
SAL E 持ち手付き文鎮
ブルー 20％

OFF
3,520円 2,816円

パッチワークの作業に無くては
ならない商品です。　●重さ：1.2kg

11 - 23445

フリーステッチングの用具のセール
もございます。
詳しくは裏面をご覧ください。

158 - 24558

フリーステッチングで作る
エルフのポーチ

新商品 Let’s Try

3,960円

おすすめ
別 売 り

138 - 24557 3,850円
1,320円

ギリシャ十字風のパターンをパッチワーク
し、ダーツでふっくら仕立てました。優し
くメリハリのある色合いが印象的。持ち手
とお揃いの「リネン混バーバリーショルダー
2.5 ㎝幅　チョコ」つけると 2way 仕様と
なります。

グリーククロスの2wayバッグ
（ショルダーなし）

153 - 13698 - 01

リネン混バーバリーショルダー
2.5㎝幅　チョコ

●セット内容：布、テープ、ファスナー、
三角カン、作り方、写真
●サイズ（約）：縦 25㎝ ×横 26㎝

センテナリーで作ったバッグ 「グリーククロスの2wayバッグ」にぴったり

★★☆☆

リネンが入り、ナチュラルな
雰囲気と落ち着いた色合いが
素敵なショルダーです。
●サイズ（約）：幅 25㎜ / 長さ：
75㎝～ 140㎝
●素材：麻 30% アクリル 70%

別
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の
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※ショルダーは含まれません。

 18 - 24530　

すてきにハンドメイド 
２０20年1月号

新商品

新商品

作り方・
型紙はこちら

載
連

新 商 品 材料セット

動きに合わせて揺れるポニーテールがかわい
いニット帽。縫い目に巻いたリボンの重みで、
程よく下がったポニーテール。リボンはひと
巻してボタンと一緒に縫い留めるだけ。
三つ編みにするときは、ふんわりと。
●セット内容：極細程度の毛糸 ボタン
●サイズ（約）：頭回り 51㎝ 深さ 23.5 ㎝

 131 - 24531　 3,630円

 6- 24532

輪針「匠」輪針-S 
40㎝ 5号

1,320円

おすすめ

おすすめ

おすすめ
がま口専用
さし込み器具

153 - 16823 990 円

新商品

 153 - 24102

口金専用接着剤　
接着職人

880円

おすすめ

贈る人は、子ども・孫

628円

 153 - 21264

がま口専用仕上げペンチ

1,320円

ポニーテールつきニット帽（作り方なし）

 18 - 24548

すてきにハンドメイド 
２０20年2月号

新商品 作り方・
型紙はこちら

新商品 材料セット

ぽってりとした形がかわいいハーフショルダー
バッグ。
本体に接着芯を貼っていないので、柔らかくて
軽い仕上がりです。バレンタインデーにちなん
だ赤いハートのチャームが目をひきます。
持ち手は肩にかけるのに、ちょうどよい長さ。
●セット内容：布、薄手接着芯、面ファスナー、
ボタン、ワックスコード
●サイズ（約）：口幅 17㎝ 高さ 30㎝

 131 - 24549　 2,200円

贈る人は、娘・姪

628円

バッグ＆チャーム（作り方なし）

 18 - 24588

すてきにハンドメイド 
２０20年3月号

新商品 作り方・
型紙はこちら

新商品 材料セット

動物プリントがかわいいがまぐちポーチ。
内側に汚れに強いナイロン生地を使うことで
使い勝手がアップしました。
洗面道具などを入れるのにおすすめです。
●セット内容：布、両面接着キルト綿、口金
●サイズ（約）：
幅 12.5 ㎝　丈 8㎝　マチ 11㎝

 131 - 24584 2,420円

贈る人は、ジム仲間

628円

がまぐちポーチ（作り方なし）

作業に便利な
極細ノズル
●容量：60ｇ

底は四枚はぎで
容量たっぷり

刺しゅうとアップリケでくじゃくを表現した、
かわいらしい円形ポーチ。
本体、マチ、それぞれを仕立ててから縫い合わ
せるので、縫い代の始末をする必要がなく簡単
に作れます。

 133 - 24543

1,650円

●セット内容：布　フリースタイルファスナー　
スライダー　刺しゅう糸
●サイズ（約）：直径 11.5 ㎝ マチ 2.2 ㎝

ページ33

かわいらしい円形ポーチかわいらしい円形ポーチ
くじゃくのポーチ（作り方なし）

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

新商品 材料セット ★★☆☆

スタッフの作品を多数紹介

繊細なアイスグレーでまとめたペンケース。
本体のキルティングは降り積もった雪、そこに
アップリケと刺しゅうで、舞い降りた雪の結晶
を表現しました。
シックなファスナーの色がアクセントに効いて
います。ポーチとしていろんな用途に使えます。

 133 - 24556

1,870円

●セット内容：布　ファスナー　刺しゅう糸
●サイズ（約）：縦 10㎝×横 20㎝

ページ25

おしゃれな薄型のペンケースおしゃれな薄型のペンケース
雪の結晶のペンケース
（作り方なし）

新商品 材料セット
★★☆☆

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

月刊誌「すてきにハンドメイド」の 2017年 4月号～ 2018
年 3月号に掲載された作品に新作を加えた作品が 1冊の本に
なりました。愛らしい表情にデザインされたいきものたちに、
日々の暮らしがにぎやかに
彩られる一冊。
◆実物大型紙 2枚・図案付き
◆AB判製◆120頁◆NHK出版

材料セット

以前ご紹介したマンスリーキルトの
パターンをまとめました。裏布以外
の布がセットされています。

ダンスをしているような 2羽のとりが
ユニークなサコッシュ。
スマートフォンとお財布が入る小ぶり
なサイズで斜めがけできるデザイン。

 99 - 23023

19,910円
ページ26

マンスリーキルトの再販ですマンスリーキルトの再販です
布で描くいきものたち
タペストリー（作り方なし）

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、タぺストリー

1,980円

新刊本

★★★☆

斉藤謠子の本最新刊

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︕

18 - 24553 - 01

18 - 24553 - 02

サイン希望
サイン不要

●セット内容：a～ zの各パターンと
ボーダー部分とパイピング布
●サイズ（約）：幅 105.4 ㎝×
縦 120.4 ㎝

おすすめ

材料セット

 131 - 24534

2,090円
ページ31

旅行先でも重宝しそう旅行先でも重宝しそう
とりのサコッシュ（作り方なし）

★★☆☆

●セット内容：布、ファスナー、
ワックスコード
●サイズ（約）：幅 21㎝　丈 14㎝

後ろ面にビニールシートを使って
いるので、ケースに入れたままで
スマホの操作ができるすぐれもの
です。

材料セット

 131 - 24535

1,320円
ページ36

とぼけた表情のつきのわぐまとぼけた表情のつきのわぐま
くまのスマートフォンケース
（作り方なし）

★★☆☆

●セット内容：布、ビニール、面ファスナー、
刺しゅう糸（黒は含まれません）
●サイズ（約）：幅 11㎝　丈 18.5 ㎝

※裏布は含まれません。

 170 - 24555

布で描くいきものたちタペストリー
おすすめ裏布(130㎝カット) 布で描くいきものたち タペストリー

おすすめ糸10色セット2,310円

 116 - 22918

2,640円
先染め布です。●サイズ：110㎝幅×130㎝
※生地は変更となる場合があります。

 10 - 1052

キルト芯(120㎝巾) 2mカット
2,090円

厚手のしっかりとしたキルト芯です。

キルティング、仕立てに使え
ます。ギッターマン（100ｍ）

お
待
た
せ
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ま
し
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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

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

新商品新商品

newキット

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 

メルマガ配信中︕ キルトパーティWEB本店

キルト パーティ ニュース
2020QUILT PARTY NEWS

3月21日
(土)まで

TEL
047-324-3277

10:00 ～ 17:00（日曜・祝日は定休）
たくさんの情報
をお届けします

キルトパーティ公式
インスタグラム

おすすめ

対象商品は締切までの期間限定で送料無料です

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）

送料無料

● 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

定番商品

2/21
以降発送

https://www.instagram.com/yokosaito_quiltparty/
http://shop.quilt.co.jp/html/info.html
http://shop.quilt.co.jp/
http://shop.quilt.co.jp/new/2019-10-01-093443.html
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007362/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007444/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007493/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007452/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005856/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007496/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002756/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005736/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007433/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007432/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007494/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001946/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006285/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007495/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007428/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007429/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007430/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007446/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007446/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007450/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007492/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007499/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006963/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004028/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002566/

