
SAL E
マンスリーキルト仕上げに
おすすめ 用品が20％OFF！

マンスリーキルトにぴったりのサイズです。

ＡＬＬ
20%
OFF

2,052円 1,641円

4,212円 3,369円

キルティングをする時はフープに張ると、シワのない
きれいな作品になります。キルトパーティロゴ入り。

キルト芯(120㎝巾) 2mカット
 10 - 1052

フープ（直径45㎝）
 14 - 1131

今回のレッツトライは
「キウイのキャラメル型ポーチ」
グレーと茶色の組み合わせが
おしゃれな太めのファスナーが
ポイントです。

詳しくは裏面をご覧ください。

158 - 23003 1,944円

キウイのキャラメル型ポーチ

オリジナルファスナーを使って
新商品 Let’s Try

斉藤謠子のオリジナル
プリント、センテナリー
コレクションの布に合
わせやすい、大人っぽ
くおしゃれな色合いの 
ファスナーです。

各サイズ 全6色

センテナリーコレクションファスナー

女の子とワンコのお散歩をアップリケした楕円形
ポーチ。マチには接着芯を貼ってしっかりと仕立
てています。

122 - 22892

各378円

色をお選びください

色をお選びください

141- 23004 2,052円

お散歩ポーチ
★★★☆

20㎝

122 - 22893

各432円

30㎝

グレー

レッド

グリーン

ブルー

ネイビー

ブラウン

- 01

- 02

- 03

- 04

- 05

- 06

手芸用かんし  6 - 1288 1,782円

小さなパーツも簡単に裏返すことができます。
レジ袋入れを作る時にあると便利です。
●サイズ（約）：16.5 ㎝　●材質：ステンレス

おすすめ定番商品

すてきにハンドメイド4月号より新企画「斉藤謠子のあなたに
ちょっと贈り物」がスタートします。毎回贈る人が変わります。

斉藤謠子のあなたにちょっと贈り物

 18 - 23010 617円

すてきにハンドメイド 
２０１8年4月号

作り方・型紙はこちら
新商品

 99 - 23009 1,620円

新商品 材料セット

1 回目は「紙風船と鳥のレジ袋入れ」です。
バッグやチャームにちょうどいい大きさの、
優しい色みの紙風船と鳥。
底の丸い入れ口から、レジ袋を出し入れできます。忙しい毎
日を送る友人にあげたら、何かと使えて喜ばれそうです。
●サイズ（約）：[紙風船 ] 高さ 5.5 ㎝、直径 6㎝、
[ 鳥 ] 高さ ( 底～とさか）10㎝、幅（くちばし～尾のつけ根）
約 9㎝ ●セット内容：布、ハギレ、ワックスコード（細）

贈る人は、同年代の友人です。贈る人は、同年代の友人です。

 30 - 23012 588円

ワックスコード（細）
カラフル７色セット

新商品 おすすめ

おすすめ

紙風船と鳥のレジ袋入れで使用しているものの色違いです。
明るめでかわいい７色をセットにしました。
コードの中に入っているテグスは抜いて使います。 ●セット内容：1.2ｍ×７色

 23 - 23011 884円

紙風船と鳥のレジ袋入れおすすめ糸2色セット

手縫い糸（200ｍ）col.701,786* 似た色に変更になる場合があります。
巻きかがりにおすすめです。

新連載が
始まります！

紙風船（A・B）と鳥のレジ袋入れ
セット（作り方なし）

「アルファベットで描く生
きもの」今回は最終回です。
これまで作ったパターンを
はぎ合わせ、タペストリー
を仕上げます。

●完成サイズ（約）：
幅 105.4 ㎝×縦 120.4 ㎝

斉藤謠子のマンスリーキルト

 18 - 22913 617円

すてきにハンドメイド 
２０１8年3月号

作り方・型紙はこちら

 99 - 22914

マンスリーキルト・2018年3月号
3辺のボーダー（A・B・C)（作り方なし)

3,996円

バックナンバー・仕上げにおすすめ
用具は別紙をご覧ください。

新商品

新商品 材料セット

 99 - 22917 300円

マンスリーキルト・2018年3月号 
ボーダーA・B実物大型紙

新商品 おすすめ
書籍付録の 50%縮小型紙のボーダーA・Bの木の
部分を実物大にしてセットしました。
※鳥の部分は含まれません。
●セット内容：A3用紙 3枚

 116 - 22918 2,592円

マンスリーキルト・アルファベット
で描く生きもの タペストリー
おすすめ糸10色セット

新商品 おすすめ

 99 - 23002 2,366円

マンスリーキルト・2018年
おすすめ裏布

新商品 おすすめ

アルファベット a,b の実物大型紙は 3月
号に掲載されています。

完成作品にはデザイン上入れていませんが、入れたい場合
はボーダーD（2月号）のありの近くに aを、ビーバーの
近くにdをアップリケしてもよいでしょう。

裏布は「センテナリー 23 31248 30 ㎝ ̃」
02を 1.3m使用しています。
在庫が無くなり次第、違う布に変更となりま
す。予めご了承ください。
●セット内容：布 110㎝幅×1.3m

キルティング、仕立てに
使えます。
ギッターマン（100ｍ）
col.000,93,118,216,241,261,432,495,821,
868 似た色に変更になる場合があります。

枠線内

裏布は含まれません。
●セット内容：布、 刺しゅう糸
●サイズ（約）：ボーダーA 70 ㎝×17㎝ 
ボーダー B・C 各 17㎝×84㎝

 99 - 22823

洋梨B（コットン）（作り方なし）
3,132円

 99 - 22999

サークルパターンの
タックバッグ（作り方なし）

4,644円

中央のタックによって、両端が持ち
上がった形がおしゃれ。
円模様はオリジナルパターンです。
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
●サイズ（約）：縦 23㎝×横 35.6
㎝×マチ 7㎝

 116 - 23001 518円

洋梨B おすすめ糸2色セット

仕立てにおすすめです。
ギッターマン（100ｍ）col.561,643　
* 似た色に変更になる場合があります。

 116 - 23000 777円

サークルパターンのタックバッグおすすめ糸3色セット

ギッターマン（100ｍ）col.118,261,722* 似た色に変更になる場合があります。

●セット内容：布、麻テープ、
ワックスコード、マグネット　
●サイズ（約）：幅 28㎝、
丈 38㎝ ( 持ち手を除く）

キルティングにおすすめです。

反対面

白い森の模様のコットンの布で作っています。
わきにパイピングコードをはさんで張りを出し、
型くずれを防いでいます。
底の両側にタックを取って
少しだけふくらみを出しました。
作り方・型紙は本をご覧ください。

美しいシルエットのバッグ

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52

★★☆☆新商品 材料セット

美しいシルエットのバッグ

ページ14★★★☆新商品 材料セット
斉藤謠子デザイン斉藤謠子デザイン

キルトパーティ
オリジナルの
ファスナー

キルトパーティ
オリジナルの
ファスナー

newキット

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

●セット内容：布、刺しゅ
う糸、接着芯、ファスナー
●サイズ（約）：縦 10㎝
×横 18㎝×マチ 4㎝

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

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

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/

春風にのってほのかな花の香りが漂うころとなりましたが、お
元気でいらっしゃいますか。マンスリーキルトがついに完成！
おすすめ用品もご紹介しています。定番カタログ掲載の商品に
価格変更がございます。詳しくは別紙をご覧ください。

たくさんの情報をお届けします

4月17日(火)
まで

新商品 オリジナル

おすすめ

おすすめ

おすすめ 別 売 り

2018

2

限定

50
セット

https://www.instagram.com/yokosaito_quiltparty/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005592/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005840/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005651/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005629/ct228/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005784/ct228/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005783/ct228/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005829/ct228/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005831/ct228/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005665/ct228/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopbrand/ct205/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005737/ct228/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005734/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005841/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005738/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005736/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005781/ct228/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005837/ct228/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005836/ct228/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005782/ct228/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002493/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002756/ct228/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002535/ct228/page2/recommend/

