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 便利な仮止め用具が20％OFF︕
「仮止めクリップ」は別紙のチラシもあわせてご覧ください

使い分けに便利な 5色のクリップが
各10個づつ合計50個入。ケース入。

赤・ピンクの 2色が各 5個入。 赤・ピンクの 2色が各 5個入。
475円

仮止めクリップ
＜ミニ・10個入＞

2,073円

594円

2,592円

仮止めクリップ
＜ミニ・50個入＞
 6 - 22067

 6 - 22066

赤が 30個入。

1,620円 1,296円

仮止めクリップ30個入

 6 - 14349

1 ㎝0.3 ㎝

仮止めクリップ
 6 - 12882

501円

486円

のりの色：青
 本体＋替えのり　各 1個

ソーライン
スティックのり
 4 - 20752

388円

270円

のりの色：青 / 替えのり 2個入

ソーラインスティック
のり　詰め替えのり
 4 - 20753

216円

赤・ピンクの2色が各4個入。

669円 535円

仮止めクリップ＜ロング＞

 6 - 15654

ミニ

アップリケの仮止めに
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新しいレッツトライは
「チューリップのミニタペストリー」
ちょっとしたコーナーに飾るのにぴったりの
大きさです。
詳しくは裏面をご覧ください。

158 - 23096 1,944円

チューリップの
ミニタペストリー 1

図案がプリントされた布を使って
新商品 Let’s Try

フリースタイルファスナーを使った簡単ポーチ。
大きさが違っても作り方は同じです。
1セットで 3つのポーチが作れます。

141- 23097- 01

141- 23097- 02

141- 23097- 03
各1,944円

ビニールポーチ（3ヶセット）★☆☆☆newキット

青

赤
黒

色をお選びください

●サイズ（約）：大 /縦 12.5 ㎝×横 22.5 ㎝、中 /縦 13㎝×横 19.5 ㎝、小 /縦 8㎝×横 10㎝

中身が見えてとっても便利

すてきにハンドメイド連載「斉藤謠子のあなたに
ちょっと贈り物」。毎回贈る人が変わります。

 18 - 23038 617円

すてきにハンドメイド 
２０１8年5月号

洋裁におすすめの
ものを集めました

新商品

贈る人は「母」、贈るものは「エプロン」です。
都合により、エプロンのご注文は第 4回通信販売
（6月上旬予定）からお受けいたします。
申し訳ございませんが暫くお待ちくださいませ。

斉藤謠子のあなたにちょっと贈り物斉藤謠子のあなたにちょっと贈り物

 99 - 22897

バードガーデンの
ショルダーバッグ（作り方なし）

4,104円

●セット内容：布、刺しゅう糸、Dカン、
ナスカン、レザーコード、マグネットボタン
●サイズ（約）：縦 19㎝×横 26㎝×
マチ 6㎝

●セット内容：布、刺しゅう糸、
通帳ケース、マジックテープ
●サイズ（約）：縦 16㎝×横 11.5 ㎝

 116 - 23094

518円

キルティングにおすすめです。
ギッターマン（100ｍ）col.339,495
* 似た色に変更になる場合があります。

●セット内容：布、ビニール、フリースタイルファスナー 
コンビネーションタイプ チェーン 1.2m巻、スライダー
リングタイプ (3ケ入り）、合皮テープ（ポーチ 2つ分）
作り方、写真　

※小さなポーチのパイピング
布は含まれません。
※表布と中布の柄の出方は見
本作品と異なる場合がありま
す。

青

赤
黒

後ろ面

伸びやかな
ステッチと
アップリケで
描きました

伸びやかな
ステッチと
アップリケで
描きました

 99 - 22898

四季のカードケース ひまわり（作り方なし）
1,620円

 153 - 22264 583円

バードガーデンのショルダーバッグ 
おすすめ糸2色セット

「四季のカードケース ひまわり」で
使用しています。
かさばりがちな通帳とカードを収納
することが出来るケースです。

●収納：通帳ポケット×3枚 
カードポケット×5枚 
●素材：塩化ビニール
●サイズ（約）：縦 15.5 ㎝×横 10㎝

通帳ケース

めぐる季節とともに、
掛けかえて使いたい
草花の通帳カードケース
夏はひまわり

めぐる季節とともに、
掛けかえて使いたい
草花の通帳カードケース
夏はひまわり

定番商品

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弾です
斉藤謠子＆キルトパーティ
の本、第２弾です

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5

ページ20★★☆☆新商品 材料セット

作り方・型紙はこちらページ36★★☆☆新商品 材料セット

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

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

黒の半袖チュニック　おすすめ糸
116 - 23093 259円

「黒の半袖チュニック」の仕立てにおすすめです。
* ギッターマン（100ｍ） col.000　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㎝̃

麻が好きで、オールシーズン着ています。
飾らないけれどほどよくきちんとしていて、身体にな
じみ着心地がいい。この作品のように薄手の布なら透
け感も楽しめます。足さばきがよいように、両脇には
深めのスリットを入れています。

● 出来上がり寸法
M ／ バスト 112㎝ 着丈 85㎝ そで丈 26㎝ 
L ／ バスト 118㎝ 着丈 88㎝ そで丈 27㎝
● 用尺
110㎝幅×240㎝

「黒の半袖チュニック」
で使用しました
「黒の半袖チュニック」
で使用しました

「黒の半袖チュニック」におすすめ！「黒の半袖チュニック」におすすめ！

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。

30㎝以上 10㎝単位での販売です ／ 色をお選びください

黒の半袖チュニック使用色

各182円/10㎝

おすすめオリジナル

型紙に！ 見返しに！

方眼製図紙
コピクィーン
153 - 17167

ちりめん・和布・
古布用 接着芯地

124 - 20576

378円
各928円

- 01

- 02

白
黒

青
赤
黒

おすすめ おすすめ型紙に！

まち針として！

シルクピン　
クロバー

6 - 532

594円

おすすめ まち針として！

見返しに！

便利です！

ボビンキャッチャー
（6ケ入り）
108- 23035 324円

新商品
おすすめ

便利です！

新価格

ミシンをかける時にま
ち針として使います。
●サイズ：0.5 ㎜×
32㎜　20g 入り    

ミシン糸とボビンをセットで保管できる便利なジョイント。
糸のほつれも防げます！一般的なミシン糸（穴径約 7㎜）、
ボビン（穴系約 6㎜）にOK!
●サイズ（約）：長さ 22㎜

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/

たくさんの情報をお届けします

5月20日(日)
まで

おすすめ

おすすめ

別 売 り

2018

3
８,000円以上で送料 ・代引き手数料無料（後払い手数料は無料対象外）
 ● 送料（全国一律）　宅急便：648円 / メール便：324円
 ● お支払手数料　代引き：324円 / 後払い：324円

ご注文前に
ご覧ください

https://www.instagram.com/yokosaito_quiltparty/
http://shop.quilt.co.jp/html/info.html
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005592/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005717/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005900/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005718/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005167/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005899/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005276/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005623/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005651/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002508/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000003338/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000003338/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005847/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005870/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005942/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005943/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004898/ct137/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004899/ct137/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002192/ct137/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002183/ct137/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002182/ct137/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000003584/ct137/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000003585/ct137/page1/order/



