
302円 241円

SAL E

各1,080円 各864円

各972円 各777円

ネジがないので
邪魔になりません。

ワンタッチ･刺しゅう枠 

122-3021-01

122-15828 -01

122-3021-02

①
②
③

99-21942-01 淡色
99-21942-02 濃色
99-21942-03 スタンダード

キルトパーティ おすすめ
刺しゅう糸9色セット

LECIEN 刺しゅう針
フランス針アソート（No.4302)

●セット内容：
1～ 6号計 12本入

10㎝
12㎝

（直径）

●セット内容：
各セット　COSMO刺しゅう糸 6本どり 
8ｍ巻　( 太さ 25番）　9束

①

②

③

★☆☆☆

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

99 - 24091

【送料無料】ミニタペストリー
あじさい　雨傘のスー

1,944円

新商品 Let’s Try

newキット

99 - 24092 - 01

99 - 24092 - 02

【送料無料】ピルケースキット

各1,296円
丸型（鏡なし）
四角型（鏡あり）

153 - 24093 - 01

153 - 24093 - 02

ピルケース（アルミプレート付き）
各648円

丸型（鏡なし）
四角型（鏡あり）

刺しゅう図案（丸型 /四角型）２種類付き
●セット内容：ハギレ、刺しゅう糸、銀色
ピルケース、アルミプレート、作り方、写
真　●サイズ（約）：丸型（外径 横 50×
縦 50㎜、厚み 20㎜） / 四角型（外径 
横 56.5×縦 45㎜、厚み 20㎜）

速乾性！作業に便利な極細ノズル
ピルケースに使用しました。
●容量 /60g

●素材：金属ケース：鉄、インナーケース：ABS 製。
●サイズ（約）：丸型（外径 横 50×縦50㎜、厚み14㎜）
四角型（外径 横 56.5×縦 45㎜、厚み 15㎜）

★☆☆☆

別 売 り

153 - 24102

口金専用接着剤
接着職人

864円

99 - 24011
★★☆☆

4,536円

パズルのように複雑に見えるパターンで
すが、使っているのは 1種類の型紙だけ。
パターンをつないだ時に風車の模様にな
るように布合わせします。
ピースワークの楽しさが味わえる作品で
す。パターンの部分がポケットになって
います。

●セット内容：布、麻テープ、ファスナー、写真、作り方 
●サイズ（約）：縦 16㎝ 横 29.5 ㎝ マチ 9㎝

パズルのパターンのショルダーバッグ

newキット

136 - 24090

3つのハウスのタペストリー
★☆☆☆3,672円

ピースワークで作ったハウスのパターンを三角つなぎのラティスでまとめました。
一軒ずつ楽しみながら作ってくださいね。

●セット内容：布、作り方、写真 ●サイズ（約）：縦 24.5 ㎝×横 64.5 ㎝

All20％OFF

ビニールポーチa（小)
(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

外から中身が見えるように、ポーチの
前面を透明のビニールにしました。

 99 - 23864 1,512円

●セット内容：（小・大共通）
ビニール、表布、裏布、タブ布、接着芯（不
織布タイプ）、ファスナー 、綿テープ（大のみ）
●サイズ（約）：
（小）丈 16㎝　口幅 21㎝　底まち 5㎝
（大）丈 21㎝　口幅 31㎝　底まち 8㎝

●セット内容：表布　120㎝幅×240㎝
●サイズ（約）：
＜チュニック＞
M バスト 150㎝ 着丈 86㎝ ゆき丈 67㎝ 
L バスト 154㎝ 着丈 86㎝ ゆき丈 67.5 ㎝ 
LL バスト 160㎝ 着丈 86㎝ ゆき丈 68.5 ㎝
<ストール>幅 35㎝　長さ 185㎝

●セット内容：
　表布　ボタン
●サイズ（約）：
M バスト 110㎝ 着丈 65㎝ そで丈 45㎝
L バスト 114㎝ 着丈 65㎝ そで丈 45㎝ 
LL バスト 120㎝ 着丈 65㎝ そで丈 45㎝

ページ38

ビニールポーチb（大）
(作り方なし）
 99 - 23865 2,268円

前中央にタックを取り、両わきにスリッ
トを入れました。綿ローンの透け感が涼
しげな 1着です。共布のストールは、チュ
ニックの残り布で作りました。

ストールに施したラウンドモチーフの
刺しゅうは、全部で 20種類あります。
 刺しゅう糸は別売りです。3束使用。

えりの詰まったブラウスが欲しくて作りま
した。小さなスタンドカラーですが、首に
沿うようにデザイン。えりぐりにギャザー
を寄せて身幅をたっぷり取っています。
パンツにもスカートにも合うブラウスです。

 99 - 23822 3,628円

タック入りチュニックと
刺しゅう入りストール(作り方なし）

 99 - 23827 1,922円

スタンドカラーのブラウスa
（ストライプ）(作り方なし）

ページ18

ページ6

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

後ろ面

刺しゅう糸（cosmo25 / カセ）

108円／1束

100 番色 122 - 11620- 01

※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

男の子と女の子。
身に着けるものを
変えるだけでどち
らにもなります。
ペアで作ってほし
いですね。

 99 - 23782 1,944円

●セット内容：布、テープ、ボタン、
刺しゅう糸
●サイズ（約）：高さ各 23㎝（耳含む）

うさぎのカップル
(作り方なし）

必要最小限のものを入れる、たすき掛
けのバッグ。海の仲間たちをアップリ
ケと刺しゅうで参加させました。

 147 - 23813 3,240円

海洋のサコッシュ
(作り方なし）

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

ページ24

38 ページ

●セット内容：布、ショルダーひも、
平コード、麻テープ、刺しゅう糸
●サイズ（約）：縦 15.5 ㎝ 横 13㎝ 
マチ 5㎝

新商品

新商品

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

3

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 ★★☆☆

QUILT PARTY NEWS

6月15日(土)
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

newキット

 18 - 24042　

すてきにハンドメイド 
２０１9年5月号

新商品

新商品

 131 - 24043 2,160円

作り方・
型紙はこちら

たくさん作る方に
おすすめ︕

載
連

新 商 品 材料セット

14 回目は「ペットボトル入れ」のご紹介です。
裏布に保温保冷シートを使ったペットボトル入
れ。持ち手をつけて持ち運びしやすくつくりま
した。作り方は簡単仕立。花のアップリケと刺
しゅうでアクセントをつけました。
●セット内容：布、保冷・保温クロス、刺しゅう糸
●サイズ（約）：
大：幅 12.5 ㎝　丈 19㎝　まち幅 6㎝　
小：幅 12.5 ㎝　丈 14㎝　まち幅 6㎝

「ペットボトル入れ　大・小セット」に使用。
ソフトタッチで縫いやすいです。
保温性の高い中綿と反射率の高いアルミシートを使用
している為、保冷・保温効果に優れています。
●サイズ（約）：120㎝×1m

617円

ペットボトル入れ 
大・小セット（作り方なし）

 153 - 24044 3,000円

保冷・保温クロス
おすすめ

おすすめ
￥0 メール便

 （ネコポス便）
配送に限り、送料無料

限定

50
セット

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/000000006585/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006675/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006707/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006696/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006691/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006726/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006727/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006962/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006827/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006921/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006974/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006905/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006906/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006913/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006973/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006963/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001662/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004803/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001950/

