
※ 表示価格は10cm、消費税込のお値段です。 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。

商品番号

価格
2020-07-Ａ01 \99/10㎝

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。

※ 印刷により実際の色と異なる場合がございます。
　 ご了承くださいませ。

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

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 ㎝

北欧風のお花が布
全体にプリントされ
ています。いつもの
プリント布より少し厚
手です。
しっかりと仕立てた
い作品の裏布や1枚
布のバッグ、インテリ
ア小物にもおすすめ
です。

2020-07-Ａ01 \99/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25054 ミニカット 119-25072
A01の色違い
緑がかったブルーの
色目がきれいな布。
1枚布のバッグや
ポーチにおすすめで
す。

2020-07-Ａ02 \99/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25055 ミニカット 119-25073
ふんわりとしたタッチ
で小花が描かれてい
ます。懐かしい雰囲
気の布。優しい色合
いの作品におすすめ
です。

2020-07-Ａ03 \132/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25056 ミニカット 119-25074
小さな赤いテントウ
ムシがアクセントに
なっているかわいい
プリント布。落ち着い
た黄色は差し色とし
ても使えます。

2020-07-Ａ04 \132/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25057 ミニカット 119-25075

布全体に大小のダ
イヤモンドが並んで
います。幾何学風の
シンプルなプリントは
布合わせのアクセン
トになります。
ベースにも使える色
合いです。

2020-07-Ａ05 \132/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25058 ミニカット 119-25076
A05の色違い
少し赤味を帯びた茶
色の色目が使いや
すい布。ログキャビン
やハウスのパターン
にもおすすめです。

2020-07-Ａ06 \132/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25059 ミニカット 119-25077
大きなしっぽに白い
前歯、なんともユーモ
ラスなリスがたくさん
並んだＵＳプリントな
らではの楽しい布で
す。

2020-07-Ａ07 \132/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25060 ミニカット 119-25078
大きな黄色の丸い
目がこっちを見てい
るようなフクロウの
ＵＳプリント布です。
落ち着いた色合い
なので
柄を気にせずピース
ワークにも使えます。

2020-07-Ａ08 \132/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25061 ミニカット 119-25079

筆記体の英文字がき
れいなＵＳプリント布。
ベージュ系の色合い
も使い勝手がよいで
す。

2020-07-Ａ09 \132/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25062 ミニカット 119-25080
とても細かい格子の
地模様に刺しゅうで
刺したようなタッチで
お花がプリントされて
います。
紫と明るいグリーン
のお花が上品な印
象です。

2020-07-Ａ10 \154/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25063 ミニカット 119-25081
A10の色違い
茶のベースに落ち着
いたピンクのお花が
きれいです。
このままタペストリー
のボーダーにしてもよ
いでしょう。

2020-07-Ａ11 \154/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25064 ミニカット 119-25082
シンプルな細かい先
染めチェック布。
少しオレンジ味を帯び
たベージュの色合い
が暖かみのある布で
す。
アップリケやパターン
のベース布におすす
めです。

2020-07-Ａ12 \154/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25065 ミニカット 119-25083

A12の色違い
紫味を帯びたグレー
の色合いは、いろいろ
な布と相性がよいで
す。
「格子のぺたんこバッ
グ」にも使用していま
す。

2020-07-Ａ13 \154/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25066 ミニカット 119-25084
ブロックチェックにオ
レンジの点がアクセ
ントになっています。
カントリー調、北欧風
どちらにも使えます。

2020-07-Ａ14 \154/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25067 ミニカット 119-25085
キルトパーティらしい
色合わせにぴったり
のブルーグレーのシ
ンプルな先染め布。
アップリケや刺しゅう
キルトのベースにお
すすめです。

2020-07-Ａ15 \198/10㎝ ミニカット\220 \198/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25068 ミニカット 119-25086 ミニカット 119-25087
バッグのマチや口
布、タペストリーのラ
ティスやボーダーな
ど使い勝手の良い布
です。
グレーのグラデーショ
ンに茶のステッチ糸
がポイントです。

2020-07-Ａ16
30㎝～ 120-25069

https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007968/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007969/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007970/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007971/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007972/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007973/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007974/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007975/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007976/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007977/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007978/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007979/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007980/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007981/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007982/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007983/ct338/page1/recommend/


リネン混バーバリー持ち手 （40㎝）

バーバリー織のきめ細かく
高級感がある、手触りの良い
テープです。

出来上がりサイズ : 縦32㎝×横32㎝ 

カントリーチェック7枚セット（プレゼント付）
170-25039￥1,320

153-25041￥715

ピンク、ブルー、黄色など先染めチェックには珍しい
はっきりとした色づかいを楽しめる布セットです。
パイピングやアップリケ、パターン作りの差し色にも
おすすめです。

26㎝×30㎝　7枚

こちらの生地セットをご購入の方に
「格子のぺたんこバッグ」の作り方を
　プレゼントいたします!
　　A13の布を30㎝使用しています。

サイズ（約）：
中心部巾1.5㎝取付部巾3㎝ 
素材：麻30% アクリル70%
手提げ＆ショルダータイプ40㎝
                                2本入り

使用しています！

パイピング
A16の生地 
ミニカットを
使用います。

USクリスマスプリントセット（プレゼント付）
170-25040￥1,81516㎝×20㎝  24枚

英文字プリント、ツリー、トナカイ、スターなど
いろいろな柄の布をセットしました。
USプリントならではのおしゃれなクリスマス
プリントを楽しめます。

出来上がりサイズ
ツリー : 縦 約10㎝×横 約9㎝
タペストリー : 縦26.5㎝× 横39㎝

こちらの生地セットをお買い上げの方に
「ツリーとダーラナホースのタペストリー」と
「ペンタゴンキルトのツリー」の
作り方をプレゼント。1セットで
タペストリー（ボーダー布、裏布は
別途必要）とツリーを作ること
ができます。

ツリーとダーラナホースのタペストリー

参考作品

参考作品

ペンタゴンキルトのツリー

「USクリスマスプリントセット」を
ご購入の方への作り方プレゼント
「ツリーとダーラナホースのタペス
トリー」におすすめのボーダーと
裏布セットです。

170-25053￥990
 ツリーとダーラナホースのタペストリーの
                               ボーダーと裏布セット

・ボーダー布  22㎝×55㎝
・裏布　縫い代始末用バイアス布  
               55㎝×60㎝
　※裏布は異なる場合があります。

おすすめ！

セット内容

ウッドボール 153-25042￥704
ツバキ製で木目の鮮やかさが特徴。 
材質も硬く耐久性にも優れています。
ピンクッションや小物入れにも使用
できます。

※天然素材のため、色むら凹凸などが
    ございます。ご了承ください。

サイズ : 7㎝×3㎝    素材 : 木製

使用して
います！

出来上がりサイズ: リバーシブルのラウンドバッグ ￥1,815限定

200
セット

限定

200
セット

限定

200
セット

99-25052
       2020-07-A18の動物プリントとリネン（麻100％）生地でバッグを
作りました。キリンの刺しゅうのポケット付きです。
ダーツの入った丸い形が使い
やすいです。

･動物プリント布　110㎝幅 40㎝
･リネン布　135㎝幅 40㎝
･刺しゅう糸 2ｍ
※リネンは麻特有のネップ、糸節、
    若干の 織り傷等があります。

セット内容

リバーシブル！

A18の生地

縦 約26㎝ × 横 約34㎝

表裏面でご紹介している大柄生地を25%縮小しました。大柄紹介

2020-07-Ａ11 2020-07-Ａ182020-07-Ａ09 2020-07-Ａ10

2020-07-Ａ01 2020-07-Ａ02 2020-07-Ａ03 2020-07-Ａ04 2020-07-Ａ07 2020-07-Ａ08

こちらの生地のみ15％縮小しています2020-07-Ａ16 2020-07-Ａ17

ミニカットの販売はありません

大柄紹介あり大柄紹介あり A16の色違い
ターコイズのよう
な微妙な色合い
がきれいです。
A16と同様に幅
広く使えます。

2020-07-Ａ17 \198/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25070 ミニカット 119-25088
絵本の世界を布で表
現したような布です。
水彩で描かれたような
動物は大人っぽいか
わいさで子供も大人も
楽しめるおしゃれな布
です。洗いざらしの雰
囲気を生かす天然素
材のため糸カス、色抜
けがあります。

2020-07-Ａ18 \187/10㎝
30㎝～ 120-25071

※セットの布は作品で使用されている布と異なる
　 ことがあります。

https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007984/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007985/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007998/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007994/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007990/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007995/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007993/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007993/ct338/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007989/ct338/page1/recommend/


SAL E 定番商品とオリジナル商品が20％OFF

4 - 23718

オリジナル
カントリーフレーム
（18㎝×18㎝)

1,650円 1,320円

1,815円 1,452円

手芸用かんし
6 - 1288

ALL
20％
OFF

定番商品

128 - 21644 15,180円 12,144円

定番商品 LEDトレース台
（ライトテーブル）Ａ3

レッツトライ「草花のタペストリー」にもおすすめ
詳しくは裏面をご覧ください。

生地見本裏面の
「ペンタゴンキルト
のツリー」で使用し
ています。小さな
パーツも簡単に裏返
すことができます。

●素材 /木製　●色：ブラウン 
●サイズ（約）一辺の長さ：
内径 18㎝　枠幅 2㎝　外寸 22㎝

オリジナルのカントリー調のフレームです。

ネコポス
対象外
ネコポス
対象外新商品 便利です︕パッチワークボードのラバー

2,310円

【オリジナル】キルトパーティ滑り止めシート

パッチワークボードのラバーだけが商品に
なりました。ラバーだけが傷んでしまった
り、ラバーのないパッチワークボードをお
持ちの方におすすめです。
コロコロオープナー、へらルレットやアッ
プリケへら、シームオープナーでの印つけ
に便利。軽量で持ち運びにも楽に出来ます。
●サイズ：縦 31㎝ 横 44㎝ 厚さ 1㎜
●材質：シート：ポリエステル 35％
ウレタン樹脂 65％

6 -25028

オリジナル

オリジナル

新商品 ウェーブテンプレートがリニューアル︕

1,540円

ウェーブテンプレート

※ラインがより使いやすくなりました
※プレートの幅、長さが変更になりネコポス便での発送が可能になりました

※ メール便（ネコポス便）配送の場合、
半分に折りたたんでお送りするため、
折りジワができる場合がございます。
※ 数に限りがあります。

4 -25022

オリジナル

斉藤謠子が得意とする、波型のキルティングラインが楽に引けるテンプレー
トです。テンプレートの上下と内側の溝を使えば、6通りのラインを引く
ことができます。　●サイズ：32㎝ 最大幅：9.2 ㎝

詳しくは裏面をご覧ください。158 - 25045

【送料無料】
草花のタペストリー ２

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

147 - 25051 1,430円

だるまのミニキルト第2弾ができました。
だるまが青色になり、抱えているのは来
年の干支の丑（うし）。
アップリケのまわりにはお正月ならでは
の獅子舞や亀なども加わりました。

●セット内容：布、
フェルト、刺しゅう糸、
マジックテープ、作り方、
写真
●サイズ（約）：
24.5 ㎝×24.5 ㎝

新春を迎える青だるまのミニキルト
新春だるま第２弾︕newキット ★☆☆☆

123 - 25046 770 円

サンプラーキルト 2回目は風車のような
パターン「カーニバルタイム」です。
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
2 カーニバルタイム

●セット内容：布　作り方（型紙）　写真　
●パターンのサイズ（約）：25㎝×25㎝

シリーズ2回目

布は含まれません

newキット ★☆☆☆

※キットでの販売は初回限りです。
　バックナンバーは作り方（型紙）
　のみの販売となります。

99- 25047 165円

初心者さんにおすすめ
サンプラーキルト
1 バージニアスター型紙

●セット内容：作り方（型紙）　写真バックナンバー

※生地は写真と異なる場合が
　あります。

138 - 25050 3,960円

八角形の中に十字が浮かぶパターン、
ちょっと昭和レトロを感じさせる配色
にしました。後ろ面は１枚布。

●セット内容：布、ファスナー、テープ、
ナスカン、Ｄカン、作り方、写真　
●サイズ（約）：
縦 19㎝×横 23.5 ㎝×まち 4㎝

オクタゴンのショルダーバッグ
昭和レトロなショルダーバッグnewキット ★★☆☆

ショルダーをつける位置を変えることで
ヒモの長さ調節できます。

連 斉藤謠子の心地のよい手作りの服と布小物載

 18 - 25089

すてきにハンドメイド 
２０20年11月号

新 商 品 作り方・
型紙はこちら

628円

新商品 材料セット

 131 - 25090　 2,640円

●セット内容：表布 114㎝幅×200㎝
●サイズ（約）：
バスト　M：117㎝ / L：121㎝ / LL：127㎝
着丈 67㎝　そで丈 35㎝（各サイズ共通）

ソフトデニム地のプルオーバー。
シンプルなデザインながら首周りをすっきり
と見せるボートネックのえりぐりと、ヒップ
回りをカバーする着丈がうれしい 1着です。
寒くなったら重ね着もおすすめ。

ボートネックの
プルオーバー （作り方なし）

オールシーズン
着まわせます︕

※デニムの取り扱い上の注意
インディゴは染色の安定性が低く、色が落ちやすい
染料です。そのため、擦れると色移りする場合があ
ります。特に水に濡れた状態は色移りしやすいで
す。単品洗いがおすすめです。

限定

50個99 - 25048

1,600円

newキット

ゴールド153 - 24946 - 01

シルバー153 - 24946 - 02

各900円

マスクチャームにもおすすめチャーム5個セットボタニカル刺しゅう
のマスク（4枚分）

マスク生活を楽しむおしゃれグッズ

これからの季節にぴったりの暖かみのある刺しゅうが
おしゃれなマスクです。自然な風合いの綿麻地に
ブルー系の色糸で刺しゅうがされています。
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。

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

新商品 快適なマスク生活に

800円

3Ｄマスクフレーム（2枚入り）

マスクの息苦しさを軽減するマスクフレームです。
メイク崩れ防止、蒸れ防止にも大活躍します。
使い方はマスクの中に装着するだけ。
見た目よりも柔らかく付け心地は快適です。
長時間使用、水で洗えるので繰り返し使用が可能、
特に布マスクにおすすめの商品です。
●サイズ /約ヨコ 85㎜ ×タテ 90㎜　
●素材 /ポリエステル 100%　●重さ /5g　
●クリアタイプ

153 -25049

マスクが必需品となった今、マスク用アクセサリーとして小さなチャームが
話題です。5種類のモチーフとナスカンをセットしました。小物につけても
かわいいです。お友達へのちょっとしたプレゼントにおすすめです。
●セット内容：モチーフ 5個、ナスカン 5個、丸カン 5個

おしゃれマスク

耳の後につけるとイヤーアクセサリー
のようでかわいいですよ︕

組み立てはご自身で
お願いします

【使用例】

●セット内容：作り方
綿麻レース（素材麻 55％綿 45％）35㎝×65㎝
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　サンドベージュ　240㎝

ゴールド シルバー

【3Dマスクフレーム使用例】

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（裏布含まず）　●サイズ（約）：幅 105.4 ㎝×縦 120.4 ㎝

おすすめ ネコポス
対象外
ネコポス
対象外作

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

11月28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ネコポス便のみ送料無料です

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（ネコポス便）：330 円
● お支払手数料 代引き：330円 / 後払い：330円

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/000000007992/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007986/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007996/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007997/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007991/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007987/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007452/ct54/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005856/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007901/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007615/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007923/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007941/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007943/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007946/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007988/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004487/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002493/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006663/


【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

※新型コロナウイルス感染拡大防止のご協力をお願いをいたします
（マスク着用・手指消毒）

※入場制限を行う場合がございます。
全品20％OFF（書籍・一部商品を除く）

(キルトパーティから徒歩約15分)

イベントのお知らせ

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。
（一番左の植物の、地面の上の葉っぱ2枚を除く）

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。

4 地面の上に葉っぱをアップリケする。

128 - 21644

おすすめ商品

15,180円 12,144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」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

SAL E
20％
OFF

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

⇨

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

青　6本どり
コロニアルノットst.

緑　4本どり
アウトラインst.

オレンジ　4本どり
アウトラインst.

青　2本どり
アウトラインst.

青　2本どり
レゼ―デイジーst.

ピンク　1本どり
サテンst.

生成り　2本どり　2回巻き
フレンチナッツst.

生成り　3本どり
ストレートst.

ピンク　3本どり
ストレートst.

10%

62

22

①

②

拡大

84

82

前回から始まった「草花のタペストリー」
仕上げることはできましたか。
今回も前回と同じように一つ一つのお花を
楽しみながらアップリケしてくださいね。
アップリケ布の縫い代は多くついていると
きれいにできません。
初めにきちんと切り揃えておきましょう。

土台布　25cm×65cm
アップリケ布　15cm×16cm　2枚
　　　　　　　6cm×8cm　4枚
　　　　　　　8cm×10cm　5枚
地面の布　6cm×24cm　3枚
刺しゅう糸　青　ピンク　緑　生成り　黄色　各適宜

【送料無料】草花のタペストリー 2
 158 - 25045 1,485円

新商品

土台布　25㎝×65㎝　
アップリケ布 15㎝×16㎝ ……2枚
 6㎝×8㎝…………4枚
 8㎝×10㎝ ………5枚
地面の布 6㎝×24㎝ ………3枚
刺しゅう糸　各適宜　
　青　ピンク　緑　生成り　オレンジ　

●セット内容 ：作り方・写真

草花のタペストリー 1
 158 - 24986 1,485円

バックナンバー

【送料無料】草花のタペストリー 2Let’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/000000007992/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007992/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001957/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000000030/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004487/
http://www.quilt.co.jp/event/

