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各907円 各725円

厚手のキャンパス地のパネルプリントです。
幾何学模様をモチーフにしたシンプルで
おしゃれなデザインです。
持ち手部分もプリントされています。
1枚で「大きなバッグとポーチ」または
「3つのミニバッグ」のどちらかが作れます。
●布のサイズ（約）：縦 60㎝×横 110㎝

パネルプリント幾何学模様（2種のバッグの作り方プレゼント付き）
赤166 - 23238 - 01

青166 - 23238 - 02

黄166 - 23238 - 03

2,052円

1,641円

キルト芯(120㎝巾)　
2mカット

 10 - 1052

定番商品

色をお選びください

お得なパネル布と
定番のキルト芯２mカットが20％OFF‼

赤

黄青

参考作品

大きなバッグとポーチ
バッグの裏布は約 60㎝×
110㎝、ポーチはセンテナ
リーコレクションファス
ナー 20㎝×1本、ワンタッ
チプラスナップ×1組使用

3 つのミニバッグ
3 個分の裏布は
約 60㎝×110㎝使用

斉藤謠子オリジナルパネル布スウェーデンの春

各1,404円

172- 31865- 01

172- 31865- 02

青
緑

タペストリーとポーチの作れるセットも
あります。詳しくは裏面をご覧ください。
●セット内容：パネル布

参考作品

人気のパネル布　第3弾‼

色をお選びください

 18 - 23819　

すてきにハンドメイド 
２０１9年2月号

新商品

 99 - 23820 4,644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

載
連

新 商 品 材料セット

今回は 11回目の「タートルネックのベスト」
のご紹介です。ウールガーゼが暖かいさまざ
まな着こなしが楽しめるタートルネックのベ
スト。ボタンの留め方でタートルネックにも、
ロールカラーにも。ゆったりしたそでぐりで
動きやすさは◎。ブローチは付きません。
●セット内容：ウールガーゼ 接着芯 ボタン
●サイズ（約）：M～ Lサイズ / 
バスト 110㎝ 着丈 69㎝

贈る人は、
働き者の友人です

617円

タートルネックの
ベスト（作り方なし）

斉藤謠子が日頃からよく着ているお気に入
りの洋服とバッグをセレクト。
着心地がよく、楽だけれどきちんと感があ
り、着回ししやすいウエアと、バッグなど
の小物 23アイテム、計 36点を紹介。
斉藤によるコーディネート例も収載。
※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 ◆AB判製 ◆96頁 ◆NHK出版

斉藤謠子のいつも心地の
よい服とバッグ

1,728円

新刊本

18 - 23839 - 01

18 - 23839 - 02

サイン希望
サイン不要

毎日着たくなる、
シンプルなアイテムばかり

材料セットのお取り扱いがあります
詳しくは、別紙「掲載作品の材料セット販売のご案内」をご覧ください。

ちりめん・和布・古布用 接着芯地
124 - 20576- 01

124 - 20576- 02

各961円

各432円

486円

白
黒

6 - 16676 - 01

6 - 16676 - 02

オーバル・45
サークル・40

本書掲載の作品に使用している接着芯です。アイロンで接着 
●サイズ：112㎝×1m  ●材質：ポリエステル 100% 

おすすめ

色をお選びください

種類をお選びください

くるみボタン・ブローチセット

くるみボタン・ブローチセット

6 - 16431

本書掲載のブローチに使用しています。
ワンタッチで簡単にブローチに仕立てられる
パーツセット。
●サイズ（約）：縦 5.5 ㎝×横 4㎝の楕円

材料セットには接着芯は含まれません（一部除外あり）

1月24日発売　最新刊本

(オーバル55㎜
 2個入り)

●サイズ（約）：
オーバル 45(45×35㎜の楕円 )
サークル 40( 直径 40㎜ )

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

まちのついたボストン型のポーチに
は持ち手をつけて。パッチワークを
してからカーブをカットしていきま
す。

 99 - 23781 2,376円

●セット内容：布、ファスナー、コード　
●サイズ（約）：縦 13.5 ㎝　横 13.5 ㎝　まち 5㎝

ページ11

ボストン型ポーチボストン型ポーチ

作り方・型紙はこちら

持ち手のついたポーチ
(作り方なし）

手前から奥に広がるユニークな形。
アップリケは左右でボリュームを変えています。

 99 - 23907 1,404円

ページ6

ユニークな形ユニークな形です
作り方・型紙はこちら

白いお花のポーチ
(作り方なし）

●セット内容：布、ファスナー、刺しゅう糸、Dカン　
●サイズ（約）：横 12.5 ㎝  まち（最大）6.5 ㎝、（最小）3.5 ㎝

B4サイズが入ります︕newキット

142 - 23844

クロスパターンのレッスンバッグ ★☆☆☆

4,320円

前面はクロスのパターンをピースワーク
し、ボーダーをつけます。
後ろ面は 1枚布にリーフのデザインのキ
ルティングをし、平らなバッグに仕上げ
ました。

●セット内容：布、持ち手テープ、作り方、写真
●サイズ（約）：サイズ（約）：縦 36㎝×36㎝

ストリップ定規カラーライン50㎝
6 - 14767 1,944円

パターンスタンプ 
正方形10㎜

108 - 20056 1,296円
布用インクパッドS
ブラウン

108 - 17091- 01 864 円
前面に使用しました。
パターンと縫い代の印付けが同時にできます。

ボーダーのキルトラインをゆがま
ないように書くには格子のライン
の入った長い定規が便利です。

おすすめ 「クロスパターンのレッスンバッグ」を作るのにおすすめ

★☆☆☆

今回のレッツトライは和風調な
かわいいおひなさまです。
（ミニ衣桁は別売です）
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 - 23843

ミニタペストリー
ひなまつり 1,188円

新商品 Let’s Try

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

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

2019

1

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

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 ★★★☆

新刊本

定番商品

定番商品

定番商品

QUILT PARTY NEWS

3月23日(土)
まで

新商品

TEL
047-324-3277

10:00 ～ 17:00（日曜・祝日は定休）

公式インスタグラム
たくさんの情報をお届けします

20％
OFF

https://www.instagram.com/yokosaito_quiltparty/
http://shop.quilt.co.jp/html/info.html
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006489/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006584/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006785/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006707/
http://shop.quilt.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000003338
http://shop.quilt.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000002678
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001677/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006786/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006781/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002867/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001766/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002114/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006782/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006689/ct230/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006688/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006582/ct55/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006060/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006060/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002756/ct71/page1/recommend/

