
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007874/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007875/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007876/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007877/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007878/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007879/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007880/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007881/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007882/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007883/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007884/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007885/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007886/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007887/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007888/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007889/ct321/page1/recommend/


https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007890/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007891/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007670/ct321/page2/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007891/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007900/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007900/ct321/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007907/ct321/page1/recommend/


SAL E おすすめアイロンとクリーナーが20％OFF

108 - 12094

アイロンクリーナー
880円

704円

スタッフおすすめ！ 
アイロンにこびり
ついた接着芯などの
汚れが落ちます！ 
●成分：石鹸と尿素　
●容量：30ｇ

5,500円 4,400円

mire ミニスチームアイロン
（国内海外両用）

4 - 15647 - 01

長さ 13.5 ㎝の
小さなスチームアイロン。
パッチワークや洋裁におすすめです。

ALL
20％
OFF定番商品

新商品 ありそうで無かった便利グッズ

大人が楽しむハロウィーン

1,650円

ドイツ・プリム社製・
アイロン パット 耐熱シリコン

置台がないコード付きアイロンなどに。
いつも心もとない状態でのアイロンの
使用が、この一枚で解決。
耐熱性に優れていて、より安全にアイ
ロン掛けができる便利アイテムです。
約 180℃程度まで耐熱性。
● サイズ（約）280㎜×150㎜

11-24992新しいレッツトライが始まります。
詳しくは裏面をご覧ください。

158 - 24986

【送料無料】
草花のタペストリー 1

新商品 Let’s Try

1,485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

123 - 24987 770 円

今回から 1枚ずつパターンをはいで、最終
的にはサンプラーキルトを作っていきま
しょう。一辺が 25㎝の大きめのパターン
ですので、初心者の方でも無理なく作れる
と思います。9回で完成する予定です。

初心者さんにおすすめ
サンプラーキルト1　バージニアスター

●セット内容：布　作り方　写真　
●パターンのサイズ（約）：25㎝×25㎝

新シリーズが始まります︕newキット ★☆☆☆

※キットでの販売は今回限りです。
　次回以降は図案のみの販売と
　なります。
※生地は写真と異なる場合が
　あります。

136 - 24991 3,740円

秋の装いにぴったりのポシェット。
お財布やスマートフォンを入れるのに
ちょうどよい大きさです。

【送料無料】ウールで作るがま口ポシェット

●セット内容：表布（ウール）裏布　刺しゅ
う糸（MOCO）リネン混テープ　がま口
金具　作り方　写真　
●サイズ（約）：幅 17.5 ㎝×高さ（口金
の玉は含まず）17㎝×まち 3㎝

暖かみの優しい色合いのウールnewキット

★★☆☆

☆セットには含まれませんが接着芯薄を使用
　しています。
☆ウールの刺しゅうにはスマプリがおすすめ

ネコポス
対象外
ネコポス
対象外

連

 18 - 24982

すてきにハンドメイド 
２０20年10月号

新 商 品 作り方・
型紙はこちら

作り方・型紙はこちら

新商品 材料セット

 131 - 24983　 1,650円

628円

マスクポーチと
除菌グッズケースセット （作り方なし）

新商品 材料セット

 131 - 24984 1,760円

秋のミニタペストリー（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：布、面ファスナー、ワックスコード、
刺しゅう糸　●サイズ（約）：マスクポーチ　幅
21.7 ㎝ 丈 12㎝ ／ 除菌グッズケース（本体のみ）
　幅 5.8 ㎝ 丈 14.5　

 18 - 24933　

すてきにハンドメイド 
２０20年9月号

新 商 品 作り方・
型紙はこちら

628円

マスクのポーチは未使用と使用済みのマスクを
分けて入れられる内ポケットと、除菌シート用
の外ポケットをつけました。
さかな形のチャームは袋状になっているので、
ボトルタイプの除菌グッズをさかなの口から出
し入れできます。

落ち葉や木の実など、秋色のモチーフを
散りばめた、ちょっとシックなハロウィー
ンのタペストリー。小さなスペースにも
飾れる手ごろなサイズなので、プレゼン
トにしても喜ばれそう。
●セット内容：布、刺しゅう糸、キルト綿
● サイズ（約）：24.5 ㎝×24.5 ㎝

新商品 材料セット

 131 - 24934　 4,895円

玉縁ポケットのはおりもの （作り方なし）

●セット内容：表布 接着芯
●サイズ（約）： M-L バスト 130㎝ ゆき丈 73.5 ㎝ 着丈
78.5 ㎝ / L-LL バスト 136㎝ ゆき丈 75㎝ 着丈 79㎝

すっきり軽やか

新しい生活様式の必需品

日ごとに秋が深まる季節は、着るものに迷う時期で
もあります。そんな時にぴったりなのが、1枚仕立
てのはおりもの。縫い代を折り伏せ縫いにし、すっ
きり軽やかに仕上げています。動きやすいラグラン
そでと大きめポケットが魅力。

9/21
以降発送

9/21
以降発送

9/21
以降発送

別 売 り

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

掲載されている「フリンジのチュニック」の色違い生地
を今回の生地見本でご紹介しています。
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　

グレー99 - 24988 - 01

ブラウン99 - 24988 - 02

各1,500円

布の素材違いのノーズワイヤーマスクnewキット

グレー170 - 24990 - 01

ブルー170 - 24990 - 02

ピンク170 - 24990 - 03

各462円

キシリトール加工カラーガーゼ30㎝カット

ノーズワイヤー入り刺しゅうのマスク（4枚分）

涼感効果のあるダブルガーゼ
「ノーズワイヤー入り刺しゅうのマスク」の裏布に使用

色をご指定ください

マスクに刺しゅうを入れてひと工夫、
ノーズワイヤー入りでマスク装着時に
しっかりと鼻を覆うことができます。
どちらのセットにも「ねこ /とり」の
図案がつきますので表布の素材でお選び
ください。
裏布はキシリトール加工カラーガーゼ使
用、1セットで立体マスク 4個作れます。

かんたんに図柄が写せる水溶性の透明なシールです。
図案を写しにくいウールなどの素材におすすめです。
●商品サイズ：シール面 約 20.4 ㎝×14.5 ㎝ 2 枚入り
●日本製　

キシリトールの涼感効果が着用時の爽快な
涼しさをもたらすダブルガーゼです。
30㎝カットの用尺で、立体マスクは 4ケ、プリーツマスクは
3ケ作れます。裏面のみこちらの生地を使用の場合は、
立体マスク 8ケ、プリーツマスクは 6ケ作れます。
サイズ（約）：30㎝×140㎝　* 生地幅はW幅（約140㎝幅）です。

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

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

新商品

122 - 24989 528円

スマ・プリＡ5

「マスク」と「がま口ポシェット」の刺しゅうに使用
　裏面で使い方をご紹介しています。新商品

約
4
㎝

約 5.5 ㎝

●セット内容：（グレー・ブラウン共通）マスク用ノーズワイヤー 4本・作り方・実物大図案
グレー 綿麻キャンバスダンガリー（素材：綿 70% 麻 30%）　35㎝×68㎝
 キシリトール加工カラーガーゼ　ブルー　35㎝×68㎝
 ストレッチコード　紺色　240㎝
 刺しゅう糸　青　90㎝
ブラウン 綿麻シャンブレーツイル（素材：綿 50％ 指定外繊維 (テンセル）49％
 ポリウレタン 1％）　35㎝×68㎝
 キシリトール加工カラーガーゼ　グレー　35㎝×68㎝
 ストレッチコード　こげ茶　240㎝
 刺しゅう糸　赤　90㎝

ノーズワイヤー入裏面

グレー

ブラウン

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

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

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

10月17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

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/
https://shop.quilt.co.jp/html/info.html
https://shop.quilt.co.jp/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007452/ct54/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005856/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007362/ct56/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007670/ct56/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007895/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007894/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007893/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007897/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007899/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007892/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007615/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007857/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007858/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007836/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007839/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007856/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007898/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002394/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002274/


【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18日（水）～11月21日（土）
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14日（土）～12月4日（金）
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。
　入場制限を行う場合がございます。

※日程が変更となりました。

※日程が変更となりました。入場制限を行う場合がございます。

イ
ベ
ン
ト
の
お
知
ら
せ

全品20％OFF（書籍・一部商品を除く）

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

新商品

(キルトパーティから徒歩約15分)

作り方

1 土台布の裏に22㎝×62㎝の出来上がり線を引き、
表面に図案を写す。
土台布の縫い代は切り揃えずそのままにしておくと
作業が楽です。

2 草花をアップリケをしてから刺しゅうをする。

3 地面の布は3枚のピースをつなぎ合わせてから
アップリケする。

128 - 21644

おすすめ商品

15,180円

定番商品

アップリケに最適！
硬さとしなやかさのバランスがよく、
細かく美しく縫えます。
アップリケとピースワーク、ペーパーラ
イナーの巻きかがりにおすすめです。
●10本入り　長さ：28.8 ㎜　太さ：0.46 ㎜

定番商品

アップリケ針
「ブラック」No.12

6-12852 605円

「草花のタペストリー 1」では 3色使いました。細く
てすべりが良く、アップリケやピースワークに大変
おすすめです。

各451円

オリジナル 手縫い糸（小 200m）

23 -15432-05 薄茶 (786)
23 -15432-04 薄グレー (117)
23 -15432-03 薄ベージュ(701)

定番商品 LEDトレース台（ライトテーブル）Ａ3

アップリケや刺しゅうの図案を生地に写すのに
便利です。生地が厚くて、暗いと感じられる時

は、図案をサインペンでなぞってから写すときれいに写ります。表面も熱
くならず、調光機能がついて目にやさしいです。薄型で、お洒落な外観です。

外寸法 幅 471奥行 348 高さ 7㎜
投影寸法 幅 422 奥行 299
※日本製 ・ご利用は日本国内のみ

明るさ 1950～ 4700ルクス
調光 7段階
電源 100 ～ 240V ＤＣ12Ｖ1Ａ

今回ご紹介している「マスク」と
「ウールで作るがま口ポシェット」の
刺しゅうに使用しています。122 - 24989 528円

スマ・プリＡ5

型紙　400％に拡大してお使いください

⇨

62

22

完成予定サイズ（約）： 縦84㎝×横82㎝
※途中で変更になる場合がございます。

完成予定図 4回で完成の予定です

4本どり
コロニアルノットst.

10%

62

22

【送料無料】草花のタペストリー 1
 158 - 24986 1,485円

新商品

土台布　25㎝×65㎝　
アップリケ布　16㎝×17㎝…… 2枚
　　　　　　　8㎝×8㎝ …… 5枚
　　　　　　　8㎝×10㎝…… 1枚
　　　　　　　6㎝×6㎝ …… 3枚

●セット内容 ：作り方・写真

新しいレッツトライが始まります。
素朴で優しいデザインの草花をアップリケと
刺しゅうで描いています。
たくさんのお花をボーダーで囲んで4回で
仕上げる予定にしています。
ストライプやチェック、小紋柄などいろいろ
な模様のお花を楽しみながら作ってください
ね。

地面の布　6㎝×21㎝…… 1枚
　　　　　6㎝×26㎝…… 2枚
刺しゅう糸　30㎝

【送料無料】草花のタペストリー 1Let’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

https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007895/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001957/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000000030/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004487/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007892/
http://www.quilt.co.jp/

