
各324円　　　各259円

15,180円　　　12,144円

14,904 円　　　11,923円

定番商品が20％OFF︕
人気の「四季の彩り」にもおすすめ

SAL E
定番商品

SALE 定番商品

SAL E
＜新しく定番カタログに掲載されます　ソーライン＞
インクを綿に染み込ませずに液体のまま本体に入れる直液式で、 
最後までかすれず滑らかに書けるのが特徴です。

消したい時に水で消せます。
自然に消えないので、パッチワーク・刺しゅうなど
長時間作業に最適です。
サイズ（約）：14㎝ / インクの色：青

時間がたつと自然に消えます（約 1～ 10日）。
水で消すこともできます。
すぐに消えないので、パッチワーク・和裁の印つけ
に最適です。
サイズ（約）：14㎝ / インクの色：パープル

LEDトレース台（ライトテーブル）Ａ3
128 - 21644

アップリケや刺しゅうの図案を生地に写すのに便利
です。生地が厚くて、暗いと感じられる時は、図案

をサインペンでなぞってから写すときれいに写ります。表面も熱くならず、調光
機能がついて目にやさしいです。薄型で、お洒落な外観です。

外寸法 幅 471奥行 348 高さ 7㎜
投影寸法 幅 422 奥行 299
※日本製 ・ご利用は日本国内のみ

明るさ 1950～ 4700ルクス
調光 7段階
電源 100 ～ 240V ＤＣ12Ｖ1Ａ

カリスマエンピツ

SAL E
定番商品

ソーライン 水で消えるペン 細書き
4 - 20755

4 - 427 - 01　黒
4 - 427 - 02　白
4 - 427 - 03　黄 各330円　　　各264円 

378円　　　302円

385円　　　308円 

SAL E
定番商品

ソーライン 自然に消えるペン 細書き
4 - 20754 378円　　　302円

385円　　　308円 水に通すとラインが消えやすい
特殊な鉛筆。

108 - 23035
6 個入りです。
ミシン糸とボビンをセットで保管で
きる便利なジョイント。
糸のほつれも防げます！
一般的なミシン糸（穴径約 7㎜）、
ボビン（穴系約 6㎜）にOK!
●サイズ（約）：長さ 22㎜

ボビンキャッチャー（6ケ入り）
324円　330円

※糸・ボビンは商品に含まれません。

11- 24319

中心部のマグネットピンキーパーで、針や
待針などを吸着、周りの溝部分にはボビン
をかっちりと収納でき、散らからずに楽に
作業が出来ます。
くっついている針を簡単に取り外ししやす
いよう、マグネット中心部には溝があり、
細かな針もつまみやすくなっています。
また、マグネット部の背面にはクリアケー
スが付属しており、糸付きの縫い針や
ちょっとした裁縫グッズも収納可能です。
●サイズ（約）：170㎜×140㎜×40㎜　
クリアケース寸法（約）：縦 5.6 ㎝ / 横 4.4
㎝ / 厚さ 1.5 ㎝

プリム　 プリム ドイツマグネットピン 
and ボビンキーパーDX

2,678円　2,728円

※待針・ボビンは
商品に含まれません。

99 - 24317 ★★☆☆

ネイティブアメリカンのラグのようなパターンを
マチが薄めのシンプルなバッグにしました。
すっきりとした色合いがおしゃれです。
※生地は見本と異なります。

●セット内容：布、持ち
手テープ、作り方、写真
●サイズ（約）：縦 29㎝
× 横 42㎝×マチ 4㎝

インディアンモチーフのフラットバッグ
4,320円　4,400円

146 - 23927

★☆☆☆

ハウスをアップリケしたポシェット
です。お散歩や旅行にちょうどよい
大きさです。
パイピングはコーデュロイを使用し
ました。

●セット内容：布、バイアステープ、
ショルダーひも、写真、作り方
●サイズ（約）：
縦 10㎝×横 21㎝×マチ 12㎝

ハウスのポシェット
3,456円　3,520円

★★☆☆

99 - 24320 1,188円　1,210円

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回目は仕上がりましたか？ 2回目は色鮮やかな
「朝顔」とふっくら橙色の「ほおずき」です。
4回で完成の予定です。
●セット内容：
布（※むら染めの生地を使用します
ので、柄の出方が変わります。）
刺しゅう糸、写真、作り方
●サイズ（約）： 
朝顔：縦 27㎝×横 17㎝
ほおずき：縦 15㎝×横 17㎝

四季の彩り　2

★★☆☆

99 - 24268 1,404円　1,430円

四季の彩り　1

75
㎝
60
㎝

60㎝
75㎝

完
成
予
定
図

︵
途
中
で
変
更
に
な
る
場
合
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あ
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す
︶

詳しくは裏面を
ご覧ください。

99 - 24318

【送料無料】
ミニタペストリー
魔女　ハロウィン

新商品 Let’s Try
￥0メール便（ネコポス便）

配送に限り、送料無料

送料無料対象商品です

1,620円

1,650円

 18 - 24313　

すてきにハンドメイド 
２０１9年9月号

新商品

 131 - 24314 1,728円　1,760円

作り方・
型紙はこちら

載
連

新 商 品 材料セット

17 回目は「めがねケース」のご紹介
です。
バッグのアップリケがかわいい、三角
形のめがねケース。中にプラスチック
ボードをいれているので、しっかりと
めがねを守ってくれます。
ご自分用に、また敬老の日のプレゼン
トに。
●セット内容：布、薄手接着芯、プラスチッ
クボード、マグネットホック、刺しゅ
う糸（グレー）
●サイズ（約）：幅 17㎝×丈 6㎝×
底 6㎝

贈る人は、
読書が好きな友人

617円　629円

めがねケース（作り方なし）

まちをたたんでペタンコに

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）

 99 - 23711 2,970円　3,025円

新刊本

斉藤謠子の
いつも心地のよい服とバッグ

1,760円1,728円

新刊本

18 - 23839 - 01

18 - 23839 - 02

サイン希望
サイン不要

◆型紙付
◆AB判製 
◆96頁
◆NHK出版

斉藤謠子の
手のひらのたからもの

新刊本

17 - 23648 - 01

17 - 23648 - 02

サイン希望
サイン不要

 138 - 24016 1,188円

1,210円

まるいポーチ
(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16新商品 材料セット

★★☆☆

ころんとした形にしたくて、まるく仕立
てました。用途を楽しんでください。

●セット内容：ハギレ 裏布　
ファスナー　革テープ　
●サイズ（約）：
縦 9㎝×横 11㎝×奥 2㎝

1,760円1,728円

◆型紙付 
◆B5変 
◆104頁 
◆ヴォーグ社

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

６

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　880円 / メール便：324円　330円
● お支払手数料　代引き：324円 　330円 / 後払い：324円　330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

QUILT PARTY NEWS

10月17日(木)
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

バックナンバー

newキット

newキット

青字（8％）2019年 9月 30日まで、
黒字（10％）2019年 10月 1日からの価格です。

迷子になりがちな裁縫道具をすっきり収納できる
便利グッズのご紹介

消費税
改正に伴い

https://www.instagram.com/yokosaito_quiltparty/
http://shop.quilt.co.jp/html/info.html
http://shop.quilt.co.jp/new/2019-09-09-161929.html
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006707/ct54/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006796/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007260/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006885/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006489/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006582/ct55/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007199/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005847/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007227/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007142/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004487
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002770/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000003587/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000003586/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007226/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007188/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007189/

