
夏季休業のお知らせ
2019年8月11日（日）～8月18日（日）※日曜・祝日は定休日
誠に勝手ながら上記の間、夏休みとさせていただきます。
インターネットのお買い物は年中無休ですが、お問い合わせ・商品発
送につきましては、休み明け随時となります。予めご了承ください。

1,706円 1,467円

定番商品が20％OFF︕

SAL E 定番商品 SALE 定番商品

SAL E

ファンクラフトはさみ 糸切り ファンクラフトはさみ 紙切り  
106 - 4982

2,133円
106 - 4983

1,834円

厚紙やキルト芯のカットにおすすめ
です。
●サイズ（約）：全長 16㎝　刃の長さ 5㎝

フッ素加工で切れ味が長持ちします。
●サイズ（約）：全長 14㎝ 刃の長さ 3.5㎝

新価格 新価格

＜価格改定のお知らせ＞
メーカーの価格改定により、価格の変更がございます。何卒、ご理解とご協力をお願い致します。
今回は、新価格より 20％OFFとなります。

★★☆☆

99 - 24268 1,404円

新連載のタペストリーが始まります。
日本の四季の彩り豊かな草花を集めてタペストリーを
作ります。1回目は「はすの花」と「麦」です。
●セット内容：布（柄の出方が見本と異なる場合があります）
刺しゅう糸、写真、作り方
●サイズ（約）： はすの花：縦 18㎝ ×横 42㎝ 
 麦：縦 35㎝×横 18㎝

四季の彩り　1
完成予定図

（途中で変更になる場合があります）

75
㎝
60
㎝

60㎝
75㎝

99 - 24264

★★☆☆

丸と三角のピースがかわい
いシンプルなトートバッグ。
優しい色合いのハギレをた
くさん使用しています。

●セット内容：
布、持ち手、写真、作り方
●サイズ（約）：
縦 31㎝× 横 30㎝ ×マチ 8㎝

グレイッシュなバッグ

（
反
対
面
）

4,320円

★☆☆☆

プルメリアのモチーフをアップリケしたポーチ
を 2色作りました。初心者向け、比較的簡単に
仕上げることができます。
●セット内容：布、ファスナー、写真、作り方 
●サイズ（約）：縦 12㎝×横 18㎝×マチ 4㎝

【送料無料】フラワーのポーチ

各1,242円
 138 - 24199 - 01　
 138 - 24199 - 02

ブルー
ピンク 後ろ面は一枚布で

エコーキルトをしました

★☆☆☆

詳しくは裏面を
ご覧ください。

99 - 24269

【送料無料】
ミニタペストリー
月うさぎ　コスモス

1,620円

新商品 Let’s Try
￥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

￥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

 18 - 24228　

新商品

すてきにハンドメイド 
２０１9年8月号

新商品

 131 - 24229 2,376円

作り方・
型紙はこちら

載
連

「マーガレット」コロニアル
ノット・ステッチに使用。
30m巻き、綿 100％、日本製

新商品 材料セット

16 回目は「マーガレット」のご紹介です。
冷房の効いた室内や電車内でさっとはおれる
マーガレット。透け感のある白とブルーグレー
の組み合わせが涼しげです。
畳んでもかさばらず、軽いので携帯にも便利。
えり～すそを飾るコロニアルノット・ステッチ
がポイント。
●セット内容：綿ローン地 白・ブルーグレー、
刺し子糸 （わたがし）　
●サイズ（約）：着丈 83㎝　

贈る人は、冷房が苦手な人

 122 - 24211- 02 345円

刺し子糸（hidamari) 
単色（ソリッド）わたがし

おすすめ

617円

マーガレット（作り方なし）

すっきりとした後ろ姿

コロニアルノット・ステッチ

※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

 99 - 23829 2,312円

バルーンバッグa(作り方なし）

 99 - 23830 1,674円

バルーンバッグb（紺）
(作り方なし）

サイン希望
サイン不要

 99 - 23823 3,218円

ラグランそでの
ワンピースa（ネイビー）(作り方なし）

 99 - 23848 4,255円

ラグランそでの
ワンピースb（薄グレー）(作り方なし）

●セット内容：
表布・裏布 108㎝幅
×120㎝、麻テープ

●セット内容：木綿 110㎝幅×240㎝、ボタン

Aラインのワンピースは腕が動かしやすい
ラグランそでに。
なで肩の人には特におすすめのデザインです。
ラグランそではそで山、そでぐりのカーブが
ないので、通常のそでつけよりも仕立てが簡単。
わきポケットが便利です。
（ブローチは付きません。）

手に持ったときにぷっくりとした
バルーン形になるように、何度も
試作しました。　

ページ32

ページ8

ページ9

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

●セット内容：表布 135㎝幅×45㎝、
裏布 110㎝幅×65㎝、麻テープ

ページ33

斉藤謠子お気に入りのバッグ　
aとb 同じデザインで
布を変えて

●セット内容：綿麻 115㎝幅×240㎝、ボタン

えりぐりを見返しではなく、
切り替え布にして変化をつけました

リバーシブル
仕立て

●サイズ（約）　a,b 共通：
M バスト 100㎝ 着丈 100㎝ ゆき丈 ( 約）63.5 ㎝
L バスト 104㎝ 着丈 100㎝ ゆき丈 ( 約）63.5 ㎝ 
LL バスト 110㎝ 着丈 86㎝ ゆき丈 ( 約）63.5 ㎝

●サイズ（約）a,b 共通：丈 37.5 ㎝　口幅 25㎝

a（
ネ
イ
ビ
ー
）

お待たせしました︕人気のワンピース
aとb 同じデザインで布を変えて

※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

さまざまなサイズが
入るよう、少しゆっ
たりとした大きさ
に。アップリケで
つくりました。

斉藤謠子のオリジナルプリントやセンテナリー
コレクションの布に合わせやすいオリジナルの
口金です。木玉の直径（約）1.5 ㎝

 146 - 23814 3,024円

●セット内容：
布　刺しゅう糸　センテナリーコレクション
口金 12㎝（ブラックニッケル）
●サイズ（約）：縦 19㎝ 横 13㎝ マチ 2㎝

スマートフォンケース
（作り方なし）

 122 - 22911 - 01

各1,944円

センテナリーコレクション 口金 12㎝

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42

後ろ面

ブラックニッケル
 122 - 22911 - 02 アンティークゴールド

12㎝

5㎝

アンティークゴールド

ブラックニッケル

（生地は見本と異なります）

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

5

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

材料セット

新商品 材料セット材料セット

★★☆☆

新商品 材料セット

新商品 材料セット

新商品

QUILT PARTY NEWS

9月7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 newキット

オリジナル おすすめ

色をお選びください

色をお選びください

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/000000006673/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005743/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007007/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006707/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006698/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006699/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006692/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006710/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007099/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007100/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007079/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007141/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007143/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007142/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007142/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002172/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002170/

