
※ 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
2022-01-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。

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

先染め 先染め

先染め先染め

先染め先染め
17 ㎝

グレー地に白で繊細
な草花がプリントされ
ています。
上品で大人っぽい印
象の布です。

2022-01-Ａ03 \143/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25974 ミニカット 119-25991
カゴメ模様と数字の
組み合わせが面白い
アンティークプリント
のような布。
素朴なパターンの
ベースにおすすめ。

2022-01-Ａ04 \154/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25975 ミニカット 119-25992

おしゃれな雰囲気の
ソーイング小物がバ
ランスよくプリントさ
れています。
タペストリーのボー
ダーや１枚布のバッ
グなどにおすすめ。

2022-01-Ａ05 \154/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25976 ミニカット 119-25993
優しいグレー地に
マーガレットのお花
が規則正しくプリント
されています。
水玉のようにも見え
るので布合わせのア
クセントやベース布
におすすめ。

2022-01-Ａ06 \154/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25977 ミニカット 119-25994

生成り地に白のラッ
カーで小花がプリン
トされています。優し
い色合わせのベー
ス布におすすめ。
黒い点のような綿カ
スの残った自然な風
合いの生地です。

2022-01-Ａ01 \88/10㎝
30㎝～ 120-25972

生成り地にかわいい
小さなブーケがプリ
ントされています。
テーブルクロスや女
の子のお洋服にもお
すすめ。

2022-01-Ａ02 \88/10㎝
30㎝～ 120-25973

A06の色違い
ふんわりとした優しい
ピンク色。
甘すぎない色目なの
で落ち着いた色合わ
せにも使えます。

2022-01-Ａ07 \154/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-259728 ミニカット 119-25995
小さなハートの形をし
た小花プリント。
グレーベージュの地
にお花のローズピン
クがよく映えます。

2022-01-Ａ08 ミニカット\220

30㎝～ 120-25979 ミニカット 119-25996

A08の色違い
大人っぽいベースの
ブルーとハートのピン
クの組み合わせがお
しゃれな布。
カントリー調の配色に
もおすすめ。

2022-01-Ａ09 ミニカット\220

30㎝～ 120-25980 ミニカット 119-25997
A07、A08の色違い
上品なローズピンク
にピンク色のハート
の小花。
無地布感覚で使えま
す。差し色にもおす
すめ。

2022-01-Ａ10 ミニカット\220

30㎝～ 120-25981 ミニカット 119-25998
カーキと薄茶を混ぜ
たような微妙な色合
いの先染め布。
主張しすぎない大き
な格子模様がベース
布やパターンのピー
スに使い勝手がよい
です。

2022-01-Ａ11 \17610㎝\15410㎝\15410㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25982 ミニカット 119-25999
シンプルなストライプ
に小さな模様が織り
こまれています。どん
な布とも合わせやす
い布。
織りの模様に沿って
斜めにキルティングを
入れるのもおすすめ。

2022-01-Ａ12 \176/10㎝

\154/10㎝

ミニカット\220

30㎝～ 120-25983 ミニカット 119-26000

A12の色違い
グレーがかった青の
色目がとてもきれいな
布。
バッグやタペストリー
にぴったりです。
柄の出方が違う裏側
もおすすめ。

2022-01-Ａ13 \176/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25984 ミニカット 119-26001
茶系のグラデーショ
ンがきれいな先染め
布。
ラティスやパイピン
グ、バッグのマチなど
におすすめです。

2022-01-Ａ14 \176/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25985 ミニカット 119-26002
普通の厚さのコット
ンの先染め布です
が、ヘリンボーンの織
り模様がツイード
ウールのように見え
る布。バッグなどにお
すすめ。

2022-01-Ａ15 \209/10㎝ ミニカット\220 \209/10㎝ ミニカット\220

30㎝～ 120-25986 ミニカット 119-26003 ミニカット 119-26004
格子の模様が浮き上
がって見えるように
織られた凝った作り
の布。
布の裁ち方で変化
をつけられる布です。

2022-01-Ａ16
30㎝～ 120-25987

ミニカットの販売はありません。 ミニカットの販売はありません。

第     回 通信販売生地見本

https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008957/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008958/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008952/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008944/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008945/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008946/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008947/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008948/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008949/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008950/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008951/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008926/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008927/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008928/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008924/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008925/ct363/page1/recommend/


●FAX    0120-310-453　　
●Eメール：dm@quilt.co.jp

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

2022-01-Ａ02

2022-01-Ａ11

2022-01-Ａ03 2022-01-Ａ05 「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。

ご注文方法

・ご注文の際は必要事項をお知らせください。      ・追加ご注文の場合はその旨お伝えください。
① お名前（ふりがな） ②お電話番号 
③ ご住所（ご自宅以外のお届けの場合、お届け先のご住所、お電話番号も） ④ 商品番号（商品名） ⑤数量
⑥ お支払方法 （代金引換払い、後払い、クレジットカードのいずれか。クレジットカードの場合、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カードの種類・会員番号・会員名・有効期限

⑦ お届け方法 （宅急便、ネコポス） ※ネコポスの場合は時間・曜日指定不可

● お手紙

●ホームページ：https://shop.quilt.co.jp/

TEL：047-324-3277 AM10:00 
 ～PM5:00

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

2022-01-Ａ13 2022-01-Ａ15 2022-01-Ａ16

表 裏表 裏

玉付ファスナーいぶし / 20cm細
￥165各色

24-455-01生成り

24-455-02ベージュ
24-455-03こげ茶
24-455-04黒

24-455-05紺

24-455-06グレー
24-455-07モスグリーン
24-455-08エンジ

24-455-09からし

「キャラメル型ポーチ」に使用しているファスナー
です。見本作品ではベージュを使用しています。

「キャラメル型ポーチ」に使用
しているストライプ柄の
麻テープです。
ミシンや手縫いで簡単に縫い
付けられます。
サイズ（約）：15㎜幅
　　　　　  50cm×3色

ストライプ柄麻テープ
　　3色セット（15㎜巾）

37-26006￥743

2201 フラワー＆サークルプリント5枚セット(作り方プレゼント付き） 26㎝×30㎝ 5枚 ￥715 170-26005

ぼかしの地模様のベースに小花と丸の模様が
繊細にプリントされています。
カラフルだけど明るすぎないかわいいけど
落ち着いた印象のプリント布です。

使い勝手のよい生成り、ピンク、イエロー、
グリーン、グレーの5色セット。

参考作品

生地セットをお買い上げの方に参考作品
のパターン型紙をプレゼントいたします！

限定

200
セット

生地セットのベースにA12を使用しています。

6㎝

6㎝

2022-01-Ａ18 \99/10㎝

30㎝～ 120-25989
2022-01-Ａ19

30㎝～ 120-25990
2022-01-Ａ17
30㎝～ 120-25988

各色
綿麻（綿80％麻20％）キャンバス地。
トープカラーのピンク、ブルー、グレーのベースに大きめの
生成りの水玉がプリントされています。水玉が正確な丸で
ないところがおしゃれな雰囲気です。

 A17、A18、A19の生地を40㎝以上お買い上げの方に
キャラメル型ポーチの作り方をプレゼントいたします！

ミニカットの販売はありません。

おすすめの裏布A05

おすすめの
   裏布A01

用尺 ： 表布、裏布40㎝
    （ポーチが4つできます。）
別売り : テープ、ファスナー

使用しています！

1枚布のバッグやポーチ、インテリア、キッチン小物におすすめです。

出来上がりサイズ（約）： 縦8㎝×横13㎝×マチ8cm

https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008954/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008955/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008956/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008920/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008921/ct363/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000001966&search=%A5%D5%A5%A1%A5%B9%A5%CA%A1%BC&sort=
https://shop.quilt.co.jp/html/info.html


定番商品SALE

新 商 品

 5 - 25948 2,530円

NEW 持ち手付文鎮 ホワイト

従来の文鎮より少し重い1.5kgで、しっか
りと押さえます。キルティングやアップリ
ケ、パイピングをまつるなどの作業に無く
てはならない商品です。
※手作り品のため、塗装のムラや表面の凹
凸がある場合がございます。ご了承くださ
い。
●サイズ（約）：奥行 5.5×幅 12.9×高さ 6.6 ㎝
（持ち手を含む / 重さ：1.5kg）

斉藤謠子愛用品

新商品

 4 - 6381 2,420円

フェルトピンクッション【トレー付き】

キルトパーティオリジナルのピンクッ
ションがリニューアルしました！
簡単糸通しがセット出来るトレーと、
糸立てがついた便利なピンクッション
です。さっと糸を通して、作業がス
ムースに進みます。
斉藤謠子も愛用しているピンクッショ
ンです。
※簡単糸通し【只今セール中！】
針は別売です。
※手作りのため、フェルトの模様の
出方には個体差があります。

斉藤謠子愛用品
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

●サイズ（約）: トレー 10㎝正方　高さ 7.3 ㎝

123 - 26011

1,870円

【送料無料】
ミニクジラの口金ポーチ

青い浮き輪とクジラポーチ

●セット内容：布、接着芯（中）、ビーズ、ワックスコード極細、
口金、ボタン、作り方、写真　
●サイズ（約）：全長 15㎝

newキット ★★★☆

小さなクジラのポーチ。
ハンドクリームやリップなどを入れて、持っている
だけ楽しい気持ちになりますね。
本体のキルティングはミシンで仕上げています。

123 - 26010 3,960円

【送料無料】ブーケのバッグ
春に持ちたいお花のアップリケバッグ

●セット内容：表布 裏布 ハギレ 
持ち手テープ　マグネット　
刺しゅう糸　 作り方　写真　
●サイズ（約）：
縦 30.5 ㎝×横 28㎝

newキット

以前通販で販売した「スプリング
フラワー7枚セット　グレー＆
パープル」の生地を使って春色の
ブーケをアップリケしました。
前面・後ろ面共にタックをつまん
だだけの簡単な仕立てです。

★★☆☆

123 - 26009 - 01

薄手のナイロンで作るエコバッグ。
畳むととても小さくなるので、
バッグの中でじゃまにならず便利です。

【送料無料】プリーツエコバッグ
newキット

123 - 26009 - 02

★☆☆☆

●セット内容：ナイロン布　テープ　ゴム　作り方　写真
●サイズ（約）：広げた時 35×35㎝、帯状の時 6.5×53㎝、畳んだ時 6.5×5㎝

両端を引っ張ると簡単に畳めます

各990円

カーキ
緑

色をご指定ください

カーキ 緑 53

6.5

5

123 - 26008 3,960円

シリーズ第2弾は1回完結のレッスンです。
Lesson2 はスクールハウスのパターンを
ピースワークして、まちのない平たい形の
レッスンバッグを作ります。

初心者さんにおすすめLesson2 
スクールハウスのレッスンバッグ

●セット内容：
布　テープ　作り方 写真
●サイズ（約）：
縦 32㎝ 横 32㎝　持ち手 35㎝

newキット ★☆☆☆「初心者さんシリーズ第２弾」の2回目

キルティングの方法を動画で
ご覧いただけます。
スマートフォンは上の
QRコードからご覧ください。

キルトパーティ スクールハウスのレッスンバッグyoutube

動画を見る

材料セット

132 - 25264 2,310円

ページ16

お花のポーチ
（作り方なし）

新商品

★★☆☆

●サイズ（約）：幅 20㎝×高さ 15㎝
×マチ 6㎝
●セット内容：布、刺しゅう糸、
ファスナー、持ち手

アップリケのお花が主役のポーチは、
ファスナーがアクセントカラーに。

斉藤謠子の
手のひらのいとしいもの

著者本

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

青い花びらが爽やかな印象のポーチ青い花びらが爽やかな印象のポーチ

1,210円

詳しくは裏面をご覧ください。

158 - 26007

【送料無料】
桃の節句の
ミニタペストリー

新商品 Let’s Try

1,980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

968円

各369円
各616円

1,320円

ALL
20％
OFF

有田焼 (陶器 ) シンブル

118 - 3343

斉藤謠子も愛用している陶器（有田焼）の
シンブルです。
針を受ける手の人差し指か中指にはめます。
●サイズ（約）：高さ3㎝　底の直径 2.2㎝上の直
径 1.9㎝●柄の選択はお任せください。
●フリーサイズですので中にラバーシンブルを入
れてご使用ください。

簡単糸通し

108 - 5268

1,650円

カラフルラバーシンブル (2ケ入り ) 

各 462円

6 - 8529 - 01 小 内径 1.4㎝ 長さ 2.3㎝

6 - 8529 - 02 大 内径 1.6㎝ 長さ 2.3㎝

6 - 8529 - 03 ゆったり 内径 1.8㎝ 長さ 2.5㎝

プリム・エゴノミックシンブル

各 770円

11 - 23525 - 01 S 内径 1.5㎝

11 - 23525 - 02 M 内径 1.7㎝

11 - 23525 - 03 L 内径 1.9㎝

11 - 23525 - 04 XL 内径 2.1㎝

人間工学に基づいてデザインされた指ぬき。
針があたる部分は、耐久性に優れた強固なプラスチック
製、側面部はフィット感のよいソフトラバー製。
利き手の中指にはめて針を押すように使います。
●サイズにより色が異なります。

内径

キルティングをする時に針を持つ手の人差し
指に使用し、すべり止めになります。
また陶器のシンブルの中に入れて使うと
ジャストフィットします。
●サイズにより色が異なります。

新年にお道具の新調はいかがですか︖
「初心者さん　スクールハウスのレッスンバッグ」の
動画でもご紹介しました。
お得なこの機会をお見逃しなく︕

細針も太針もこれ1台でOK！
糸通しが楽になります。
底部分は磁石がついているので針を拾うこと
も出来ます。
「フェルトピンクッション【トレー付き】」
と一緒に使うと便利です。

￥0
送料

￥0
送料

￥0
送料

連 斉藤謠子の心地のよい手作りの服と布小物載

18 -26012

すてきにハンドメイド 
２０22年2月号

新 商 品 作り方・
型紙はこちら

660円

131 - 26013 3,520円

●セット内容：布　接着芯　両面接着シート
●出来上がり寸法（約）：
（持ち手は除く）幅 23㎝　丈 17.7 ㎝
まち幅 10.2 ㎝

プリント柄がかわいいミニバッグ。
実はポケットがいっぱいの優れ物。
シンプルなトートバッグなどと合わせ
て使いたい、実用的なバッグ　イン　
バッグです。

材料セット新商品

バッグ イン バッグ
（作り方なし）

内側には大小さまざまな
ポケットが9つ、外側には
大きめのポケットが2つ︕

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
��������������������

�����
	�

2月28日(月)
まで

TEL
047-324-3277

10:00 ～ 17:00（日曜・祝日は定休）

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　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

�

￥0
送料

https://www.instagram.com/yokosaito_quiltparty/
https://twitter.com/quilt_party
https://shop.quilt.co.jp/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008149/ct25/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008133/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008918/ct25/page1/recommend/
https://www.youtube.com/watch?v=gUPrK_mBJLU
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008923/ct25/page1/recommend/
https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008919/ct25/page1/recommend/
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1 ベース布2枚を
縫い合わせる。

縫い代を倒す向き

4トップ・キルト綿・裏布と三層にして
キルティングを入れる。

5 パイピング布で外周りをくるむ。

2 ベース布に図案を写す。

3 アップリケと刺しゅう
をする。

作り方 クロスステッチで楽しめるキットです

クロスステッチの
おひなさま

桃の節句をクロスステッチ
で楽しめるキットです。
コロンとしたテトラパック型
のおひなさまは表情もとって
もキュート。1セットで女
雛と男雛 1対が作れる内容
になっています。

990 円 4 - 23801

クロスステッチで
作るかぶと

端午の節句をクロスステッチ
で楽しめるキットです。
クロスステッチで図案に沿っ
て刺した後、フェルトと組み
合わせて立体的に縫い合わせ
ていきます。 

825 円 4 - 25377

難易度 ★☆☆☆

難易度 ★☆☆☆

【セット内容】クロスステッチ布・刺しゅう糸・ラメ糸・手芸綿・
クロスステッチ針・説明書
* 男雛・女雛以外の小物はセットされていません。
●出来上がりサイズ（約）：高さ 3.5×幅 4.8×奥行き 4.8 ㎝（1体）

【セット内容】クロスステッチ布・刺しゅう糸・ラメ糸・手芸綿・
クロスステッチ針・黒フエルト・説明書
* かぶと以外の小物はセットされていません。
●出来上がりサイズ（約）：高さ 5×幅 9×奥行き 3.5 ㎝

キルトダイアリー特別号'21 
バースデーパターンブック 365

WEBショップで大人気︕

キルトパーティスタッフの作品が掲載されました。
「よみうりキルト時間」の編集チームが、叡智を結集して
お届けするキルトマガジンの「キルトダイアリー」。
春夏秋冬の4冊と、年末発行の特別企画誌1冊の計5回。
初年度の特別企画はパターンブック「Birthday Pattern 
365」。
366日分のパターンを収載しています。
各月のパターンの見本4枚、パターンを使用した小作品が
掲載されています。
●A4サイズ ：132ページ

新商品新商品

新商品

99 - 25947 1,760円

斉藤謠子の
まいにちを楽しむ服とバッグ

次回通信販売で
ご紹介します。
どうぞお楽しみに︕

定価1,760円

予告★新刊のお知らせ

2022年
2月25日
発売

型紙　200％に拡大してお使いください

刺しゅう糸1本 金

綿棒で
チークを入れる

刺しゅう糸1本 赤 刺しゅう糸1本 墨

縫い糸２本
こげ茶

縫い糸１本
ピンク
ストレート
st.

刺しゅうは指定以外すべてアウトラインst.
柄に沿って自由にキルティング

17.5

12.5

5

3

24.5

24.5
12.5

5

年が明け、厳しい寒さが続いてい
ますが、春はすぐそこです。
3月はひなまつり。
おひなさまのミニタペストリーを
作ってみませんか？
ふっくらしたおひなさま、
ほんわか優しい気持ちになります
ね。

完成サイズ（約）：
縦19.5㎝×横26.5㎝

【送料無料】桃の節句のミニタペストリー
158 - 26007 1,980円

新商品

●セット内容 ： 作り方・写真
ベース布（上側）…… 27㎝×15㎝…… 1枚
ベース布（下側）…… 27㎝×8㎝ …… 1枚
ハギレ……………… 9㎝×9㎝ ……… 2枚
ハギレ……………… 4㎝×8㎝ ……… 2枚
ハギレ……………… 4㎝×4㎝ ……… 3枚
裏布 ……………… 25㎝×33㎝…… 1枚
パイピング………… 4㎝×105㎝…… 1枚
刺しゅう糸 ………… 金・赤・墨 ……… 各1m
コード 25㎝

【送料無料】 桃の節句のミニタペストリー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
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https://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000008884/ct25/page1/recommend/



