
商品名
ご注文の際には必ず
商品名・商品番号・数量・
金額をご記入ください。※ 表示価格は10cm、

　 消費税込のお値段です。
商品番号

価格
2020-05-Ａ01 \110/10㎝

30㎝～ 120- ミニカット 119-
ミニカット\220

※ 生地見本は同封いたしません。第     回 通信販売生地見本
ミニカット一律

\220

大柄紹介あり※ 　　　　    裏面に生地の縮小画像
      があります。

大柄紹介あり

大柄紹介あり大柄紹介あり

大柄紹介あり

大柄紹介あり大柄紹介あり

大柄紹介あり

先染め

先染め先染め先染め先染め
17 ㎝

マスタードイエロー
のギンガムチェック。
小さめのチェックが
ピースワークに使い
やすいです。
薄手なのでお洋服
にもおすすめです。

2020-05-Ａ01 \110/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-24876 ミニカット 119-24894
シンブルや糸巻きを
抱えたスーちゃん、
お花が素朴なタッチ
でプリントされていま
す。
ベージュ系の優しい
色合いです。

2020-05-Ａ02 \121/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-24877 ミニカット 119-24895
細いペンで縦に流れ
るたくさんの線を描
いたようなプリント。
とても使い勝手の良
い無地布感覚で使
える布です。
夏らしい爽やかな配
色に。

2020-05-Ａ03 \121/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-24878 ミニカット 119-24896
A03の色違い
涼しげなグレーが
ベース布におすすめ
です。

2020-05-Ａ04 \121/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-24879 ミニカット 119-24897

A03、A04の色違い
グレーがかった淡い
緑が上品です。

2020-05-Ａ05 \121/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-24880 ミニカット 119-24898
A03、A04、A05の
色違い
落ち着いた淡いブ
ルーで、花びらやハ
ウスのベースにおす
すめです。

2020-05-Ａ06 \121/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-24881 ミニカット 119-24899
A03、A04、A05、
A06の色違い
枝や木、ハウスにお
すすめの濃すぎない
茶色です。

2020-05-Ａ07 \121/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-24882 ミニカット 119-24900
数年前にも紹介した
ことのあるどんぐりと
大きな葉っぱの布の
色違いです。
タペストリーのボー
ダーにこのまま使う
とすてきです。

2020-05-Ａ08 \132/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-24883 ミニカット 119-24901

懐かしい雰囲気の小
花プリント。
大人っぽいかわいさ
が感じられる布です。

2020-05-Ａ09 \132/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-24884 ミニカット 119-24902
A09の色違い
ブルーとグレーの組
み合わせがきれいな
布。
針目が目立ちにくい
ので小物のバッグや
ポーチの裏布にもお
すすめです。

2020-05-Ａ10 \132/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-24885 ミニカット 119-24903
さらっとした風合いの
綿麻シーチング
（綿８５％麻１５％）
繊細なタッチで大き
な葉っぱやお花が描
かれています。
洋服にもおすすめ。
落ち着いた色合いで
マスクにしてもおしゃ
れです。　

2020-05-Ａ11 \165/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-24886 ミニカット 119-24904
優しいピンク系の先
染めチェック布。
小さな緑とピンクの
点がアクセントになっ
ています。
バッグのマチにもおす
すめです。

2020-05-Ａ12 \176/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-24887 ミニカット 119-24905

A12の色違い
ベージュから淡い茶
のグラデーションがき
れいな先染めチェック
布。
どんな布とも合わせ
やすいのでラティスに
おすすめです。

2020-05-Ａ13 \176/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-24888 ミニカット 119-24906
アップリケやパターン
のベースにおすすめ
のシンプルな先染め
チェック布。
暖かみのある配色に
おすすめ。

2020-05-Ａ14 \176/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-24889 ミニカット 119-24907
A14の色違い
A14と同様に使えま
す。
グレー系なのでＡ14
より涼しげな色合わ
せの印象に仕上がり
ます。

2020-05-Ａ15 \176/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-24890 ミニカット 119-24908
A14、A15の色違い
濃淡、どちらとも合わ
せやすいチョコレート
色のような茶色です。
パイピングやバッグの
マチにおすすめ。
一足先に秋の配色に
も使えます。

2020-05-Ａ16 \176/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-24891 ミニカット 119-24909

裏面にマスクの見本あり

http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007798/ct319/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007799/ct319/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007800/ct319/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007801/ct319/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007802/ct319/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007803/ct319/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007804/ct319/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007805/ct319/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007806/ct319/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007807/ct319/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007808/ct319/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007809/ct319/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007810/ct319/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007811/ct319/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007812/ct319/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007813/ct319/page1/recommend/


￥770
限定

200
セット USプリント布かごめとストライプ７枚セット 20㎝×25㎝ 7枚

170-24910
布合わせのアクセントに欠かせないプリント布を
セットしました。
ベーシックなかごめ、矢羽を組み合わせたような
ストライプ、どちらもバスケットやスプール、
ハウスのパターンなどにおすすめです。

こちらの生地セットをお買い上げの方に
「素朴なバスケットのパターン」の作り方をプレゼント！
ベースにはA04の布を使用しています。
※プレゼントはお一人様につき１枚となります。

8㎝

10
 ㎝

いろいろな顔のネコが並んだキャンバス生地で作る大きめの
「エコバッグ」です。
両サイドにタブをつけてカラビナやショルダーをつけられるように
しました。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。 カラビナつき！

生成り グレー99-24874-01 99-24874-02

ネコのカラビナつきエコバッグ ￥1,430各色
限定

200
セット

セット内容  
・表布  ・裏布
・カラビナ  ・作り方

出来上がりサイズ ： 約 横36㎝×縦20.5㎝×まち12㎝

表布はA17、A18　裏布はA01を使用しています。

用尺  ：  表・裏布共に各50cm使用
(裏布は色が変わる場合があります。)

程よい厚さの綿麻キャンバス地
　　　　　　　             （綿80％20％）
いろんな表情のネコを見ているだけで楽しい布。
1枚布のバッグや小物づくりにおすすめです。

A17はモノトーンの色合わせが大人にもおすす
め。
A18はグレーのベースにネコの目の黄色や
ブルーがアクセントになっています。

2020-05-Ａ17
30㎝～ 120-24892 生成り グレー

2020-05-Ａ18 \132/10㎝
30㎝～ 120-24893

各色

ミニカットの販売はありません  エコバッグの
キットも販売中！

表裏面でご紹介している大柄生地を縮小しました。大柄紹介

2020-05-Ａ02 2020-05-Ａ08 2020-05-Ａ11

2020-05-Ａ10

2020-05-Ａ09 2020-05-Ａ12

2020-05-Ａ13

NEW

170- 24741 462円

770円

Ｗ幅ダブルガーゼ 
30㎝カット(プレゼント付き）

マスク作りにぴったりな
　　　　　　白いガーゼ

　　　　ご購入の方に
「立体マスクとプリーツマスク
　の作り方」をプレゼント︕

参考作品

手作りマスク４枚分ストレッチコード

30 - 24709 - 01

30 - 24709 - 02

30 - 24709 - 03

30 - 24709 - 04

各 600円

桜色
水色
紺色
白

30 - 24709 - 05 ベージュ

色をご指定ください

人気です︕光沢のあるおしゃれなゴムひも

おすすめ おすすめ

プリーツ
 マスク

立体マスク ベージュを使用

A11の布で立体マスクを
　　　作ってみました★

http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007814/ct319/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007815/ct319/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007825/ct319/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007820/ct319/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007646/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007615


20％
OFF

20％
OFF

33％
OFF

SAL E キルトパーティオリジナル商品が20％OFF
鉛筆は特価の33％OFF

オリジナル キルティングテンプレート
NO.2 編み目

1,430円 1,144円 4 - 13529 - 02

オリジナルファイルＡ4（1枚入り）
フィレンツェの街並

【特価】
カリスマエンピツ2色セット

297円 237円

各660円 各440円

 145 -24471- 02
4 - 24853 - 01

4 - 24853 - 02

黒白

黒黄

編み目の幅1.5㎝編み目のみ再販です。
溝にペンを差し込んでなぞるだけで複雑な
キルティングラインを簡単に引く事ができます。
●素材：プラスチック　
●サイズ（約）：縦24.5 ×横 19.5㎝厚さ 0.5㎜

「ピタシート」の収納におすすめ。
中身が透けて見える透明感のある
ファイルです。
●素材：ポリプロピレン（PP） 
●サイズ（約）：縦31㎝×22㎝

よく使う黒と白、黒と黄をセットにし
てセール価格での販売です。
●セット内容：２本

色をご指定ください

新商品 便利な手芸用作業シート

1,320円

ピタシート A4

印つけや折り目つけの際に生
地が動かず、ビーズなどの作
業時にも小さなパーツがころ
がりにくく快適な作業用シー
トです。薄いので、使うとき
にさっと取り出して、収納ら
くらく！！ * カッターマット
ではありません。
● サイズ：A4サイズ (約 210×297㎜ )

108 - 24841

斉藤謠子オリジナルプリントで作りました

 99- 24774- 01

 99- 24774- 02
各1,430円

【送料無料】【完成品】オリジナル布バッグ
花と動物
ワイヤ―フラワー

花と動物 ワイヤ―
フラワー

大人の可愛さがいっぱい詰まったコレクション斉藤謠子オリジナルプリント
で作った布バッグ（完成品）です。大きさも使いやすく大変便利です。
数量限定で特別販売致します。 ●サイズ（約）：縦 35㎝ 横 35㎝持ち手 38㎝

新商品

詳しくは裏面を
ご覧ください。

158 - 24867

【送料無料】
夏のステンドグラス
（きんぎょ・とんぼ）

新商品 Let’s Try

3,300円

￥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

146 - 24873 1,980円

口布のバイアス布を一周ぐるっとつけて
タブとしても使えるように！
涼しげな薄いグレーにお花をアップリケ
したポーチ。ペンケースとしても！

タブつきお花のポーチ

●セット内容：布　ファスナー　刺しゅう糸
　作り方　写真　
●サイズ（約）：幅 18㎝×高さ 9㎝

繊細な刺しゅうとアップリケのポーチnewキット ★★☆☆

99 - 24871 880円

170 - 24872 1,650円

ラッキーテールのタペストリー型紙（作り方付き）

ねこのパターンおすすめ生地セット

上級者級者向きの作品です

型紙と一緒にいかがですか︖

新商品

新商品

ねこのシルエットのパターンをはいでいます。
好みのねこを色々な生地で作って並べてくだ
さい。かなり細かいピースではいでいますの
で上級者向けです。
別途「ねこのパターンおすすめ生地セット」
も販売しております。
●セット内容：型紙、作り方、写真
●作品サイズ：43㎝×43㎝　パターンサイズ：10㎝×10㎝

★★★★

「ラッキーテールのタペストリー」のねこのパターンに
おすすめの生地を 28枚セットしました。
●セット内容：16㎝×16㎝　28枚

連

 18 - 24865

すてきにハンドメイド 
２０20年8月号

新 商 品 作り方・
型紙はこちら

新商品 材料セット

 131 - 24866　 1,980円

628円

スパバッグ （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

●セット内容：ナイロン地、チュール、
ビニール、バイアステープ　
●サイズ（約）：持ち手を除く
幅 30㎝ 丈 20㎝ まち幅 6㎝

 6 - 24707 605円

ハトロン紙（ロールタイプ）7ｍ巻

 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

628円

はっ水性のあるナイロンとメッシュ素材
で作ったバッグは、入浴施設やスポーツ
ジムのシャワールームなどに持ち込むの
に便利。

新商品 材料セット

 131 - 24752　 2,365円

サイドポケットパンツ （作り方なし）

●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 ㎝

足首が見えて涼しいです

前回ご紹介できなかったベージュの「サイドポケットパン
ツ」。生地が入荷し、ご紹介できることになりました。
わきのポケットがかわいいコットンパンツ。

おすすめ

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。
●内容物：幅 60㎝×7ｍ　無地

2.5㎝

Ａセット99 - 24868 - 01

Ｂセット99 - 24868 - 02 各1,500円

花柄レースの夏マスク
人気の夏マスク︕newキット

オレンジ99 - 24870 - 01

ブラウン99 - 24870 - 02

イエロー99 - 24870 - 03

ミルクホワイト99 - 24870 - 04

各330円スナップボタンで作るマスクホルダー
カンタン︕縫わずに作れます新商品

マスクを外した時に衛生的に
保管するためのマスクホル
ダーです。ビニールの角を丸
くカットして、スナップボタ
ンを手でパチンととめるだけ
の簡単な作りです。

柄をご指定ください

色をご指定ください

ビニールの穴あけに便利。

クッショングリップ付き
目打 クラフト(ネイビー)

162- - 15649 03

定番商品おすすめ

1,078円

153 - 24869

打ち具不要！手で簡単につけ
られるワンタッチプラスナップ。
●色：ホワイト

イージースナップボタン
（ミニ）10㎜ 12組入り

おすすめ

682 円

●セット内容：ビニール　イー
ジースナップボタン（ホワイト）
1組　作り方　●二つ折サイズ
（約）：縦 15×横 12.5 ㎝

別 売 り

●セット内容：
レース布（麻 100%）35㎝×62㎝
ガーゼ布 30 ㎝×110㎝
ストレッチコード 250 ㎝

エレガントな大柄の花柄
レース布で作る夏マスク。
立体マスク４個作れます。
Ａ・Ｂセットの表布は、白地
にベージュの刺しゅうが施さ
れている、柄違いの生地です。

5㎝

3㎝

裏面に使用してるのは、涼感
効果が着用時の爽快な涼しさ
をもたらすキシリトール加工
のシングルガーゼです。　

●サイズ：全長 14㎝　
キャップ付

ラティス・パイピング布は含まれません

 133 - 24848

3,520円

ページ36

お花とハウスのタペストリー（作り方なし）
新商品 材料セット

★★☆☆

●セット内容：布、刺しゅう糸
●サイズ（約）：
縦 40.6 ㎝×横 40.6 ㎝

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

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

赤いドアの小さなお家。
まわりを太陽のような明るい
お花で囲みました。
部屋に飾るとほっこり和む、
ハウスのタペストリーです。

ほっこり和むミニタペストリー

ペットボトルや
折りたたみの傘が
ぴったり入る縦長
サイズのバッグは、
裏布に防水加工の
布を使ってより実
用的に。

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

 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

 99 - 22255 1,320円

ページ50実用的な縦長バッグ
くじらのバッグ（作り方なし）

★☆☆☆

●セット内容：布、刺しゅう糸 (生成）白
と黒は含まれません。　●サイズ（約）：幅
12.5×丈 23×まち幅 4㎝

新商品

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

9月5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

https://www.instagram.com/yokosaito_quiltparty/
http://shop.quilt.co.jp/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007452/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005086/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005856/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007760/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007362/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007821/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007822/
http://shop.quilt.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000001980&search=%A5%AF%A5%C3%A5%B7%A5%E7%A5%F3&sort=
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007817/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007695/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007823/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007819/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007816/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007818/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007744/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007656/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007661/
http://shop.quilt.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000007609&search=%A5%CF%A5%C8%A5%ED%A5%F3&sort=
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007767/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007771/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001898/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007408/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007764/


【斉藤謠子パッチワーク作品展】
会期 / 2020年9月30日（水）～10月5日（月）
時間 / 午前10時～午後8時（最終日は午後6時閉場）
※営業時間は変更になる場合がございます。
阪急うめだ本店ホームページで最新情報をご確認ください。
https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/

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

※下記日程で振替開催が決定いたしました。

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

斉藤謠子来場予定　9月30日（水）～10月5日（月）午前中
※諸事情により変更となる場合もございます

2020年8月9日（日）～8月16日（日）
※日曜・祝日は定休日
誠に勝手ながら上記の間、夏休みとさせていただきます。
インターネットのお買い物は年中無休ですが、お問い合
わせ・商品発送につきましては、休み明け随時となりま
す。予めご了承ください。

夏季休業のお知らせ

作り方　【 とんぼ 】

1 ワンポイントレッスンを参考
にして土台布を作る。

2 とんぼのアップリケをする。

裁ち切りの
緑の布

キルティングライン

切り込み

3 刺しゅうをいれる。 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。

【 きんぎょの作り方 】
１． うちわの布の表面に図案を写す。
２． うちわの布に水草ときんぎょを
 アップリケする。
３． 土台布を裁ち表面に図案を写し、
 アップリケをする。
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
 バイアス布でくるんで始末する。

土台布がすべて
つながったら、
ピーシングペー
パーは破いて取
り除く。

外まわりをアップリケする。
3ミリ残して中をくり抜き、切り込
みを入れてアップリケする。
④⑤も同様にリバースアップリケ
する。

ワンポイント
レッスン

マーキングシートにベース
の図案を写す。

布Ａの表面に出来上り線
をかき、縫い代をつけて
生地を裁つ。
まち針で仮止めをする。

作品作りのコツをアドバイスするコーナー。
今回は、「とんぼ」の土台の作り方を
アドバイスします。

図案を写す

表面に線をかく

①
ポイント

②
ポイント

出来上がり線同士を重ね
てまち針で仮止めする。

上から順に重ねる③
ポイント

まち針が邪魔になる、
そんな時は仮止め用のり
を使うのがおすすめで
す。

仮止め用のり④
ポイント

ソーライン スティックのり

アップリケの際にマチ針やしつけ糸を使わずに
仮止めする事ができます。
乾くと無色透明になり、水洗いで簡単に消えま
す。のりが乾いても、針通りが変わりません。

495円 4 - 20752

おすすめ
使ったのはこちらです

1.3cm幅のバイアス布の裏
面に、3mmの出来上がり線
をかく。

布Ｂの出来上り線に、バ
イアス布の線を重ねてま
ち針で仮止めする。

バイアス布を用意する

バイアス布を重ねる

⑤
ポイント

⑥
ポイント

マーキングシート・布Ａ
とＢ・バイアス布の4層
をぐし縫いで縫う。

ぐし縫いで縫う⑦
ポイント

バイアス布を起こして、
バイアス布と布Ｂの縫い
代に、針で折り込みなが
らまつる。

まつる⑧
ポイント

Ａ

Ａ
Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

裏

Ｂ

1㎝

0.3㎝

のりの色：青

1.3㎝0.3㎝

ベース布や差し色に
おすすめの、細かい
総柄のUSプリント10
色がセットに含まれ
ています。他の作品
作りにもぜひ役立て
てくださいね。

型紙　400％に拡大してお使いください

出来上がりサイズ（約）： 
きんぎょ・とんぼ共通
縦21.5㎝×横21.5㎝

20

20

④

⑤

⑤

③
①

②

0.3 0.3

⇨ ⇨ ⇨

【リバースアップリケの手順】

水色

水色
グレー

グレー

（すべて3本どりアウトラインst.）

【送料無料】夏のステンドグラス（きんぎょ・とんぼ）
 158 - 24867 3,300円

新商品

（きんぎょ　とんぼ共通）
　総柄USプリント布　16㎝×26㎝　10枚
　　アップリケ、土台布に使用
　バイアス用布　45㎝×45㎝の三角形
　裏布　25㎝×54㎝
　パイピング布　40㎝×45㎝の三角形　2枚

（きんぎょ） 土台布　23㎝×25㎝
（とんぼ） ハギレ　15㎝×25㎝　4枚
 刺しゅう糸　水色　グレー　各1m
 マーキングシート　25㎝×25㎝

●セット内容 ：作り方・写真

リバースアップリケとバイアス布を使う方法で
ステンドグラスのような小さなキルトを2枚作ります。
モチーフは夏にぴったりの「きんぎょ」と「とんぼ」。
縫い代のつけ方と布を載せていく順番に注意して
楽しみながら作ってくださいね。

【送料無料】夏のステンドグラス
　　　　　（きんぎょ・とんぼ）

Let’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/000000007818/
http://quilt.co.jp/

