ（約）：最大幅 27　長さ 85　厚み 2.8 ㎜

●サイズ（約）：最大幅 25　長さ 64　厚み 2.8 ㎜

手芸に欠かせないはさみ
を保護する合成皮革の
ケース。
「大」は小さめのはさみか
ら通常サイズのはさみま
でご利用いただけます。

はさみケースhttp://shop.quilt.co.jp干支 いぬの鈴
毎年大人気の可愛らしい干支の鈴です しっぽが揺れるかわいいポーチ

 153 - 22755

 153 - 22756

300円

250円

A
B種類をお選びください

小
大大

BA

●セット内容：
鈴、根付ストラッ
プ、小さな鈴

高さ 2㎝ 高さ 1.2 ㎝

裏布おすすめ！今回セールでご紹介しているお得な生地です。
201710-A13　　120-22704 　￥138/10 ㎝　（用尺 90㎝）

99 - 22164 3,780円

レトロプリントで作るベビーキルト 
★☆☆☆

●セット内容： 布・
写真・作り方
※裏布・刺しゅう糸
は含まれません。
●サイズ (約 )：縦
80×横 80㎝

レトロなプリントと、どうぶつのアップ
リケがかわいいベビーキルト。アップリ
ケの周りにはブランケットステッチを入

れています。

174 - 22766 1,728円くろちゃんのポーチ
★★☆☆

●セット内容： 布・ファスナー・
ボタン・写真・作り方 ※刺しゅ
う糸（黒）は含まれません。
●本体サイズ (約 )：高さ
17.5 ㎝×横最大：10㎝

つぶらな瞳とにっこりほほ笑んだ表情がかわいい
ワンコのポーチ。カード入れやペンケースなどい
ろんな使い方ができそうです。

詳しくは裏面をご覧ください。158 - 22764 2,160円

愛犬ラッキーのタペストリー②
2回シリーズ　今回で完成！

①

②

②

すてきにハンドメイド 2018 年 1月号掲載
「Aラインのすっきりチュニック」で使用しました

Aラインのすっきりチュニック　おすすめ糸　黄色
116 - 22751 259円

「斉藤謠子オリジナルプリント フラワーボーダー 50（黄色）」の仕立てに
おすすめです。* ギッターマン（100ｍ） col.886　似た色に変更になる場合があります。

おすすめ

10 50 70 100

斉藤オリジナルプリント 31700  フラワーボーダー 30㎝̃

中央のタックがポイントの、手軽でおしゃれな 1枚です。
深めのVネックと、中央のタックですっきり見えるチュ
ニック。そでは腕が動かしやすいラグランスリーブです。
ゆとりある身幅で、ポケットつきです。

● 出来上がり寸法
M ／ バスト 101㎝　着丈 92㎝
 ゆき丈 75㎝
L ／ バスト 107㎝
 着丈 92.4 ㎝　ゆき丈 76㎝
● 用尺
M ／ 110 ㎝幅×280㎝
L ／ 110 ㎝幅×290㎝

すてきにハンドメイド 2018 年 1月号掲載
「Aラインのすっきりチュニック」で使用しました

全4色　お好きな色で
作ってみませんか？

 33 - 31700 - 01

 33 - 31700 - 02

 33 - 31700 - 03

 33 - 31700 - 04

10（ベージュ）
50（黄色）
70（ターコイズブルー）
100（黒）

素材：綿45％麻 55％
布幅の片側に刺しゅう
のステッチのような
タッチでお花柄がプリ
ントされています。

ちりめん・和布・古布用 接着芯地
124 - 20576- 01

124 - 20576- 02

各928円

白
黒

「Aラインのすっきりチュニック」の見返しに使用しています。
アイロンで接着 ●サイズ：112㎝×1m  ●材質：ポリエステル 100% 

おすすめ

色をお選びください

30㎝以上 10㎝単位での販売です ／ 色をお選びください

すてきにハンドメイド使用色

作り方
型紙は
こちら「アルファベットで描く生きもの」今回は9・10回目です。

斉藤謠子のマンスリーキルト

 18 - 22654 617円

すてきにハンドメイド 
２０１7年12月号

作り方・型紙はこちら

 99 - 22655

マンスリーキルト・2017年12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）：
ふくろう 16 ㎝×17㎝ 、 スカンク 18 ㎝×16㎝

Owl / Skunk（ふくろう・スカンク）Owl / Skunk（ふくろう・スカンク）

 99 - 22656 1,944円
●セット内容：布、ファスナー、刺しゅう糸　
●サイズ（約）：幅 18㎝　丈 11㎝　まち 6㎝

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12月号
応用ふくろうのポーチ(作り方なし)

 18 - 22760 617円

すてきにハンドメイド 
２０１8年1月号

作り方・型紙はこちら

 99 - 22761

マンスリーキルト・2018年1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）：きりん 17 ㎝×
18㎝ 、 しまうま 17 ㎝×17㎝

 99 - 22762 2,970円

●セット内容：布、テープ、刺しゅう糸　
●サイズ（約）：幅 40㎝　丈 30.7 ㎝

マンスリーキルト・2018年1月号
応用きりんのバッグ(作り方なし)

Giraffe / Zebra（きりん・しまうま）Giraffe / Zebra（きりん・しまうま）

 116 - 22763

応用きりんのバッグ
おすすめ糸2色セット

518円
キルティングにおすすめ。ギッターマン（100ｍ） 
col..493、827　似た色に変更になる場合があります。

おすすめ

 116 - 22759

応用ふくろうのポーチ
おすすめ糸2色セット

518円

各182円/10㎝

キルティングにおすすめ。ギッターマン（100ｍ） 
col.241,503　似た色に変更になる場合があります。

おすすめ

おすすめオリジナル

繊細なアップリケや素朴なピースワークで
作るバッグやポーチ全 31点が掲載されて
います。すぐに作ってみたくなるような作
品が透明感のあるきれいな写真で紹介され
ています。
※ 斉藤謠子のサインは入りません。
◆型紙付 ◆B5版 ◆100頁 ◆エクスナレッジ

斉藤謠子&キルトパーティ
私たちが好きなキルト
のバッグとポーチ

斉藤謠子＆キルトパーティ
の本、第２弾ができました
斉藤謠子＆キルトパーティ
の本、第２弾ができました

173 - 22758 1,728円

新刊本 スタッフの作品を多数紹介

人気の本　あわせてご覧ください
第 1弾
は
こちら

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

おすすめ

発送は

12/25
以降です

2017

10

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

新商品
新商品 材料セット

新商品 材料セット

新商品新商品

新商品

材料セット

材料セット

2018年　　

1月14日(日)

新商品
新商品

新商品

Let’s Try

新 商 品

公式インスタグラム
https://www.instagram.com/
yokosaito_quiltparty/

一年が経つのは、ほんとうにあっという間ですね。今年最後の
キルトパーティニュースとなりました。今年もご愛顧をいただ
きましてありがとうございました。感謝の気持ちを込めて、年
に一度の生地セールです。新刊のご案内もございます。

新商品

新商品

新商品

まで

たくさんの情報をお届けします

次回通信販売でご紹介します。
どうぞお楽しみに！

★☆☆☆

おすすめ

https://www.instagram.com/yokosaito_quiltparty/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005592/ct224/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004572/ct56/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005590/ct196/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005588/ct196/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005589/ct196/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005475/ct205/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005476/ct205/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005527/ct205/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005477/ct205/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005594/ct205/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005598/ct205/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005597/ct205/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005528/ct205/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004993/ct224/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005570/ct224/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005593/ct224/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005595/ct224/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005596/ct224/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005485/ct224/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005486/ct224/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005276/ct224/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005526/ct224/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000003338/ct224/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005408/ct224/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004198/ct224/page2/recommend/

