
ペーパーライナー　スクエア
12㎜ 1000枚入（作り方プレゼント付）

SAL E

ALL20％OFFですSAL E

99 - 24426

クラフトケース　スリムの「おばあちゃん
の花園」の作品作りに使いました。こちら
の生地セットで配色を変えれば、外側の
ニット地の部分の両面の作品が作れます。
作品を縫い付ける場合は、周囲に 1㎝程度
の縫い代をつけ、縫い代を折りこみながら、
パイピングに沿ってまつります。
●セット内容：ペーパーライナー（ヘキサゴ
ン 8㎜ 1000 枚入）、ハギレ 10㎝×16㎝　
20枚、図案、作り方、写真

ペーパーライナー　ヘキサゴン8㎜　1000枚入りと
クラフトケース　スリムにおすすめ生地セット

おすすめ

各2,255円 各1,804円

23 - 24408- 01

23 - 24408- 02

8㎜

オリジナル 手縫い糸
（小 200m）5色セット

Aセット(淡色）

Bセット(濃色）

真っ白(59) 、白(143)、
薄ベージュ(701)、薄グ
レー(117)、薄茶(786)

こげ茶(724) 、赤(155)、
ピンク(35)、グリーン
(271)、ブルー(752)

ペーパーライナー　ヘキサゴン
8㎜ 1000枚入（作り方プレゼント付）

2,585円 2,068円

108 - 10727

2,585円 2,068円

108 - 8950

12㎜

ペーパーライナーのみの商品です

SAL E SAL E

20％
OFF

8㎜

作り方プレゼント
2種類のバッグの
　作り方プレゼント四角つなぎでスターと女の子の

パターンを作ってバッグにアッ
プリケしました。
ペーパーライナーを使うと角が
きれいに出てピシっとした仕上
がりになります。
縦19×横24×
まち9㎝

縦37×
横36㎝

ペーパーライナーの巻きかがりにおす
すめ。布に合わせて糸の色を変えると
針目が目立ちません。

01

02

03

04
05

関の豆ばさみ

108 - 24036- 01　きすいせん
108 - 24036- 02　ばらいろ
108 - 24036- 03　みずあさぎ
108 - 24036- 04　つゆくさいろ
108 - 24036- 05　ふかがわねず

各1,485円 

地域産業や工芸にこだわった上質なハンドメイドの道具
ブランド「Cohana/ コハナ」
カラーは、四季の移ろいが感じられる日本の伝統色です。

「どこまで小さく・良く切れるはさみを作れるか」とい
う老舗はさみメーカーの遊び心からうまれた、かわいく・
切れ味も良い豆ばさみです。持ち手に付い小さな絹糸の
房は、手作業でていねいに作った職人の繊細な技が光る、
美しい仕上がり。はさみに合わせ、豆サイズで作られた
はさみケースには、上質な本革を使用しています。
●商品サイズ /全長：約 35㎜、幅：約 22㎜、厚み：約 12㎜
●日本製　●箱入り

コハナの中でも一番人気の
「関の豆ばさみ」贈り物にも最適です

★★☆☆

99 - 24404 1,320円

1,210円1,430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。中心のブロックは次回のお楽しみに今
回は椿と桔梗をアップリケします。
色鮮やかな草花も 6種類になりました。アップリケ
は針先で押し込むようにして小さな針目できれいに
仕上がるように意識してくださいね。
次回は中心のブロックとボーダーをつけて
完成です。
●セット内容：布、刺しゅう糸、写真、作り方
●サイズ（約）： 
桔梗：縦 25㎝×横 18㎝
椿：縦 17㎝×横 25㎝

四季の彩り 3

75
㎝
60
㎝

60㎝
75㎝

99 - 24268

四季の彩り 1
99 - 24320

四季の彩り 2

完成予定図
（途中で変更になる場合があります）

詳しくは裏面をご覧ください。

99 - 24403

【送料無料】
新春を迎えるだるまの
ミニキルト

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

1,210円

108- 24405

スリムで持ち運びしやすい収納ケースで
す。ポケットや仕切りで道具を整理しやす
く、たっぷり収納できます。
底面がスリムなので、作業時も場所ととら
ず、机の上を広々と使えます。

クラフトケース　スリム
2,200円

2,695円

オリジナルの裁縫箱が作れます︕

おすすめ
こちらを使いました

 124 - 9832- 02

接着芯 (シャープ芯)
2mカット　中

803円
●サイズ：45㎝幅×2m

●サイズ外寸（約）：
高さ 12㎝×幅 25㎝×奥行 7.5 ㎝
●色：ブラック

外側のニット地の部分
に、作品などを縫いつ
けて、オリジナルの
ケースとしてもお楽し
みいただけます。文房
具や化粧品などの収納
にも使えます。

斉藤謠子オリジナルプリントを使用

 18 - 24389　

すてきにハンドメイド 
２０１9年10月号

新商品 作り方・
型紙はこちら

こちらを使いました

載
連

新 商 品 材料セット

19 回目は「小物入れ」のご紹介です。
手芸用品の収納やお菓子入れにぴったり。
側面の高さ・角度を自由に変えられるのが
特徴。持ち手をつけて、バスケット形にし
てもかわいいです。
●セット内容：布、接着芯、ボタン（小物入れ
3種類分）　●サイズ（約）：基本作品 底の直
径 15㎝ 高さ 6.5 ㎝ / 応用作品 1 底の直径
9㎝ 高さ 6㎝（持ち手を除く） / 応用作品
2 底の直径 15㎝ 高さ 7.5 ㎝

629円

 131 - 24390　 1,980円

小物入れ（作り方なし）
基本・応用1・応用2のセット

新商品 材料セット

20 回目は「カンタ風刺しゅうのポーチ」
のご紹介です。
前面を刺しゅうで刺し埋めた「カンタ」風
の刺しゅうが美しいポーチ。チョコレート
のブロックのような台形は容量たっぷりで
実用的です。
●セット内容：布、接着芯、ファスナー、刺しゅ
う糸　●サイズ（約）：底幅 16㎝×高さ 7㎝
×底のまち幅 10.5 ㎝

 131 - 24431　 2,475円

カンタ風刺しゅうのポーチ
（作り方なし）

 18 - 24430　

すてきにハンドメイド 
２０１9年11月号

新商品 作り方・
型紙はこちら

629円

 124 - 22252

つめ綿（100g）

429円

贈る人は、手芸仲間

贈る人は、刺しゅう好きの友人

おすすめ
おすすめ こちらを使いました

 122 - 3021- 01

ワンタッチ・刺しゅう枠
1,100円

 122 - 15828 - 01

308円

（直径）10㎝

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

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㎝

 99 - 23711 3,025円

定番商品

斉藤謠子の
いつも心地のよい服とバッグ

1,760円

定番商品 定番商品

定番商品

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

定番商品

17 - 23648 - 01

17 - 23648 - 02

サイン希望
サイン不要

1,760円

◆型紙付 
◆B5変 
◆104頁 
◆ヴォーグ社

Newキット 7点をはじめ、キルトパーティがおすすめする
用具・雑貨・書籍を新たに加えてリニューアルしました。

Quilt Party
定番カタログ vol.19

キャッシュレス・ポイント還元対象店舗です

クレジットカードでお買い物されますと、
5％のポイント還元があります。
●期間：2019年 10月～ 2020年 6月
詳しくは別紙をご覧ください。

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

7

対象商品は締切までの期間限定で送料無料です

新商品

QUILT PARTY NEWS

11月27日(水)
まで

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

ご注文前に
ご覧ください

送料無料

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

色をお選びください

色をお選びください

限定各色

30個

限定各色

30個
オリジナル

https://www.instagram.com/yokosaito_quiltparty/
http://shop.quilt.co.jp/html/info.html
http://shop.quilt.co.jp/shopbrand/ct42/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006707/ct54/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006489/ct54/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006582/ct55/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006902/
http://shop.quilt.co.jp/new/2019-10-01-093443.html
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007315/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007142/ct61/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007227/ct61/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007273/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007274/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005175/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007297/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007298/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001662/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001950/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007307/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007317/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001840/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007325/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002188/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002203/

