
※ 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
2021-03-Ａ01 \77/10㎝

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

大柄紹介あり※ 　　　　    裏面に生地の縮小画像があります。
ミニカット一律

\220

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

大柄紹介あり

先染め 先染め先染め
17 ㎝

ピンクの小さなバラ
がかわいいプリント
布。パターンの土台
布や裏布など幅広く
使えます。
ベースは糸カス（小
さな点）が残ったナ
チュラルな雰囲気で
す。

2021-03-Ａ01 \77/10㎝
30㎝～ 120-25393

英語の新聞がその
ままプリントされた
布。細かい英字模様
がおしゃれな印象で
す。

2021-03-Ａ02 \110/10㎝
30㎝～ 120-25394

A02の違い
使い勝手の良い明る
めの茶色です。差し
色にもおすすめ。

2021-03-Ａ03 \110/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25395 ミニカット 119-25415
生成りのベースにグ
レーとベージュの線
で流れるようにお花
が描かれています。
動きのあるおしゃれ
な布。パターンの土
台布におすすめ。

2021-03-Ａ04 \132/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25396 ミニカット 119-25416

白のエースに細いグ
レーの線でペーズ
リー柄が描かれてい
ます。淡い配色、明
るい配色のベース
布にとても使いやす
いです。

2021-03-Ａ05 \132/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25397 ミニカット 119-25417
A05の色違い
グレーベージュの色
合いがどんな布とも
合わせやすい布。落
ち着いた色合いの
ベース布におすす
め。

2021-03-Ａ06 \132/10㎝ ミニカット\220

ミニカット\220

ミニカットの販売はありません

30㎝～ 120-25398 ミニカット 119-25418

ミニカット 119-25414

生成りのベースに大
きな木のシルエットが
描かれています。
無地布感覚で使えま
す。
草花のタペストリー
のベースにも使用し
ました。

2021-03-Ａ07 \154/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25399 ミニカット 119-25419
A07の色違い
明るすぎないきれい
な黄色。差し色やお
花のアップリケに
持っていると重宝し
ます。

2021-03-Ａ08 ミニカット\220

30㎝～ 120-25400 ミニカット 119-25420

A07、A08の色違い
ベースのブルー系の
グラデーションがきれ
いな布。
ピースを裁つ場所で
変化がつけられる布
です。

2021-03-Ａ09 ミニカット\220

30㎝～ 120-25401 ミニカット 119-25421
きれいなピンクのぼ
かしのベースにピン
クとブルーの小さな
お花がプリントされて
います。
優しい色合いの作品
におすすめです。

2021-03-Ａ10 ミニカット\220

30㎝～ 120-25402 ミニカット 119-25422
１A10の色違い
少し緑がかったブ
ルーの色目がきれい
な布。
優しい色合いの作品
におすすめです。

2021-03-Ａ11 \15410㎝\15410㎝\15410㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25403 ミニカット 119-25423
モノトーンの色合いが
おしゃれな布。
バッグやポーチの中
布にもおすすめです。

2021-03-Ａ12 \154/10㎝

\154/10㎝

ミニカット\220

30㎝～ 120-25404 ミニカット 119-25424

A12の色違い
チェックや水玉で描
かれたマーガレットの
お花がかわいい布。
このままタペストリー
のボーダーに使って
もすてきです。

2021-03-Ａ13 \154/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25405 ミニカット 119-25425
しっかりと模様が織ら
れている先染め布。
ラティスやパイピン
グ、バッグのマチなど
におすすめ。

2021-03-Ａ14 \176/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25406 ミニカット 119-25426
使い勝手の良い
ベーシックな先染め
チェック布。
生成りから薄茶のグ
ラデーションで格子
が織られています。

2021-03-Ａ15 \176/10㎝ ミニカット\220 \176/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25407 ミニカット 119-25427 ミニカット 119-25428
A15の色違い
A15と同様にバッグ
のマチやタペストリー
のボーダーなど幅広
く使えます。
グレーがかった色合
いです。

2021-03-Ａ16
30㎝～ 120-25408

https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008344/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008345/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008346/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008347/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008348/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008349/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008350/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008351/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008352/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008353/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008354/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008355/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008356/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008357/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008358/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008359/ct349/page1/recommend/


リーフ模様のトープカラーセット
￥715 170-25342

ぼかしのベースにあまり目立たない色合いでシダのような葉っぱ
が大きく描かれています。
生成り、ピンク、緑、グレー、茶、5色とも柔らかい印象の色使いです。
チェックや細かいプリントと相性の良い使いやすい布です。

25㎝×40㎝　5枚

限定

200
セット

バッグのキットも
　　販売中！

グレー 99-25431-02

各色 ￥1，595
限定

200
セット

ランチバッグ＆ボトルバッグセット

生成り 99-25431-01

お弁当を入れるのにぴったりなバッグと水筒やペットボトルのためのバッグを
セットで作りました。内側には撥水効果のあるナイロン布を使用しています。
バッグの正面にはどのネコを持って来るのか、迷ってしまいますね。

表布　110㎝幅×57㎝
ナイロン生地  118㎝×41㎝  (普通の布と同様にミシンで縫えます。)
作り方

内側
撥水効果のあるナイロン布

余ったハギレで作って
みました★

出来上がりサイズ（約） ペットボトルバッグ：29.5㎝×7.5㎝バッグ：30㎝×25.5㎝
ワックスコードは含まれません。

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

2021-03-Ａ03 2021-03-Ａ042021-03-Ａ02

2021-03-Ａ07 2021-03-Ａ082021-03-Ａ06

2021-03-Ａ12 2021-03-Ａ132021-03-Ａ09

レッツトライ『草花のタペストリー①』でも
　　　　　　　　　　　使用しています。

『布で作るクチュールバッグ』で掲載され
ている「花束のバッグ」
でも使用しています。

斉藤謠子のキルトワーク

本は絶版です。

A08の生地
を使用

2021-03-Ａ15 2021-03-Ａ16 2021-03-Ａ18

針と糸の時間   ～ キルト・刺しゅう ～
会期 / 2021年4月21日（水）～4月26日（月）
時間 / 午前10時～午後8時 
（最終入場は閉場の30分前まで / 最終日は午後5時閉場）
会場 / ジェイアール名古屋タカシマヤ10階 催場
（〒450-6001 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号 TEL：052-566-1101）

会期 / 2021年4月27日（火）～4月29日（木・祝）
時間 / 午前10時～午後5時
会場 / 東京国際展示場  青海（あおみ）展示棟  東京ビッグサイト

The Quilt 2021 ミニチュアキルトの世界

〒135-0064 東京都江東区青海1丁目2番33号　TEL : 5530-1111
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、時間変更となったり、イベント
が中止または延期となる場合があります。最新情報は、各施設・イベントの公式
ホームページ等でご確認ください。最新のハンドメイドに触れることができる、
手づくり好きにはたまらず目をキラキラさせてしまう！ 
そんな、3日間のイベントです。キルトパーティも出店いたします。

https://hobbyshow.jp/

  プレゼント企画
ブースにご来場いただき、キルトパーティのツイッター、インスタグラム、
フェイスブックのいずれかのフォロー画面を見せていただいた方に
プレゼントを差し上げます。（対象のイベントは名古屋とホビーショーです。）

先染め先染め

以前にも紹介したこと
のある布の色違いで
す。
細かい格子のベース
に3.5㎝間隔で四角
い模様が織られてい
ます。

2021-03-Ａ17 \187/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25409 ミニカット 119-25429
キルトパーティの定
番とも言える布を復
刻しました。斉藤の
作品にも数多く使わ
れています。
アップリケやバッグの
土台布など作品が
上品な雰囲気に仕
上がります。

2021-03-Ａ18 \231/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25410 ミニカット 119-25430
2021-03-Ａ19 \132/10㎝各色
30㎝～ 120-25411

2021-03-Ａ20
30㎝～ 120-25412

ミニカットの販売はありません。

大柄紹介あり

適度な厚さが使いやすい綿麻
（綿80％麻20％）キャンバス地。
2020年第5回で大人気だった
ネコが立ち姿になりました。
いろんな表情のネコを見て
いるだけでも楽しい布です。

https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008360/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008361/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008362/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008363/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008377/ct349/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008368/ct349/page1/recommend/
https://www.quilt.co.jp/event/


赤・ピンクの 2色が各 5個入。
484円

仮止めクリップ
＜ミニ・10個入＞

605円

 6 - 22066

S A L E ナイロン素材のエコバッグで
使用しました。便利です︕

123 - 25347 770円

サンプラーキルト 6回目は、「七面鳥の足跡」
です。ベース布を大柄にすると、パターン
に変化が出ます。
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
6 七面鳥の足跡

●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6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。

●セット内容：作り方（型紙）　写真
バックナンバー

99- 25047 165円

1 バージニアスター型紙

99- 25135 165円

2 カーニバルタイム型紙

99- 25251 165円

3 メイバスケット型紙

99- 25344 165円

4 友情の花型紙

99- 25348 165円

5 ビッグクロス型紙

※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

ナイロン素材で作るワンハンドルのエコバッグ。
ショルダーを長めして斜め掛け、短くすると
肩掛け、お好みで長さを決めてください。
袋が大きめなので突然の雨や汚れ防止に、
バッグや荷物をそのまま入れることもでき
ます。
プラスチックカラーカラビナが便利です。
●セット内容：ナイロン生地　カラビナ　作り方
●サイズ（約）：縦 43㎝　横 46㎝

99 - 25343 - 01

99 - 25343 - 02

各1,298円新 商 品 ナイロン素材のエコバッグ
02︓
お野菜

01︓フルーツ

限定各100個

20％
OFF

newキット

★★☆☆

●サイズ（約）：高さ 9㎝　底 9㎝×9㎝
●セット内容：布　包みボタン　作り方　写真

99 - 25349 990円

新 商 品 おにぎりポーチ

色々なカラー・柄でご用意しています。
どれが届くかお楽しみに。
1セットで 1個作れます。
●サイズ（約）：高さ 9㎝　底 9㎝×9㎝
●セット内容：布　刺しゅう糸　作り方　写真

99 - 25350 990円

新 商 品

おにぎりや小さなお弁当箱を入れるのに適したプチサイズのかわいい
おにぎりポーチ。新たなスタート新入学の季節おすすめです。

うさぎのランチポーチ

フルーツ（オフホワイト）
お野菜（グレー）

※ 写真は一例です

刺しゅうがおしゃれなマスク。高級感と風合いが
楽しめる綿麻の生地にフラワーの繊細な刺しゅう
がされています。

99 - 25352

1,600円

新 商 品

※刺しゅう部分が厚めなので、マスクの
ゴムを通す部分など布を重ねて縫うこと
ができない場合があります。刺しゅうの
部分を避けたり、刺しゅうをほどいたり
してご使用ください。

フラワー刺しゅうのマスク（4枚分）

●セット内容：
綿麻レース（綿 45％麻 55％）
カラーガーゼ
ストレッチコード　ベージュ
作り方

裏もおすすめです

詳しくは裏面をご覧ください。

158 - 25346

【送料無料】ふわふわベア
新 商 品 Let s̓ Try

2,310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

136- 25227 4,290円

1つの型紙で作るシンプルなパターンの
トートバッグ。容量がたっぷりの使いや
すい大きさです。
●セット内容：表布・裏布・レザー
（合皮）持ち手・作り方・写真　
●サイズ（約）：
縦 33㎝×横 35㎝×マチ 7㎝

風車のトートバッグ
使い勝手の良い縦長バッグnewキット

★☆☆☆

連 斉藤謠子の心地のよい手作りの服と布小物載

18 - 25370

すてきにハンドメイド 
２０21年4月号

新 商 品 作り方・
型紙はこちら

660円

新商品材料セット

131 - 25371　3,300円

●セット内容：布、 厚手接着芯、両面接着シート、がま口
口金、紙ひも　●サイズ（約）：幅 26.5 ㎝　丈 18.5 ㎝（開
いた状態 /玉は含まない）

お薬手帳や保険証、診察券などを
まとめて保管できるケース。
カード入れの下もポケットになっ
ています。がま口口金を使ってい
るので、ワンタッチで開け閉めで
きるのが便利。

お薬手帳ケース
（作り方なし）

材料セット新 商 品

おすすめ

おすすめ
がま口専用
さし込み器具

153 - 16823 990 円

 153 - 24102

口金専用接着剤　
接着職人

880円

おすすめ
 153 - 21264

がま口専用仕上げペンチ

1,320円

作業に便利な
極細ノズル
●容量：60ｇ

手のひらにのるくらいの小ものばかり
を集めました。繊細で手の込んだ、作
る楽しみがぎゅっと詰まった作品集で
す。　◆型紙付◆AB版◆96頁
◆日本ヴォーグ社

斉藤謠子の
手のひらのいとしいもの

新 刊 本 「手のひらのたからもの」第2弾

1,760円
17 - 25235 - 01 サイン希望
17 - 25235 - 02 サイン不要

材料セット

132 - 25344 1,430円

ページ4
つやつやの鼻はボタンつやつやの鼻はボタン
犬のポーチB（作り方なし）

新 商 品

コロンとした形が可愛い花の咲いた
サボテン針休め姿はまさにそのもの

材料セット

132 - 25345 880円

ページ34
ウッドボールつきウッドボールつき
新 商 品

●サイズ（約）：幅 7㎝　高さ 6㎝
●セット内容：布、刺しゅう糸、
ウッドボール

★☆☆☆

★★☆☆

●サイズ（約）：
幅 13㎝ 高さ 9.5 ㎝ マチ 2㎝
●セット内容：布、ファスナー 、ボタン

ピースワークで表情豊かに描きました。

サボテンのピンクッション（作り方なし）

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

ぽってりとふくらんだシルエットがかわい
い、バルーン形のチュニック。
すそで切り替えた布は身ごろとそでに使っ
た布の裏面です。布のどちらが表か裏かは
自分の好みで決めてよいと思っています。

材料セット

131 - 25255 3,784円

ページ4
布の表と裏で切り替えて布の表と裏で切り替えて
新 商 品

切り替えチュニック（作り方なし）

●出来上がり寸法（約）
M バスト 106㎝ / そで丈 23.5 ㎝ / 着丈 71.5 ㎝
L バスト 110㎝ / そで丈 23.5 ㎝ / 着丈 72㎝
LL バスト 116㎝ / そで丈 23.5 ㎝ / 着丈 72.5 ㎝

●セット内容：綿麻布 137㎝幅 180 ㎝
バイアステープ（両折りタイプ）1.2 ㎝幅 130 ㎝

バッグの中の必須アイテムとなったマスク
を入れるポーチを作りました。
内側にはナイロンを使い、サッと拭いて除
菌できるようにしています。

材料セット

131 - 25369 660円

ページ8
一時保管場所や予備入れに
マスクポーチ（作り方なし）

新 商 品

●セット内容：布　ナイロン　
ワンタッチスナップボタン

●出来上がり寸法（約）
幅 13.5 ㎝ 丈 15㎝

一時保管場所や予備入れに

後
ろ
面

毎日着たくなるシンプルなウエアなど、今だ
から作りたいアイテムが満載です。おうちで
ソーイングを楽しんでみませんか。
◆型紙付◆AB判◆96頁◆NHK出版

斉藤謠子の　いま作りたい
シンプルな服とかわいい小物

1,760円

新 刊 本 待望のソーイング本︕

18 - 25234 - 01

18 - 25234 - 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

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

2021QUILT PARTY NEWS

123456789

5月19日(水)
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（離島・沖縄県は特別送料 1,100 円）

送料無料

● 送料　宅急便：880円 （離島・沖縄県は 1,980 円）/ ネコポス便：330円
● お支払手数料 代引き：330円 / 後払い：330円
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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/000000008365/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008366/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008364/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008135/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008230/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008139/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008133/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008390/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008128/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008367/
https://shop.quilt.co.jp/smartphone/list.html?search_key=%BD%E9%BF%B4%BC%D4%A4%B5%A4%F3
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008372/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008374/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008375/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004898/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008289
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008297/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000006963/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004028/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002566/


作り方

1 四角つなぎのピースワークとキルト
綿、あて布を重ねてキルティングを
入れ、前ボディを作る。

2 後ろボディはウールの布で裁
ち、ダーツを縫い、前ボディと
縫い合わせる。

3 頭、手、足を作る。 4 ボディに頭、手、足
をつける。

5 目、鼻をつけ口を
刺しゅうする。

★★

脇中
心脇

⇨

返し口

中表

後
ろ
ボ
デ
ィ

（
裏
）

前
ボ
デ
ィ

（
裏
）

中表

ペレット
綿

返し口
4㎝返し口

ウール裁ち切り
中表

返し口

⇨

頭

足

手
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[型紙配置図　ボア]

[前ボディ四角つなぎ
　　　　　実物大型紙]

型紙配置図に合わせボア布の
裏に型紙を置き、0.7㎝縫い
代を付けて裁ちます。ボディの
前側は四角のピースワーク、
後ろ側はウール１枚布です。

おすすめ商品

シート状に手で裂ける綿です。
ボコボコとした固まりになら
ず、きれいに詰められます。
100g 入り

小さなパーツも簡単に裏返す
ことができます。
サイズ（約）：12.5cm
材質：ステンレス

124-22252

429円
1,815円

つめ綿（100g）

おすすめ
手芸用かんし

6 - 1288

定番商品

型紙200％に拡大してお使いください

サイズ（約）： 高さ23㎝

ボディ（後ろ）
1枚

頭（中心）
1枚

中心
足底
2枚

★

手　4枚

★

足　4枚

★★

ボディ（前）
1枚

下

上

脇

下

上

脇
中
心

頭（後ろ）
1枚

上★

頭（側面）
2枚

上

ハナ
耳

内耳　2枚
外耳　2枚

ハナ
裁ち切りの
ウール1枚

裁ち切りの
ウール2枚

2

2
1

1

×32 枚
×40 枚

今回のレッツトライはふわふわのボアで
作る女の子のテディベア。
お腹は明るい色合いの四角つなぎ、手足
にはペレットを少し入れてくたっとしたよ
うな柔らかい仕上がりになっています。
頭とボディはしっかりと綿を詰めるので
座らせることもできます。耳や目の位置
で印象が大きく変わります。
自分だけのかわいいベアを作ってくださ
いね。

【送料無料】ふわふわベア
158 - 25346 2,310円

新 商 品

●セット内容 ： 作り方・写真
ハギレ…………… 12㎝×16㎝　6枚
後ろボディ、足底のウール、ハナ…12㎝×16㎝
ボア……………… 30㎝×38㎝
あて布…………… 14㎝×16㎝
ペレット、目のビーズ2個、リボン35㎝、刺しゅう糸

【送料無料】ふわふわベアLet s̓ 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/000000008367/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008367/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005175/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002493/



