
各3,888円

各3,110円

1,900円
2,376円

フェルトピンクッション 【トレー付】
4 -6381

定番・オリジナル商品が20％OFF︕

オリジナルSALE 定番商品 数に限りがある柄
もありますのでお
早めにどうぞ！

アイロンがわりに

パッチワークボード（オリジナル） 
6 -23555 -01 ミントフラワー
6 -23555 -02 ブラックローズ
6 -23555 -03 イエローチェック
6 -23555 -04 ブルーグレーチェック
6 -23555 -05 ブラックドット

オリジナルSALE 定番商品
SAL E

コロコロオープナー
777円972円6 -21866

SAL E 定番商品

★☆☆☆

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 - 24192

【送料無料】ミニタペストリー
モンステラとプルメリア　
ホヌとイルカ

1,620円

新商品 Let’s Try
142 - 24186

★★☆☆

2,592円

キルティングの代わりに包みボタンを
アップリケします。ふたはワンタッチプ
ラスナップで留めます。正方形と円形の
「ピーステンプレート」を使うと便利です。

●セット内容：布、包みボタン、
プラスナップ、写真、作り方　
●サイズ（約）：縦 15㎝ 横 18㎝ マチ 5㎝

ピースパターンが約 7㎜幅と約 4㎜
幅の縫いしろを付けて、簡単にしる
し付けができるテンプレート。組み
合わせることで、色々なパターンが
楽しめます。

●材質：PET樹脂
●パッケージサイズ：23×15.5 ㎝

ボタンキルトの小物入れ

 6 - 24187 - 01　
 6 - 24187 - 02　

ピーステンプレート
正方形
円形

各1,134円

「ボタンキルトの小物入れ」 に使用しました︕

99 - 24188

★☆☆☆

1,404円

2010 年に紹介したポーチを新たに作り
直しました。赤い屋根がかわいいハウス
のポーチ。ちょっとした小物を入れるの
にぴったりのサイズです。

●セット内容：布、ファスナー、コード、
プラスチックボタン、写真、作り方 
●サイズ（約）：縦 12㎝ 横 16㎝ マチ 4㎝

My Home Townのポーチ

99 - 24189 10,378円

99 - 23658

2,592円

116 - 24191

2,959円
122 - 24203 972円

大人気の「ハウスのミステリーキルト」の
おすすめ生地を揃えました。
お手持ちの布も合わせて素敵なタペストリー
を作りませんか？

●セット内容：ハギレ 50枚
（16㎝×20㎝）、土台布、
ボーダー布、階段の布　
●出来上がりサイズ（約）：
縦 144㎝×横 142㎝

ハウスのミステリーキルト　おすすめ生地セット

ハウスのミステリーキルト
おすすめ裏布と縫い代始末用バイアス布

ハウスのミステリーキルト
おすすめ糸10色セット

ハウスのミステリーキルトの型紙

* ハギレの数は作品より少ないで
す。繰り返し同じ布を使うか、
お手持ちの布を混ぜてください。
* 土台布は空の部分の布のみにな
ります。壁や地面部分はお手持ち
の布やハギレ布を混ぜてください。
* 裏布・型紙・刺しゅう糸は含ま
れません。
別売をご用意しました。

COSMOおすすめ刺しゅう糸 6本どり 8ｍ巻
カラー：黒 (600)・濃いグレー (895)・グレー
(155)・薄いグレー (2154)・茶 (311)・緑
(637)・緑 (925)・生成り (712)・白 (100)
似た色に変更になる場合があります。

99 - 24190 5,076円

おすすめの裏布です。モノトーンの色合いで家並みが
布全体にプリントされています。キルティングの針目
が目立ちにくく、表のデザインにもよく合います。

実物大図案と全体の配置図、作り方つき。
●セット内容：カラーコピー 1枚、
A3サイズ 14枚 　合計 15枚

●セット内容：（裏布）110㎝幅×154㎝、54㎝×154㎝　
（縫い代始末用バイアス布）110㎝×110㎝　三角形

ハウスのミステリーキルト
おすすめ刺しゅう糸9色セット

キルティングおすすめです。
* ギッターマン（500m） col.132

（100m） col.118, 261, 497, 545, 671, 672, 673, 
824, 868　似た色に変更になる場合があります。

 18 - 24108　

新商品

すてきにハンドメイド 
２０１9年6月号

新商品

 131 - 24109 3,456円

作り方・
型紙はこちら

ナイロンバッグ
の仕立てに︕

載
連

仕立てにおすすめです。
* ギッターマン（100m） 
col.000,701　似た色に変更
になる場合があります。

新商品 材料セット

15 回目は「ナイロンバッグ」のご紹介です。
ビジネスでも使える軽くて丈夫なナイロン製の
男女兼用バッグ。はっ水性のある生地なので雨
の日に最適。A4サイズがすっぽり入ります。
●セット内容：ナイロン地、ナイロンテープ、ファスナー
●サイズ（約）：幅 37㎝　丈 32㎝　まち幅 8㎝

贈る人は、仕事仲間

 116 - 24120 518円

ナイロンバッグ
おすすめ糸2色セット

おすすめ

新商品 材料セット

617円

ナイロンバッグ（作り方なし）

おすすめ

 18 - 24184　

すてきにハンドメイド 
２０１9年7月号

新商品

 131 - 24185 1,296円

作り方・
型紙はこちら

16 回目は「保冷バンダナ」のご紹介です。
三角に折って保冷剤を入れるポケットを
まっすぐに縫うだけのバンダナ。
青のギンガムチェックと、白とブルーの
爽やかなストライプの２種類が作れます。
●セット内容：布（２枚分）、化繊綿
●サイズ（約）：幅 78㎝　丈 39㎝

617円

保冷バンダナ（作り方なし）

赤・ピンク 各 5個入。

お得です！赤 30個入。
1,620円

仮止めクリップ30個入
 6 - 14349

仮止めクリップ

新商品 仕立てにおすすめです。
* ギッターマン（100m） col.214　
似た色に変更になる場合があります。 116 - 24198 259円

保冷バンダナおすすめ糸
おすすめ

 6 - 12882 626円

水玉の布完売のため
すてきにハンドメイド
とは布が異なります

キルトパーティ
限定2枚セット

※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

●セット内容：表布 120㎝幅×190㎝
●サイズ（約）：
M バスト 116.5 ㎝ 着丈 70㎝ ゆき丈（約）46.5 ㎝  
L バスト 120.5 ㎝ 着丈 70㎝ ゆき丈（約）47.5 ㎝
LL バスト 126.5 ㎝ 着丈 70㎝ ゆき丈（約）48.5 ㎝

●セット内容：表布 120㎝幅×180㎝
●サイズ（約）：
M バスト 116.5 ㎝ 着丈 67.5 ㎝ ゆき丈（約）46.5 ㎝  
L バスト 120.5 ㎝ 着丈 67.5 ㎝ ゆき丈（約）47.5 ㎝ 
LL バスト 126.5 ㎝ 着丈 67.5 ㎝ ゆき丈（約）48.5 ㎝

ゆったり楽に着られて、でもだらしなく見えない。そんな服を作ってみま
した。オーバーサイズのようですが、そでを細めにしたのでもたつかず、
違和感なく着こなせます。
素材は吸水性、通気性のよいダブルガーゼを使っています。

 99 - 23854 - 01　
 99 - 23854 - 02　

各3,283円

Tシャツ風ブラウスa
(作り方なし）

ページ20 ページ21
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

ホワイト
ネイビー

 99 - 23856 - 01　
 99 - 23856 - 02　

Tシャツ風ブラウスc(ショート）
(作り方なし）

●セット内容：表布 120㎝幅×170㎝
●サイズ（約）：
M バスト 116.5 ㎝ 着丈 62㎝ ゆき丈（約）46.5 ㎝
L バスト 120.5 ㎝ 着丈 62㎝ ゆき丈（約）47.5 ㎝ 
LL バスト 126.5 ㎝ 着丈 62㎝ ゆき丈（約）48.5 ㎝

ページ

ホワイト
ネイビー

21

これからの季節にピッタリ︕
形違いで３種類、ホワイトとネイビーの２色展開

Tシャツ風ブラウスb(前短）
(作り方なし）
 99 - 23855 - 01　
 99 - 23855 - 02　

各3,110円

ホワイト

各2,937円

ネイビー

※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

一列に並んだチューリップ。
キルティングがそよ風のように、
のどかな空気感を伝えてくれます。

 132 - 24183 1,728円

●セット内容：
布　ファスナー　刺しゅう糸　
●サイズ（約）：縦 9㎝×横 19㎝×マチ 5.2 ㎝

チューリップのポーチ
(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18

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

4

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

新商品

新商品

新商品 新商品

新商品

材料セット

★★☆☆

新商品

新商品 材料セット

材料セット 新商品 材料セット

QUILT PARTY NEWS

7月26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

新商品 おすすめ

newキット

newキット

https://www.instagram.com/yokosaito_quiltparty/
http://shop.quilt.co.jp/html/info.html
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006489/ct54/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007058/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007075/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006470/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006707/ct54/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006716/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006718/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006717/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007074/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007077/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007076/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007012/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007011/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007059/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007071/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006978/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006978/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006979/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006989/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002192/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002183/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007057/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007069/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007013/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006380/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004639/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002547/

