
※ 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
2021-08-Ａ01 \88/10㎝

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

卵のようなシルエット
のかわいい小鳥が布
いっぱいに並んでい
ます。
ベビーキルトや入園、
入学グッズなどにお
すすめです。

2021-08-Ａ01 \88/10㎝
30㎝～ 120-25794

大きな刷毛で描いた
ような地模様に同系
色でお花がプリント
されています。
落ち着いたサーモン
ピンクです。

2021-08-Ａ02 \121/10㎝
30㎝～ 120-25795

A02の色違い
グレーがかったブ
ルーにグレーのお花
柄。
柄を気にせずベース
布などにも使えます。

2021-08-Ａ03 \121/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25796 ミニカット 119-25811
グレーのベースに淡
い紫、茶、グリーンの
落ち着いた配色で花
と実が布全体にプリ
ントされています。
上品で大人っぽい印
象の布。

2021-08-Ａ04 \121/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25797 ミニカット 119-25812

青味を帯びたグリー
ンのベースにグレー
系のお花がプリント
されています。
大柄を生かすように
大きなピースや
ボーダー布に使うと
きれいです。

2021-08-Ａ05 \154/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25798 ミニカット 119-25813
鉛筆でさっと描いた
イラストに水彩絵の
具で色をつけたよう
な、とてもおしゃれな
雰囲気の布。柄を生
かしてボーダーなど
に大きく使う、柄を気
にせず小さなピース
を裁つ、どちらにもお
すすめです。

2021-08-Ａ06 \154/10㎝ 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㎝～ 120-25799 ミニカット 119-25814

ミニカット 119-25810

古い封筒やハガキが
プリントされた布。
ピースによって柄の
出方が違うのが面白
いです。
ベース布におすすめ
です。

2021-08-Ａ07 \165/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25800 ミニカット 119-25815
以前にも紹介して人
気だった先染め布。
約2.5㎝幅の織り模
様を生かすようにラ
ティスや持ち手を裁
つとよいでしょう。

2021-08-Ａ08 ミニカット\220

30㎝～ 120-25801 ミニカット 119-25816

A08の色違い
A08と同様の使い方
ができます。
☆斉藤謠子のトラ
ディショナルパターン
レッスン P54で使用
しています。

2021-08-Ａ09 ミニカット\220

30㎝～ 120-25802 ミニカット 119-25817
とてもベーシックな
先染め布。どんな布
とも合わせやすいで
す。
アップリケ、刺しゅう
キルトのベースに最
適です。

2021-08-Ａ10 ミニカット\220

30㎝～ 120-25803 ミニカット 119-25818
A10色違い
小さな織りの点の出
方が表と裏で違うの
で二通りの使い方が
できる布です。
バッグのマチなどにも
おすすめです。

適度な厚みが扱いやすい綿麻（綿45％麻55％）
キャンバス地です。
北欧風のおしゃれなデザインで1枚布のバッグや
キッチン、インテリア小物にぴったりです。

2021-08-Ａ11 \17610㎝\17610㎝\17610㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25804 ミニカット 119-25819
絣風先染め布。
優しい印象の茶色で
す。バッグのマチや後
ろ面などに使うととて
もきれいです。

2021-08-Ａ12 \176/10㎝

\176/10㎝

ミニカット\220

30㎝～ 120-25805 ミニカット 119-25820

A12の色違い
深みのあるこげ茶が
きれいな布です。
落ち着いた配色の
ベース布におすすめ
です。

2021-08-Ａ13 \176/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25806 ミニカット 119-25821
2021-08-Ａ14
30㎝～ 120-25807

2021-08-Ａ15 \132/10㎝
30㎝～ 120-25808

各色 ミニカットの販売はありません。 参考作品☆すてきにハンドメイド11月号のベストに

※50cm以上10cm単位での販売

￥30/10㎝
濃グレー

参考作品には54㎝使用 表布50㎝
裏布は45㎝必要です。

作り方は  斉藤謠子の
「いま作りたい
シンプルな服と
かわいい小物」
P23
「ワンマイル
バッグb」を
ご覧ください。

色違いが使われています。

杉綾織ソフトテープ
（3.8cm幅）

157-23027-04

後面

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

先染め

https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008779/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008776/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008777/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008778/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008772/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008773/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008771/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008753/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008754/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008755/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008756/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008757/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008758/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008774/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008775/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008775/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008135/ct54/page1/recommend/


イベント情報
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。

第37回　キルトパーティキルト展

会期 / 2021年11月18日（木）～11月20日（土）

キルトパーティバーゲンセール

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
店内にいるお客様の数を一定にするため、入場制限を行う場合がございます。 
ご入店時の手指の消毒、マスクの着用のご協力をお願いいたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど
宜しくお願い申し上げます。

全品20％OFF
（書籍・一部商品を除く）

会期 / 2021年11月18日（木）～11月20日（土）
※日程が変更になり、木曜日から土曜日までの開催です。
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

同時開催

2108 ウールのハギレ11枚セット 13㎝×25㎝
限定

200
セット ￥1，430170-25822

バッグやぬいぐるみなどの小物づくりにおすすめの
ウール、11枚セットです。
厚すぎず扱いやすいウールです。
生地セットをお買い上げの方に
「ウールのパッチワークバッグ」の作り方を
プレゼントいたします。 
裏布はA11の布を使用しています。
　　　　　　　　            （用尺50㎝）
出来上がりサイズ（約）：
縦21㎝（持ち手含まない）横28㎝マチ20㎝
☆セット内容は変わる場合があります。

※持ち手別売り

170-25823
2108 シックなベース布５枚セット

￥825
グレー系とクリーム系の
生成りのベースにおしゃ
れでシックな模様が
描かれたUSプリント5枚
セットです。

限定

200
セット

生地セットをご購入の方に
「ミニホワイトツリー」の作り方
プレゼントいたします。
アップリケの土台布には
センテナリー 10378-C 
ミニカット1枚を使用しています。

25㎝×30㎝

出来上がりサイズ（約）：
　　　　縦18㎝×横18㎝

使用して
 います!

154-13064
ブルーグレーの虫食いフレーム（18×18cm）

￥2，420

作り方プレゼントの
作品「ミニホワイト
ツリー」にピッタリの
フレームです。 

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

2021-08-Ａ02

2021-08-Ａ05 2021-08-Ａ06 2021-08-Ａ07

2021-08-Ａ092021-08-Ａ08 2021-08-Ａ12 2021-08-Ａ13

2021-08-Ａ03 2021-08-Ａ04

斉藤謠子のトラディショナルパターンレッスン
P54で使用しています。

30'sのようなかわいいプリント布15枚をセットにしました。

参考作品
2021-07-A05の布と
組み合わせてみました。

￥770170-25824
16㎝×16㎝2108 プチブーケ15枚セット

限定

200
セット

明るすぎないやさしい色目
と小さな柄がとても
使い勝手がよいです。

シンプルなピース
ワークやスーちゃん
などのアップリケに
おすすめです。

手芯入りの本革の持ち手の2色セットです。
組み合わせはおまかせください。
（黒、焦げ茶、茶の中から2色になります）
特価品の為、色と質感が若干異なる場合
がございます。　

特価持ち手2色セット 101-21356 ￥1，100

2本組
裏あて4枚付
素材：本革
商品サイズ(約）：長さ40cm

もちて固定ピン

ストリップ定規
    カラーライン30cm

クロバーロータリーカッター 
                                       45mm

サイズ：
縦23cm 横10cm 
厚さ2.5cm

布地、紙、皮、ゴム
シート、ビニール、
フィルムなどの
カットができます。

押さえやすい8cmの
広幅で、ロータリー
カッターを使っての
作業に最適です。
1cmの方眼付ですの
で、生地が斜めに
なりにくいです。
机の上で作業の
しやすい30cmです。

持ち手を縫いつける時
やファスナーつけの際に
使用します｡

20％
OFF

特価

SAL E

SAL ESAL E SAL E

定番商品

1,540円 1,232円6 - 15399

1,595円 1,276円6 - 5050

ネコポス
対象外
ネコポス
対象外

605円 484円4 - 11991

ウールのパッチワーク
バッグに使用しています。

https://www.quilt.co.jp/event/index.htm#saiji
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008746/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002113/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000004122/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002187/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002790/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008748/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008749/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002546/


【予約販売 / 送料無料】
2022ラッキーパック

予約販売で、今年もご紹介いたします。
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。

昨年好評でした大人気の福袋

7,777円

予約販売
2022/1/14

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。

使用例

約
1
㎝

実物大

マスククリップ
テディベア

新商品 襟元やポケットのワンポイントにも◎

99 - 25665 550円

数量限定

100個干支 とらの鈴  153 - 25829

 153 - 25830

300円

250円

A
B種類をご指定ください

新商品

とても可愛らしい
2022年の干支とらの
鈴です。
●セット内容：
鈴、根付ストラップ
●サイズ（約）：高さ
A 2 ㎝ / B 1.2 ㎝

B
A

写真は実物大です

毎年大人気の干支の鈴です

142 - 25827 2,200円

来年の干支である寅のカード
ホルダーを作りましょう。
口部分にはフリースタイル
ファスナーを使っています。

寅年生まれの
カードホルダー

newキット

★★☆☆

●セット内容：布、持ち手、Dカン、
ボタン、フリースタイルファスナー、
スライダー、作り方、写真
※つめ綿・キルト綿は含まれません。
●サイズ（約）：
胴体　縦 12㎝×横 8.5 ㎝

後ろ姿もかわいい♡縁起物の寅ホルダー

「寅年生まれのカードホルダー」におすすめです︕おすすめ

 4 - 25828

寅年生まれのカードホルダー
おすすめ糸

308円

* メトラー(小　100m)黄色

接着キルト芯(両面のりつき)
1,265円124 - 9985352円153 - 20761

●サイズ：
100×100㎝* 紐は黒色 / 自動巻取り

●サイズ：全長 4.5 ㎝ 長さ 40㎝

つめ綿（100g）
429円124 - 22252

手足に使用しています。
●サイズ：100g

NEWリール（2重リング付き）

伸びるリールが
とても便利です。

99 - 10708 9,350円

ダーラナホースと
ツリーのタペストリー

再販キット ★★★☆人気です︕気分は北欧のクリスマス

●セット内容：アップリケ土台布・アップリケ布・裏布（周りの縫い代をくるむ
バイアス布としても使用）・刺しゅう糸・実物大型紙・作り方・写真
●サイズ（約）：縦 80㎝×横 73㎝

このタペストリーのベースに
ぴったりのUSプリントが入荷
したので、人気のキットを再販
します。
澄んだ星空に幸福を呼ぶダーラ
ナホースをアップリケし、静か
に過ごす北欧の冬を表現しました。
玄関やリビングにさりげなく飾りたいタペストリーです。
布は見本作品とは異なりますが、似た雰囲気ですてきに仕上がる
ように選んでいます。

数量限定

50個

詳しくは裏面をご覧ください。

158 - 25826

【送料無料】
シンプルパッチの
ベッドカバー5

新商品 Let’s Try

2,640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

別 売 り

連 斉藤謠子の心地のよい手作りの服と布小物載

18 -25772

すてきにハンドメイド 
２０21年11月号

新 商 品 作り方・
型紙はこちら

660円

131 - 25773 6,490円

●セット内容：表布　ポリエステルウール 
148 ㎝幅×170㎝、接着芯 25 ㎝×75㎝、
スナップ直径 1.5 ㎝ 5 個
●出来上がり寸法（約）：
M～ L / バスト 123㎝　ゆき丈約 78㎝　
 着丈 68.3 ㎝
LL / バスト 129㎝　ゆき丈約 79㎝　
 着丈 68.3 ㎝

1枚仕立てのウールのジャケットは、
そでつけのないドルマンスリーブ。
わずかに広がったすそが、動きに合わ
せて揺れるドレープを作ります。
ライナーベストと合わせれば、秋口か
ら春先まで着られます。

材料セット新商品

新商品

ドルマンスリーブの
ジャケット（作り方なし）

131 - 25774 5,610円

●セット内容：表布　藍色の木綿 115 ㎝幅×
150㎝、裏布　プリント柄綿麻布 110 ㎝幅×
150㎝、薄手キルト綿　130㎝幅×80㎝
●出来上がり寸法（約）：
M～ L / バスト 110㎝　着丈 65㎝
LL / バスト 116㎝　着丈 65㎝

ジャケットの下に合わせるベストは、
綿をはさんだキルティングのリバーシ
ブル仕立て。
ジャケットからは見えないように前端
には間をあけてあります。
ルームウエアとしてベストだけで着る
こともできます。

材料セット
ライナーベスト（作り方なし）

今月は「ライナーつきジャケット」。
「ドルマンスリーブのジャケット」と「ライナーベスト」を
それぞれご紹介。 軽くて温かいのが魅力。
1枚で着ても、セットで着ても便利なアイテム

ジャケットからのぞくベストの
柄がおしゃれ度をアップ

おすすめ

 116 - 25792

ドルマンスリーブの
ジャケットおすすめ糸

264円

* ギッターマン（100m）col.241
似た色に変更になる場合があります。

おすすめ

 116 - 25793

ライナーベストおすすめ糸
759円

* ギッターマン（500m）col.339
似た色に変更になる場合があります。

材料セット

132 - 25382 2,420円

ページ20
優しい配色が素敵です

金具パーツが作品にアクセントに

スクエアのメガネケース
（作り方なし）

新商品

★☆☆☆

●サイズ（約）：幅 8.5 ㎝ 高さ 16㎝ 
マチ 2㎝　●セット内容：布、チェーン、
ひねり金具、ペーパーライナー、ストレッチコード

●サイズ（約）：長さ 15㎝　幅 5㎜ 
（※フック（ナスカン）部分は3㎜幅まで通ります。）

しっかりとした形に仕立てたので、
パーツには金具を使いました。
後ろ面は一枚布です。

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

斉藤謠子の
手のひらのいとしいもの

新刊本

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

布は見本と異なります

新 商品

ナスカン付チェーン（BK-15)
101- 25390 - 01

101- 25390 - 02

各275円

シルバー
アンティークゴールド

色をご指定ください

おすすめ
「スクエアのメガネケース」におすすめのチェーン

数量限定
各100個

シンプルな形で使いやすさが魅力の
四角いバッグ。
B4サイズがすっぽり入る大きいバッグ
は長めの持ち手でショルダーバッグに。

材料セット

131 - 25260 3,080円

ページ20

オシャレで大人っぽいバッグ

新商品

ワンハンドルバッグ　大
（作り方なし）

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

持ちやすく
普段使いにぴったり

●出来上がり寸法（約）
口幅 40㎝　丈 40㎝
●セット内容：ガーゼ　刺しゅう布
96㎝幅　50㎝（表本体、持ち手）
木綿　柄布　110㎝幅　85㎝（裏本体、
内ポケット、裏持ち手、マグネットボタン
用布）マグネットボタン　直径 2㎝　1組

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

12月4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（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

8 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

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/000000008317/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008393/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008393/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008133/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008750/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008752/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008143/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008135/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008747/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008751/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000005175/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000003490/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002748/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008724/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008735/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008727/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008725/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008734/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002068/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008745/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008635/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/new/2021-11-01-102229.html


作り方

1 ナインパッチのパターン①を３６枚、パターン②を１２枚作ります。
ナインパッチのパターンを２枚並べたときにハギレが交互に出るように
①と②を作っています。

2 ピースB(12cm正方）を
４８枚裁つ。

3 シンプルパッチ１～４で作ったパターン
４８枚、ナインパッチ４８枚、ピースB４８枚、
合計１４４枚を縦横１２列ずつになるように
配置を考えて全体をつなぎ合わせます。
配置は見本通りでなくても構いません。
大きさを変えたい場合はナインパッチと
ピースBの枚数を変えて、全体の配置を考
えましょう。

4 ボーダーをつけずに仕上げる場合はキルト
綿、裏布と三層にしてキルティングを入れ
ます。
☆おすすめの裏布、パイピング布は次回紹
介する予定です。

ナインパッチ① ナインパッチ②

「シンプルパッチのベットカバー」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
ご覧ください。

キルトパーティ シンプルパッチのベッド
カバー youtube

⇨ ⇨

36枚 12枚

48枚

おすすめ商品

動画で作り方を見る
116 -7322-01

おすすめ

ミシンでピースをはぐ場合は
この糸がおすすめです。

ギッターマン糸（大 500m）

759円  (118)ライトグレー

シンプルパッチのベッドカバー1 
158 - 25497 2,420円

シンプルパッチのベッドカバー2 
158 - 25584 2,420円

バックナンバー
シンプルパッチのベッドカバー3

158 - 25663 2,420円

シンプルパッチのベッドカバー4
158 - 25728 2,420円

ネコポス
対象外
ネコポス
対象外

実物大型紙

36枚 12枚 48枚

完成予定サイズ（約）： 164㎝×164㎝
※途中で変更になる場合がございます。

完成予定図 6回で完成となりました

4

4

×432

12

12

12

12

ナインパッチ
A

A
B

4回にわたって48枚のパターンを作って
きました。皆さまは何枚できているで
しょうか。
今回はまず、今までの余りの布にハギレ
をプラスしてナインパッチのパターンを
48枚作ります。
ベース布とハギレを必要な枚数用意し
たら、配色はあまり難しく考えずどんど
ん作っていきましょう。
12cmの四角も48枚用意して、全体を
つなぎ合わせます。
大きさを変えたい方はナインパッチと
12cmの四角の数を変えてくださいね。
次回はもうひと頑張りしてまわりにボー
ダーをつけます。もちろん、ボーダーを
つけずに今回でキルトに仕上げてもよ
いでしょう。

☆動画では全体の配置とつなぎ方を紹
介しています。ぜひご覧ください。

【送料無料】シンプルパッチのベッドカバー5
158 - 25826 2,640円

新商品

●セット内容 ： 作り方・写真
ナインパッチ用ハギレ ……… 12㎝×17㎝　12枚
ピースB ……………………… 110㎝×42㎝　1枚
 110㎝×14㎝　2枚
上記の布にシンプルパッチ１～４の余りの布を加えて作ります。

【送料無料】シンプルパッチのベッドカバー5Let’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/000000008745/ct359/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shop/shopbrand.html?search=%A5%B7%A5%F3%A5%D7%A5%EB%A5%D1%A5%C3%A5%C1%A4%CE%A5%D9%A5%C3%A5%C9%A5%AB%A5%D0%A1%BC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZsaivCkFCi3o67Uuf1iq3Rm_7xHkHXBA
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001678/ct67/recommend/





