
サイズ（約）： 縦95㎝×横88㎝　

折り目をつけておくとよい
0.5
1.5
0.5

中心のブロックとバスケットの
ブロック、ボーダー布を縫い
合わせる。

1 枠の布をアップリケする。2 キルティングラインを描いてキルト綿、
裏布と三層に重ねてしつけをかけ、
キルティングを入れる。

3 外回りを3.5㎝幅
裁ち切りのバイアス布
でくるんで始末する。

4

フリーバスケットの
タペストリー　1
 158 - 23246

1,404円

フリーバスケットの
タペストリー　3
 158 - 23453

1,836円

フリーバスケットの
タペストリー　2
 158 - 23348

1,620円

作り方

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー

横の枠　75㎝×2.5㎝
縦の枠　82㎝×2.5㎝

1㎝

はぎめより2㎜位
内側を縫う

斜めの向き、枠の長さは
お好みで変えてください。

余分な縫い代は斜めに
カットする

まつる

3.5㎝
（長さはお好みで）

縫い代の倒す向き

縫い代を
つけて裁つ

⇩

おすすめ

おすすめ

64

64㎝ 95㎝

95

12

12

12

12㎝
×2 ×2

各2
1.5㎝の格子

波のように

●セット内容 ：
ボーダー布（センテナリー24　31840-70）
 35㎝×98㎝ …… 1枚
 110㎝幅×29㎝ 1枚
枠の布 12㎝×82㎝ …… 1枚
 12㎝×75㎝ …… 1枚
パイピング布 54㎝×75㎝ …… 1枚
作り方　写真　　※裏布は含まれません。

フリーバスケットのタペストリー4
 158 - 23542 2,592円

新商品

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。
新しいセンテナリーの大きな白樺のプリントをボー
ダーに使用しました。存在感のある布なのでこれだ
けでも素敵なのですが、細い枠をアップリケすると
内側のバスケットがより映えます。

枠のアップリケは縫う前に「へらルレット」で折り目
を入れておくととても簡単です。
キルティングラインはあまり濃く書かないように
気をつけてくださいね。

Let’s Try

フリーバスケットのタペストリー
おすすめ裏布
 99 - 23559 1,650円

新商品 Let’s Try

表側にきれいなキルティングのふくらみが出るように
するには、裏布は表面より厚手の布がおすすめです。
おすすめ裏布は先染め布となります。
今までに通信販売で紹介した
布になる場合もございます。
写真は一例です。
●セット内容 ：
110㎝幅×95㎝

フリーバスケットのタペストリー
おすすめ糸12色セット
 116 - 23544 3,110円

新商品新商品 Let’s Try

フリーバスケットのタペストリーのキルティングに
おすすめの糸セットです。
* ギッターマン（100ｍ） 
col.118,132,208,258,495,568,696,722,821,82
4,883,903 でお届けいたしますが、似た色に変更に
なる場合があります。

方眼定規（20㎝）オリジナル
 4 - 23452 810円

方眼定規（30㎝）
 4 - 1028 - 01 864円

方眼定規（50㎝）
 4 - 3170 - 01 1,728円

20 ㎝のみオリジナル
商品でキルトパーティ
のロゴが入ります。
キルティングラインを
描くのに使用しました。
正確な格子のラインを
引くことができます。

※ 柄の出方は
見本と異なり
ます

バックナンバー
布は見本作品とは多少異なります。

写真は都合によりキルティングをしていませんが、
実際にはキルティングが入ります。

おすすめ商品

442円

オリジナル 手縫い糸
（小 200m）

定番商品 定番商品

定番商品

定番商品

定番商品

シームオープナー 
6-1359 648円

薄茶 (786)

布地を傷めない回転式の「へら」です。
パッチワークキルトや洋裁のしるしつ
けや折り目つけに。

細くてすべりが良く、アップリケや
ピースワークに大変おすすめです。

ピースの縫い代を開いたり、倒したり、
折り目をつけるのに最適なへらです。

送料無料の期間は終了しました。

新商品

 6 - 23422

へらルレット
648円

トップ

柄に沿って

キルティングライン

キルト綿

裏布　

432円 345円

 4 - 552- 01

しつけ針（ コットンボール ）
長めの針です。10本入り

しつけ糸 (白毛1000m巻) 
生成り 

4,212円 3,369円

 14 - 1131

定番商品 定番商品

定番商品

オリジナル

定番商品
オリジナル

NEW オリジナルWave Template
 4 - 22878 1,404円

キルティングラインを描くのに使用しました。
斉藤謠子が得意とする波型のキルティングラインが楽に引ける
テンプレート。上下と内側の溝を使えば、4通りのラインを引
くことができます。以前販売したラインと同じです。

オリジナル

フリーバスケットのタペス
トリーにおすすめのサイズ
です。

キルト芯（120㎝巾）1mカット
10 - 1051 1,026円

有田焼 (陶器 ) シンブル

1,188円118 - 3343

斉藤謠子も愛用している
陶器（有田焼）のシンブルです。

23 - 15432 - 05

●サイズ（約）：高さ 3㎝　底の直径 2.2㎝　上の直径 1.9㎝
●柄の選択はお任せください。　●フリーサイズですので中に
カラフルラバーシンブルを入れてご使用ください。　

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

378円 302円 6 - 5991 378円 302円 4 - 1110

定番商品 オリジナル

オリジナル

SALE

20%
OFF

黒

黒

黒

キルティングをする時はフープに張ると、シワのない
きれいな作品になります。キルトパーティロゴ入り。

フープ（直径45cm）

フリーバスケットのタペストリー 4Let’s Try

http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006392/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006392/
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http://shop.quilt.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000006168&search=%A4%D8%A4%E9%A5%EB%A5%EC%A5%C3%A5%C8&sort=
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002549/ct137/page1/order/
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http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002527/ct137/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002535/ct137/page1/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006122/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006224/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006326/

