
SAL E 編み物＆レッツトライにおすすめ
用具が  20％OFF

各864円 各691円

432円 345円

 6 - 5342

「三角ショール」「ニット
のがま口ポーチ」に使用
しています。

とじ針おすすめ

編みやすく、糸割れしません。 
●材質：針　竹製、頭　天然木

棒針「匠」2本針
7 号6 - 21491 - 01

8 号6 - 21491 - 02

サイズをお選びください

おすすめ

「三角ショール」に使用

「ニットのがま口ポーチ」に使用

648 円810 円

クロバー手芸ボンド極細ノズル
 6 - 16458

1,782円 1,425円

手芸用かんし
 6 - 1288

おすすめ

おすすめ

定番商品

新商 品

145 - 23656

オリジナルチケットホルダー
にぎやかな街並み

216円

新 商 品

145 - 23657

オリジナルファイルA5
にぎやかな街並み

216円

人気のタペストリー「にぎやかな街並み」が
オリジナルグッズになりました

前作とサイズや形状が異なります。
3つ折りにしたA4チラシがちょうど
入る大きさで、ふたがありません。
縦長のスマートな形状はバッグに入れ
ても邪魔にならないサイズです。
各種チケットや航空券などの保管や持
ち運びにも便利です。
●サイズ： 縦 22㎝×横 11㎝
●素材：ポリプロピレン (PP)

人気のかわいいサイズで、写真や
ポストカード、レシート、手紙な
どの整理に適しています。
バッグにもすっぽりと入るので持
ち運びにも便利です。
●サイズ：A5 縦 22㎝×横 15.3 ㎝
●素材：ポリプロピレン (PP)

裏面に「東京国際キルトフェスティ
バル」の情報を掲載。 前売り券入
れにもご利用いただけます。

特殊黒メッキ加工で極上の布通りを実現しました︕
硬さとしなやかさのバランスがよく、細かく美しく縫えます。

新商品

6 - 23463

アップリケ針
「ブラック」No.10

594円

アップリケ針 No.10 は
長めなので、パイピング
など厚みのあるものを縫
うときにおすすめです。
●サイズ：長さ 33.3 ㎜ 
太さ 0.46 ㎜ / 10 本入り

新商品

6 - 23464

ピーシング針
「ブラック」長

594円

ピーシング針 長は長くて
しっかりしていますの
で、小さいキルト、バッ
グ、ポーチのしつけかけ
におすすめです。
●サイズ : 長さ 39.4 ㎜ 
太さ 0.56 ㎜ / 10 本入り

newキット

142- 23044USハウスのポーチ
★☆☆☆

1,296円

定番商品

ハウスのピースワークとスターをアップリ
ケした素朴なポーチです。ちょっとした小
物をいれるのにちょうどよい大きさです。 

●セット内容：布　ファス
ナー　ビーズ　コード　
作り方　写真
●サイズ（約）：縦 10㎝ 
横 14㎝ マチ 3㎝

斉藤謠子お気に入りの毛糸で三角
ショールを編みました。
毛糸はスウェーデンから取り寄せてい
ます。毛糸（1ケ）にビーズがついた
お得なセットです。
棒針は 7号を使用しました。

 99 - 23653 3,240円

●サイズ（約）：133㎝×55㎝（タッセル
ふくまず。毛糸が余るので表記サイズより
大きく編めます。）
●セット内容：毛糸、ビーズ

三角ショール
ビーズ3個入り（作り方なし）

斉藤謠子の
私のずっと
好きなもの

1,728円

著者本

18 - 22824 - 01

18 - 22824 - 02

サイン希望
サイン不要

作り方はこちら

newキット

142 - 23649

ウールチェックで作る
お出かけトートバッグ★☆☆☆

3,888円

●セット内容： 表布（ウール）裏布　テープ　ファスナー　
作り方　写真　●サイズ（約）：縦 26㎝ 横 39㎝ マチ 9㎝

国産の質が良いウールを使った冬に
ぴったりのトートバッグ。
ファスナーのついた外ポケットと
ショルダータイプの形で使い勝手が
とてもよいです。

★☆☆☆

ウールのハギレをつなぎ合わせて
冬にぴったりの暖かい色合いの
リースを作ります。
詳しくは裏面をご覧ください。

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

158 - 23652

ウールで作る冬のリース

1,836円

新商品 Let’s Try

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 - 23568　

すてきに
ハンドメイド 
２０１8年11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 - 23569

2,808円

斉藤謠子のあなたにちょっと贈り物

新商品

厚みがありながらもとてもソフト
なテープです。 ●素材：アクリル

材料セット
●サイズ（約）：幅 29.5
㎝ わき丈 28.5 ㎝ 底
29.3×15㎝
●セット内容：表布 裏布 
底布 接着芯（中） 杉綾テー
プ（紺）

連載 8回目は「ワンマイルバッグ」のご紹介。
「基本作品」と「応用作品」の 2種類ご用意し
ました。お散歩にちょうどいいエコバッグの
ような形のワンマイルバッグ。散歩に、買い
物に、使い方に合わせて底の形をかえました。
表から見える綿テープがアクセント。

連載 9回目は「ニットのがま口ポーチ」。
ポンポン付きの変わり糸で編んだニット地に
がま口口金をつけて。安心して物を入れられ
る内袋つきです。棒針は 8号を使用しました。

作り方・型紙はこちら

新
載連

贈る人は、姉です

贈る人は、娘です

荷物がたくさん入るのは
こちらです︕

底が無いタイプです

杉綾織ソフトテープ（3.8㎝幅）
紺157 - 23027- 06

エンジ157 - 23027- 08

色をお選びください

50㎝以上 10㎝単位での販売

ワンマイルバッグに使用しています！

617円

基本 ワンマイルバッグ（作り方なし）

 18 - 23647　

すてきに
ハンドメイド 
２０１8年12月号

新商品

 99 - 23675 3,240円

●サイズ（約）：幅（最大）18㎝　丈 16㎝（玉を含む）
●セット内容：毛糸 がま口口金 内袋布 ワックスコード ビーズ

作り方・型紙はこちら

617円

ニットのがま口ポーチ（作り方なし）

●サイズ（約）：幅 37㎝ 
わき丈 28.5 ㎝
●セット内容：表布 裏布 
杉綾テープ（エンジ）

 99 - 23570

2,376円

応用 ワンマイルバッグ（作り方なし）

 18 - 23439 617円

すてきにハンドメイド 
２０１8年9月号

 99 - 23440 2,268円

●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

棒針ケース（作り方なし）

おすすめ 材料セット

おすすめ 材料セット

 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）

「棒針・かぎ針ケース」
の作り方・型紙はこちら

11/21
以降発送

こちらも人気です︕
編み針の整理や
持ち運びに便利な
ケースです。

ポーチやコインケース、ボックスなど、
すべて手のひらサイズのかわいい小物
ばかりを集めた斉藤謠子の新刊本です。
小さくてもていねいに、じっくりと作っ
たたからものたちをお楽しみください。
※サイン本希望の方は、少しお時間がかか
る場合がございます。
◆型紙付 ◆B5変 ◆104頁 ◆ヴォーグ社

斉藤謠子の
手のひらのたからもの

1,728円

新刊本

17 - 23648 - 01

17 - 23648 - 02

サイン希望
サイン不要

パッチワークで作る
愛しの小ものたち
パッチワークで作る
愛しの小ものたち

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

12月9日(日)
まで

2018

9
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

（2018/9 改定）

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

新商品 材料セット ★★☆☆

新商品 材料セット

オリジナルオリジナル

https://www.instagram.com/yokosaito_quiltparty/
http://shop.quilt.co.jp/html/info.html
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006545/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006542/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005861/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006489/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006553/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005651/
http://shop.quilt.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000006271&search=%A5%A2%A5%C3%A5%D7%A5%EA%A5%B1%BF%CB&sort=
http://shop.quilt.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000006272&search=%A5%D4%A1%BC%A5%B7%A5%F3%A5%B0%BF%CB&sort=
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006387/ct230/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006388/ct230/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006389/ct230/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006550/ct230/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006554/ct230/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006554/ct230/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005849/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006256/ct230/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006257/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006258/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006544/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006543/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004306/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001334/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002493/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002802/ct137/page1/order/

