
※ 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
2020-08-Ａ01

30㎝～ 120- ミニカット 119-
※ 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

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

先染め先染め

先染め先染め
17 ㎝

ベージュのベースに
白のラッカーで小花
が布全体にプリント
されています。
パターンのベースや
マスクなど幅広く使
えます。

2020-08-Ａ01
30㎝～ 120-25143 ミニカット 119-25162

A01の色違い
白のベースに白の
ラッカーで小花がプ
リントされています。
レースのような雰囲
気の布。
淡い色目のベース
やマスクにおすすめ
です。

2020-08-Ａ02
30㎝～ 120-25144 ミニカット 119-25163

赤、青、オレンジの小
花が並んだかわいい
プリント布。柄に向き
がなくキルティングの
針目も
目立ちにくいので裏
布におすすめです。

2020-08-Ａ03
30㎝～ 120-25145 ミニカット 119-25164

落ち着いた色合いの
小花模様の綿麻
シーチング（綿85％
麻15％）。ベース布
におすすめです。

2020-08-Ａ04
30㎝～ 120-25146 ミニカット 119-25165

グレーのベースに小
さなタイルのような
四角や三角がプリン
トされています。
パイピングや布合わ
せのアクセントにお
すすめです。

2020-08-Ａ05
30㎝～ 120-25147 ミニカット 119-25166

カーキ色の地図模様
のベースにシマウ
マ、象、キリンなどが
プリントされていま
す。
男の子のバッグやマ
スクにおすすめ。柄
を気にせずピースを
裁っても面白いで
す。

2020-08-Ａ06
30㎝～ 120-25148 ミニカット 119-25167

北欧風にも和風にも
見える幾何学模様の
布。黄色とグレーの
組み合わせがきれい
です。
1枚布のバッグや
ポーチ、キッチン小物
におすすめです。

2020-08-Ａ07
30㎝～ 120-25149 ミニカット 119-25168

グレーのベースに繊
細な草花がプリント
されています。アップ
リケのベース、タペ
ストリーのボーダー
などに
おすすめです。

2020-08-Ａ08
30㎝～ 120-25150 ミニカット 119-25169

鏡の中の女の子たち
とコスメがおしゃれな
タッチで描かれていま
す。
バッグやポーチ、イン
テリア小物におすす
め。

2020-08-Ａ09
30㎝～ 120-25151 ミニカット 119-25170

A09の色違い
グレーのベースに細
い線と色鉛筆のよう
なタッチでプリントさ
れています。大人っ
ぽいかわいさがある
布です。

2020-08-Ａ10
30㎝～ 120-25152 ミニカット 119-25171

先染めの無地布。む
ら糸を使用している
のでナチュラルな風
合いです。
ベース布やバッグの
マチ、お人形のボディ
にもおすすめです。

2020-08-Ａ11
30㎝～ 120-25153 ミニカット 119-25172

生成りとベージュのス
トライプの先染め布。
A11と同様にむら糸
を使用しています。
アップリケのベースや
タペストリーのラティ
ス、ボーダーに
おすすめです。

2020-08-Ａ12
30㎝～ 120-25154 ミニカット 119-25173

ベーシックな先染め
チェック布。
生成りとベージュの色
合いがどんな布とも
合わせやすいです。

2020-08-Ａ13
30㎝～ 120-25155 ミニカット 119-25174

グレーのベース地に
ツタのような草花が
プリントされていま
す。
幅広く使いやすい中
ぐらいの大きさの柄
です。

2020-08-Ａ14
30㎝～ 120-25156 ミニカット 119-25175

A14の色違い
深みのあるグリーン
の色目がきれいな
布。落ち着いた配色
の作品におすすめで
す。

2020-08-Ａ15
30㎝～ 120-25157 ミニカット 119-25176 ミニカット 119-25177

少しピンクがかった
赤の色目がかわいい
先染めチェック布。
パイピングや差し色
におすすめです。

2020-08-Ａ16
30㎝～ 120-25158

SAL
E

ミニカット
￥220 \176

一律20％OFF
SALE

￥220￥77/10㎝ ミニカット\176\61/10㎝

ミニカット\176
￥220￥99/10㎝

\79/10㎝ミニカット\176
￥220￥88/10㎝

\70/10㎝ミニカット\176
￥220￥77/10㎝

\61/10㎝ミニカット\176
￥220￥77/10㎝

\61/10㎝

ミニカット\176
￥220￥121/10㎝

\96/10㎝ミニカット\176
￥220￥121/10㎝

\96/10㎝ミニカット\176
￥220￥121/10㎝

\96/10㎝ミニカット\176
￥220￥121/10㎝

\96/10㎝

ミニカット\176
￥220￥143/10㎝

\114/10㎝ミニカット\176
￥220￥143/10㎝

\114/10㎝ミニカット\176
￥220￥121/10㎝

\96/10㎝ミニカット\176
￥220￥121/10㎝

\96/10㎝

ミニカット\176
￥220￥176/10㎝

\140/10㎝ミニカット\176
￥220￥154/10㎝

\123/10㎝ミニカット\176
￥220￥154/10㎝

\123/10㎝ミニカット\176
￥220￥154/10㎝

\123/10㎝

https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008055/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008056/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008057/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008058/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008059/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008060/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008061/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008062/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008063/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008064/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008065/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008066/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008067/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008068/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008069/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008070/ct340/page1/recommend/


第20回東京国際キルトフェスティバル開催中止

2021年1月に東京ドームにて開催を予定しておりました
「第20回東京国際キルトフェスティバル」は、新型コロナウイルスの感染
拡大防止および、ご来場の皆様の健康や安全を考慮し、やむなく開催を
中止することとなりました。

年末年始休業
2020年12月29日（火）～2021年1月5日（火）

誠に勝手ながら上記の間、お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。

「SHOPからのお知らせ」
キルトパーティのお店では、作品作りのアドバイスをしております。
配色の相談や仕立ての方法など、パッチワークに関する事でしたら、なんでもご相談下さい。
ショップのスタッフが丁寧にお応えいたします。

◎注文書のご記入についてお願い
注文書の合計欄は必ずご記入ください。ご協力をお願いいたします。

◎8,000円以上送料無料！
※品切れのために、お買い上げ合計が8,000円に満たない場合は、送料無料の対象外となる場合が
あります。予めご了承ください。品切れの場合でも送料無料となる商品は、カタログ掲載の「定番商品」
「キット」「本」「最新の注文書」に掲載の商品です。それ以外は送料がかかります。

◎Eメール・携帯メールアドレスをお知らせください！
まだご登録のない方は、注文書の連絡欄にご記入ください。メールアドレスをご登録いただきますと、
注文の確認と発送のご案内をメールにてお知らせすることができます。その他、WEB限定の商品の
ご紹介、お得な情報などもお届けいたします！

TEL：047-324-3277
Eメール/dm@quilt.co.jp　お手紙でも受け付けています。

お問い合わせ

※日曜・祝日は定休日

なお、パートナーシップキルトについては現在検討中です。
最新情報はちらからご確認ください。
https://www.nhk-ed.co.jp/personal/news/20200421/

テーマに合わせた生地を2種類お選びして
特別価格でお届けいたします。
どんな生地が届くかお楽しみ★

今年も
ありが

とうご
ざいま

した。

感謝を
込めて

年末お
楽しみ

企画 おたのしみ50cmカット2枚組

※特別価格の為おひとり様1つのご購入でお願い致します。

※このような配色の中から2枚がセットされます。
※写真は一例です。
　写真に載っていない生地がセットされる場合があります。

各色￥88050㎝×105㎝　2枚

170-25133-01
Ａキルトパーティオリジナル

170-25133-02
Ｂポップなプリント Ｃ淡色から中間色 Ｄシックな濃色

170-25133-03 170-25133-04

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

こちらの生地のみ15％縮小しています

2020-08-Ａ06

2020-08-Ａ08

2020-08-Ａ09

2020-08-Ａ18

2020-08-Ａ19

2020-08-Ａ10

大柄紹介あり 大柄紹介あり素朴な印象の先染
めチェック布。
優しい茶色の色目で
バッグのマチやタペ
ストリーのラティス、
パイピングなど幅広
く使えます。

2020-08-Ａ17
30㎝～ 120-25159 ミニカット 119-25178

中ぐらいの厚さの綿
麻キャンバス地。
（綿80％麻20％）
デジタルプリントなら
ではのとてもきれい
な色づかいです。
いろんなお花と小さ
な鳥がかわいい布。

2020-08-Ａ18
30㎝～ 120-25160

中ぐらいの厚さの綿
麻キャンバス地。
（綿80％麻20％）
デジタルプリントなら
ではのとてもきれい
な色づかいです。
ブルー、パープル、グ
リーンなどの線描き
の色がとてもきれい
です。

2020-08-Ａ19
30㎝～ 120-25161

￥187/10㎝
\149/10㎝

ミニカット販売なし ミニカット販売なし

￥187/10㎝
\149/10㎝ミニカット\176

￥220￥187/10㎝
\149/10㎝

先染め

綿麻キャンバスの4枚はぎのバッグ
￥2,310 99-25182

2020-08-A19のデジタルプリント生地で人気の
4枚はぎのバッグを作りました。
ホック式着脱可能な持ち手を使用してます。
内ポケット付きで使いやすいです。

【セット内容】　 

・裏布 110cm幅40cm 
・持ち手1組
・綿麻キャンパス地
  (若干の織り傷等があります。)

・綿麻キャンバス地（綿80％麻20％） 
  110cm幅40cm

出来上がりサイズ:横 約30㎝ × 縦 約33㎝

https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008071/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008072/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008073/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008081/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008089/ct340/page1/recommend/


SAL E オリジナルのキットが20％OFF

20％
OFF

20％
OFF

99 - 24601 5,500円 4,400円

雪の結晶のバッグ

斉藤謠子の絶版の本「布で作るクチュールバッグ」掲載作品
シックな市松模様の先染め布に繊細な雪の結晶をアップリケと刺しゅう
で表現しました。ファスナーがついたワンショルダーのバッグです。
●セット内容：布・ファスナー・ボタン・刺しゅう糸・テープ・作り方・
写真　●サイズ（約）：縦 25㎝ 横（口幅）20㎝ 底幅 12.5×27.5 ㎝

★★★☆

146 - 24551 2,200円 1,760円

スターのミニポシェット

シンプルなスターのピースワークのミニポシェット。
ショルダーひもをとればポーチとしても使えます。
●セット内容：布・ファスナー・パイピングテープ・コード・ショルダーテープ・
ナスカン・作り方・写真　●サイズ（約）：縦 15㎝×横 15㎝× マチ 3㎝

★★☆☆

【予約販売 / 送料無料】
2021ラッキーパック

今回はじめて予約販売で、特別に多くの皆様に
ご紹介いたします。生地セットや、ミニカット、
キット、あると便利なパッチワーク雑貨などが
約 50%～ 60%OFF‼おたのしみのお得なセット
となっております。
詳しくは別紙チラシをご覧ください。

WEBショップのみで販売しておりました大人気の福袋

99 - 25094 7,000円

予約販売
2021/1/14
以降発送

他注文との同梱は対応で
きません。
ご注文は専用の注文書、
別紙チラシにて承ります。

新商品 毎年人気です︕

275円

干支　うしの鈴　紫
153 -25137 -01

とても可愛らしい2021年の干支うしの鈴です。
●セット内容：鈴、根付ストラップ、小さな鈴
※ストラップの色は変更になる場合があります
●サイズ：鈴の高さ 1.2 ㎝

123 - 24850 3,960円

ピースワークしたスターをアップリケした
大き目のバッグ。いろいろな大きさのスター
で変化をつけて。
持ち手は肩にもかけられます。
●セット内容：布、持ち手、作り方、写真
●サイズ（約）：高さ38㎝×幅 38㎝

星がいっぱいのバッグ
肩にもかけられるたまご型バッグnewキット

★★★☆

実物大

123 - 25102 3,410円

節のある糸で織られたざっくりとした
無地ライクな布と、四角のハギレの
ピースを組み合わせて使いやすい
トートバッグを作りました。
茶の布は少し厚手なのでミシンでキル
ティングを入れてもよいでしょう。

●セット内容：布、作り方、写真
●サイズ（約）：
縦 26㎝ ×横 30㎝ ×まち 8㎝ 
　

四角い窓のトートバッグ
人気の使いやすいバッグですnewキット

★★☆☆

146 - 24753 1,760円

女性が大好きな小さなポーチ。ストラップつきで鍵や
アクセサリーを入れて、バッグインバッグにしても。
●セット内容：布、マグネットボタン リネンテープ 
本革携帯ケースハンドル　刺しゅう糸、作り方、写真
●サイズ（約）：縦11㎝ ×横 12.2 ㎝× まち 2㎝

お花のミニケース
おしゃれなふた付きミニポーチnewキット

★★☆☆

詳しくは裏面をご覧ください。

158 - 25137 1,430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
「草花のタペストリー」は
   今回お休みです。

新 商 品 Let’s Try

【送料無料】
うしさんのばね式口金ポーチ

123 - 25134 770 円

サンプラーキルト 3回目は三角をつないで
作るバスケットのパターン「メイバスケッ
ト」です。
三角のハギレづかいがポイントです。
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
3 メイバスケット

●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3回目

布は含まれません

newキット ★☆☆☆

※キットでの販売は今回限りです。
　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

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

99- 25135 165円

2 カーニバルタイム型紙

※生地は写真と異なる場合が
　あります。

初心者さんにおすすめ
サンプラーキルト

連 斉藤謠子の心地のよい手作りの服と布小物載

 18 - 25129

すてきにハンドメイド 
２０20年12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 - 25130　 5,060円

●セット内容：[ ストール］ウールガーゼ
刺しゅう糸　［ブローチ］木綿地 ニット地 
化繊地 ハードチュール フランネル フェ
ルト ボア 接着芯 ブローチピン ワイヤー 
刺しゅう糸 化繊綿
●サイズ（約）：［ストール］幅 68㎝ 丈
190㎝ ［ブローチ］高さ 8㎝（触角から
後ろ脚まで） 幅6㎝（中脚の端から端まで）

無地のウールガーゼに刺しゅうを施した
ストールは、ステッチの種類と刺しゅう
糸の色をランダムにかえて、縁取るよう
に刺しゅうしています。
無造作に巻いたら、蜜蜂のブローチで留
めてアクセントに。

刺しゅう入りストールと
蜜蜂ブローチ （作り方なし）

*メール便（ネコポス便）配達可能数は1個です。
他商品と同梱する場合、宅急便となります。

170- 25136 1,386円

newキット

クレンゼダブルガーゼ
6色セット

抗菌・抗ウィルス機能繊維加工（クレンゼ）
が施された、落ち着いた色合いのダブルガーゼ
です。
家庭洗濯 50回後も繊維上の特定のウィルスを
99％減少させることが確認されています。
1色でマスク 2枚が作れます。

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
30 - 24709 - 06 シルバーグレー
30 - 24709 - 07 ブラック

色をご指定ください

おすすめ

抗菌・抗ウィルスガーゼ

99 - 25048 1,600円

再入荷
ボタニカル刺しゅうのマスク（4枚分）

おしゃれマスク

人気のマスクが再入荷しました︕
セットのガーゼ布が変更となりました。

●セット内容：作り方
綿麻レース（素材麻 55％綿 45％）35㎝×65㎝
カラーガーゼ　35㎝×68㎝
ストレッチコード　サンドベージュ　240㎝

1セットで立体マスクが
4個作れます。

●セット内容：35㎝×53㎝　6枚、マスクの作り方

※ゴムは含まれません。
「手作りマスク 4枚分スト
レッチコード」がおすすめ
です。
見本はガーゼの色に合わせ
て 6色使っています。

使用例

限定

200
セット

表も裏も
ガーゼを
使いました

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

これからの季節のプレゼントにも最適！
繊細なアイスグレーでまとめたペンケース。
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㎝
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【送料無料】雪の結晶の
ペンケース（作り方なし）

材料セット

★★☆☆

おすすめ

作り方・
型紙はこちら

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

2021年

1月9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

材料セット

 99 - 23023 19,910円
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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

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

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

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/000000008076/ct340/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007493/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007362/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008074/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008082/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007997/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007615/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007947/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007758/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007653/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008075/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007468/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007996/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008084/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007448/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008031/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008032/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007452/ct54/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005856/


作り方

⇨
⇨

10

10

9
3

×2

1.5
3 3

3 口布を表布に
仮止めする。

4 表布と裏布を中表に合わせて
キルト綿を重ねる。
上下を縫い、余分な綿を切り落
として表に返す。

5 口側に端ミシンをかけて、
キルティングをする。
鈴を縫いとめ、リネンコードを
仮止めする。

6 両脇を縫い、裏布を利用し
て縫い代の始末をする。
ばね式口金を通す。
しっぽのコードの先を糸で
しばって糸をほぐす。

1前面と後ろ面を縫い
合わせる。

2
口布用布（9㎝×3㎝）に縫い代を
つけて4枚裁つ。（表布2枚、裏布2枚）

表布・裏布を
中表に重ね、
両脇にミシ
ンをかける。

表に返して
端ミシンを
かける。

半分に折り、
1.5㎝のとこ
ろに出来上り
線を描く。

表布（裏）

中表

裏布（表）

キルト綿

前面（表）

後ろ面（表）

中表

（表）

わ

（裏） わ

わ ●印から
印まで縫う

しつけをかけ、
●印から印まで縫う

鈴

リネンコード
仮止め

糸でしばって先をほぐす。

柄に沿って
キルティング

口布を作る。

20

10
1

3

10

10

1

3 9
1

裏布×1
キルト綿×1 口布　表布×2

　　　裏布×2

後ろ面　表布×1

実物大型紙

し
っ
ぽ
つ
け
位
置ストレートst.

刺しゅうはすべて1本どり

縫い代を倒す向き
キルティングライン

2回巻 フレンチナッツst.
アウトラインst.

アウトラインst.

10㎝幅のばね式口金を使ったうし柄のポーチ
です。
ばね式口金は片手でぱかっと開きますので、こ
まごまとしたものを持ち歩くのに便利ですね。
年の初めに干支の小物を作ってみましょう。
●サイズ（約）：縦11㎝×横9.5㎝

【送料無料】うしさんのばね式口金ポーチ
 158 - 25137 1,430円

新商品

●セット内容 ：作り方・写真

ベース布、口布 …………… 15㎝×17㎝ …… 1枚
後ろ布……………………… 15㎝×17㎝ …… 1枚
ハギレ……………………… 12㎝×8㎝ ……… 3枚
 5㎝×5㎝………… 2枚
裏布（口布の裏布を含む）… 18㎝×35㎝ …… 1枚
ばね式口金………………… 10㎝ …………… 1ケ
リネンコード、鈴　（刺しゅう糸は含まれません）　

【送料無料】うしさんのばね式口金ポーチ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

https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008076/

