
接着キルト芯
(片面のりつき)

124 - 1064

950 円

接着キルト芯
(両面のりつき)

124 - 9985

接着芯 (シャープ芯)2mカット 

124 - 9832 - 01 薄
124 - 9832 - 02 中
124 - 9832 - 03 厚

各 604円各 756円

両面をアイロンで接着。
主にマチやバッグの底の
ミシンキルトに最適。
●サイズ：100×100㎝

片面をアイロンで接着。
キルティングを入れず、
ふんわり仕上げたい時に。
●サイズ：100×100㎝

接着芯は主にバッグの底やマチ
などをしっかりさせるときに使
います。片面にアイロン接着樹
脂を使用した不織布でできてい
ます。　●サイズ：45㎝幅×2m

SAL E アイロンと接着芯各種が 20％OFF！

1,188 円 950 円1,188 円

用途に合わせてお選びください。ＡＬＬ
20%
OFF

パッチワーク・手芸の細かい作業のために考えら
れたアイロン。日本国内用です。
● 電源　( 交流）100V　（50-60Hz 共用）　
● 消費電力　80W　● 電源コード　1.5m

パッチワークアイロン
 6 - 20084 5,400円 4,320円

918円 734円

離型紙の付いた簡単アイロン両面接着シートです。
アップリケにおすすめ！●サイズ：45×200㎝

アイロン両面接着シート  124 - 20597

「ボタニカルなアップリケバッグ」では（中）を
「青いとんぼのバッグ」では（薄）を使用しています！

デニム生地はもちろん、帆布など厚地の縫い物ならすべてOKです。
上糸をこちらの糸に替えるとしっかりとステッチがかかります。
「ダーラナホースのショルダーバッグ」は上糸をジーンズステッチ（黄色）、
下糸は 60番（濃いグレー）を使用しています。上糸と下糸で太さが違いま
すので試し縫いをおすすめします。推奨ミシン針 #14～ #16番　
●番手（太さ） : 20 番　150m巻　●素材 : ポリエステル 100％

ソーラインしみ抜きペン（ステンメイド）
 4 - 22754 410円

シャープペンの印つけが消えない時や、
作品にうっかり血液をつけてしまった
時におすすめです。油ベースのしみ、
食べ物、コーヒー、口紅などにも効果
的です。 カバンに入れておくと便利で
す。
●原料 オレンジオイル、天然の洗剤 

「アルファベットで描く生きもの」今回は 11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 - 22825

617円

すてきにハンドメイド 
２０１8年2月号

作り方・型紙はこちら

 99 - 22826

マンスリーキルト・2018年2月号　基本パターン(作り方なし)
1,836円

●セット内容：布、刺しゅう糸
●サイズ（約）：104㎝×18㎝

●セット内容：布、キルト綿、接着芯、
プラスチックボード、刺しゅう糸
●サイズ（約）：高さ 11㎝×幅 20㎝
×奥行き 10㎝

Ant / Beaver（あり・ビーバー）Ant / Beaver（あり・ビーバー）

 99 - 22827 3,240円

丈夫な仕立ての小物入れ丈夫な仕立ての小物入れ

ありの小物入れにおすすめありの小物入れにおすすめ

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・2018年2月号
応用 ありの小物入れ(作り方なし)

新商品 新商品 材料セット

新商品 材料セット

カーブ針（取合せ）
6 - 4417

各594円

464円

おすすめ
プラスチックボード　小

4 - 10931

おすすめ

箱状の小物入れなどを作
る時に芯として利用でき
ます。
バッグの底板にもおすす
めです。
●サイズ（約）：縦 50㎝ 
横 25㎝ 厚さ 0.1 ㎝  
●色：黒 / 1 枚入り 

箱など立体的なも
のをまつる作業が
楽にできます。 
「ありの小物入れ」
には 細 がおすす
めです。

- 01

- 02

細
太

NEW オリジナルWave Template
 4 - 22878 1,404円

ご要望にお応えして、再制作しました。ご要望にお応えして、再製作しました。

斉藤謠子が得意とする波型のキルティングラインが楽に引けるテンプレート。
上下と内側の溝を使えば、そよそよと風が吹いた様ななだらかなラインやうねりの
強いラインまで 4通りのラインを引くことができます。以前販売したライン
と同じです。裏面でご紹介しているパネル布にもおすすめです！
●サイズ：長さ：40㎝　●色：透明

136 - 22867

122 - 22884

4,860円

ダーラナホースのショルダーバッグ
センテナリーコレクション ショルダー

ジーンズステッチ

★★☆☆

オリジナルの「センテナリーコレクションショルダー」を使った
大きめのショルダーバッグです。紺色のベース地に太めの黄色の
糸でステッチを加えることでデニムのように仕上げました。幸せ
を運ぶと言われているダーラナホースのアップリケがポイントで
す。キルティングは入りません。

斉藤謠子のオリジナルプリント、センテナリーコレクションに合
わせやすい色合いのショルダーです。
ストライプ模様のように見える織りがポイントです。
取り外しができるのでいろいろな作品に使えます。全 5色
●素材：麻 30％　アクリル 70％
●サイズ（約）：幅 3㎝、全長 72～ 140㎝金具はシルバーです。

「センテナリーコレクションショルダー」に
ぴったりです。合わせてご利用ください。
●サイズ（約）：内径 2.5 ㎝

黄色
生成り

各1,944円色をお選びください

色をお選びください
 23 - 22881 - 01

 23 - 22881 - 02

各345円

Dカン2.5㎝ シルバー2個セット
 12 - 22879 108円

●セット内容：布、セン
テナリーコレクション
ショルダー（ブラック）、
Ｄカン 2.5 ㎝シルバー、
作り方、写真　
●サイズ（約）：縦 49㎝
×横 32㎝×マチ 10㎝

ナチュラル

ベージュ

ブラウン

ネイビー

ブラック

- 01

- 02

- 03

- 04

- 05

 99 - 22870

ボタニカルなアップリケバッグ
（作り方なし）

4,212円

「私たちが好きなキルトのバッグとポーチ」の
表紙を飾ったバッグ。
斉藤謠子デザインです。
作り方・型紙は本をご覧ください。

 99 - 22872

スクエアピースの
ポーチ（作り方なし）

1,728円

「私たちが好きなキルトのバッグと
ポーチ」の表紙を飾ったポーチ。
作り方・型紙は本をご覧ください。

●セット内容：布、フリースタ
イルファスナー、スライダー　
●サイズ（約）：縦 10.8 ㎝×
横 17.4 ㎝×マチ 2㎝

 116 - 22871 259円

ボタニカルなアップリケバッグ 
おすすめ糸

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

 116 - 22873 777円

スクエアピースのポーチおすすめ糸3色セット

ギッターマン（100ｍ）col.487,261,132 * 似た色に変更になる場合があります。

●セット内容：布、刺しゅう糸、
ファスナー、持ち手

●サイズ（約）：
縦 28.5 ㎝×横 21.8 ㎝
×マチ 6㎝

キルティングにおすすめです。

※接着芯は含まれません。
接着芯（中）を使用しています。
今回セールでご紹介しています！

みずみずしい植物たちを描きました

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

作り方・型紙はこちら

作り方・
型紙はこちら ページ12★★★☆新商品 材料セット

みずみずしい植物たちを描きました

ページ28★★☆☆新商品 材料セット

手に馴染む使いやすいサイズ手に馴染む使いやすいサイズ

たっぷり入ります！たっぷり入ります！

キルトパーティオリジナルのショルダーキルトパーティオリジナルのショルダー

newキット

月刊誌「すてきにハンドメイド」の
2016年 4月～ 2017年 3月に掲載さ
れた作品に新作を加えた 28作品が 1冊
の本になりました。全 28点を収載。本
書ではニット作品も初公開 ! 斉藤謠子の
コーディネート例付き。

斉藤謠子の私のずっと好きなもの
洋服・布バッグ・小物

シンプルに作れて長く使える
「とっておき」
シンプルに作れて長く使える
「とっておき」

1,728円

新刊本 斉藤謠子の愛用アイテムを厳選紹介

ボーダーの一辺（下側）　18 - 22824 - 01

18 - 22824 - 02

サイン希望
サイン不要

※サイン本希望の方は、
少しお時間がかかる場合がございます。 ◆型紙付 ◆AB判 ◆96頁 ◆NHK出版
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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

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

きびしい寒気の中で、梅のつぼみがほころび始めたようですが、
いかがお過ごしですか。お待たせいたしました、今年最初のキ
ルトパーティニュースです。新刊本やオリジナル商品など多数
ご紹介しています。マンスリーキルトも残すところあと1回です。

たくさんの情報をお届けします

3月12日(月)
まで

新商品

新商品

再販売

新商品

新商品

オリジナル

おすすめ

おすすめ

おすすめ

オリジナル おすすめ

別 売 り

別 売 り

別 売 り

商品の表記に間違いがございました。
お詫びして訂正いたします。
■おすすめ糸　商品名と金額
（誤）ボタニカルなアップリケバッグおすすめ糸 3色セット
777 円
（正）ボタニカルなアップリケバッグおすすめ糸
259円

（誤）スクエアピースのポーチおすすめ糸
259 円
（正）スクエアピースのポーチおすすめ糸 3色セット
777円

■ダーラナホースのショルダーバッグ　サイズ
（誤）縦 49㎝×横 32㎝×マチ 10㎝
（正）縦 40㎝×横 35㎝×マチ 10㎝

お詫び 2018
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https://www.instagram.com/yokosaito_quiltparty/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005651/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005592/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005707/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005708/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005667/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005668/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005703/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005710/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005647/ct205/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005649/ct205/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005648/ct205/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000000019/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002073/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005704/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005616/ct226/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005712/ct226/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005685/ct226/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005710/ct226/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002890/ct226/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002749/ct226/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002748/ct226/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000003401/ct226/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001840/ct226/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005667/ct226/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005668/ct226/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005703/ct226/page1/recommend/

