第
2018-04-Ａ01
30㎝〜

120-23136

大柄紹介あり

2018-04-Ａ05
30㎝〜

120-23140

2018-04-Ａ09
30㎝〜

120-23144

2018-04-Ａ13
30㎝〜

120-23148

\ 87/10㎝
ミニカット

回 通信販売生地見本
216 2018-04-Ａ02

ミニカット \

119-23160

30㎝〜

120-23137

\ 87/10㎝
ミニカット

ミニカット
一律 \

※

216

大柄紹介あり

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。
※ 表示価格は10cm、消費税込のお値段です。

216 2018-04-Ａ03

ミニカット \

119-23161

30㎝〜

120-23138

きれいなグリーンのベースに
おしゃれなキッチンアイテム
がプリントされています。
1枚布のバッグやキッチン小
物におすすめです。

白のベースに黒のシャープな
線でハウスの柄が布全体に
プリントされています。大人っ
ぽいかわいさのある布。小物
づくりにおすすめ。
白い布は配色の差し色にも
使えます。

\ 106/10㎝ ミニカット \216 2018-04-Ａ06
ミニカット 119-23164
30㎝〜 120-23141

2018-04-Ａ07

A03、A04の色違い
きれいなローズピンクの濃淡
でストライプがプリントされて
います。
柄の出方が柔らかい裏面も
使えます。

\ 106/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-23165

オフホワイトのベースに小さ
な白い星の模様がプリントさ
れています。
無地布感覚で使える、
どんな
柄とも合わせやすい布です。

\ 106/10㎝ ミニカット \216 2018-04-Ａ10
ミニカット 119-23168
30㎝〜 120-23145

\ 108/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-23169

2018-04-Ａ11

\ 119/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-23173

2018-04-Ａ15

A07、A08の色違い
バッグのマチやタペストリー
のラティスなどにおすすめで
す。
ベース布としても使えます。

大柄紹介あり

\ 119/10㎝ ミニカット \216 2018-04-Ａ14
ミニカット 119-23172
30㎝〜 120-23149

アンティークプリントのような
雰囲気の小花プリント布。
ピースワークに使いやすいで
す。針目が目立ちにくいので
裏布にもおすすめです。

30㎝〜

30㎝〜

120-23142

120-23146

生成りのベースにグレーの線 大柄紹介あり
で英文字と草木がプリントさ
れています。
柄が目立たないので無地布
感覚で使えます。

A13の色違い
濃淡どちらの配色にも使える
布です。
ベースの少し緑がかったグ
レーの色目がきれいです。

30㎝〜

120-23150

先染め

2018-04-Ａ17
30㎝〜

先染め

120-23152

\ 152/10㎝ ミニカット \216 2018-04-Ａ18
ミニカット 119-23176
30㎝〜 120-23153

以前紹介した布の色違いを
セール価格で紹介します。
明るすぎない黄色の色目は
先染め布には珍しいです。
バッグの裏に使うと開けたと
きに楽しくなりそうです。

大柄紹介あり

先染め

\ 173/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-23177

透明感のあるブルーの色目
がきれいな先染め布。
ベース布におすすめです。

2018-04-Ａ19
30㎝〜

先染め

120-23154

商品名・商品番号・数量・
金額をご記入ください。

2018-04-Ａ01
30㎝〜

120-

\ 106/10㎝ ミニカット \216 2018-04-Ａ04
ミニカット 119-23162
30㎝〜 120-23139

白のベースにマーカーで引い
たようなグレーのストライプが
プリントされています。涼しげ
な印象のきれいな布です。
「すてきにハンドメイド5月号」
のエプロンに使用していま
す。用尺1.3m

商品名

価格

\106/10㎝ ミニカット\216
ミニカット

商品番号

119-

\ 106/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-23163
A03の色違い
レモン色とブルーの組み合わ
せがきれいな布。
これからの季節にぴったりの
色合いです。

\ 106/10㎝ ミニカット \216 2018-04-Ａ08
ミニカット 119-23166
30㎝〜 120-23143

\ 106/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-23167

とても細かい千鳥格子のプリ
ント布です。
褪せたようなピンクの色目が
アンティークの布のような雰
囲気です。

A07の色違い
上品なブルーの色目がカント
リー調、北欧風どちらの色合
わせにも使いやすいです。
持っていると重宝するベー
シックな布です。

\ 108/10㎝ ミニカット \216 2018-04-Ａ12
ミニカット 119-23170
30㎝〜 120-23147

\ 108/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-23171

素朴なシーチング布にハー
ブの柄がプリントされていま
す。
グリーン系でまとまった色目
がきれいです。

大柄紹介あり

\ 119/10㎝ ミニカット \216 2018-04-Ａ16
ミニカット 119-23174
30㎝〜 120-23151

深みのある青のベースにき
れいなブルーの水玉が並ん
でいるように見える先染め
布。
バッグのマチやパイピング、
布合わせのアクセントなど幅
広く使えます。

大柄紹介あり

\ 173/10㎝ ミニカット \216 2018-04-Ａ20
ミニカット 119-23178
30㎝〜 120-23155

A18の色違い
グレーがかった薄茶の色目が
きれいな布。
織り模様の小さな四角がポ
イントになっています。

先染め

A11の色違い
タペストリーのボーダーや
バッグの口布などに使うとき
れいでしょう。柄を気にせず
小さなピースで使っても布合
わせに動きが生まれて面白い
です

\ 130/10㎝ ミニカット\216
ミニカット 119-23175

綿85％麻15％の綿麻シーチ
ングです。上品な紺色にベー
ジュでタンポポの綿毛がプリ
ントされています。お洋服にも
おすすめです。
刺しゅうをちょっと加えると
ぐっとすてきになります。

\ 173/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-23179

ベーシックな細かいチェック
に小さなドットが織り込まれて
います。
どんな布とも合わせやすいピ
ンクベージュです。

