
ソーライン シャープペンシル替芯セット

ソーライン スティック消しゴム

布書き用シャープペンシルと替え芯のセットです。

「ソーライン シャープペンシル」専用の消しゴムです。

SAL E
604 円各864 円各

ＡＬＬ
30%
OFF

ソーライン
シリーズ 
30％
OFF︕
用途に合わ
せてお選び
ください。

4-20748-01 白（濃色用）
4-20748-02 黒（淡色用）
4-20748-03 緑（淡・濃色用）
4-20748-04 黄（淡・濃色用）
4-20748-05 ピンク（淡・濃色用）

ソーライン DUOマーカーセット
滑らかに書けます。
マーカーと消しペンのセットです。

453 円各648 円各

4-20756-01 太
4-20756-02 細

264 円378 円4-20750

カリスマエンピツ
水で消えやすい鉛筆です。キルティングラインにおすすめです。

226 円各324 円各

4-427-01 黒
4-427-02 白
4-427-03 黄

ソーライン 水で消えるペン 細書き

消したい時に水で消せます。
264 円378 円4-20755

ソーライン 自然に消えるペン 細書き

時間がたつと自然に消えます（約 1～ 10日）、水で消すこともできます。
264 円378 円4-20754

ソーライン DUOマーカー専用消しペン

「ソーラインDUOマーカー」専用の消しペンです。
226 円324 円4-20757

いよいよタペストリーの中心のバスケットとお花の
アップリケを作ります。

詳しくは裏面を
ご覧ください。

158 - 23453 1,836円

フリーバスケットの
タペストリー 3

新商品 Let’s Try

配送料値上げに伴い、新しいサービスを企画しました。
商品を限定し、送料無料商品を設けます。今回は、「フリーバスケット
のタペストリー 3」です。こちらの商品のみのお買い上げで、メール
便（ネコポス便）配送に限り、送料無料とさせていただきます。
※詳しくは生地見本裏面の「配送料値上げのお詫びとお知らせ」をご覧ください。

送料無料サービスを始めました

送料無料

新商品

 6 - 21326

カッティング定規（滑り止め加工）
1,512円

ロータリーカッターなどを使い布や型紙をカットするのに便利︕

詳しくは同封の
チラシを

ご覧ください

20cm
 6 - 21327 1,836円30cm
 6 - 21328 2,916円60cm

定番商品定番商品

定番商品

136 - 22919

カップ形ポーチ
newキット

newキット

同じ形のポーチを二種類作りました。

1,728円 136 - 23448

しずく模様のカップ形ポーチ

★★☆☆

newキット

1,728円

女の子が 4人並んだかわいいポーチ。口部分が大
きく開くので、中身がよく見えて使いやすいです。

たくさんのハギレを使っ
たフォーパッチのパター
ンと素朴なハートのアッ
プリケがかわいいカント
リー風のタペストリー。
アンティークのドールキ
ルトのような雰囲気です。

●セット内容：布・フリースタイルファスナー・
スライダー・刺しゅう糸・作り方・写真
●サイズ（約）：縦 10cm×横 19cm×底まち 6cm

●セット内容：布・作り方・
写真
●サイズ（約）：縦 45cm×
横 45cm

146 - 23450

フォーパッチのカントリータペストリー
★★☆☆

3,780円

newキット

四軒のおうちをオリーブ
の葉っぱのリースで囲み
ました。
優しい配色なので、どこ
に飾ってもしっくりと馴
染みます。

●セット内容：布・作り方・
写真
●サイズ（約）：縦 47cm×
横 47cm

99 - 23451

リースのおうちのタペストリー
★★★☆

3,996円

限定

50
個

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 - 23439 617円

すてきに
ハンドメイド 
２０１8年9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。

 99 - 23440 2,268円

斉藤謠子のあなたにちょっと贈り物
新商品 材料セット

新商品 材料セット

●サイズ（約）：37.4 ㎝×37.4 ㎝　●セット内容：布、
ひもの布、両面接着シート、ボタン

今回は 6回目の「編み針ケース」のご紹介です。
使うのが楽しくなるような色柄の布で、棒針とかぎ針、
それぞれの編み針ケースを作りました。
針が太さ別に入り、広げても丸めてもかわいく見える
デザインにしています。持ち運びにも便利です。

棒針ケース（作り方なし）

 99 - 23441

1,728円

●サイズ（約）：縦 16.4 ㎝ 幅 29.9 ㎝　
●セット内容：布、ひもの布、両面接着シート、
パーツ、ボタン

かぎ針ケース（作り方なし）

作り方・型紙はこちら 贈る人は、友人です。贈る人は、友人です。

新
載連

 99 - 22819

ポンチョ（作り方なし）
6,480円

 6 - 21491

864円

編みやすく、糸割れしません。
長時間編み続けていても疲れません。
● 全長：33㎝
● 材質：針　竹製、頭　天然木

棒針「匠」2本針　7号

 6 - 5342

432円

ポンチョに使用しています。
また、太い刺しゅう糸で刺しゅうを
入れるのにおすすめのサイズです。
● サイズ（太さ・長さ）
No.15 1.35 ㎜・54.6 ㎜ / No.17 
1.24 ㎜・48.5 ㎜ / No.18 1.07 ㎜・
45.5 ㎜ / No.20 0.89 ㎜・40㎜

とじ針

「ポンチョ」に
   おすすめ︕

作り方・型紙はこちら
ページ40★☆☆☆新商品 材料セット

1,728円

新刊本

スタッフの作品
を多数紹介

173 - 22758

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 斉藤の愛用アイテムを紹介

18 - 22824 - 01

18 - 22824 - 02

サイン希望
サイン不要

長方形をはぎあわせたポンチョを作ってみました。
染色していない羊そのものの色の毛で、少しむらが
あるのもなんだかうれしい。
あえて適合針より太い針で編み、
透かし風にしています。

● 出来上がり寸法（約）：丈 74㎝
● セット内容：極細程度の毛糸
（スウェーデン製）

かぶる向きで
印象が変わります
かぶる向きで
印象が変わります

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

New キット 13 点をはじめ、キルトパーティがおすすめする
用具・雑貨・書籍を新たに加えてリニューアルしました。

定番カタログ掲載商品です。

Quilt Party
定番カタログ vol.18

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

9月30日(日)
まで

おすすめ

おすすめ

2018

7
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：864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

定番商品

定番商品

定番商品

定番商品

定番商品

定番商品

定番カタログが新しくなりました

（2018/9 改定）

￥0 ￥0 ￥0

https://www.instagram.com/yokosaito_quiltparty/
http://shop.quilt.co.jp/html/info.html
http://shop.quilt.co.jp/shopbrand/ct42
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005625/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005651/
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http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000003580/ct137/page1/order/
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