
※ 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
2021-04-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

先染め 先染め先染め先染め
17 ㎝

2021-04-Ａ01 \77/10㎝
30㎝～ 120-25455 きれいなピンク、ブルーのベースに小さ

な草花がプリントされています。
ベビーキルトや生成りと組み合わせた明
るい配色の作品におすすめ。
お手頃価格なので布団カバーやカーテ
ンなど大きく使ってもよいでしょう。

2021-04-Ａ02
30㎝～ 120-25456 

いろんなワンちゃんが
美術館にお出かけで
す。
ゴッホ、フェルメール、
ムンクなど見ている
だけで楽しい布です。

2021-04-Ａ03 \99/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25457 ミニカット 119-25479
レンガ作りの古い町
並みが布全体にプリ
ントされています。
グレーベージュの淡
い色合いがパターン
のベースやボーダー
布などにおすすめで
す。

2021-04-Ａ04 \110/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25458 ミニカット 119-25480

線で描かれた小花
模様にふんわりとぼ
かした色がつけられ
ています。
針目が目立ちにくい
ので裏布にもおすす
めです。

2021-04-Ａ05 \110/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25459 ミニカット 119-25481
A05の色違い
細かい線書きのお花
は柄を気にせず無地
布感覚で使えます。
落ち着いた色合いの
ベースにおすすめで
す。

2021-04-Ａ06 \110/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25460 ミニカット 119-25482
アンティーク風な小
花プリントが使いやす
いです。
生成りの色合いがど
んな色とも合わせや
すいです。

2021-04-Ａ07 \121/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25461 ミニカット 119-25483
A07の色違い
落ち着いたチャコー
ルグレーがきれいな
布。濃色の作品の
ベースに最適な布で
す。

2021-04-Ａ08 ミニカット\220

30㎝～ 120-25462 ミニカット 119-25484

A07、A08の色違い
渋めの赤が配色のの
アクセントにぴったり
です。
ログキャビンの中心
にもおすすめです。

2021-04-Ａ09 ミニカット\220

30㎝～ 120-25463 ミニカット 119-25485
A07、A08、A09の
色違い
明るすぎず、濃すぎ
ずのきれいなグリー
ンです。
配色のアクセントや
葉っぱなどのアップリ
ケにおすすめです。

2021-04-Ａ10 ミニカット\220

30㎝～ 120-25464 ミニカット 119-25486
深みのある緑がかっ
た紺のベースに上品
なお花がプリントされ
ています。
クラシックな雰囲気で
お洋服にもおすすめ
です。

2021-04-Ａ11 \13210㎝\12110㎝\12110㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25465 ミニカット 119-25487
アルファベットがラン
ダムにプリントされて
います。
それぞれの文字のデ
ザインがおしゃれで楽
しいです。

2021-04-Ａ12 \154/10㎝

\121/10㎝

ミニカット\220

30㎝～ 120-25466 ミニカット 119-25488

細かいチェックと十字
の織りを組み合わせ
たとてもベーシックな
先染め布。
どんな布とも合わせ
やすい生成り色です。

2021-04-Ａ13 \176/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25467 ミニカット 119-25489
A13の色違い
涼しげなグレーです。
パターン、アップリケ
のベース、バッグの
マチなど幅広く使え
ます。

2021-04-Ａ14 \176/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25468 ミニカット 119-25490
A13、A14の色違い
A14と同様に使えま
す。
濃い目の配色の作
品におすすめです。

2021-04-Ａ15 \176/10㎝ ミニカット\220 \176/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25469 ミニカット 119-25491 ミニカット 119-25492
優しい印象の茶系の
グラデーションがきれ
いな先染めチェック。
バッグのマチや後ろ
側の布。
タペストリーのラティ
スなどにおすすめで
す。

2021-04-Ａ16
30㎝～ 120-25470

各

ミニカットの販売はありません。

https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008443/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008444/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008445/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008446/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008447/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008448/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008449/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008450/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008451/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008452/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008453/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008454/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008455/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008456/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008457/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008458/ct351/page1/recommend/


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

2021-04-Ａ03

2021-04-Ａ16 2021-04-Ａ17 2021-04-Ａ18

2021-04-Ａ04 2021-04-Ａ11

2021-04-Ａ12

拡大

各色 ￥2，200

グレー 99-25518-02イエロー 99-25518-01

限定

200
セット おしゃれな飾りファスナーのトートバッグ
メタル糸で刺しゅうされたファスナー模様のテープがおしゃれ
なトートバッグ。大きなポケットの口部分にはスナップテープを
使用しています。

・表布   110㎝幅45㎝
・裏布（リネンギンガムチェック）140㎝幅40㎝
・ファスナー模様テープ  30㎝
・Dカン   1つ　　・スナップテープ   1組

セット内容

出来上がりサイズ（約）縦37.5㎝×横36.5㎝

先染め先染め

ブルー、グレー、薄茶
の組み合わせがきれ
いな先染めチェック。
使いやすい格子の大
きさです。
パイピングにもおすす
めです。

2021-04-Ａ17 \176/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25471 ミニカット 119-25493
濃い目のグレーと茶
を組み合わせた先染
めチェック。
大きなピースワーク、
バッグやタペストリー
のパイピングにおす
すめです。

2021-04-Ａ18 \176/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25472 ミニカット 119-25494

先染め先染め

シンプルな先染め
チェックに小さな水玉
のような織り入れた
凝った印象の布。
バッグのマチなどに
使うとすてきな仕上
がりになります。

2021-04-Ａ19 \198/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25473 ミニカット 119-25495
A19の色違い
ピンクの水玉がアク
セントになっていま
す。
1枚布のバッグや
キッチン小物などに
もおすすめです。

2021-04-Ａ20 \198/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25474 ミニカット 119-25496

大柄紹介あり 大柄紹介あり

バッグのキットも販売中！30㎝～ 120-25475 30㎝～ 120-25476
2021-04-Ａ21 2021-04-Ａ22 \132/10㎝各色

適度な厚さが使いやすい綿麻
（綿80％麻20％）キャンバス地。
大人っぽいテイストで不思議の国の
アリスが描かれています。
1枚布のバッグや小物づくりにおす
すめ。A21は落ち着いた黄色にモノ
トーンがよく合い、A22はグレーの
ベースとモノトーンの組み合わせが
すっきりとしています。ミニカットの販売はありません。

ひよこ、英字、ストライプ、水玉などおしゃれでかわいい模様がきれいな
　　色合いでプリントされています。

生地セットをお買い上げの方に
「小さなおうちの巾着ポーチ」
の作り方をプレゼント！

ひよこのUSプリント14枚セット(作り方プレゼント付き）

17cm×24㎝  14枚

出来上がりサイズ（約）
縦12㎝×横13㎝
　　（屋根含まず）

限定

200
セット

￥1,210 170-25477

30-23012
ワックスコード（細）カラフル7色セット

定番カタログでは紹介していない明るめ
でかわいい7色をセットにしました。
小さめの巾着バッグのひもや
ファスナー飾りにもおすすめです。

「小さなおうちの巾着ポーチ」で使用しています。

コードの中に入っているテグスは
抜いて使います。
●セット内容：1.2m×7色
●サイズ（約）：直径1.5～2mm

￥599

使用
して
ます
！

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、公式ホームページ等でご確認ください。

会期 / 2021年7月14日（水）～7月19日（月）
時間 / 午前10時～午後8時   （最終日は午後6時閉場）
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） 
公式サイト：https://www.hankyu-dept.co.jp/
お問い合わせ / 047-324-3277（キルトパーティ）  
斉藤謠子来場予定 　
7月14日（水）～7月19日（月）の午前中まで ※諸事情により変更となる場合もございます

斉藤謠子パッチワーク作品展

イベント情報

https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008459/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008460/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008461/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008462/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008463/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008464/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008477/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008481/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000005837&search=%A5%AB%A5%E9%A5%D5%A5%EB&sort=
https://www.quilt.co.jp/event/


ALL
20％
OFF858円

686円
6- 14044

パッチワーク待針（細）

SAL E 定番商品

定番商品

●太さ0.4㎜、長さ36㎜　●100本入

418円 334円6- 916

セル巻指ぬき（3ケ入り）

●フリーサイズ　●3ヶ入り

「シンプルパッチのベッドカバー」におすすめ

605円 484円6- 96

糸切リング

●フリーサイズ

詳しくは裏面をご覧ください。158 - 25497

【送料無料】
シンプルパッチの
ベッドカバー1

新商品 Let’s Try

2,420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

99 -25351 462円

新商品 手作りマスククリップ（2コ入り）
前回大人気だったマスクチャームに続き、
今回はクリップタイプのマスク用アクセ
サリーのご紹介。手持ちの小さな端切れ
で作れるので好みでオリジナルのマスク
クリップを作ってください。
●セット内容：マスククリップ 包みボタン 
フェルト芯　●サイズ（約）：直径 1.4 ㎝

※ 生地は含まれません。
お手持ちの好きな生地でお作りください。

マスク 2枚重ねの
ずれ防止にも

（内側）

106 -25356

1,829円

新商品

NEW ファンクラフトはさみ 紙切り
厚紙やキルト芯のカットにおすすめです。
軽量で持ち手部分が大きいので、厚紙などの
少々厚い紙などを切るのもラクラクです。
キルト芯のカットにもおすすめです。
●サイズ：全長 15㎝ 刃の長さ 4㎝ 重さ 48g

より軽量になりました

太陽光に近い色で明るく、大きく見
えて、小さなアップリケや刺しゅう
の細かい作業も苦になりません。
コントラストがはっきりして、くっ
きりと見えます。
レンズは回転式なので、高倍率レン
ズをお好みの位置に移動できます。
コードレスだから、使う場所を選ば
ない上、コンパクトに折りたため、
いつでもどこにでも持ち運べます。

45 -25387 11,990円

新商品

Halo Go(ハローゴー）
拡大鏡付き太陽光LEDライト

サイズ：15㎝×15㎝×33㎝
色温度： 6,000 ケルビン（太陽光と同等）
演色性（CRI）：Ra95+（美術館や病院で推奨されるレベル）
バッテリー容量：4,000mAh（充電式リチウムイオンバッテリー内蔵）
消費電力：5Wの省エネ設計（バッテリー充電中は 9W）
レンズ：直径 9センチ拡大レンズ 2.25 倍 /4.0 倍
照度 ：二段階調節（高輝度 4,000 ルクス /低輝度 2,000 ルクス）※測定高 15㎝
光束：315ルーメン

斉藤謠子おすすめ︕

第29回日本文具大賞機能部門優秀賞受賞

123 - 25498 770円

初心者さんにおすすめサンプラー
キルト　7 カードトリック

シリーズ7回目　バックナンバーは別紙A4をご覧くださいnewキット

★☆☆☆

連
載

18 - 25444

すてきにハンドメイド 
２０21年5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 - 25445　 1,870円

●セット内容：布　厚手両面接着シート　キルト綿
厚手接着芯　プラスチックボード　化繊綿
ワックスコード　ナスかんつきチェーン　
●サイズ（約）：幅 10㎝　丈 8㎝（チェーンは除く）

満開のバラの花をイメージしたシックにもカジュ
アルにも合う 2way チャーム。
バラの花をドーム状にまとめたバッグチャーム。
裏面にブローチピンをつければ、コサージュとし
ても使えます。

バラのチャーム（作り方なし）
材料セット新商品

さらりとしたコットンやリネンで作るワンピースは、これからの季節のマス
トアイテム。ホームウエアとしても、お出かけ着としても着回しができるシ
ンプルなワンピースと、今回は余り布を使った小物も紹介します。
作り方・型紙は「すてきにハンドメイド 2021年 6月号」をご覧ください。

ゆったりとした着心地と、ひじまで隠れるそで
丈がうれしいワンピース。
程よく詰まったえりぐりには、ボタンとループ
で留める後ろあきを作り、脱ぎ着しやすくして
います。
ワンピースの残り布で、おそろいのヘアバンド
も作りました。
●セット内容：（ヘアバンド分を含む）
表布（ダブルガーゼ）120㎝幅×280㎝、接着芯、
ボタン、ゴムテープ（ヘアバンド用）

131 - 25510 5,390円

新商品 材料セット

作品A　ダブルガーゼのワンピースと
ヘアバンド（作り方なし）

斉藤謠子テレビ出演の放送スケジュール斉藤謠子がテレビ出演します！
放送 5/27（木） 午後9時30分 Eテレ 
再放送 6/1（火） 午後3時10分 総合
再放送 6/3（木） 午前11時30分 Eテレ
※ 総合テレビの再放送は休止することがあります。

斉藤謠子の心地のよい手作りの服と布小物斉藤謠子の心地のよい手作りの服と布小物

コットンで作るチャーム

18 - 25508

すてきにハンドメイド 
２０21年6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 - 25509　 3,520円

●セット内容：布、刺しゅう糸
●サイズ（約）：35.4 ㎝×35.4 ㎝

お部屋のコーナーに飾りたい雨の日
を優しく彩るミニキルト
グレイッシュなブルーの花が印象的。
スカラップ形のボーダーにひと手間
かけた作品です。

花のミニキルト（作り方なし）
材料セット新商品 雨の日をイメージしたミニキルト

基本作品Aの布を刺しゅう入りのリネ
ンにかえた 1着。
こちらは、残り布でミニバッグを作り
ました。
ちょっとそこまでのお出かけにピッタ
リのセットです。
●セット内容：（ミニバッグ分を含む）
表布（リネン）110㎝幅×280㎝、
ミニバッグ用裏布 110㎝×40㎝、
ボタン

131 - 25511 11,825円

新商品 材料セット

作品B　リネン（紺）のワンピースと
ミニバッグ（作り方なし）

●サイズ（約）：作品A・B共通
M　バスト 120㎝　そで丈 28㎝　着丈 109.5 ㎝
L　バスト 124㎝　そで丈 28.5 ㎝　着丈 110㎝
LL　バスト 130㎝　そで丈 29㎝　着丈 110.5 ㎝

おすすめ

116 - 25514- 01 264円 おすすめの仕立て糸です。
* ギッターマン（100m） 　紺色 col.339 でお届けいたしますが、
似た色に変更になる場合があります

大人のシンプルワンピースおすすめ糸
作品A/B共通（紺）

さらっと涼しく︕大人のシンプルワンピース さらっと涼しく︕大人のシンプルワンピース

●ミニバッグサイズ
（約）：口幅 26㎝
丈 32㎝

●ヘアバンドサイズ（約）：
頭回り（ゴムテープを伸ばす前の寸
法）約54㎝、幅（いちばん広いところ）
約 8㎝

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

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

136- 25500 3,850円

ポケットのパターンが印象
的なショルダーバッグ。
使い勝手のよい大きさです。
※リネン混バーバリーショル
ダーはセットに含まれません。
※見本作品と布は異なります。

●セット内容：布 マグネットボタン テープ Dカン ファスナー 作り方　写真　
●サイズ（約）：縦 21.2 ㎝ 横 25.6 ㎝ マチ 7㎝

ポケットつきショルダーバッグ（ショルダーなし）

153 - 13698 - 03 1,320円

リネンが入り、ナチュラルな雰囲気と落ち
着いた色合いが素敵なショルダーです。
●サイズ（約）：幅 25㎜ / 長さ：75㎝～ 140㎝ / 
素材：麻 30% アクリル 70%

リネン混バーバリーショルダー 
2.5㎝幅　ブラック

「キルトジャパン2020年10月号秋」に掲載された人気のバッグ

「ポケットつきショルダーバッグ」で使用

newキット

★★★☆

別 売 りおすすめ

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

6月27日(日)
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

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

ネコポス
対象外
ネコポス
対象外
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https://shop.quilt.co.jp/
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/000000008467/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001946/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008135/ct54/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008133/ct54/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008466/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008411/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008416/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008414/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008318/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008224/ct351/page2/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008376/ct351/page2/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008391/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008392/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008410/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008413/ct351/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008470/ct351/page2/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002180/ct351/page2/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002582/ct351/page2/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002475/ct351/page2/recommend/


作り方

1 型紙A～Eを用意する。

縫い代の
倒す向き

2 パターン①②③④をそれぞれ3枚ずつ作る。
型紙と余った布は今後使用するので取って置いてください。

「シンプルパッチのベットカバー」の
パターン①の作り方を動画で見ることが
できます。
スマートフォンは左のQRコードから、
パソコンは下のURLからご覧ください。

https://youtu.be/a-o7C3dVfb0

⇨ ⇨

パターン①

おすすめ商品 動画で作り方を見る

153 -25513 638円

A4 マルチデザインペーパー 方眼
おすすめ新商品

ピースワークの型紙作りが楽にできる耐熱性ペーパーです。
半透明なので、図案を写してそのままカットすれば型紙にな
ります。
鉛筆で図案を写せるので、消しゴムでの修正も可能。
プリンターやコピー機にも使用でき、図案の複写やパソコン
でオリジナルパターンの作成もできます。
熱に強く、布にはさんだままアイロン掛けも可能です。
サイズ：A4（297×210×0.15㎜）×5枚入り

ALL
20％
OFF858円

686円
6- 14044

パッチワーク待針（細）

SAL E 定番商品

●太さ0.4㎜、長さ36㎜　●100本入

418円 334円6- 916

セル巻指ぬき（3ケ入り）

●フリーサイズ　●3ヶ入り

「シンプルパッチのベッドカバー」におすすめ

605円 484円6- 96

糸切リング

●フリーサイズ

使いやすいA4サイズです

実物大型紙

E
A

B

C

D

A

E

C

E

B C

A

B D
パターン①

②

①

③

④

② ③ ④

A… 5枚
B… 4枚
C… 8枚

A… 1枚
B… 8枚
D… 8枚

A… 4枚
C… 12枚
E… 1枚

B… 4枚
C… 20枚
E… 1枚

完成予定サイズ（約）： 174㎝×174㎝
※途中で変更になる場合がございます。

完成予定図 5回で完成の予定です

A B
C

12

12

新しいレッツトライは素朴なパターンづくりの楽しさが味
わえるシンプルパッチのベッドカバーです。
今回は5つの型紙で4種類のパターンを作ります。
四角や三角の組み合わせで無限にデザインが広がるのが
パッチワークの面白いところですね。
いろいろなパターンを4回に分けて紹介して、5回目に
1枚のキルトにまとめる予定です。
パターンの枚数次第で大きさは自由に変えられるので、
ベビーキルトやソファーカバーなど
お好きなサイズのキルトを作ってくださいね。
ベースにおすすめの布3枚と色合わせを考えたハギレが
15枚セットされています。

【送料無料】シンプルパッチのベッドカバー1
158 - 25497 2,420円

新商品

●セット内容 ： 作り方・写真
ベース布………… 30㎝×54㎝　3枚
ハギレ…………… 12㎝×25㎝　15枚

パターンのサイズ（約）12㎝×12㎝
完成予定サイズ（約）：174㎝×174㎝

布の残りは
5回目のまとめにも
使用します。
大切にとっておいて
くださいね。

【送料無料】シンプルパッチのベッドカバー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/000000008470/ct351/page2/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008469/ct351/page2/recommend/
https://www.youtube.com/watch?v=a-o7C3dVfb0
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002180/ct351/page2/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002475/ct351/page2/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002582/ct351/page2/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008470/ct351/page2/recommend/


123 - 25498 770円

サンプラーキルト 7回目は、「カードトリッ
ク」です。4色の異なる色・柄の生地を組
み合わせることによって単純な三角形のみ
のピースワークでも複雑に見えるパターン
ができます。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
7 カードトリック

●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7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

99- 25499 165円

6 七面鳥の足跡型紙

※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

107

1225

25

4

4

107

初心者さんのサンプラーキルト

完成予定サイズ（約）： 107㎝×107㎝
※途中で変更になる場合がございます。

パターンとパターンの間にラティスをはさみ、 
ボーダーをつけて完成です。
パターンの配置は最終回でご案内する予定です。

完成予定図 9回で完成の予定です

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。

 
【お問い合わせ】
キルトパーティ株式会社

 〒 272-0034 千葉県市川市市川 1-23-2 アクティブ市川 2F・3F
 ・TEL. 047-324-3277　（10時～ 17時まで／日曜祝日は定休）
 ・FAX. 0120-310-453
 ・Email. dm@quilt.co.jp
 ・ホームページ https://www.quilt.co.jp/
 ・WEBショップ https://shop.quilt.co.jp/



CENTENARY COLLECTION 26 Print
BY YOKO SAITO 

メタルボタン（5個入り）アソート

・一袋５個入り
・写真のいずれか一つを
　お届けします。
※形は選べません。

玉付ファスナーいぶし / 20 ㎝細

こげ茶

薄グレー

作り方プレゼントの
「カントリーストライプのペンケース」
に使用しています。

特価

25 ㎝×25㎝　41枚

センテナリー 26プリント布全 41種がセット
されています。

センテナリー 26
プリント全 41種セット（プレゼント付）

30 ㎝×50㎝　5枚

10331-A
10334-A

10332-B
10337-A

10333-A

センテナリー 26
ベースにおすすめ布セット（プレゼント付）

中間色セット

濃色セット

センテナリー 26　配色おすすめ布セット（プレゼント付）
40 ㎝×35㎝  6 枚 各 1,320 円

各 165円

1,056円

330円

3,608円

※1セットで「カントリーストライプのペンケース」が１つできます。
※裏布・パイピング布とファスナー 20㎝が別途必要です。 

10331-E
10334-C
10332-E

10336-A
10333-D

10337-B

10332-D
10335-D
10333-F

10336-F
10335-A

10337-C

全種類再入荷しました！
毎回人気のセンテナリーコレクションの布セット。

斉藤謠子デザインのセンテナリーコレクション 26回目。
センテナリーコレクションは斉藤謠子が作品作りをする
うえで、使いたい柄や色を考えてデザインしています。

布合わせに欠かせない無地布感覚で使える柄や、既成の
布では見つけにくい大柄プリント、差し色におすすめの
ビビッドな色合いの布など、バラエティ豊かに作りまし
た。ぜひ皆様の作品作りにお役立てください。

センテナリー 26の布セットをいずれか 1つお買い上げの方に
「カントリーストライプのペンケース」の作り方をプレゼント！

出来上がりサイズ：
高さ 3.5 ㎝　横 18㎝　まち 5㎝

99 - 25223 - 01 99 - 25221

99 - 25223 - 02

24 - 455 - 03

24 - 455 - 11

99 - 25222

101 - 25253

作り方プレゼント「カントリーストライプのペンケース」に
使用しています。

セット内容

セット内容

セット内容

在庫なくなり次第終了となります。
この機会にご利用ください。




