
※ 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
2021-09-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。

大柄紹介あり※ 　　　　    裏面に生地の縮小画像があります。
￥220￥88/10㎝ ミニカット\176\70/10㎝

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 ㎝

2021-09-Ａ01
30㎝～ 120-25883 30㎝～ 120-25884 北欧風のデザインがおしゃれなプリ

ント布。
バッグやタペストリーの裏布、クッ
ションカバーやテーブルクロスなど
幅広く使えます。
A01は優しいパステル調、A02は
シックなモノトーンです。

2021-09-Ａ02

いろんな恐竜とシダ
植物がおしゃれなタッ
チで描かれています。
子供だけでなく大人
にもおすすめの布。

2021-09-Ａ03
30㎝～ 120-25885

古い英語の新聞がプ
リントされた布。大小
の英文字、地図、イラ
ストなどが描かれて
いてピースの置き方
で変化がつけられま
す。

2021-09-Ａ04
30㎝～ 120-25886 ミニカット 119-25908

落ち着いた緑の色目
のどんな布とも合わ
せやすい柄です。
木や葉っぱのアップリ
ケにもおすすめです。

2021-09-Ａ05
30㎝～ 120-25887 ミニカット 119-25909

細い葉っぱのような
斜めの線のベースに
小さな点で描かれた
お花がプリントされて
います。
トープ系の配色の
ベースにおすすめ
です。

2021-09-Ａ06
30㎝～ 120-25888 ミニカット 119-25910

A06色違い
少し紫色がかった
ブルーグレーの色目
がきれいな布。

2021-09-Ａ07
30㎝～ 120-25889 ミニカット 119-25911

小さな点だけで描か
れたアンティーク風
のプリント布。
落ち着いた黄色は
差し色におすすめで
す。

2021-09-Ａ08
30㎝～ 120-25890 ミニカット 119-25912

A08色違い
使い勝手のよい深み
のある紺色です。
生成りと組み合わせ
てシンプルな2色使い
の作品もおすすめで
す。

2021-09-Ａ09
30㎝～ 120-25891 ミニカット 119-25913

繊細な草花が布全体
に大きくプリントされ
ています。
透明感のあるグレー
の色目もきれいです。
ボーダーなどに大き
く使いたい布。

2021-09-Ａ10
30㎝～ 120-25892 ミニカット 119-25914

A10違い
ピンク、ベージュ、グ
レーを混ぜたような
微妙な色合いがきれ
いな布。
ボーダーや裏布など
大きく使うのがおす
すめです。

2021-09-Ａ11
30㎝～ 120-25893 ミニカット 119-25915

甘すぎないピンクの
色目の先染めチェッ
ク布。
アップリケやかわいい
配色のベース、ラティ
スなどにおすすめで
す。

2021-09-Ａ12
30㎝～ 120-25894 ミニカット 119-25916

グレーのグラデーショ
ンがきれいな先染め
チェック布。小さな水
玉のような織り模様
がポイントです。
アップリケや刺しゅう
キルト、パターンの
ベース布におすすめ
です。

2021-09-Ａ13
30㎝～ 120-25895 ミニカット 119-25917

淡い紫とベージュの
先染めチェック布。
程よい大きさチェック
がラティスやボダー
に使いやすいです。
格子の模様を生かす
ようにバイアスに裁
つのもおすすめです
｡

2021-09-Ａ14
30㎝～ 120-25896 ミニカット 119-25918

どんな布とも合わせ
やすい持っていると
重宝する先染め
チェック布。
無地布感覚で使えま
す。

2021-09-Ａ15
30㎝～ 120-25897 ミニカット 119-25919 ミニカット 119-25920

生成りに優しいベー
ジュの線で大きな格
子が織られていま
す。ベビーキルトやお
花のアップリケなど、
優しい色合いの作品
のベースにおすすめ
です。

2021-09-Ａ16
30㎝～ 120-25898

SAL
E

ミニカット
￥220 \176

一律20％OFF
SALE

ミニカット\176
￥220￥121/10㎝

\96/10㎝
￥88/10㎝

\70/10㎝
￥88/10㎝

\70/10㎝

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￥176/10㎝

\140/10㎝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￥176/10㎝

\140/10㎝ミニカット\176
￥220￥176/10㎝

\140/10㎝ミニカット\176
￥220￥176/10㎝

\140/10㎝ミニカット\176
￥220￥176/10㎝

\140/10㎝

第     回 通信販売生地見本

ミニカット販売なし ミニカット販売なし

https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008867/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008868/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008869/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008859/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008860/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008861/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008862/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008863/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008864/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008865/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008866/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008836/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008837/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008838/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008839/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008840/ct361/page1/recommend/


30-8657-06￥49/10㎝
「コーデュロ
イバッグ」で
70㎝使用して
います。

ヘリンボーンテープ4.5㎝幅 黒

素材：アクリル100% / 幅（約）：4.5㎝

「コーデュロイバッグ」の
底部分に使用する厚みの
ある芯です。自由にカット
でき、アイロン接着可能で
ミシンで縫えます。
サイズ ：55×50㎝  厚み1.5㎜ 
材質 ：ポリエステル  合成ゴム  EVA樹脂

153-16135-01
そこぬえーる グレー

￥1,309

50cm以上10cm単位での販売となります。

限定

200
セット

2109 細うねコーデュロイ8色セット(プレゼント付）
170-25874￥1,37524㎝×30㎝　8枚

今の季節にぴったりのコーデュロイを
使いやすい大きさで8色セットにしました。
超柔軟加工が施されているので肌触り
がよく扱いやすいです。
シンプルな四角つなぎでバッグやポーチ
を作るとかわいいでしょう。

こちらの生地セットをお買い上げ
の方に「コーデュロイバッグ」の作り方を
プレゼントいたします。
出来上がりサイズ（約）
　縦22.5㎝ × 横40㎝  マチ18㎝

出来上がりサイズ  縦30.5㎝ × 横41㎝  マチ10㎝

ヘリンボーンテープ4.5㎝幅 黒 70㎝使用

内側にA20を50㎝使用

使用し
ていま

す！

そこぬえーる グレー 21.2㎝×18.2㎝

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

2021-09-Ａ01 2021-09-Ａ03 2021-09-Ａ04 2021-09-Ａ10

2021-09-Ａ11 2021-09-Ａ13 2021-09-Ａ14 2021-09-Ａ16 2021-09-Ａ17

2021-09-Ａ18 2021-09-Ａ19

大柄紹介あり 大柄紹介あり 大柄紹介ありA16色違い
格子の模様はほとん
ど目立たちませんが、
５㎝間隔ぐらいの横
糸のステッチがポイ
ントになっています。
落ち着いた配色の
ベース、バッグの後ろ
側などにおすすめで
す。

2021-09-Ａ17
30㎝～ 120-25899 ミニカット 119-25921 ミニカット 119-25922

水玉のように見える
織りの糸端がポイント
の先染め布。淡いグ
レーはどんな布とも
合わせやすいです。
ハウスやアップリケの
ベースにおすすめ。

2021-09-Ａ18
30㎝～ 120-25900 145㎝幅、綿麻（綿45％麻55％）キャンバ

ス地に大きな英字がプリントされています。
1枚布のバッグやインテリア小物におすす
めです。A19はナチュラルなベージュに白
の文字、A20はあせたようなブルーに生成
りの文字。

2021-09-Ａ19
30㎝～ 120-25901

145㎝幅  綿麻（綿45％麻55％）キャンバス地　
北欧風の大きなお花がプリントされています。黒の線が
大人っぽいおしゃれな印象です。1枚布のバッグやインテ
リア小物におすすめです。

2021-09-Ａ21
30㎝～ 120-25903

￥220/10㎝
\176/10㎝

2021-09-Ａ20
30㎝～ 120-25902

￥220/10㎝
\176/10㎝ミニカット販売なし

ミニカット販売なし

￥209/10㎝
\167/10㎝ミニカット\176

￥220
ミニカット\176

￥220￥176/10㎝
\140/10㎝

各色

先染め 先染め

天然素材のため、織りムラやほつれなどがみられますが、
不良品ではありません。麻の含まれる布ならではの風合いです。

A19，A20，A21の生地を50㎝以上お買い上げ
の方に「ワンマイルバッグ」の作り方をプレゼント
いたします。

A19，A20，A21の生地を50㎝以上お買い上げ
の方に「ワンマイルバッグ」の作り方をプレゼント
いたします。
天然素材のため、織りムラやほつれなどがみられ
ますが、不良品ではありません。
麻の含まれる布ならではの風合いです。

170-25875￥1,265
送料無料

￥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

限定

200
セット 25㎝×30㎝　8枚

【送料無料】2109 USプリントセット

★こちらの商品は（メール便［ネコポスまたはゆうメール便］）に限り、送料無料です★

使い勝手のよい小さめの模様の布を
グレー、ブルー、ブラウンの3色でまと
めてセットしました。

※他にご注文がある場合：・メール便に収まる　⇒　送料無料となります。
                                                 
                                                 ・メール便を超える　⇒　宅急便の送料がかかります。

（お支払方法は「クレジットカード」又は「後払い」のみとなります。代金引換では承れません。）

赤や緑とも合わせやすい落ち着いた
色合いです。
見本のパターンはA18の布を
ベースに使用しています。

参考作品

年末年始休業

2021年12月29日（水）～2022年1月5日（水）　
　　　　　　　　　　　　　　　※日曜・祝日は定休日
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。

https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008841/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008835/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008832/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008833/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008834/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008827/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008825/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001962/ct361/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001043/ct361/page1/recommend/


123 - 25926 1,320円

シリーズ第 2弾は 1回完結のレッスンです。
三角形をピースワークして、ファスナーを
つけてポーチを作ります。
初めて作る方にも分かりやすいように作り方
を詳しく書いてあります。
ぜひ挑戦してみてください。

初心者さんにおすすめ
Lesson1 かざぐるまのポーチ

●セット内容：
布　ファスナー　ビーズ　
コード　作り方　写真　
●サイズ（約）：
縦 9㎝×横 15.5 ㎝×
まち 5㎝

newキット
★☆☆☆新シリーズが始まります︕

人気の「初心者さんシリーズ第２弾」が始まります

136 - 25928

2,860円

落ちついた色合いのピースワーク
にシンプルな刺しゅうを組み合わ
せたミニサイズのバッグ。
ちょっとした外出に。
後ろ側は1枚布です。

オクタゴンのミニバッグ
newキット

★★★☆

●セット内容：表布　裏布　ファスナー
刺しゅう糸テープ　作り方　写真
※接着芯（中、薄）は含まれません。
●サイズ（約）：幅 20㎝ 深さ 14㎝（持ち手を除く）マチ 2㎝

口が大きく開くので使いやすいです

147- 25880 1,760円

ダーニング糸で作る
ウールのミニバッグ（うさぎ）

温もりを感じるミニバッグ

●セット内容：ウール、テープ、ダーニング糸、ボタン、 
作り方、写真　●サイズ（約）：縦 23㎝×横 19㎝

●セット内容：太さ 0.76 ㎜　長さ 37㎜　6本入

newキット

イギリスの伝統的な手法のダーニング糸を
使用したミニバッグです。
うさぎ部分は、アウトラインステッチとフ
レンチナッツステッチで、周りはダーニン
グで縦と横に糸を渡して刺しています。
口布の処理もテープでくるんでミシンで簡
単に仕上げています。

ウールのミニバッグで使用
しました。ダーニング糸に
おすすめです。

★☆☆☆

 6 - 25881

クロスステッチ針　No22

数量限定

50個

詳しくは裏面をご覧ください。

158 - 25876

【送料無料】
シンプルパッチの
ベッドカバー6

新商品 Let’s Try

3,300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 - 25878

シンプルパッチのベッドカバー
おすすめ裏布（3.1mカット）

 99 - 25879

シンプルパッチのベッドカバー
おすすめ裏布（3.5mカット）

新商品 Let’s Tryおすすめ

新 商 品 おすすめ

 6 - 25882 1,738円

440円

クロバー　糸切カッター
（スタンドタイプ）

新商品 Let’s Tryおすすめ

 99 - 25877- 01

 99 - 25877- 02

各1,196円

各1,496円

ピンク
グリーン

シンプルパッチのベッドカバー
おすすめパイピング布（80㎝カット）

SAL E

手間を省いてラクに切れる！ 卓上型の
糸切カッター。糸を当てるだけでサッ
と切れて作業効率アップ。チェーン
ピーシングの糸切りに便利です。
毛糸・レース糸・刺しゅう糸のカット
にも使えます。45㎜ロータリーカッター刃を内蔵。

ボーダーを付けずに「シンプルパッチのベッド
カバー 5」で完成させる場合はこちらのサイズ
がピッタリです。

3,000円3,751円

3,388円4,235円

色をご指定ください

斉藤謠子おすすめ︕

ネコポス
対象外
ネコポス
対象外

レッツトライのおすすめ裏布・
パイピング布が20％OFF︕

新商品
Let’s Tryおすすめ

SALE ボーダーを付けた場合
はこちらのサイズが
ピッタリです。

●セット内容：布 110㎝幅×3.5m

●セット内容：
布 110㎝幅×80㎝

●セット内容：布 110㎝幅×3.1m

*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、宅急便となる可能性が高いです。

*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、宅急便となる可能性が高いです。

裏布は無駄のないように
2サイズご用意しました。
途中ではいでください。

20％
OFF

新商品 Let’s TryおすすめSALE
20％
OFF

連 斉藤謠子の心地のよい手作りの服と布小物載

18 -25857

すてきにハンドメイド 
２０21年12月号

新 商 品 作り方・
型紙はこちら

660円

18 -25904

すてきにハンドメイド 
２０22年1月号

新 商 品 作り方・
型紙はこちら

660円

131 - 25858 2,200円

●セット内容：布 両面接着シート アルミ
ワイヤー 鉄製ワイヤー プラスチック板
●出来上がり寸法（約）：
高さ 21㎝ 直径 15㎝

もみの木にトップスターと赤いオーナ
メントをつけたシンプルなクリスマス
ツリー。ミニサイズながら、枝を 1本
1本作って常緑の針葉樹をリアルに再現
しており、存在感は十分です。

材料セット新商品
新商品

クリスマスツリー
（作り方なし）

131 - 25905 5,280円

●セット内容：布、薄手不織布シート、
刺しゅう糸　●出来上がり寸法（約）：
40×50㎝

まるでヨーロッパの街並みを切り取っ
たようなハウスのキルト。
全面をハウスで埋め尽くし、縁取りを
しないことで、作品に広がりが生まれ
ました。

材料セット

ハウスのキルト
（作り方なし）

おすすめ ファンクラフトはさみ
糸切り ネイビー

2,172円

枝布の切り込みに
おすすめです。

106 -4982 -01

12/21
以降発送

12/21
以降発送

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

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︕

人気商品です︕
ネコポス
対象外
ネコポス
対象外

おすすめ

布地によって異なる
キルティングラインが
建物1つ1つを際立たせます

定番商品

意匠登録：1573792

材料セット

132 - 25263 2,200円

ページ30
クリスマスカラーのポシェット
刺しゅうのポシェット
（作り方なし）

新商品

★☆☆☆

●サイズ（約）：幅 16.5 ㎝ 高さ 19㎝
●セット内容：布、テープ、刺しゅう糸、
マグネットボタン

キルトと刺しゅうのステッチが印象
的なので、インパクトのある色を使
いました。後ろ面は一枚布です。

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

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

ラッキーパック【通販分】完売御礼
前回ご紹介した【予約販売 / 送料無料】2022ラッキーパックは、
ご好評につき通販での販売分は完売いたしました。
WEBショップでの予約受付は 2021年12月18日15時頃 を
予定しています。品切れの際はご容赦ください。

おすすめ
刺しゅうのポシェット
おすすめ糸

264円

ギッターマン（100m） のcol.375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。

116 -25940

キルティングにおすすめ

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

1月15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

9
2022年

キルトパーティWEB本店

https://www.instagram.com/yokosaito_quiltparty/
https://shop.quilt.co.jp/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008148/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008831/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008133/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008829/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008815/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008824/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008830/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008796/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008798/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002172/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008821/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008820/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008828/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008318/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008822/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008818/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008819/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008826/


作り方

1 パターン①を144枚作る。

5 キルト綿、裏布と三層にしてキルティング
を入れる。外周りを3.5㎝幅裁ち切りの
バイアス布でくるんで始末する。2 パターン①を36枚つないだものを4枚作る。

3 コンパスのパターンを作り、
ピースCにアップリケをする。

4 右図のように全体をつなぎ合わせる。

「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

⇨

⇨ ⇨
⇨

⇨
⇨

⇨×4 ×2

台紙

縫い代の倒す向き

台紙を入れたままアップリケ。
アップリケができたら裏側から
台紙を抜く。

ピースdと同様にコンパスの
パターンも台紙を入れたまま
アップリケをする。

アップリケの針目から7ミリ縫い
代を残してCの布をカットする。
台紙を抜く。

d

C

0.7

おすすめ商品

動画で作り方を見る

116 -7322-01

おすすめ おすすめ

おすすめ

ミシンでピースをはぐ場
合やキルティングには、
この糸がおすすめです。

ふっくらと仕上がり、型くずれしにくい
裏打ち材入り。（ドミットタイプ）
厚さ（約）：3mm

ギッターマン糸（大 500m）

759

5,170 円
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5
158 - 25826 2,640円

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

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

オリジナル

65㎝

210㎝

60㎝

キルトスタンド（オリジナル）
47,850 円 (送料込）

キルトスタンドを使うことによって、しわやゆがみなどのない美しいキルトに
仕上げることが出来ます。
キルトを巻く棒が丸いので、キルトにしわがよらずキルトがいたみません。
●セット内容：丸棒 230㎝ ( キルトを巻く部分は 210㎝ )、 2 本専用台 高さ
65㎝×奥行き 60㎝×幅 5㎝ 2 台 
●とめ具はあおりどめのタイプ（木製）になります。

※沖縄・離島は送料が実費別途加算されます。
　ご相談ください。
※特別便のため、配達日時のご指定はできません。
※丸棒と専用台は別々のお届けとなります。

22 -1049

4 -1013

キルト芯（192㎝×250㎝）

定番商品 定番商品

定番商品

型紙　200％に拡大してお使いください

完成サイズ（約）： 
164㎝×164㎝

×144

×4

パターン①

コンパスのパターン

C

a
b

d

c cʼ

10

10

A Aʼ
B 4

シンプルパッチのベッドカバーもいよいよ
最終回です。12㎝のブロックだけで仕上
げてもすてきですが、中のパターンが引き
立つようなボーダーをつけると作品が凝っ
た作りになります。
ボーダーはハギレの種類を増やさず、すっ
きりとした配色で作るとよいでしょう。
四隅にはコンパスのパターンを作ってポイ
ントにしています。
キルティングはとても時間がかかります
が、少しずつ楽しみながら完成させてくだ
さいね。

【送料無料】シンプルパッチのベッドカバー6
158 - 25876 3,300円

新商品

●セット内容 ： 作り方・写真
ボーダー ピースA, C……… 110㎝幅40㎝
 ピースA ………… 54㎝×12㎝　3枚
 ピースＢ ………… 54㎝×17㎝　９枚
コンパス ピースa, b ……… 15㎝×35㎝
 ピースｃ ………… 16㎝×25㎝
 ピースｄ ………… 12㎝×12㎝

【送料無料】シンプルパッチのベッドカバー6Let’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/000000008821/
https://shop.quilt.co.jp/smartphone/list.html?search_key=%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://shop.quilt.co.jp/smartphone/list.html?search_key=%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/shop/shopdetail.html?brandcode=000000001678&search=%A5%AE%A5%C3%A5%BF%A1%BC%A5%DE%A5%F3&sort=
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000002763/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000001026/



