
SAL E 「ナイロンポーチ」や作品作りにおすすめの用具が 
  20％OFF　オリジナルノートのみ30％OFF‼

2,073円

2,592円

仮止めクリップ
＜ミニ・50個入＞
 6 - 22067

1,620円 1,296円

仮止め
クリップ
30個入
 6 - 14349

1 ㎝0.3 ㎝

432円 345円

 4 - 552- 01

クロバーロータリーカッター 4 5㎜
ナイロン生地などのカットがスピー
ディにできます！ ●サイズ（約）：
全長 23㎝刃の直径 4.5㎝

オリジナルノート（Checkerboard Squares）
594円 415円 99 - 20244

斉藤デザインのキルトが表紙になった
リングノートです。中身は５㎜の方眼。　
●サイズ：A4　40枚

30%
OFF

5 ㎜方眼

しつけ針（ コットンボール ）
長めの針です。10本入り

キルティングニードルズ
（ オリジナル針 ）
おすすめのキルト針
15本入り

しつけ糸 (白毛1000m巻) 
生成り 

378円 302円

 4 - 1110

1,566円 1,252円

 6 - 5050

378円 302円 6 - 5991

ナイロン生地のまち針代わりに便利

サイズをお選びください

色をお選びください

11 - 23525 - 01

プリム・エゴノミックシンブル 各756円

S
11 - 23525 - 02 M
11 - 23525 - 03 L

キルティングにおすすめ︕新 商 品

おしゃれで実用的な針入れです新 商 品

11 - 23524 - 01

プリム・ニードルツイスター 各1,782円

レッド
11 - 23524 - 02 グリーン

人間工学に基づいてデザイン
された指ぬき。
針があたる部分は、耐久性に優れた強固なプラスチック製、側面部はフィット
感のよいソフトラバー製。通気性を考えた設計で、針を使う手・受ける手両方
に使えます。　●サイズ（約）：最大内径：（S)15.0 ㎜　（M)17.0 ㎜　（L)19.0 ㎜

S M L

口紅のような形で白い丸い部
分を回すと針が 少しづつ出て
きます。底部にマグネットが
ついているので反対にしても
針は落ちません。針の持ち運
びにたいへん便利です。
縫い針やミシン針など種類別
にケースの色を分けても。
●サイズ（約）：直径約 2.7×長
さ 8.5 ㎝　針は含まれません。

フリーバスケットのタペストリーは今回で出来
上がりです。詳しくは裏面をご覧ください。

158 - 23542 2,592円

フリーバスケットの
タペストリー 4

新商品 Let’s Try

定番商品newキット

147 - 23447

アオアシカツオドリ通帳ケース
★☆☆☆

2,160円

ガラパゴス諸島に生息する青い足が特徴のアオ
アシカツオドリをアップリケと刺しゅうで仕上
げています。通帳 3冊とカード 5枚が収納でき
ます。
●セット内容：布 通帳ケース 刺しゅう糸 作り方 写真
●サイズ（約）：縦 16㎝×横 11.5 ㎝

定番商品newキット

138 - 23449

ポインティングスターのバケツ型バッグ
★★☆☆

3,564円

●セット内容：布 接着芯 作り方 写真
●サイズ（約）：縦 33㎝　横 34.5 ㎝
底 27.5×12㎝の楕円

底

アンティークキルトのような配色で作った
縦長のバケツ型バッグ。ピースが大きいの
で初心者の方にもおすすめ。

newキット

99 - 23545 - 01

8の字ひっかけ金具で作る一枚布のポーチ
各1,933円メガネ

シルバー

99 - 23545 - 02 セーター
99 - 23545 - 03 カップ＆ソーサー

斉藤謠子のオリジナルプリントで作るポーチ

★☆☆☆

 12 - 21263 - 01

いぶし

各152円/10㎝ 

各378円

各432円

 12 - 21263 - 02

各540円

新たに、いぶしが加わりました。ひっかけて使います。　
● サイズ（約）：縦 25㎜×横 53㎜ ベルト通し部分内径　18㎜
（ジョイントしてある状態） 

8の字ひっかけ金具

色をお選びください

種類をお選びください

メガネ

セーター

カップ＆
ソーサー

左：シルバー
右：いぶし

newキット
★★☆☆

全て新作センテナリーで作っ
たポーチです。オリジナルの
「センテナリーコレクション　
ファスナー」を使い、口が大
きく開きます。

●セット内容：布、センテナリーコレ
クションファスナー　20㎝グリーン、
刺しゅう糸・作り方・写真
●サイズ（約）：縦 9.5 ㎝×横 16.5 ㎝
×マチ 5㎝

送料無料

￥0

送料無料対象商品です
メール便（ネコポス便）
配送に限り、送料無料

142 - 23543

木と鳥の青いポーチ
1,836円

斉藤謠子の新しいオリジナルプリントで作る 1枚布のポーチ。
メガネ柄、セーター柄、カップ＆ソーサー柄の 3種類から選んでいた
だけます。たくさん作っても楽しいです！両わきがつながって 8の字
ひっかけ金具で留めて持ち手になるデザインがおしゃれ。（裏布付き）
●セット内容： 布・接着芯・8の字ひっかけ金具（シルバー）・ファスナー・
作り方・写真　　※ファスナーは変更になる場合があります。
●サイズ（約）：縦 15.5 ㎝×底幅 16.8 ㎝×マチ 8.4 ㎝

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 - 23530　

すてきに
ハンドメイド 
２０１8年10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 - 23529 1,944円

斉藤謠子のあなたにちょっと贈り物

新商品

張りのあるナイロンオックス地です。
●素材：ナイロン 100％

材料セット

●サイズ（約）：大／幅 26㎝×丈 35㎝　
小／幅 18㎝×丈 24.5 ㎝
●セット内容：ナイロン地 
ファスナー 20㎝・30㎝

今回は7回目のナイロンポーチ　大・小セット」
のご紹介です。軽くて汚れにくいナイロン生
地のポーチは、バックインバッグにぴったり。
持ち手をつければ、使い勝手はさらにアップ
します。

作り方・型紙はこちら

新
載連

贈る人は、
旅行好きの友人です

斉藤謠子のオリジナルプリント、
センテナリーコレクションの布
に合わせやすい、大人っぽくお
しゃれな色合いの ファスナー。
●長さ 20㎝と 30㎝　各 6色

斉藤謠子オリジナルプリント 41015 
ナイロンオックスフラワーベース 30㎝̃

60（緑） 33 - 41015 - 01

70（青） 33 - 41015 - 02

100（黒） 33 - 41015 - 03

色をお選びください

30㎝以上 10㎝単位での販売 ナイロンポーチで使用
しています！

20㎝
グレー 122 - 22892 - 01

レッド 122 - 22892 - 02

グリーン 122 - 22892 - 03

ブルー 122 - 22892 - 04

ネイビー 122 - 22892 - 05

ブラウン 122 - 22892 - 06

色をお選びください

30㎝
グレー 122 - 22893 - 01

レッド 122 - 22893 - 02

グリーン 122 - 22893 - 03

ブルー 122 - 22893 - 04

ネイビー 122 - 22893 - 05

ブラウン 122 - 22893 - 06

色をお選びください

ナイロンポーチで使用しています！

センテナリーコレクションファスナー　

617円

ナイロンポーチ大・小セット（作り方なし）
お財布や
スマートフォン
などの大切なも
のをひとまとめ
に！

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

おすすめ

おすすめ

11月5日(月)
まで

おすすめ

2018

8
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

（2018/9 改定）

オリジナル

オリジナル

送料無料 対象商品は締切までの期間限定で送料無料です

https://www.instagram.com/yokosaito_quiltparty/
http://shop.quilt.co.jp/html/info.html
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006419/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006391/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004023/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006287/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006288/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006392/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006361/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006362/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006362/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005665/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005666/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006332/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006356/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006355/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006355/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004899/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002183/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001977/ct137/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002527/ct137/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002790/ct137/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002549/ct137/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000003056/ct137/page1/order/

