
378円 302円

方眼製図紙コピクィーン
SAL E

153 - 17167

洋服の製図や型紙に！
5,400円 4,320円

mire ミニスチームアイロン（国内海外両用）
4 - 15647 - 01

小さなスチームアイロン。
パッチワークや洋裁におすすめです。

★☆☆☆

詳しくは裏面をご覧ください。

￥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 - 23956

ミニタペストリー
こいのぼり　菖蒲

1,512円

新商品 Let’s Try

newキット

138- 23955

おやすみ猫のポーチ
★★☆☆

1,404円

前面のおなかにナインパッチをピース
ワークしたかわいい猫のポーチ。後ろ面
は 1枚布で初心者にも作りやすいです。

●セット内容：布、ファスナー、
刺しゅう糸、作り方、写真　
●サイズ（約）：縦 11.5 ㎝×
横 13.5 ㎝×まち 2㎝

newキット

136 - 23956

ファスナーつきハウスのトートバッグ
★★★☆ 4,536円

肩から掛けられて容量がたっぷりのトー
トバッグ。開口部にファスナーがついて
いるので安心です。

●セット内容：布、刺しゅう糸、ファスナー、テープ、作り方、写真
●サイズ（約）：サイズ（約）：縦 24.5 ㎝×横 35㎝×まち 10㎝

 18 - 23925　

すてきにハンドメイド 
２０１9年3月号

新商品

 99 - 23926 2,160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

12 回目のご紹介です。繊細な刺しゅうが魅力
の大判ストール。寒さが残る春先に活躍しそう。
●セット内容：綿麻地、刺しゅう糸
●サイズ（約）：幅 67㎝　丈 190㎝

贈る人は、自分です

617円

刺しゅう入りストール（作り方なし）

 18 - 24013　

すてきにハンドメイド 
２０１9年4月号

新商品

 99 - 23960 1,512円

作り方・
型紙はこちら

新商品 材料セット

13 回目のご紹介です。中にリールが入っているので、
鍵が手を放すだけでキーケースの中に戻ります。
●セット内容：ハギレ、接着芯、刺しゅう糸（黒は含
まれません）、ワックスコード、NEWリール
●サイズ（約）：長さ 11㎝（提げひもは除く）

初夏にぴったりの、ふんわりAラインのチュニック。
ゆったりした着心地なのに、すっきり見えるデザインが魅力です。
斉藤謠子による手縫いのチュニックを紹介します。
作り方・型紙は「すてきにハンドメイド 2019年 4月号」をご覧ください。

萌黄色の小花柄がかわ
いい麻のチュニック
は、派手すぎない色使
いが幅広い世代で取り
入れやすい1着。ボー
トネック風のえりぐり
で、首元をすっきりと
見せてくれます。
●セット内容：表布、
バイアス布
サイズは裏面をご覧く
ださい。

少し張りのある生地を
使用したチュニック
は、動くたびに美しい
ドレープが表れます。
カジュアルなワイドパ
ンツなどと合わせて、
若々しく着こなしま
しょう。
●セット内容：表布、
バイアス布
サイズは裏面をご覧く
ださい。

贈る人は、新生活を
スタートさせる人

617円

 153 - 20761 345円

ふくろうのキーケース（作り方なし）

 99 - 23958 7,020円

新商品 材料セット 新商品 材料セット

作品A 花柄のチュニック
（作り方なし）

 99 - 23959 2,700円

作品B スカイブルーのチュニック
（作り方なし）

NEWリール
（2重リング付き）

「ふくろうのキーケース」に
使用しています。

斉藤謠子テレビ出演のお知らせ

斉藤謠子がテレビ出演します！

定番商品 オリジナル 手縫い糸（小 200m）
各 442円

23 -15432-02 白 (143)

23 -15432-04 薄グレー (117)

作品Ａ花柄のチュニックにおすすめ
作品Ｂスカイブルーのチュニックにおすすめ

詳しくは
裏面をご覧
ください

2年分の作品を掲載 20％OFF

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）

 99 - 23711 2,970円

波模様のワンマイルバッグ
(作り方なし）

※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

ちょっとそこまで、という外出時に便利な
サイズのハンドバッグ。使い勝手を考えて
本体の外側と内側、そしてまちにもポケッ
トをつけました。
本体とポケットの
柄を合わせるのが
ポイントです。

 99 - 23862 1,728円

●セット内容：
表布、裏布、綿テープ
プラスナップボタン、
マグネットボタン ●サイズ（約）：丈 20㎝
口幅 18㎝　まち底幅 10㎝

●セット内容：表布　120㎝幅×360㎝
●サイズ（約）：M バスト 110㎝ 着丈 94㎝ 
ゆき丈 72㎝ / L バスト 114㎝ 着丈 94㎝ 
ゆき丈 73㎝ / LL バスト 120㎝ 着丈 94㎝ 
ゆき丈 74.5 ㎝

●セット内容：Ｍ　表布　110㎝幅×210㎝ 又は 110㎝幅×120㎝ を 2枚 / 
Ｌ　表布　110㎝幅×220㎝ 又は 110㎝幅×130㎝ を 2枚 
●サイズ（約）：M  バスト 103㎝ 着丈 93㎝ そで丈 27㎝ / L バスト 107㎝ 
着丈 93㎝ そで丈 27㎝ / LL バスト 113㎝ 着丈 93㎝ そで丈 27㎝

スカートの共布で作ったシンプルなバッグ。
スカートと合わせると、生地のグラデーションを
存分に楽しめますよ。

 99 - 23858 1,512円

●セット内容：
表布、見返し、
持ち手布
●サイズ（約）：
縦 43㎝
横 42㎝

グラデーションプリントの
ペタンコバッグ(作り方なし）

ページ34

前あきのロングカーディガンは、さっと
羽織るだけでコーディネイトが決まる便
利なアイテムです。チュニックの丈に合
わせて少し長めに作りました。
表紙で着用しています。

身幅をゆったりとさせながら袖つけ位置を
上げることで、すっきりとした印象のワン
ピース。エレガントにも、パンツと合わせ
てカジュアルにも、着回しできます。 99 - 23826 6,220円

ロングカーディガンc（紺）
(作り方なし）

 99 - 23849 2,948円

バルーンワンピース M
(作り方なし）

 99 - 23824 3,088円

バルーンワンピース L～LL
(作り方なし）

ページ17

ページ10

枠線内 でご紹介している材料セットの作り方・型紙はこちらの本をご覧ください

詳しくは別紙のチラシをご覧ください

 6 - 12576

648円

アイロンチャコペン白替芯付
 6 - 23422 648円

へらルレット

ページ23

※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

淡いトーンのヘクサゴン（六角形）
をパッチワークして、刺しゅうをし
てからキルティングをしました。
繊細で奥行きのある仕上がりに。

 99 - 23920 2,268円

●セット内容：布、
ファスナー、刺しゅう糸、
キャンドルウイック糸、
マグネットボタン
●サイズ（約）：縦 10㎝ 横 18㎝

ページ12

ヘクサゴンのポーチ
(作り方なし）

星が瞬く夜空の下には、寄り添うよ
うに立つハウスたち。部屋の中でも
持ち運びしやすいように持ち手をつ
けました。

 99 - 23921 1,944円

ハウスの小もの入れ
(作り方なし）

22 ページ

●セット内容：布、ファスナー、
金糸、ボタン
●サイズ（約）：縦 8.9 ㎝　
幅 15.5 ㎝　奥行き 9.5 ㎝

枠線内 でご紹介している材料セットの作り方・型紙はこちらの本をご覧ください

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

2

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

新商品 材料セット

新商品 材料セット

新商品 材料セット

★☆☆☆

★☆☆☆

新商品 材料セット ★★☆☆

新刊本

定番商品

QUILT PARTY NEWS

5月3日(金)
まで

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

おすすめ
おすすめ

おすすめ

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/000000006790/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006791/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006582/ct55/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006707/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006695/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002605/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006168/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006724/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006720/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006711/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006693/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006869/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006870/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006872/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002508/ct257/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002394/ct257/page2/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006795/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006794/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006822/
http://shop.quilt.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000003490
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006820/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006821/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001957/

