
★☆☆☆

今回のレッツトライはいのししと
桜のミニタペストリーを作ります。
お正月を飾るのにぴったりの作品
です。（ミニ衣桁 /フレームは別売）
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 - 23717

新春のミニタペストリー
いのししと桜

1,836円

新商品 Let’s Try

ウールのパッチワークバッグ

太いショルダーで疲れません
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

145 - 23657

オリジナルファイルA5
にぎやかな街並み

216円

●サイズ： 縦 22㎝×横 11㎝
●素材：ポリプロピレン (PP)

●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。 
どちらも前売り券入れにも
ご利用いただけます。

干支 いのししの鈴  153 - 23723

 153 - 23724

300円

250円

A
B種類をお選びください

新商品

とても可愛らしい 2019年の干支いのししの鈴です。
●セット内容：鈴、根付ストラップ
●サイズ（約）：A 高さ 2㎝ / B 高さ 1.5 ㎝

B
A 写真は実物大です

限定

各50
個毎年大人気の干支の鈴です

2年分の作品を掲載

キルト作品集 2017-2018年

キルト展の 2年分の作品が、全てきれいな
カラー写真で掲載されています。
●サイズ：約 22×28㎝（オールカラー）
※キルトパーティのみでの販売です。
※写真集ですので、作品の作り方や型紙等
は載っていません。 
※作品集には斉藤謠子のサインは入りません。

 99 - 23711 2,970円

newキット

99 - 23720

春色のショルダーバッグ
★★☆☆

3,888円

newキット

136 - 23713

マルチカラーのウールバッグ
★☆☆☆ 4,104円

6 色のウールのハギレをつなぎ合わせた
バッグ。刺しゅうのハウスとしっかりと
した本革の持ち手がポイントです。

●セット内容：表布　裏布　刺しゅう糸
本革持ち手　ピーシングペーパー　
作り方　写真
●サイズ（約）：
縦 31㎝ 横 30㎝ マチ 3㎝

以前紹介した「早春のショルダー
バッグ」をアレンジして明るい
雰囲気に作り直しました。
満開のお花のアップリケがきれい
な、使いやすいショルダーバッグ
です。

●セット内容：布　持ち手布　刺しゅう糸　コード
　マグネット　作り方　写真
●サイズ（約）：縦 29.5 ㎝ 横 25.5 ㎝　（ショルダー部分は含まず） 
　ショルダーの長さ 105㎝

 136 - 23716

四季のトートバッグ 
冬のパターン（作り方なし）

3,888円

夜空のイルミネーションをイメージしたバッグ夜空のイルミネーションをイメージしたバッグ

濃色の四角つなぎに丸のアップリケ
がきれいに映えるバッグです。
丸のアップリケにはペーパーライ
ナーを使用しています。

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

173 - 22758 1,728円

おすすめ本

ページ25★★☆☆新商品 材料セット

●セット内容：表布　裏布　刺しゅう糸
ペーパーライナー 12㎜サークル
●サイズ（約）：縦 28㎝ 横 32㎝ 
マチ 8㎝

作り方
型紙は
こちら

たくさんの小さなピースをつないで
作ります。がま口タイプなので入れ
口が大きく開いて便利。

 99 - 23714 2,808円

●セット内容：表布　裏布　平玉口金
●サイズ（約）：縦 7.5 ㎝　横 12㎝（玉を含まず）

がま口ポーチ（作り方なし）

がま口専用
さし込み器具

153 - 16823 972 円

108 - 20049

1,296円

1,620円

108 - 20135

1,296円

108 - 16608 - 01

おすすめ

がま口専用
仕上げペンチ

153 - 21264 1,296 円

平玉口金12.5×7.3㎝[SKW13-B]

「がま口ポーチ」で使用した口金
●サイズ（約）：縦 5.5 ㎝×内径 12㎝　●色：黒ニッケル 

153 - 20843 885 円

ひも通し（はさみ式）
6 - 12363 302 円 アップリケ針

「ブラック」No.12
6 - 12852 594 円

ページ14
表紙を飾ったポーチ表紙を飾ったポーチ

小さな葉っぱをたくさんアップリケ
したかわいい巾着。
ひもの先にも葉っぱがついています。

葉っぱのアップリケにおすすめひもやゴムをしっかり挟んで、
スムーズ通せます。

 99 - 23715 1,296円

●セット内容：表布　裏布
刺しゅう糸　コード　●サイズ（約）：縦 17.5 ㎝　横 18㎝

ページ21

小さなかわいい巾着小さなかわいい巾着

810 円

クロバー手芸
ボンド極細ノズル
 6 - 16458

「がま口ポーチ」を作るのにおすすめ用具

おすすめ 「枝葉の巾着」を作るのにおすすめ用具

作り方
型紙は
こちら

作り方・型紙はこちら

枝葉の巾着(作り方なし）

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

パターンスタンプ 
直角二等辺三角形15㎜

パターンスタンプ 
正方形15㎜

パッド面：6.5×11㎝

布用インクパッド L　ブラウン

 18 - 23793　

すてきにハンドメイド 
２０１9年1月号

新商品

 99 - 23794 4,212円

斉藤謠子のあなたにちょっと贈り物

作り方・
型紙はこちら

新
載連

新 商 品 材料セット

連載 10回目は「ネックウォーマー＆リスト
ウォーマー」のご紹介。段染め糸のグラデー
ションが美しく、ゴム編み風の編み地がポイ
ントです。棒針は 8号を使用。　
●セット内容：毛糸（1カセ　100g)
●サイズ（約）：・ネックウォーマー　周囲
54㎝の輪　丈 22㎝ / ・リストウォーマー　
周囲 19㎝の輪　丈 15㎝

贈る人は、寒がりの友人です

617円

ネックウォーマー＆
リストウォーマー
（作り方なし）

限定

50
個

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

1月19日(土)
まで

2018

10
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 ★☆☆☆

2019年

おすすめ 別 売 り

新刊本
定番商品

定番商品

定番商品

864円

棒針「匠」2本針 8号
6 - 21491 - 02

おすすめ

人気です！


