
お
知
ら
せ

夏季休業のお知らせ
2018年8月13日（月）～8月18日（土）
※日曜・祝日は定休日

斉藤謠子 パッチワーク作品展

会期 /  2018年8月29日(水)～9月3日（月）
時間 / 午前10時～午後8時
 （金・土は午後9時まで、最終日は午後6時閉場）
場所 / 阪急うめだ本店 9階 阪急うめだギャラリー
 (〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8番7号)
問い合わせ / 阪急うめだ本店    TEL：06-6361-1381

斉藤謠子来場予定  8月29日～9月3日午前
（諸事情により変更となる場合もございます）

会期が例年と異なります︕ 東京キルト＆ステッチショー2018

会期 /  2018年10月4日(木)～10月6日(土) 
時間 / 午前10:30～午後5:00
　（最終入場は閉場の30分前まで／最終日は午後4:30閉場）
場所 / 池袋サンシャイン コンベンションセンター C・Dホール
 （〒171-0014 東京都豊島区東池袋3丁目1）
問い合わせ / サンシャインシティ総合案内 TEL：03-3989-3331

数量限定セール　お申し込みはお早めに︕

特価 玉付ファスナー5本セット
24 - 23352

ポーチなどの小物づくりに欠かせ
ないファスナー。セール品のため、
色・サイズの指定はできません。
2個以上お買い上げの方は、同じ
セットになる場合もございますの
で、予めご了承ください。

SAL E 定番商品 限定
200
セット

写真は
一例です

500円

●セット内容：ファスナー 5本
●サイズ：12、16、20、30㎝の組み合わせ

今回は前回と同様に 18枚のバスケットを作ってから、
全部のバスケットをつなぎ合わせます。

詳しくは裏面を
ご覧ください。

158 - 23348 1,620円

フリーバスケットの
タペストリー 2

スタッフにも大人気のバスケット
新商品 Let’s Try

新 商 品

 26 - 23350

パンダのファスナー飾りの手作りキット
1,080円

ユニークな顔がかわいいです

ビーズをつなぎ、かわいいパンダのファスナー飾りを作り
ます｡ プレゼントにもおすすめ。　●セット内容：顏のビー
ズ1個・胴用長ビーズ1個･手足用丸ビーズ12個･ワックスコー
ド 1本 (50cm)･パンダのファスナー飾りの作り方　※ビーズ
は写真と異なる場合があります｡　●サイズ（約）：全長 4㎝

174 - 23351

クレープポーチ ★★☆☆
newキット クレープ型のおしゃれなポーチ

1,728円

ピースワークとアップリケで
作るクレープのような形をし
た平たいポーチ。開け口が大
きいので使いやすいです。

●セット内容：布・ファスナー・
作り方・写真
●サイズ（約）：縦 15㎝×横 18㎝

後ろ面

142 - 23349

パイナップルのリネントート

★☆☆☆

newキット 人気のパイナップル︕

2,484円

リネンの土台布にピースワークされたパイナップ
ルの形のポケットがついています。リネン混の持
ち手テープは 45㎝と長めにしてあるので肩から
かけられます。後ろ面は一枚布です。

パイナップルのポケットに使用しました。
印付けが早く、キレイに、正確にできます。

●セット内容：布・ファスナー・持ち手テープ・ビーズ・
コード・作り方・写真　
●サイズ（約）：縦 28.5 ㎝×横 27㎝×まち 8㎝
※表布（麻 100％）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。

おすすめ定番商品

1,836円 108 - 21608

パターンスタンプ
直角二等辺三角形３０㎜

864円 108 - 17091 - 01

布用インクパッドS ブラウン

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 - 23340 617円

すてきに
ハンドメイド 
２０１8年8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 - 23341 1,836円

新商品 材料セット

今回は 5回目の「スタイと巾着」のご紹介です。
刺しゅう入りのスタイと、口を引き絞るとまん丸の形
になる巾着を作りました。よそ行きにも使えるように
ちょっと大人っぽいデザイン。
●サイズ（約）：スタイ：丈 22㎝（首下～すそ）幅 23㎝
（最長）首回り 28～ 30㎝、　巾着：丈 13.5 ㎝（口布～底）
口幅 8.5 ㎝　●セット内容：ダブルガーゼ、布、刺しゅう
糸、イージースナップボタン（ホワイト）、極薄接着芯、ワッ
クスコード、化繊綿

スタイと巾着（作り方なし）
作り方・型紙はこちら

「スタイ」にはホワイトを使用

贈る人は、赤ちゃんです。贈る人は、赤ちゃんです。

新
載連

各648円 153 - 22792 - 01

 153 - 22792 - 02

 153 - 22792 - 03

 153 - 22792 - 04

イージースナップボタン13㎜ 12組入り

工具いらずで簡単に取り付けできるスナップボタンです。
ベビー服やスタイ、タオルなどのスナップ付けに便利です。

巾着以外にも、ファスナーチャームやビーズを付け
るのにおすすめ。お洒落な仕上がりになります。
●サイズ（約）：直径 1㎜ / カラー：ベージュ・赤・
モスグリーン・紺・こげ茶・グレー・黒

おすすめ

「巾着」にはこげ茶を1ｍ使用

378円 30 - 5631

極細コードセット（1m×7色）
おすすめ

 138 - 23344

トライアングルピースの
バッグ（持ち手・作り方なし）

3,240円

 153 - 23345

高級厚手ヌメ革持ち手 黒
5,670円

フラット持ち手（MAW32）各2,376円

●セット内容：ハギレ、後ろ面布、
底マチ布、裏布、脇用パイピング布
●サイズ（約）：縦 25㎝×横 39㎝×
マチ 5㎝

 116 - 23347

259円

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

つめたさとあたたかさを感じる配色つめたさとあたたかさを感じる配色

トライアングルピースのバッグ おすすめ糸

 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
「トライアングルピースのバッグ」におすすめ︕

三角形のピースをつないでいくと、
針葉樹の森のような景色が浮かび上
がりました。白のピースをはさむこ
とで、クリアーな印象に見えます。
後ろ面は一枚布です。

「トライアングルピースのバッグ」におすすめの
持ち手です。手に触れる部分の幅が広く、持ち
易さ・フィット感があります。　
●素材：ポリウレタン　
●長さ（約）：57～ 63㎝×2本手

別 売 り

 153 - 23346 - 01 黒

パステルブルー
パステルピンク
パステルイエロー
ホワイト

 153 - 23346 - 02 チョコ

 153 - 23346 - 03 茶

 153 - 23346 - 04 グレー

※持ち手は含まれません。
※生地は見本と異なります。

持ち手は
別売り

「トライアングルピースのバッグ」で使用した持ち手
です。自然な風合いが楽しめ、使い込むほど柔らかく
なり手になじみます。 
●素材：本革　●長さ（約）：57～ 63㎝×2本手

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

お手頃価格でおすすめです︕

天然皮革の上質な持ち手

ページ40★★☆☆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

8月28日(火)
まで

おすすめ

おすすめ

おすすめ

2018

6
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/ct56/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006221/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006170/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004639/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002180/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006223/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006223/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006231/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006222/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006222/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004423/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001766/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006225/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006162/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006163/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006163/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005605/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005605/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002695/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002695/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005651/ct54/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006227/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006224/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006226/
http://quilt.co.jp/

