
斉藤謠子の布で描くいきものたち
キルトのバッグ、ポーチ、タペストリー

予告★新刊が出ます︕

2020年
1月23日
発売 次回通信販売でご紹介します。

どうぞお楽しみに︕

おすすめ

接着芯 (シャープ芯)2mカット 

薄
中
厚

各 803円

接着芯は主にバッグの底やマチなどをしっかりさせるときに使います。
片面にアイロン接着樹脂を使用した不織布でできています。
●サイズ：45㎝幅×2m
【主な使い方】

作品作りに欠かせない接着芯
「花いっぱいのラウンドバッグ」では（中）を
「桜のバッグ」では（薄）と（中）を使用しています

薄…バッグの後ろ面、キルティングを入れないバッグ等
中…バッグのマチ、持ち手、後ろ面等
厚…バッグの底、マチ、持ち手、帽子のつば等

新商品

145 - 24471 - 01

145 - 24471 - 02

オリジナルファイルA4（1枚入り） 各297円

01 は NHKすてきにハンドメイドで連載されたマンスリーキルトです。
02はキルト作品集 2017-2018 年の表紙を飾った作品で、中身が透けて
見える透明感のあるファイルです。書類の整理に便利なA4サイズです。
●サイズ：A4 縦 31㎝×横 22㎝　●素材：ポリプロピレン (PP)

（後ろ面デザイン）

オリジナル

アルファベットで描くいきものたち
フィレンツェの街並

新しいオリジナルファイルができました︕

●セット内容：
表布　パイピング布　
作り方　写真
 ※裏布は含まれません
●サイズ（約）：
縦 170㎝×横 146㎝

令和元年にスタート
大作にチャレンジしませんか︖

146 - 24469 3,960円

優しい色目のベース布に桜を
アップリケしたトートバッグ。
桜の葉はセンテナリーのプリ
ント布をアップリケしました。
後ろ面は一枚布にミシンキル
トを入れています。
「本革山道テープ」を持ち手に
のせてアクセントに。

桜のバッグ

10 - 24470 55円 / 10㎝

山道テープにイタリア製の本革のテープを
乗せた高級感のあるテープ。
●サイズ（約）：山道 幅 10㎜ 本革テープ 幅 3㎜ 厚み 1㎜

本革山道テープ　茶

99 - 24330 19,800円

2 色使いのクロスとボー
ダーのリボンのパターン
がかわいいキルト。
飽きの来ないデザインで
す。75種類のハギレが
入っています。
布合わせを楽しみながら
大作に挑戦したい方にお
すすめです。

クロスパターンのタペストリー ★★☆☆

●セット内容：布　刺しゅう糸
本革山道テープ（こげ茶）
作り方　写真
●サイズ（約）：縦 24㎝×
横 34㎝×底マチ 8㎝

テープは 50㎝以上 10㎝単位での販売

「桜のバッグ」の色違い

「四季の彩り」の桜をアレンジして

★★☆☆

1,210円

1,430円

99 - 24467 3,630円

四季の彩りは今回で出来上がりです。
中心には多くの人に愛される桜を配置。
ボーダーには新しいセンテナリーの大きな
葉っぱとどんぐり柄のプリント布を使用しま
した。存在感のある布なのでこれだけでも素
敵なのですが、細い枠を挟むと内側の草花が
より映えます。

99 - 24468 1,663円

※生地は変更となる場合があります。
予めご了承ください。
●セット内容：裏布 110㎝幅×90㎝

●セット内容：（桜）布、 刺しゅう糸、
ボーダー布（センテナリー 25　
701904-06）、 枠の布、パイピング布、
作り方、写真　※裏布は含まれません
●サイズ（約）： 
（桜）縦 25㎝×横 25㎝
（出来上がり）縦 80㎝×横 80㎝

四季の彩り 4

四季の彩り　おすすめ裏布

99 - 24320

99 - 24268

四季の彩り 1

1,320円99 - 24404

四季の彩り 3四季の彩り 2

★★★☆

おすすめ

おすすめ

 10 - 1051

キルト芯(120㎝巾) 1mカット
1,045円

「四季の彩り」におすすめのサイズです。

 4 - 22878

NEW オリジナルWave Template
1,430円

「四季の彩り」のキルティングラインに使用

定番商品

定番商品

おすすめ 定番商品

定番商品

数に限りがございます。
お早めにお申し込みください。

オリジナル

完成︕

詳しくは裏面を
ご覧ください。99 - 24466

【送料無料】
ねずみの巾着

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

1,650円

 18 - 24514　

すてきにハンドメイド 
２０１9年12月号

新商品 作り方・
型紙はこちら

こちらを
使いました1個につき75㎝使用

載
連

新 商 品 材料セット

21 回目は「クリスマスオーナメント」。
そのままプレゼントできる巾着タイプの
オーナメントボール。
巾着になっているので、お菓子などの
プレゼントを詰めてもいいですね。
巾着のひもを輪に結んでツリーに飾ります。
リバーシブルなので、好みの色で飾って。
●セット内容：布、極細ワックスコード
●サイズ（約）：口幅 8㎝ 丈 8.8 ㎝

 131 - 24515　 3,630円

クリスマスオーナメント
15個セット（作り方なし）

 30 - 24465

極細ワックスコード
4色3ｍカット

660円  6 - 12852

アップリケ針
「ブラック」No.12

605円

おすすめ

●セット内容：10本入り

贈る人は、子どもたち

629円

●セット内容：モスグリー
ン・赤・こげ茶・グレー
各色3ｍカットのセット
●サイズ：直径（約）1㎜

少し硬めの針です。
厚みのある口布もしっかり
縫えます。

 124 - 9832 - 01

 124 - 9832 - 02

 124 - 9832 - 03

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で、5％のポイント還元があります。
●期間：2019年 10月～ 2020年 6月

底のカーブに合わせ、お行儀よく並
んだ花たちが、かわいらしい印象を
与えるラウンド型のバッグ。
大きめのポケットはスマホや定期券
を入れてくのに便利です。
マチにはDカンをつけているので、
ショルダーバッグとしても便利。

 134 - 24464 3,520円

●セット内容：布　刺しゅう糸　Dカン
　マグネットボタン　
●サイズ（約）：縦 24.5 ㎝×横 24㎝
×マチ 5.5 ㎝

ページ12

表紙を飾ったバッグ表紙を飾ったバッグ

作り方・型紙はこちら

花いっぱいのラウンドバッグ
（作り方なし）

斉藤謠子が主宰する「キルトパーティ」。
35年の実績に基づいて、バラエティに富んだ作品を紹介。
実用的なバッグ、ユニークなデザインのポーチ、美しいタペストリーなど
30点掲載。◆型紙付◆AB版◆96頁◆ブティック社

斉藤謠子＆キルトパーティ
いつも楽しい布遊び　
私たちのキルト

1,650円

新刊本

173 - 24463

普段の生活をちょっと豊かに
彩ってくれる、作品たち
普段の生活をちょっと豊かに
彩ってくれる、作品たち

新商品 材料セット
★★☆☆

スタッフの作品を多数紹介

新しい本が出版されました。
通販でいち早くご紹介します。
今後、掲載されている作品の
材料セットをご紹介します。
どうぞお楽しみに︕

今年一年の感謝を込めて
￥5,000（税込）以上のお買い上げで
先着300名様にプレゼント！

ニードルケース

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

8

対象商品は締切までの期間限定で送料無料です

QUILT PARTY NEWS

2020年
1月5日(日)

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

バックナンバー

newキット

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/new/2019-10-01-093443.html
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007417/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007418/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002755/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007142/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007227/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007315/
http://shop.quilt.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000005704&search=wave&sort=
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007362/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007405/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007409/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007270/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007363/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001840/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007360/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007361/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007414/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007408/

