第
2018-02-Ａ01
30㎝〜

120-22953

大柄紹介 あり

2018-02-Ａ05
30㎝〜

120-22957

2018-02-Ａ09

120-22961

2018-02-Ａ13

120-22965

先染め

2018-02-Ａ17
30㎝〜

120-22969

大柄紹介 あり

先染め

119-22975

30㎝〜

120-22954

\ 87/10㎝
ミニカット

※

216

大柄紹介 あり

※ 表示価格は10cm、消費税込のお値段です。

216 2018-02-Ａ03

ミニカット \

119-22976

30㎝〜

120-22955

細いストライプの地模様に小 大柄紹介 あり
さなダイヤモンドが規則正し
くプリントされています。
すっきりとした柄と色は布合
わせのアクセントになります。

\ 108/10㎝ ミニカット \216 2018-02-Ａ06
ミニカット 119-22979
30㎝〜 120-22958

\ 108/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-22980

水玉の模様が織られた薄手
の先染め布。
素朴な生成りの色目が使い
やすいです。

\ 108/10㎝ ミニカット \216 2018-02-Ａ10
ミニカット 119-22983
30㎝〜 120-22962

A05,A06,A07,A08の色違い
グレーと黒の組み合わせが大
人っぽくおしゃれな印象の布。
バッグの後ろ面やマチなどに
大きく使うときれいでしょう。

裏面に生地の縮小画像があります。 ご注文の際には必ず

※ 生地は実物を50％の比較で縮小しています。

おしゃれなカフェや楽しい英
字のメニューが明るい色合
いでプリントされています。
バッグやポーチの裏布にして
も楽しいです。

裏面に生地の裏の
ご紹介があります。

先染め
30㎝〜

ミニカット

216 2018-02-Ａ02

ミニカット \

裏面に生地の裏の
ご紹介があります。 先染め

先染め
30㎝〜

\ 87/10㎝

回 通信販売生地見本

ミニカット
一律 \

2018-02-Ａ07
30㎝〜

A05の色違い
落ち着いた赤のベースに茶
色の水玉が織られています。
パイピングやタブなどに使う
と作品の色づかいのアクセン
トになります。

120-22959

裏面に生地の裏の
ご紹介があります。 先染め

\ 130/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-22984

繊細な点描で布全体にふん
わりと丸い模様がプリントさ
れています。ベース布におす
すめの布。
丸い柄に沿ってキルティング
を入れてもよいでしょう。

30㎝〜

120-

120-22963

井桁のような模様が規則正し
く浮かび上がっているシンプル
な先染め布。微妙なグレーがど
んな布とも合わせやすいです。
以前販売しましたレッツトライ
「スプリングフラワーのタペス
トリー」のボーダーにも使用し
ています。
先染め

\ 173/10㎝ ミニカット \216 2018-02-Ａ18
ミニカット 119-22991
30㎝〜 120-22970

紫とグレーを混ぜたような
グラデーションがきれいな先
染めチェック布。
ボーダーなどに大きく使うと
きれいでしょう。

先染め

\ 173/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-22988

A13の色違い
うっすらと紫色を帯びた微妙
な色合いがとてもきれいな布。
パターンやアップリケのベース
におすすめです。
優しい雰囲気の作品に仕上
がります。

\ 173/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-22992

どんな布とも合わせやすい
グレーベージュの先染め
チェック布。
小物や小さいパターンに使
いやすいです。

2018-02-Ａ15
30㎝〜

120-22967

119-

白いベースに星と月が白いイ
ンクでプリントされています。
明るい配色のベースにおす
すめです。
クリアな白い色は配色のアク
セントに使うときれいです。

\ 108/10㎝ ミニカット \216 2018-02-Ａ08
ミニカット 119-22981
30㎝〜 120-22960

\ 108/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-22982

A05,A06の色違い
少し褪せたような青の色目が
とても使いやすい布。
タペストリーのパイピングや
バッグのマチにおすすめで
す。

A05,A06,A07の色違い
茶色のベースとターコイズの
水玉の組み合わせがきれい
な布。暗すぎない茶色の色目
はどんな布とも合わせやすい
です。

\ 152/10㎝ ミニカット \216 2018-02-Ａ12
ミニカット 119-22985
30㎝〜 120-22964

\ 173/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-22986

裏面に生地の裏の
ご紹介があります。

横糸と縦糸が刺し子の模様 大柄紹介 あり
のように織られた先染め布。
クリアな色合いがきれいで
す。
アップリケのベースにおすす
めです。

ウィリアムモリスのデザインの
USプリントです。ボーダーや
裏布、
お洋服などに大きく使
うときれいでしょう。布全体に
繊細なプリントがされている
ので小さなピースづかいもお
すすめです。

\ 173/10㎝ ミニカット \216 2018-02-Ａ16
ミニカット 119-22989
30㎝〜 120-22968

\ 173/10㎝ ミニカット\216
ミニカット 119-22990

シンプルな先染め布。
落ち着いたオレンジ色は差し
色やお花のアップリケなどに
幅広く使えます。

小さめの格子がかわいらしい
雰囲気の先染めチェック布。
素朴なパターンで作るカント
リー調のキルトにおすすめで
す。

先染め

2018-02-Ａ19

先染め

ミニカット

商品番号

生成りのベースにソーイング 大柄紹介 あり
グッズが白いインクでプリント
されています。無地布感覚で
使えるのでパターンのベース
などにおすすめです。

先染め
30㎝〜

価格

\106/10㎝ ミニカット\216

\ 106/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-22978

先染め

\ 173/10㎝ ミニカット \216 2018-02-Ａ14
ミニカット 119-22987
30㎝〜 120-22966

商品名

\ 106/10㎝ ミニカット \216 2018-02-Ａ04
ミニカット 119-22977
30㎝〜 120-22956

裏面に生地の裏の
ご紹介があります。 先染め

2018-02-Ａ11
30㎝〜

商品名・商品番号・数量・
金額をご記入ください。

2018-02-Ａ01

120-22971

先染め

\ 173/10㎝ ミニカット \216 2018-02-Ａ20
ミニカット 119-22993
30㎝〜 120-22972

A18の色違い
グレーのベースと縦糸の明
るいブルーの組み合わせが
きれいな布。
北欧風の透明感のある色合
いです。

先染め

\ 173/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-22994

明るい緑の色目がきれいな
先染めチェック布。
しっかりと仕立てたい作品の
裏布にはこのような先染め布
を使うのがおすすめです。

