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トープカラー先染めチェックセット（プレゼント付き） 170-24763￥1,210

細かい格子に小さな水玉のような模様が織られた
先染め布。ベーシックな色合いの生成り、グレー、薄茶
とパステルカラーの黄、緑、オレンジ、ピンクの7枚を
セットにしました。合わせる相手を選ばないシンプル
な布なので配色に困ったときに重宝します。

参考作品

こちらの生地セットをお買い上げの方に
「スクエアウィンドウのトートバッグ」の
作り方をプレゼントいたします！

A01を使用した見本

お気に入りの柄布と組み合わせて、スクエア
ウィンドウのパターンでトートバッグを作りました。
見本作品は窓にＡ01の布を使用して
います。Ａ02の布もおすすめ。
1種類の布ではなくいろんなハギレを使ってもよいでしょう。
上部分と底布、口側の縫い代始末布にはＡ11の布を40㎝使用しました。
窓の布　A02 30㎝
裏布　40㎝
窓と裏布を同じ布で作る場合は50㎝
持ち手　麻テープ3㎝幅　1m　
※肩にかけられる長さです。長さはお好みで変えてください。

セット内容 25㎝×30㎝ 7枚

限定

200
セット

麻テープ3㎝幅
101-7626￥42 /10㎝

「トープカラー先染めチェックセット」
の参考作品の持ち手に使用しています。

※50cm以上10cm単位での販売となります。

エコバッグにもなるレインバッグにおすすめの糸です。
ギッターマン（100m） col.852（イエロー）　351（オレンジ）
000（ブラック）でお届けいたしますが、似た色､別のメーカーミシン糸に
変更になる場合があります。

116-24765-01

116-24765-02

116-24765-03

イエロー

オレンジ

ブラック

レインバッグおすすめ糸

99-24764-01
イエロー

99-24764-02
オレンジ

99-24764-03
ブラック

エコバッグにもなるレインバッグ ￥1,430
限定

200
セット

雨の日や突然の雨からバッグを守るはっ水加工のナイロンオックス生地で
作る「レインバッグ」です。大きめなのでたくさん買い物をした時のサブバッグ
やエコバッグとしても便利です。
★セット内容:ナイロンオックス布 　コード　ストッパー　ビーズ　作り方
★出来上がりサイズ：（約）横46ｃｍ×縦42ｃｍ×まち10ｃｍ

完成品ではありません。

各

使用しています！

￥264各

大柄紹介あり 表面でご紹介している大柄生地は25％縮小しました。

2019-01-Ａ01 2019-01-Ａ04 2019-01-Ａ05 2019-01-Ａ08

2019-01-Ａ11 ※使用例　
サンプラーキルトの
ボーダーの花瓶 

2019-01-Ａ16

2019-01-Ａ09

2019-01-Ａ10
約40㎝

約
24
㎝

約40㎝

約
24
㎝

表面に撥水加工が施されたナイロンオックス地。リボンのような波模様がおしゃれです。
ポーチやバッグ、ポンチョなど軽くて丈夫で雨の季節にもぴったりです。
いろんな大きさのエコバッグをつくってもよいですね。

ナイロン素材

2020-04-Ａ17 2020-04-Ａ18 2020-04-Ａ19\154/10㎝ \154/10㎝ \154/10㎝
30㎝～ 120-24796 30㎝～ 120-24797 30㎝～ 120-24798

※ミニカットの販売はありません。
エコバッグが作れるセットも販売中！

※プレゼントはお一人様
　につき１枚となります。
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http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007743/


ALL
20％
OFF

6 - 5991

385円

308円
385円

308円

キルティングニードルズ
(オリジナル針)　

SAL E 定番商品 キルトパーティおすすめの
「糸」と「針」が20％OFF

 116 - 17231- 01

ギッターマン糸100ｍおすすめ5色セット

斉藤謠子おすすめの
万能糸です。

各1,320円 各1,056円

●長さ22.7㎜　太さ0.51㎜
●15本入

108 - 2847

キルティング針
（ピースメーカー）

●長さ22.7㎜　太さ0.53㎜
●15本入

6 - 12853

605円 484円

キルティング針
「ブラック」No.12

●長さ24.4㎜　太さ0.53㎜
●10本入

「静かな町のミニタペストリー」の
ピースワーク・アップリケ・キルティングにおすすめ

淡色
 116 - 17231- 02 濃色
 116 - 17231- 03 スタンダード

色をご指定ください

限定各100セット

142 - 24771

立体ハウスの小物入れ 3　ハウスのトレイ

newキット

1,650円

人気の立体ハウスシリーズ　

詳しくは裏面をご覧ください。

158 - 24770

【送料無料】
静かな町の
ミニタペストリー 3

新商品 Let’s Try

3,410円

第3弾

￥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

めがねや鍵などの指定席として、
重宝なトレイです。ハウスの部分
と底にはゴム製の弾力のある接着
芯を貼り、ミシンキルトでしっか
りと仕上げました。
●セット内容：布、接着芯、刺しゅう糸、包みボタン、作り方、写真　
●サイズ（約）：高さ 5㎝、楕円底 19㎝×10㎝

反対側も同じ柄です

147 - 24597 1,210円

中心部のアップリケはアイロン両面接着
シートを使用し、布をたち切りでカット
して、たてまつりで仕上げています。
キルティングは入っていませんので、
パイピング処理でファスナーをつけたら、
まわりを巻きかがりして完成です。

ひとりでおつかいポーチ

●セット内容：布、ファスナー、テープ、
両面接着シート、刺しゅう糸、作り方、
写真　●サイズ（約）：直径 14㎝

キルティングなしの初心者向けポーチnewキット ★☆☆☆

142- 24773 16,500円

タラハッシーのベビーキルト
マルチカバーとしてもおすすめですnewキット

廃番になった斉藤の著者本
「ベビーキルトとこもの」のタラ
ハッシーのキルトを少し大きく作
り直しました。
明るい色合いで、ベビーだけでな
くベッドやソファーに掛けて使っ
てください。
●セット内容：はぎれ表布、ボーダー
布、パイピング布、裏布、作り方、
写真　●サイズ（約）：縦 147㎝×
横 147㎝

★★☆☆

★★☆☆

限定

40個

 18 - 24751　

すてきにハンドメイド 
２０20年6月号

新 商 品 作り方・
型紙はこちら

新商品 材料セット

 131 - 24762　 2,365円

贈る人は、子ども・孫

628円

 18 - 24768　

すてきにハンドメイド 
２０20年7月号

新 商 品 作り方・
型紙はこちら

628円

サイドポケットパンツ 色違い （作り方なし）

斉藤謠子の心地のよい手作りの服と布小物載
新連

●セット内容：表布　木綿地 (綿 100%、日本製）
115㎝幅×200㎝　ゴムテープ 3㎝幅×85㎝
●サイズ（約）： M：ヒップ 108㎝ パンツ丈 84.5 ㎝ 
L：ヒップ 112㎝ パンツ丈 85㎝　
LL：ヒップ 118㎝ パンツ丈 85.5 ㎝

●セット内容：表布 110㎝幅×220㎝
（今回ご紹介の 2020-04-A03 の生地）
●サイズ（約）： [ Ｍ～ L ] バスト 129㎝
ゆき丈 57.5 ㎝　着丈 71㎝
[ L ～ LL ] バスト 135㎝　ゆき丈 58.7 ㎝
着丈 71.5 ㎝

これからの季節にぴったり

新商品

新商品

材料セット

 131 - 24778 2,420円

 6 - 24707 605円

バルーンスリーブのブラウス　
（作り方なし）キルトパーティ限定

ハトロン紙（ロールタイプ）7ｍ巻

「すてきにハンドメイド 7月号」掲載の
「バルーンスリーブのブラウス」の布違いです。
ゆったりした身ごろとふんわりしたバルーンス
リーブが風を通すので、暑い日も爽やかに過ごせ
そうです。

キルトパーティ限定販売です

洋服の型紙作りに最適︕

パンツとブラウスの
相性もばっちり

「すてきにハンドメイド 6月号」掲載の「サイドポケット
パンツ」の色違い、【ネイビー】のご紹介です。
ぴょこっと飛び出したわきのポケットがかわいいコットン
パンツ。足首が見えるパンツ丈はこれからの季節にぴったり。

おすすめ

使いやすいロールタイプ。
実物大型紙をトレースして型紙を作る時や、洋服の製図に使います。
使う分だけを無駄なくカットでき、折りぐせがないので線がきれいに描
けます。透明感があるので、重なり合って印刷されている実物大型紙を
簡単にトレースできます。鉛筆・ボールペンでも写し取りやすく、にじ
みません。 ●内容物：幅 60㎝×7ｍ　無地

ブルー99 - 24772 - 01

ピンク99 - 24772 - 02

グレー99 - 24772 - 03

各1,200円夏仕様マスクと冷却タイ
つけ心地の良いマスクと冷却タイが作れますnewキット

江戸時代から生産されている「高島ちぢみ」を
使って夏仕様のプリーツマスクと、保冷剤を入
れて使う冷却タイを作りました。生地の表面に
シボ（凹凸）を作った独特の風合いで吸湿性に
優れ爽やかなつけ心地です。
●セット内容：（マスク・タイ各 1ケ分）高島ちぢみ
布　ストレッチコード　作り方　※保冷剤は含まれ
ません。　●サイズ（約）：[ マスク ] 大人ふつうサ
イズ　[ 冷却タイ ] 長さ 88㎝×幅 7㎝

色をご指定ください

裏面もちぢみ布を使用

着心地かろやか　手縫いのおとな服
18 - 24766 1,430円

新刊本 斉藤も新作おとな服２点を紹介しています

ミシンがなくても大丈夫！
手縫いだけで作れるソーイング
アイテム 20点を紹介
人気作家 5人が、ゆったりと着心地が
よく、おとなに似合う洗練されたデザ
インを提案。「すてきにハンドメイド」で紹介した
大人気デザインに新作を加えた保存版の 1冊。
◆型紙付　◆AB判　◆88頁　◆NHK出版　

 133 - 24767

3,850円
ページ18

バレリーナのバッグ（作り方なし）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

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：布、ファスナー、
スライダー、刺しゅう糸、レース、
革ひも、リング型飾り 
●サイズ（約）：縦 23.5 ㎝×
横 16㎝×まち 6㎝

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

乙女の憧れ、バレリーナをモチー
フにしたオーバル型のバッグ。
トウシューズ入れにしたら、レッ
スンの日が楽しみになりそう。

「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ました。
◆実物大型紙 2枚・図案付き　◆AB判製◆120頁◆NHK出版

羽を広げたくじゃくが目を引くバッグは、
タブレット端末を入れるのにピッタリ。
愛きょうのあるたたずまいに思わず笑み
がこぼれます。
持ち手付きなので、セカンドバッグとし
ても。

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

18 - 24553 - 01

18 - 24553 - 02

サイン希望
サイン不要

材料セット

裏布以外の布は含まれません。

 99 - 23023 19,910円

ページ26
布で描くいきものたち
タペストリー（作り方なし）

★★★☆

●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 - 24538

3,190円
ページ42

セカンドバッグとしてもセカンドバッグとしても
くじゃくの
タブレットケース（作り方なし）

★★★☆

●セット内容：布、ファスナー、ボタン、
刺しゅう糸
●サイズ（約）：幅 26㎝ ×丈 20㎝×まち幅 2㎝

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

新商品

限定

30個

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

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

7月25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

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

今回で最後

ネコポス
対象外
ネコポス
対象外

ネコポス
対象外
ネコポス
対象外

ネコポス
対象外
ネコポス
対象外

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/000000007452/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007436/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005856/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007736/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007741/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007670/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007737/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007462/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007738/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007733/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007661/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007734/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007742/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007609/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001827/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002370/ct137/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002556/ct137/order/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002549/ct137/order/


【斉藤謠子パッチワーク作品展】
会期 / 2020年6月17日（水）～6月22日（月）
時間 / 午前10時～午後8時
（金・土は午後9時まで、最終日は午後6時閉場）

会場 / 阪急うめだ本店 9階 阪急うめだギャラリー
（〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8番7号）

お問い合わせ / 047-324-3277（キルトパーティ）

【第36回　キルトパーティキルト展】（予定）
会期 / 2020年11月19日（木）～11月22日（日）
時間 / 午前10時～午後5時（最終日は午後4時閉場）
会場 / 芳澤ガーデンギャラリー
（〒272-0826 千葉県市川市真間5-1-18　ＴＥＬ：047-374-7687）

【キルトパーティバーゲンセール】
会期 / 2020年11月19日（木）～11月22日（日）
時間 / 午前10時～午後5時（最終日は午後4時閉場）
会場 / キルトパーティ

※下記日程での開催は見送りとなりました。　
中止、または、振替開催については、決定次第ご案内いたします。イ

ベ
ン
ト
の
お
知
ら
せ

全品20％OFF（書籍・一部商品を除く） 同時開催

作り方

1 ボーダー布を4枚裁つ。

2 アップリケと刺しゅうをする。

3 ボーダー布と中心を縫い合わせる。 4 キルト綿、裏布と三層に重ねて
キルティングを入れる。

5 外回りを3.5㎝幅裁ち切りの
バイアス布でくるむ。

74
12

12
44

 99 - 24779

静かな町のミニタペストリー
おすすめ裏布（75㎝カット）

写真は一例です。
生地は見本と変わる場合がございます。
おすすめ裏布はプリント布となります。
●サイズ（約）：110㎝幅×75㎝

おすすめ

935円  10 - 1051

キルト芯(120㎝巾) 
1mカット

1,045円

 14 - 1131

フープ（直径45㎝）
4,620円

静かな町の
ミニタペストリー 1
 158 - 24646 1,430円

静かな町の
ミニタペストリー 2
 158 - 24738 1,870円

バックナンバー

おすすめ 定番商品 おすすめ 定番商品2.3㎝

「静かな町のミニタペ
ストリー」におすす
めのサイズです。 キルティングをする時はフープに張ると、

シワのないきれいな作品になります。

ワンポイント
レッスン

長い定規は、長い直線を
曲がらず一気に引くこと
ができます。

定規の方眼のラインを使
うと、直角や垂直が取り
やすく便利です。

作品作りのコツをアドバイスするコーナー。
今回は、とっても便利な長い定規の
使い方をご紹介します

長い直線が引けます

角を垂直に引けます

①
ポイント

②
ポイント

定規のラインを使って、
ボーダーなどの大きな布
でも平行な直線がひけま
す。

平行な直線が引けます③
ポイント

バイアス布を作るときの
斜め45度の線も楽々引け
ます。

斜め45度が引けます④
ポイント

ミシンキルト定規クローバー（60㎝）

ミシンキルトのストリップカット、ピースカット、
トリミングに。
 生地をしっかり押さえられる、幅広サイズ。
パッチワークキルトにも便利です。
5㎜方眼入、ぬいしろ目盛り付。
●サイズ（約）：幅 150㎜　厚さ 3㎜

 6 - 1030

3,190円 6 - 3071

定規用ハンドル

特殊な粘着シートで定規に固定します。
定規の扱いが楽になります。
●サイズ（約）：25×100×19㎜

おすすめ 定番商品

おすすめ

715円

使ったのはこちらです

ネコポス
対象外
ネコポス
対象外

ネコポス
対象外
ネコポス
対象外

ネコポス
対象外
ネコポス
対象外

型紙　400％に拡大してお使いください

各2枚

12

44

12

74
【上下】

【左右】

アウトラインst.を２回

刺しゅうはすべて２本どりアウトラインst.

【送料無料】静かな町のミニタペストリー 3
 158 - 24770 3,410円

新商品

静かな町のミニタペストリーは今回が最終回。
ボーダー布はハウスを囲むように家並みをアップリケ
しています。
家並みはシンプルなグレー系でまとめたので、
布合わせは難しく考えなくてよいでしょう。
大きな作品なのでキルティングは時間がかかります
が、縫い代が厚くないのでそれほど大変ではないと思
います。
しつけをしっかりかけて気長に取り組んでくださいね。

ボーダー布……… 54㎝×98㎝ ………1枚
アップリケ布 …… 13㎝×16㎝ ………15枚
パイピング布…… 54㎝×54㎝ ………1枚
刺しゅう糸　実物大図案　キルティングライン
写真　作り方

●セット内容 ：

【送料無料】静かな町のミニタペストリー 3Let’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

http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007738/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007594/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007645/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007739/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002755/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002535/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001266/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002250/
http://quilt.co.jp/event/

