第
2018-06-Ａ01
30㎝〜

120-23353

\ 87/10㎝
ミニカット

回 通信販売生地見本
216 2018-06-Ａ02

ミニカット \

119-23382

30㎝〜

120-23354

布全体に切手を並べたよう
な薄手ブロードのプリント布。
お花やヨーロッパの民族衣
装、
お城などそれぞれの小さ
なモチーフがかわいいです。

2018-06-Ａ05
30㎝〜

120-23357

大柄紹介あり

2018-06-Ａ09
30㎝〜

120-23361

大柄紹介あり

2018-06-Ａ13
30㎝〜

120-23365

\ 119/10㎝ ミニカット \216 2018-06-Ａ06
ミニカット 119-23386
30㎝〜 120-23358

ミニカット
一律 \

216

\ 119/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-23383

生成りとベージュのぼんやり
としたベースに素朴な雰囲気
の小花模様がプリントされて
います。色鉛筆で塗ったよう
なピンクとブルーのお花がか
わいいです。ベビーキルトや
小物におすすめです。

\ 119/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-23387

30㎝〜

先染め

120-23369

※ 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。

2018-06-Ａ03
30㎝〜

120-23355

2018-06-Ａ07
30㎝〜

120-23359

布全体に本物の葉っぱを並
べたようなプリント布です。
茶系のグラデーションが枝や
木のアップリケ布、ハウスの
壁や地面のピースなどに幅
広く使えます。

A05の色違い
緑のグラデーションがきれい
な布。葉っぱのアップリケに
最適です。
黄色がかった明るい緑色の
部分は差し色にもおすすめで
す。

\ 130/10㎝ ミニカット \216 2018-06-Ａ10
ミニカット 119-23390
30㎝〜 120-23362

\ 130/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-23391

2018-06-Ａ11

\ 173/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-23395

2018-06-Ａ15

綿80％麻20％のシーチング
布です。
シーチングならでは
の素朴な風合いのベースに
シンプルなお花のシルエット
がプリントされています。パッ
チワークだけでなくお洋服や
インテリア小物にもおすすめ
です。

大柄紹介あり

\ 173/10㎝ ミニカット \216 2018-06-Ａ14
ミニカット 119-23394
30㎝〜 120-23366

アンティークプリントのような
雰囲気のUSプリント布。
オレンジ色がかった赤のベー
スに生成りの繊細な点描で
お花が描かれています。

\ 173/10㎝ ミニカット \216 2018-06-Ａ18
ミニカット 119-23398
30㎝〜 120-23370

A15，
A16番の色違い
パターンやアップリケのベー
スにも使いやすい薄茶色の
布です。
温かみのある色合いなので
一足先に秋に向けての作品
作りにおすすめです。

先染め

30㎝〜

120-23363

A09の色違い
大柄紹介あり
少し褪せたようなチャコール
グレーのベースに生成りのお
花がプリントされています。
すっきりとした大人っぽい印
象の布です。1枚布のバッグ
やお洋服にもおすすめです。

茶、
グレー、紫が混ざったよう
な微妙な色合いがきれいな
先染めチェック布。
タペストリーのラティスやボー
ダー、バッグのマチなどにお
すすめです。

先染め

2018-06-Ａ17

※ 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

30㎝〜

120-23367

商品名・商品番号・数量・
金額をご記入ください。

染めと太さに変化をつけた糸
で織られた凝った作りの布で
す。
バッグのマチやタペストリー
のボーダーなどに使うと作品
に深みが出ます。

先染め

120-

120-23371

商品名

価格

\87/10㎝
ミニカット

商品番号

ミニカット\

216

119-

\ 119/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-23385

A02の色違い
大柄紹介あり
グレーベージュのぼかしの
ベースに青いお花の模様が
プリントされています。かわい
い中にも大人っぽさが感じら
れる布。小さな水玉もポイント
になっています。

フランス語でレシピがプリント
されています。
生成りのベースにこげ茶と赤
のシンプルな文字がモダンな
印象の布です。

\ 119/10㎝ ミニカット \216 2018-06-Ａ08
ミニカット 119-23388
30㎝〜 120-23360

\ 119/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-23389

ソーイング小物が素朴でか
わいいタッチのイラストで描
かれています。
パターンのベースや小物の
裏布使いにおすすめです。

大柄紹介あり

\ 141/10㎝ ミニカット \216 2018-06-Ａ12
ミニカット 119-23392
30㎝〜 120-23364

A07の色違い
イチゴミルクのようなピンク色
の布。優しい色合いの配色に
ぴったりの布です。
白や淡いブルーなどと組み合
わせるとよいでしょう。

\ 173/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-23393

ゆがんだ小さなチェッカー模
様が布全体にプリントされて
います。すっきりとした幾何学
プリントは作品作りのアクセ
ントになります。
ソフトチンツ
加工がされているので少しだ
け光沢があります。

アンティークプリントのような
雰囲気のUSプリント布。
ストライプ柄はスプール、
ログ
キャビン、ハウスなどのパター
ンに欠かせません。
深みのある茶の色目もきれい
です。

\ 173/10㎝ ミニカット \216 2018-06-Ａ16
ミニカット 119-23396
30㎝〜 120-23368

\ 173/10㎝ ミニカット\216
ミニカット 119-23397

第5回で紹介した布と似た雰
囲気ですが、今回の布はとて
もベーシックな色合いです。
パターンやアップリケのベー
スに最適な布です。

先染め

2018-06-Ａ19
30㎝〜

30㎝〜

\ 119/10㎝ ミニカット \216 2018-06-Ａ04
ミニカット 119-23384
30㎝〜 120-23356

先染め

\ 195/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-23399

2018-06-Ａ01

\ 195/10㎝ ミニカット \216 2018-06-Ａ20
ミニカット 119-23400
30㎝〜 120-23372

A18の色違い
グレー、茶、生成りを混ぜた
微妙な色合いがとてもきれい
です。1枚でも存在感のある
布なので簡単なアップリケを
して1枚布のバッグを作って
もすてきでしょう。

先染め

A15の色違い
落ち着いたピンク色がどんな
布とも合わせやすいです。
裏布はこの布のような先染
め布を使うと表面のキルティ
ングのふくらみがきれいに出
ます。

\ 195/10㎝ ミニカット \216
ミニカット 119-23401

A18，
A19の色違い
深みのあるグレーがきれいな
布。落ち着いた色合いの作品
作りにぴったりです。

