
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

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㎝

SAL E

1,188 円 950 円1,188 円

ＡＬＬ
20%
OFF

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

接着芯クモノス 1Mカット
22 - 14583 864円

●サイズ：95㎝×100㎝
生地と生地の間に挟んでアイロンを当てて、生地同士
を接着します。

接着芯各種が 20％OFF︕
691円用途に合わせてお選びください。

今回は四角のピースをつないでボーダーを
作りキルティングを入れて仕上げます。
詳しくは裏面をご覧ください。

158 - 23192 1,944円

チューリップの
ミニタペストリー 2

今回で完成です︕
新商品 Let’s Try

122 - 23193

センテナリーコレクション リネンテープ
各76円 ／ 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

新商品 オリジナル おすすめ

斉藤謠子のオリジナルプリント
やセンテナリーコレクションの
布に合わせやすい色合いのリネ
ンテープです。ストライプ模様
のように見える織りがポイント
です。
●サイズ（約）：幅 3㎝×厚
み 2㎜ ●素材：麻 30％、アク
リル 70％

1m以上お買い上げの方に
「バケツ型四枚はぎのバッグ」
の作り方を差し上げます。

 18 - 23038 617円

 120 - 23138 106円 ／10㎝

すてきにハンドメイド 
２０１8年5月号

洋裁におすすめ　エプロンにも︕

新商品

新商品

 18 - 23130 617円

すてきにハンドメイド 
２０１8年6月号

新商品

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」がスタートしました。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

 99 - 23131 2,808円

新商品 材料セット

3 回目は「マルチケース」です。
カード、名刺、ミニノート、小物など、こまごま
したものが入るハンディサイズのマルチケース。
●サイズ（約）：丈 19.4 ㎝　幅 24.4 ㎝（留め布
分を除き開いた状態）
●セット内容：布、ファスナー、マグネットボタン、
接着芯、両面接着シート

マルチケース（作り方なし）

 99 - 23135 3,240円

新商品 材料セット

応用 ミニバッグ
（作り方なし）

作り方・型紙はこちら

作り方・型紙はこちら

ふちどりがかんたんにできます。
生地をはさみ込むだけで縫えます。
※「エプロン」には 3巻使います。
●サイズ（約）：
巾 8㎜×2.75m巻　3個入り

お待たせいたしました。2回目は「エプロン」。
エプロンの材料「生地」と「バイアステープ」、
「おすすめ糸」を別々にご紹介しています。
●サイズ（約）：
M～ L：前の身幅 85㎝　前丈 84.5 ㎝

153 - 23191- 01

153 - 23191- 02

153 - 23191- 03
各648円

エプロンおすすめふちどり
バイアステープ　8㎜幅　3個セット

新商品

新商品

2018-04-A03

色をお選びください

色をお選びください

グレー
イエロー
ピンク

エプロンのパイピングを「ふちどりバイアステープ」で
始末するときにおすすめの糸です。* ギッターマン（100m） グレー（495）、
イエロー（852）、ピンク（890） 似た色に変更になる場合があります。

116 - 23040- 01

116 - 23040- 02

116 - 23040- 03
各259円

エプロンのバイアステープにおすすめ糸
色をお選びください

エプロン使用色

グレー
イエロー
ピンク

　　　　　エプロンの生地と
色違いを 2 色ご紹介します︕

ハウスのキルト（パートナーシップキルト）

詳しくは別紙をご覧ください

エプロン色違い

エプロン色違い

 120 - 23139 106円 ／10㎝

2018-04-A04

 120 - 23140 106円 ／10㎝

2018-04-A05

生地は 30㎝以上 10㎝単位での販売

生地
1.3ｍ
使用

色違いで作ってみませんか︖

贈る人は、男性です。贈る人は、男性です。

50 ㎝以上 10㎝単位での販売

持ち手はこちらを使用

詳しくは別紙生地見本をご覧ください

※「エプロン」には 1.3ｍ使います。

新
載連

丸く作ったデイジーの花を
アップリケした小さいポーチ
です。パイピング処理した後
で 20㎝のプラスチックファ
スナーをつけます。
●セット内容：ハギレ、ファスナー、
作り方、写真　●サイズ（約）：縦
11㎝×横 16㎝×マチ 6㎝

142- 23190

デイジーのポーチ ★☆☆☆

newキット 口が大きく開いて実用的

1,512円

 99 - 23189

オクタゴンのペンケース（作り方なし）

8分丈パンツ（作り方なし）

1,404円

 99 - 22818 3,240円

●セット内容：布、ファスナー、
接着芯、刺しゅう糸
●サイズ（約）：縦 11㎝×横 22㎝

 116 - 23187

777円

キルティングにおすすめです。
ギッターマン（100ｍ）col.261、
339、825* 似た色に変更になる場合が
あります。

おしゃれなペンケース、ポーチおしゃれなペンケース、ポーチ

オクタゴンのぺンケース おすすめ糸3色セット

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13

ページ28★★☆☆

★☆☆☆

新商品 材料セット

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

8分丈パンツ　おすすめ糸
116 - 23186 259円

「８分丈パンツ」の仕立てにおすすめです。
* ギッターマン（100ｍ） col.702　似た色に変更になる場合があります。

おすすめ

歩きやすく、上にはチュニックやベストなど何を合わ
せてもなじみ、とても使いやすいです。

● 出来上がり寸法
M  ／ ヒップ 100㎝ パンツ丈 79㎝ 
L  ／ ヒップ 106㎝ パンツ丈 82㎝
● セット内容　表布（麻）、ゴムテープ

すっきり見えて
合わせやすい
すっきり見えて
合わせやすい

型紙に！

方眼製図紙
コピクィーン
153 - 17167

378円

おすすめ 型紙に！

シルクピン　
クロバー
6 - 532 594円

おすすめ

ボビンキャッチャー
（6ケ入り）
108- 23035 324円

おすすめ

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（穴径約 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

6月23日(土)
まで

おすすめ

2018

4
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

おすすめ

おすすめ

おすすめ

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/000000006045/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005972/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006024/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005651/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005624/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005971/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002508/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002444/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005847/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006026/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005870/ct33/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006001/ct238/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006002/ct238/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006003/ct238/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005866/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006025/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005955/ct33/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005956/
http://shop.quilt.co.jp/shopbrand/ct237/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006023/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000003401/ct137/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002306/ct137/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002748/ct137/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002749/ct137/page1/order/

