
初めてセール価格でご紹介

11,923 円

LEDトレース台（ライトテーブル）Ａ3
128 - 21644 14,904 円

アップリケや刺しゅうの図案を生地に写すのに便利。

外寸法 幅 471奥行 348 高さ 7㎜
投影寸法 幅 422 奥行 299
※日本製 ・ご利用は日本国内のみ

明るさ 1950～ 4700ルクス
調光 7段階
電源 100 ～ 240V ＤＣ12Ｖ1Ａ

SAL E 定番商品 20%
OFF

中心のバスケットはちょっと豪華に、
まわりのバスケットは素朴に作って
タペストリーに仕上げます。
詳しくは裏面をご覧ください。

158 - 23246 1,404円

フリーバスケットの
タペストリー 1

新シリーズが始まります
新商品 Let’s Try

157 - 23026 - 01

157 - 23026 - 02

157 - 23026 - 03

157 - 23026 - 04

157 - 23026 - 05

157 - 23026 - 06

157 - 23026 - 07

157 - 23027 - 01

157 - 23027 - 02

157 - 23027 - 03

157 - 23027 - 04

157 - 23027 - 05

157 - 23027 - 06

157 - 23027 - 07

杉綾織ソフトテープ 杉綾織ソフトテープ
（3㎝幅） （3.8㎝幅）
各27円 ／ 10㎝ 各30円 ／ 10㎝

新商品 おすすめ

マチ付きグラニーバッグ用などに
最適です。
二つ折りがとてもしやすく、 ふち
どりのカーブ部分などが綺麗に加
工できます。針通りが良く、とて
も縫いやすいです。
バッグの形や大きさで、お好きな
幅をお選び下さい。
●素材：アクリル

「杉綾織ソフトテープ」
は、「リュック」に
も使用しています。

こげ茶

黒

カーキ

濃グレー

ブルーグレー

紺

アイボリー

こげ茶

黒

カーキ

濃グレー

ブルーグレー

紺

アイボリー

幅と色をお選びください

50㎝以上 10㎝単位での販売

作品例：
マチ付きグラニーバッグ
杉綾織ソフトテープ 3㎝幅 
ブルーグレーを使用

厚みがありながらもとてもソフトなテープ

濃
グ
レ
ー
使
用

パッチワーク・手芸の細かい作業のために考えら
れたアイロン。日本国内用です。
● 電源　( 交流）100V　（50-60Hz 共用）　
● 消費電力　80W　● 電源コード　1.5m

パッチワークアイロン
 6 - 20084 5,400円

おすすめ定番商品108 - 12094

アイロンクリーナー
864円

スタッフおすすめ！ アイロンにこびりついた洗濯糊、接着樹
脂、繊維の焦げ付きを落とし、 スムーズな掛け心地を取り戻
します。 接着芯などの汚れが落ちます！ ※茶色に焦げ付いた洗
濯糊までは落ちません。●成分：石鹸と尿素　●容量：30ｇ

6 - 23248

クロバー アイロン接着シート
594円

6 - 23042

クロバー パッチワークアイロン用 
ケース＆マット（プレゼント付）

3,024円

アイロンの熱で接着する両面接着シートです。ドライクリーニン
グも可能で、思い通りの形の手作りワッペン・アップリケが作れ
ます。他にも衣類の補修、裾上げにもお使い頂け、フィルム状な
ので強力に接着することが出来ます。
＜次の繊維への使用はお避け下さい＞・高熱に弱い繊維・防水加
工した繊維・伸び縮みの大きい繊維・毛羽立ちの多い繊維

クロバーパッチワークアイロン専用のケース＆マット
です。ファスナーの開閉で2通りの使い方ができます。
ミニスプレーボトル (20mL) 付き
●サイズ（約）：ケース時 :21.5×12.5×11.5 ㎝ ( 持ち手含まず )、
アイロンマット時 :39.5×39.5×厚さ 0.7 ㎝、マット使用可能
範囲 :16×36㎝

アップリケの図案プレゼント

アップリケには
こちらを

使用しました

※図案は一例です

収納に アイロンがけに

138 - 22920 - 01

138 - 22920 - 02

ハワイアンポーチ
★☆☆☆newキット 初心者向けポーチです

各1,080円 ●セット内容：布・ファスナー・
テープ・作り方・写真
●サイズ（約）：縦 13.5 ㎝×
横 18㎝×マチ 4㎝

イルカ（オレンジ）
ホヌ（グリーン）

イルカ（オレンジ）
ホヌ（グリーン）

ハワイアンキルトのポーチです。ヤシの木にイルカやホヌのモチーフを
アップリケしたポーチを色違いで２種類作りました。
初心者向けですので簡単に仕上げることができます。

 116 - 23247 -01

 116 - 23247 -02
各259円

キルティングにおすすめです。ギッターマン（100ｍ） 　
col.982（イルカ）、col.283（ホヌ）似た色に変更になる場合があります。

ハワイアンポーチベースにおすすめ糸

146 - 22921

スクエアフラワーの
ショルダーバッグ

★★☆☆newキット 大きめのショルダーバッグです

4,968円

三角と四角、長方形をつなげて作る
「up the stairs」のパターンをつな
いで作ったショルダーバッグ。
4枚の同じパターンをつなぐと、
中心にお花の模様が見えてきます。
●セット内容：布・接着芯・リネンテープ・
小判カン・調節カン・マグネット・作り方・
写真　●サイズ（約）：縦 28㎝×横 31㎝
×マチ 6～ 10㎝

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。

 18 - 23243 617円

すてきに
ハンドメイド 
２０１8年7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 - 23242 4,536円

新商品 材料セット

今回は 4回目の「リュック」のご紹介です。
散策や日帰り旅行など、カジュアルなシー
ンで使いたい木綿地のリュック。
両開きのファスナーが便利です。
●サイズ（約）：幅 25.5 ㎝ 丈 33.5 ㎝、底ま
ち幅 11㎝　●セット内容：布、厚手テープ、
テープ、調節金具、両開きファスナー 

リュック（作り方なし）
作り方・型紙はこちら 贈る人は、男性です。贈る人は、友人です。

新
載連

※「リュック」のアルファベットプリント布
（麻 55%　綿 45%）は天然素材のため、織りムラや
ほつれなどがみられますが、不良品ではありません。

 136 - 23244

四季のトートバッグ 
夏のパターン（作り方なし）

3,780円

●セット内容：布、テープ、刺しゅう糸
●サイズ（約）：縦 28㎝×横 32㎝×マチ 8㎝

 116 - 23245

1,296円

キルティングにおすすめです。
ギッターマン（100ｍ） 
col.8,93,118,788,854 似た色に変更に
なる場合があります。

軽やかな色合いのバッグ軽やかな色合いのバッグ

四季のトートバッグ 夏のパターン 
おすすめ糸5色セット

 6 - 21866

コロコロオープナー
972円 842円 6 - 14044

斉藤謠子愛用品。ぬいしろ
開き､ぬいしろ倒し、折り
目つけが手早くできます。

パッチワーク待針（細）

極細タイプ。ピースワークの印合わせ
が正確にできます。　●太さ 0.4 ㎜　
長さ 36㎜　●100本入り

おすすめ定番商品おすすめ定番商品

「四季のトートバッグ 夏のパターン」と
「スクエアフラワーのショルダーバッグ」 
　どちらにもおすすめ︕

ピースワークの楽しさが存分に味わ
えるバッグです。たくさんのハギレ
がセットされていますので無駄なく
すぐに作り始めることができます。

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

173 - 22758 1,728円

新刊本 スタッフの作品を多数紹介

作り方・型紙はこちらページ23★★☆☆新商品

新商品

新商品

新商品

材料セット

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

斉藤謠子の
私のずっと好きなもの
洋服・布バッグ・小物

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

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

7月26日(木)
まで

おすすめ

おすすめ

2018

5
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/000000005741/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005592/ct56/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006121/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006077/ct240/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004639/ct240/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002180/ct240/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006133/ct240/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005740/ct240/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006078/ct240/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002274/ct240/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006069/ct240/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006069/ct240/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006069/ct240/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005848/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005849/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005651/ct54/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005862/ct240/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002890/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006122/ct240/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004487/ct240/page2/recommend/

