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オリジナルキットカタログ

本カタログに記載されている商品価格は税抜表示です。
ご注文の際には別途消費税がかかります。



オリジナルキット LINEUP

本カタログに掲載されている写真、イラストの無断複写や転載、また、掲載商品のデザインを無断で複製することは固くお断り致します。

アジサイポーチ…………………………………………………… 5
イヌのポーチ……………………………………………………… 6
ウサギのティッシュBOXケース… …………………………… 4
ウサギのポーチ…………………………………………………… 4
クローバーのがま口……………………………………………… 4
スーちゃんの楕円ポーチ………………………………………… 5
スクエアポーチ…………………………………………………… 5
ストリングポーチ（茶）… ……………………………………… 4
ゾウのティッシュボックスカバー……………………………… 5
テリアのぬいぐるみ……………………………………………… 3
ネコのポーチ……………………………………………………… 5
ネコのメガネケース……………………………………………… 4
ペアのねずみ……………………………………………………… 6
ポーチハンドル…………………………………………………… 3
マーガレットのポーチ…………………………………………… 5
モノトーンの長財布……………………………………………… 5
ヨーヨーのポーチ………………………………………………… 5
六角つなぎのポーチ……………………………………………… 4
六角形のがま口…………………………………………………… 4
犬とハチのポーチ………………………………………………… 4
犬のポーチ………………………………………………………… 3
犬のポーチ 2……………………………………………………… 4
花とネコのポーチ………………………………………………… 5
花束のマルチケース……………………………………………… 6
花水木のポーチ…………………………………………………… 6

ポーチ・ぬいぐるみ他 バッグ
いたずらわんこのバッグ………………………………………… 14
ウサギのバッグインバッグ……………………………………… 16
オータムバッグ…………………………………………………… 9
オシャレバッグ…………………………………………………… 10
カラーのバッグ…………………………………………………… 16
きんちゃくつきヘキサゴンのバッグ…………………………… 14
クラシカルバッグ………………………………………………… 12
クレイジーのショルダーバッグ（携帯ケース付き）… ……… 15
コスモスのトートバッグ………………………………………… 11
コロコロバッグ…………………………………………………… 9
ジグザグパターンのショルダーバッグ………………………… 17
スターのバッグ…………………………………………………… 12
ストリングスのワンショルダー………………………………… 13
タックのトートバッグ…………………………………………… 15
タンブラーのミニボストン……………………………………… 12
ツーウェイバッグ………………………………………………… 8
デイジーのハンドバッグ………………………………………… 14
ドランカーズパスのショルダーバッグ………………………… 12
ドレスデンのトートバッグ（デジカメケース付き）… ……… 16
ナチュラルカラーのおしゃれバッグ…………………………… 16
ハウスのバッグ…………………………………………………… 15
バルーンバッグ…………………………………………………… 13
プードルのお散歩バッグ………………………………………… 14
ふたつきショルダーバッグ……………………………………… 7
ふたつきショルダーバッグ……………………………………… 13
ブラウングースのバッグ………………………………………… 11
ヘクサゴンのポシェット………………………………………… 9
ベビーブロックスの手さげバッグ……………………………… 11
ポケットのバッグ………………………………………………… 17
ポケット付きショルダーバッグ………………………………… 10
ポケット付き手さげバッグ……………………………………… 13
ポチのショルダー………………………………………………… 10
マーガレットのハンドバッグ…………………………………… 14
マーガレットの手さげバッグ…………………………………… 15
ミニグラニーバッグ……………………………………………… 16
ミニバッグ付きトートバッグ…………………………………… 7
メイフラワーのお出かけバッグ………………………………… 7
モノトーンのワンショルダー…………………………………… 17
ヨーヨーのバッグ………………………………………………… 15
リトルバスケットのバッグ……………………………………… 8
レールフェンスの手さげバッグ………………………………… 17
三角ログの手さげバッグ………………………………………… 11
六角形とリーフアップリケのバッグ…………………………… 13
円のアップリケショルダーバッグ……………………………… 14
円のアップリケバッグ…スマホケース付き……………………… 17
円形ログのショルダーバッグ…………………………………… 16
変形ナインパッチのショルダーバッグ………………………… 15
変形ログキャビンのバッグ……………………………………… 15
大きめカジュアルバッグ………………………………………… 15
犬のお散歩バッグ………………………………………………… 8
花のショルダーバッグ…………………………………………… 12
花のトートバッグ………………………………………………… 8
風車のバッグ……………………………………………………… 9

タペストリー
クリスマスのタペストリー……………………………………… 20
サンボンネットスーとチューリップのタペストリー………… 18
スノークリスのマスタペストリー……………………………… 18
タペストリー（教会のある街並み）… ………………………… 20
ティータイムのミニタペストリー……………………………… 22
ドングリのタペストリー………………………………………… 18
ニューヨークの 1日…A…………………………………………… 21
ニューヨークの 1日…B…………………………………………… 21
ハウスのタペストリー…………………………………………… 19
パリスの街並み…………………………………………………… 22
ファンのタペストリー 2………………………………………… 19
犬のタペストリー………………………………………………… 19
犬のフレーム……………………………………………………… 20
野の花バスケットのタペストリー……………………………… 21
黒ネコとログキャビンのタペストリー………………………… 20



●写真は完成品のサンプルです。…●色合いは実物と若干異なる場合があります。…●使用される生地は予告なく変更される
場合があります。…●特に説明がない限り、キットにキルト綿は含まれません。●予告なく販売終了となる場合があります。

オリジナルキットカタログ �

Pouch
ポーチ・ぬいぐるみ

テリアのぬいぐるみ

淡いブルー系でまとめた愛らしいテリアのぬ
いぐるみ。マチ付きなので安定しておくこと
が出来ます。

2,000円 +税OK-010商品
番号

●サイズ…横30×縦24cm

犬のポーチ

ユニークな犬型のポーチ。ボディ、耳、手、足、
尻尾それぞれのパーツを作ってから巻きか
がりで止め付けて仕立てます。縫い代の始
末が簡単なので、初心者の方にもオススメ。
前後同じデザインです。

1,700円 +税OK-056商品
番号

※ポーチハンドルは別売
●サイズ…横32×縦17×マチ4cm

ポーチハンドル

取り付け方は、片方が革のパーツなので、
ファスナーの端や布を挟み込んで縫いつけ
ます。もう片方はなすかん付きです。

1,000円 +税OP-012商品
番号

●サイズ…幅0.9×長さ30cm
●素材…本革
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六角つなぎのポーチ

口部分が少し開いた形のユニークなポーチ
です。グレー系の先染め生地がオシャレ。

1,�00円 +税OK-07�商品
番号

●サイズ…横20×縦22×マチ3cm

ストリングポーチ（茶）

ドット模様の先染め生地とプリント生地の
境に縫い止めた山道テープがかわいいポー
チ。

1,200円 +税OK-075商品
番号

●サイズ…横20×縦14×マチ3cm

犬のポーチ 2

今にも“ワン”と鳴きそうな犬がとてもかわ
いいです。ひもを付けてお子様のポシェット
にもできます。

1,�00円 +税OK-088商品
番号

●サイズ…横18×縦14cm

犬とハチのポーチ

ハチとたわむれる犬をアップリケ。

1,200円 +税OK-089商品
番号

●サイズ…横20×縦13cm

クローバーのがま口

キャンドルウィックとアップリケで描いたク
ローバーがポイントのがま口。

1,800円 +税OK-096商品
番号

●サイズ…口幅12×縦14cm

六角形のがま口

小さな六角形とコロンとした形がかわいい
がま口です。口幅が12cm なので小物入れ
にも OK。

1,800円 +税OK-097商品
番号

●サイズ…口幅12×縦11cm

ネコのメガネケース

バッグの持ち手にかけられるメガネケースで
す。前にはネコのシルエットをアップリケ。
後ろはピーシング。片手で開くバネ口金でペ
ンケースとしても使えます。

2,000円 +税OK-098商品
番号

●サイズ…横9×縦18.5×マチ2cm

ウサギのティッシュ BOX ケース

かわいいウサギのおなかからティッシュが
取り出せる、お子さんに喜ばれそうな遊び
心いっぱいの作品。

2,700円 +税OK-111商品
番号

●サイズ…横36×縦40cm

ウサギのポーチ

広い底マチで安定感抜群。デザインのアク
セントになった外パイピングで、型くずれも
防ぎます。不思議の国のウサギのようなア
ップリケも楽しさいっぱい。後ろは 1 枚布
です。

1,800円 +税OK-119商品
番号

●サイズ…横18×縦14×マチ8cm
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スーちゃんの楕円ポーチ

スーちゃんとアヒルをアップリケしたポーチ。
マチ付きなので見かけよりたくさん入りま
す。後面にもアヒルをアップリケ。

2,000円 +税OK-120商品
番号

●サイズ…横19×縦12×マチ4cm

ネコのポーチ

イジワルネコのポーチ。後面はミニポケット
付きでお昼寝姿のネコちゃんです。

1,600円 +税OK-121商品
番号

●サイズ…横19×縦15×マチ6cm

ゾウのティッシュボックスカバー

カバー本体を背もたれにしたような、両端
のゾウのぬいぐるみが可愛いティッシュボ
ックスカバー。爽やかな色合いもポイント。
反対側のゾウはドレスの色が違います。

2,500円 +税OK-12�商品
番号

●サイズ…幅24×高さ5.5×奥行13cm/ゾウ体長17cm

アジサイポーチ

アップリケとおそろいのファスナー飾りがか
わいいポーチです。

1,200円 +税OK-1�2商品
番号

●サイズ…幅18×高さ8.5×奥行6.5cm

ヨーヨーのポーチ

引き手に通した波形ブレードをヨーヨーキル
トで挟みました。植木鉢のヨーヨーの花が
可憐です。

1,800円 +税OK-1��商品
番号

●サイズ…幅23×高さ14.5×奥行1.5cm

花とネコのポーチ

ステッチ模様の先染布をベースに花とネコ
を描いたほのぼのポーチです。

1,200円 +税OK-1��商品
番号

●サイズ…幅12×高さ12×奥行6cm

マーガレットのポーチ

ファスナー周りのスカラップとマーガレット
のつぼみがかわいいポーチです。

1,500円 +税OK-1�5商品
番号

●サイズ…幅20×高さ15×奥行5cm

スクエアポーチ

秋色ポーチにドングリのファスナー飾りを付
けました。

1,500円 +税OK-1�6商品
番号

●サイズ…幅17×高さ12×奥行8cm

モノトーンの長財布

中はカードが12 枚入る仕切りと、ファスナ
ー付き小銭入れや領収書が入るポケットも
付いている便利な財布。

�,000円 +税OK-1�7商品
番号

●サイズ…幅10×縦19cm
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花水木のポーチ

シンプルなファスナーポーチにダーツマチを
付けて収納力アップ。バランスよく切り替え
た土台に、ハナミズキの爽やかなパターン
を配しました。

1,800円 +税OK-152商品
番号

●サイズ…口幅19×深さ14×底マチ3cm

後ろ側は
色違いパターン

イヌのポーチ

ボックス型のユニークな作りで、収納力たっ
ぷりのちょっとした大きめポーチ。垂れ耳の
イヌのアップリケがキュートです。

2,200円 +税OK-155商品
番号

●サイズ…口幅14（最大幅22）×深さ9×底マチ8cm

後ろ側

開いた状態

ペアのねずみ

四角つなぎのパッチワークをしたピンクとグ
リーンのかわいいねずみ。大きめの耳とワイ
ヤーを入れた長いしっぽがポイントです。

�,�00円 +税OK-156商品
番号

●サイズ…（小）体長20cm　（大）体長23cm

花束のマルチケース

立てたままでも使用できるコンパクトなポー
チ。前から後ろまでひと続きの花束のアッ
プリケが優しい印象です。ペンケースやソー
イングボックスに使っても便利。

2,�00円 +税OK-168商品
番号

●サイズ…20×9cm

開いてペン立てに左右のデザイン
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オリジナルキットカタログ 7

メイフラワーのお出かけバッグ

口の折り返し部分にメイフラワーのパターンを
配した可愛らしいバッグです。本体に大きなタ
ックが入るので見た目よりモノがたくさん入り
ます。持ち手は革製の2 本組です。

�,200円 +税OK-0�2商品
番号

●サイズ…横29×縦22×12.5cm

Bag
バッグ

ショルダーひも

アクリルひもに革パーツを付け、丈夫で高級感
があります。どんなバッグにも合わせやすいデ
ザインです。

1,700円 +税OP-002商品
番号

●サイズ…幅3×長さ86～140cm

ふたつきショルダーバッグ

ふたの部分のみパッチワークを施したシンプ
ルなデザインのショルダーバッグ。ファスナー
付きのふたで小物の出し入れに便利です。本体
口部分にもファスナーがあります。

�,800円 +税OK-057商品
番号

※ショルダーひもは別売
●サイズ…口幅26×深さ21×底マチ6cm

ミニバッグ付きトートバッグ

マチの付いたポケットがポイントのバッグ。ポケ
ットには爽やかな色味のパッチワークを施し
ます。お揃いのミニバッグは、携帯電話や小物
を入れてトートバッグにさげることも可能。後面
は共に一枚布。

�,000円 +税OK-06�商品
番号

※持ち手は別売
●サイズ…（トートバッグ）横29×縦24cm
　　　　…（ミニバッグ）横11×縦12×マチ3cm

レザーオンハンドル
1,600円 +税OP-016商品

番号

●サイズ…幅1.5×長さ42.5cm

レザーオンハンドル（ポーチタイプ）
780円 +税OP-017商品

番号

●サイズ…幅1×長さ24cm
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犬のお散歩バッグ

ユニークな犬の表情がほほえみを誘う、遊び
心が満載のバッグ。後面には犬の後ろ姿をアッ
プリケ。

2,000円 +税OK-06�商品
番号

●サイズ…横28×縦16cm

背面デザイン
前部デザイン拡大

後部デザイン拡大

花のトートバッグ

三角形と六角形を組み合わせてパッチワーク
し、その上に花をアップリケしました。落ち着い
た色合いで優しい雰囲気のバッグです。

�,�00円 +税OK-067商品
番号

●サイズ…横32×縦24×マチ10cm

リトルバスケットのバッグ

口部分が大きくデザインされたバッグ。変形し
たバスケットのパターンが3 種類と野の花の組
み合わせがとてもかわいい印象です。後側も同
じデザイン。

�,700円 +税OK-069商品
番号

●サイズ…横37×縦26cm／底9×18cm

ツーウェイバッグ

片側をピースワーク、片側を1枚布にし、布持ち
手とショルダーひもを付けることで様々な表
情が楽しめるユニークなバッグ。作りやすいシ
ンプルなパターンも魅力です。

�,800円 +税OK-077商品
番号

●サイズ…横32×縦30×マチ10cm
※持ち手は別売

革製ショルダーひも

ツーウェイバッグに使用します。

2,�00円 +税OP-�02商品
番号

●サイズ…幅1.8×長さ110～115cm
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ヘクサゴンのポシェット

口と両脇のカーブがかわいいポシェット。変形
の六角形を10 種類の布でバランスよく配置し
ました。後ろ側も同じデザインです。

2,600円 +税OK-078商品
番号

●サイズ…口横25×縦22×マチ24cm
※持ち手は別売

革製ショルダーひも

ヘクサゴンのポシェットに使用します。

1,�00円 +税OP-007商品
番号

●サイズ…幅0.9×長さ110～115cm

コロコロバッグ

さいころのような形のバッグ。入れる物が少な
いときには口に付けたひもを結び、多いときに
は口を開いたままにしたり出来ます。

�,800円 +税OK-08�商品
番号

●サイズ…横18×縦21×マチ18cm

口が大きく開きます

オータムバッグ

トーンを抑えた緑と茶を組み合わせた、落ち着
いた色合いにしました。サイド4 面と底を同じ
幅で作った箱のような形ですので、たくさん入
ります。

�,800円 +税OK-085商品
番号

●サイズ…横20×縦24.5×マチ20cm

口が大きく開きます

風車のバッグ

明るめの配色で風車のパターンをかわいらし
く表現しました。口にフラップが付いたミニト
ート型でちょっとしたお出かけにぴったりで
す。後ろも同じデザイン。

�,600円 +税OK-090商品
番号

●サイズ…横25×縦19×マチ13cm

入れ口はマグネットボタンで
留められます
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ポチのショルダー

とぼけた表情の犬とログキャビンを組み合わ
せたショルダーバッグ。入れ口はファスナー付
きで安心です。

�,000円 +税OK-09�
●サイズ…横25×縦30cm
ショルダーひもは別売りです

商品
番号

ショルダーひも

ポチのショルダーに使うショルダーひもです。

1,500円 +税OP-025
商品
番号

オシャレバッグ

ラグビーボールのようなシルエットの本体に、
刺繍とアップリケで麦の穂を描きました。周囲
に挟んだ山道テープの曲線と、淡いブルーでま
とめた春らしい色合いが素敵。後ろ側はパッチ
ワークのみ。

�,�00円 +税OK-09�
●サイズ…横34×縦23×マチ5cm

商品
番号

ポケット付きショルダーバッグ

ポーチのように仕立てたポケットを本体に付け
て作るショルダーバッグ。取り外しも可能で何
通りにも使えます。シックな配色で持つ人の年
齢を問いません。

�,700円 +税OK-091商品
番号

●サイズ…（バッグ）横31×縦32×マチ4cm
　　　　…（ポケット）横21cm×縦18.5cm 色々なパターンで使えます
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る場合があります。…●特に説明がない限り、キットにキルト綿は含まれません。●予告なく販売終了となる場合があります。
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ベビーブロックスの手さげバッグ

ピンクベージュのはぎれで作るベビーブロック
のパターンは、立体的に見えるように配色して
います。コロンとした形がかわいいバッグ。口布
はファスナー付きで安心。

�,600円 +税OK-101
●サイズ…横37×縦20×マチ13cm

商品
番号

ブラウングースのバッグ

シンプルなパターンで作る、シックな配色のバ
ッグ。少し長めの持ち手なので、手さげショル
ダーにもなって便利。後ろ側も同じデザイン。

�,500円 +税OK-102
●サイズ…横32×縦24×マチ12cm

商品
番号

コスモスのトートバッグ

ベージュピンク系のピースワークに、可憐な白
いコスモスをアップリケ。A4サイズが入る大き
さです。口布にファスナーをつけて、中が見え
ない仕立てになっています。

�,000円 +税OK-10�
●サイズ…横39×縦24×マチ8cm

商品
番号

口布はファスナー付き

三角ログの手さげバッグ

地の格子の色にぴったりな三角形のログキャ
ビンをつないだ、ユニークなバッグ。口にたっぷ
りとタックを取ってあるので、たくさん物が入り
ます。肩からもかけられる長さです。

�,700円 +税OK-107
●サイズ…口幅29×深さ26×底マチ4.5cm

商品
番号



オリジナルキットカタログ12 価格は税抜表示です。ご注文の際に別途消費税がかかります。

クラシカルバッグ

フタのかぶせにのみピースワークをしたバッグ。
フタは持ち手部分をくり抜いたような形になっ
ています。持ち手は本体と同じ布で作り、全体
的にシックに統一させています。

�,000円 +税OK-110
●サイズ…幅30×深さ21×底マチ8cm

商品
番号

スターのバッグ

少し大きめのバケツ型バッグ。本体布の動きの
あるラインと爽やかな色合いがマッチして、夏
らしい軽やかなバッグになりました。口の内側
のフラップを留めて、中身を守ります。
後面も同じデザイン。

�,�00円 +税OK-112
●サイズ…口幅40×深さ31×底マチ10cm

商品
番号

タンブラーのミニボストン

コロンとした四角の形がかわいい、タンブラー
パターンのボストンです。包みボタンやパイピ
ングがアクセントに。たっぷりのマチや、両開き
のファスナーが便利です。

�,�00円 +税OK-115
●サイズ…幅23×深さ18×底マチ12cm

商品
番号

口布はファスナー付き

花のショルダーバッグ

ハートの刺繍と花のアップリケを入れた、かわ
いいショルダーバッグです。アップリケは両面
接着シートを付けて裁ち切りにしたままブラン
ケットステッチする簡単な方法です。

�,700円 +税OK-109
●サイズ…幅30×深さ27×底マチ9cm

商品
番号

後ろには大きなポケット付き

ドランカーズパスのショルダーバッグ

ドランカーズパスのパターンを使った、落ち着
いた可愛らしさのあるバッグ。マチが広く型く
ずれしにくい形や、長さを調整できるショルダ
ーひもが便利。後面は1枚布。

�,500円 +税OK-116
●サイズ…幅30×深さ20×マチ11cm

商品
番号



●写真は完成品のサンプルです。…●撮影の関係上、色合いが実物と若干異なる場合があります。…●使用される生地は変更され
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オリジナルキットカタログ 1�

六角形とリーフアップリケのバッグ

伸びやかなリーフをアップリケした、爽やかな
ムードの大きめバッグ。マチがないのでスッキ
リ持て、肩にも掛けられて便利です。はぎ目に
施した山道テープと持ち手部分の包みボタン
がかわいいアクセントになっています。後ろは
アップリケなしのデザイン。

�,�00円 +税OK-117
●サイズ…口幅39×深さ35cm

商品
番号

ポケット付き手さげバッグ

ブルーグレー系の先染布を大きめの四角つな
ぎにし、前側の立体のポケットを付けました。マ
チにはレザーのタブを付けて、口を軽く絞って
います。肩からも掛けられる長めの持ち手。後
ろは四角つなぎです。

�,800円 +税OK-122
●サイズ…口幅24（底幅27）×深さ30×マチ8cm

商品
番号

後面デザイン
レザーのタブで
絞っています。

ふたつきショルダーバッグ

フラップ部分にピースワークを施したショルダ
ーバッグ。ダークな色と黒の組み合わせがモダ
ンでオシャレ。ちょっと大きめで深さもたっぷ
りしています。

�,500円 +税OK-12�
●サイズ…幅30×深さ28×マチ8cm
※ひもは別売

商品
番号

商品
番号

ショルダーひも

アクリルひもに革パーツを付け、丈夫で高級
感があります。どんなバッグにも合わせやす
いデザインです。

1,700円 +税OP-002
●サイズ…幅3×長さ86～140cm

ストリングスのワンショルダー

淡いブルーグレーの先染め布が爽やかなワン
ショルダーバッグ。ストリングキルトで仕上げた
前面の大きなポケットが便利。ベースは大きな
ピースを接ぐので比較的簡単に作れます。ダー
ツとタックで収納力も確保。

�,500円 +税OK-125
●サイズ…口幅26（底幅30）×深さ27cm

商品
番号

バルーンバッグ

ひし形のピースの大きさを少しずつ変えてバ
ルーン型にしたバッグ。出し入れがしやすい大
きめの入れ口が便利。フラップが付いているの
で防犯上も安心のデザイン。

�,700円 +税OK-126
●サイズ…口幅42×深さ33cm

商品
番号



オリジナルキットカタログ1� 価格は税抜表示です。ご注文の際に別途消費税がかかります。

マーガレットのハンドバッグ

グレーのバッグにアイボリーの花びらが映える
上品なデザイン。小さな花や葉をバランス良く
組み合わせ、フタやマチに咲かせました。

�,200円 +税OK-127
●サイズ…幅31×高さ23.5×マチ10cm

商品
番号

プードルのお散歩バッグ

マドモアゼルと一緒にパリの街をお散歩。そん
なおすましプードルをアップリケと刺繍で表現
しました。プードルのリボンと立体的に仕立て
たグリーンのワンピースが鮮やか。収納力もあ
って秋のお出かけに重宝します。

�,200円 +税OK-128
●サイズ…幅32×高さ22×マチ18cm

商品
番号

反対側のデザイン

いたずらわんこのバッグ

犬好きにはおなじみの、憎めないいたずら姿を
アップリケしたバッグ。3 枚はぎで丸みを出し
た形もポイント。お出かけに持てば、つい微笑
んでしまいます。

�,000円 +税OK-129
●サイズ…幅26×高さ30×マチ10cm

商品
番号

反対側のデザイン

デイジーのハンドバッグ

立体的に作った花と葉をボタンホールステッチ
でつなぎました。花をブランケットステッチで
縁取り、細かい花びらを表現。

�,�00円 +税OK-1�1
●サイズ…幅33×高さ30×マチ8cm
※持ち手別売

商品
番号

きんちゃくつきヘキサゴンのバッグ

小物をすっきりと整理できる、便利な巾着付き
バッグです。別に仕立てた袋を中で縫い止める
作り。厚地をピーシングしてふっくらと芯を入れ
ているので、形を保って使えます。

�,000円 +税OK-1�7
●サイズ…口幅28×深さ18×底マチ11cm

商品
番号

円のアップリケショルダーバッグ

麻布に円のアップリケと刺繍を施し、軽やかで
モダンな印象のバッグに仕立てました。前後中
央に組み込んだコードが、デザインのアクセン
トになっています。

�,000円 +税OK-1�8
●サイズ…幅30×深さ25×底マチ8cm

商品
番号



●写真は完成品のサンプルです。…●撮影の関係上、色合いが実物と若干異なる場合があります。…●使用される生地は変更され
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ハウスのバッグ

底側に大きくタックを取った、収納力たっぷり
のバッグです。シックな色合いの中に、ミニハウ
スをアップリケしました。

�,500円 +税OK-15�
●サイズ…幅37×深さ24×底マチ14cm

商品
番号

側面を折りたたんで
違った印象に

後ろ側

変形ナインパッチのショルダーバッグ

小物を整理しやすい作りに仕立てた便利なシ
ョルダーバッグ。落ち着いた先染にビビッドな
プリント布が効いています。後ろも同じデザイ
ン。

�,600円 +税OK-1�9
●サイズ…幅26×深さ22×底マチ10cm

商品
番号

仕切りデザイン

大きめカジュアルバッグ

ストリングスのパッチワークと半円アップリケ
が絶妙なバランス。口は開かないように内側に
マグネットボタンを付けています。

�,700円 +税OK-1�0
●サイズ…幅45×縦38cm

商品
番号

ヨーヨーのバッグ

口の部分に花に見立てたヨーヨーをたくさん
付けた、形もかわいらしいバッグです。年齢を
問わない色合いや、ギャザーを寄せて収納力
を持たせた作りがお出かけに便利。後ろも同じ
デザインです。

�,600円 +税OK-1��
●サイズ…口幅28×底幅36×深さ32cm

商品
番号

タックのトートバッグ

たっぷりとした作りでお洒落。お出かけにうれ
しいデザイントートバッグです。シンプルな作り
なので、比較的簡単に仕立てられます。後ろ側
も同じデザイン。

�,600円 +税OK-1��
●サイズ…口幅30×深さ28×底マチ14cm

商品
番号

クレイジーのショルダーバッグ（携帯ケース付き）

麻と先染めを使った優しい色合いに、クレイジ
ーキルトを効かせました。夏の軽やかな装いに
ぴったり。おそろいの携帯ケースも作ります。後
ろも同じデザイン。

�,700円 +税OK-1�5
●サイズ…バッグ＝口幅25（底幅33）×深さ33cm
　　　　…ポーチ＝幅8×深さ13cm

商品
番号

変形ログキャビンのバッグ

中心から順に細長い布を重ねていくログキャ
ビンパターンを、少し変形して前側全面にピー
スワーク。デザインも色もモダンな印象。後ろ側
は入れ口内側と同じどっと風の1枚布で幅いっ
ぱいの大きなポケット付き。

�,700円 +税OK-1�6
●サイズ…幅33×深さ19×底マチ8.5cm

商品
番号

マーガレットの手さげバッグ

春らしく優しい色合いの先染めバッグです。4
枚はぎのコロンとした形。3 面にはマーガレッ
トをアップリケし、残り1面にファスナーポケッ
トを付けました。

�,000円 +税OK-1�9
●サイズ…幅24×深さ20×底マチ24cm

商品
番号

ファスナー面



オリジナルキットカタログ16 価格は税抜表示です。ご注文の際に別途消費税がかかります。

円形ログのショルダーバッグ

先染めのベースに、プリント布の大きな円形ロ
グキャビンパターンをあわせたモダンな印象の
バッグ。収納力のある大きめサイズです。

�,200円 +税OK-157
●サイズ…幅38×深さ41cm

商品
番号

両サイドの金具を中央で留

めると違う形のバッグに

ドレスデンのトートバッグ（デジカメケース付き）

2 種類の先染め布をベースにし、ドレスデンパ
ターンをアップリケしたバッグ。ダーツを入れて
底をふっくらさせたので、たくさん入ります。ナ
スカンで取り外せるデジカメケースにはスマー
トフォンも入ります。

�,600円 +税OK-160
●サイズ…バッグ：幅33×深さ24×底マチ18cm
　　　　…ケース：縦14×横8.5cm

商品
番号

ウサギのバッグインバッグ

散らかりがちなバッグの中を整理できるポケッ
トいっぱいバッグ。外側に3つ、内側にも4つの
ポケットが付いています。そのまま持ってもか
わいいウサギのアップリケ付き。

2,800円 +税OK-161
●サイズ…口幅30×深さ15×底マチ6cm

商品
番号

後ろ側

ミニグラニーバッグ

口部分にタックを取ったふっくらした形が可愛
らしいバッグです。形や色柄の異なる4 種類の
バッグを、ワッペンのようにアップリケします。
初心者の形でも比較的簡単に作れます。

�,000円 +税OK-162
●サイズ…口幅30×深さ25

商品
番号

後ろ側

ナチュラルカラーのおしゃれバッグ

グレーベージュの先染め布で軽やかな印象。
内側は4つに仕切ったポケットがあり、収納力
と整理力はおまかせのバッグ。

�,000円 +税OK-16�
●サイズ…幅40×深さ25×マチ24cm

商品
番号

入れ口

カラーのバッグ

優雅なカラーの花を立体的にアップリケした
バッグ。ぷっくりとした花びらとレースのリボン
が印象的。ちょっとした外出に便利なサイズ。
後ろ側はカラーのアップリケなしのデザイン。

�,000円 +税OK-16�
●サイズ…口幅23（底幅29）×深さ27cm
※持ち手【プラスチックハンドル（\600）】は別売です

商品
番号



●写真は完成品のサンプルです。…●撮影の関係上、色合いが実物と若干異なる場合があります。…●使用される生地は変更され
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ジグザグパターンのショルダーバッグ

前ポケットにジグザグのパターンをパッチワー
クしたモダンなショルダーバッグ。広いマチで
容量たっぷり。

�,800円 +税OK-166
●サイズ…横（底）25×マチ11×深さ16cm
※ショルダーひもは別売り

商品
番号

底デザイン

ツーポケットのバッグ

両サイドのふた付きポケットがアクセント。真ん
中にタックを入れて、裾広がりのシルエット。カ
ジュアルな装いにピッタリ。

�,600円 +税OK-167
●サイズ…口幅31×深さ28cm

商品
番号

モノトーンのワンショルダー

すっきりとしたモノトーンのフラットバッグ。前
後とも2 枚重ねた部分はポケット（外ポケット
と内ポケット）になっています。黒の布は花の地
模様のある布で、布の柄を生かしてキルティン
グしています。

�,000円 +税OK-169
●サイズ…縦（両端）32×横34×底マチ5cm

商品
番号

円のアップリケバッグ スマホケース付き

ユニークな両サイドのポケット部分に円をリズ
ミカルにアップリケ。ポップな配色のモダンな
バッグ。スマートフォンケースも作ります。

�,800円 +税OK-171
●サイズ…本体：縦（両端）32×横30cm
　　　　…ケース：縦14×横9cm

商品
番号

レールフェンスの手さげバッグ

上質な先染め布を使った渋めのデザインのバ
ッグ。和装用としてもオススメのバッグです。後
ろ側にはファスナーポケット付き。

�,000円 +税OK-170
●サイズ…口幅31×深さ30cm

商品
番号

商品
番号

バーバリ織りショルダーひも
1,850円 +税OP-0�5

●サイズ…幅4×長さ86～140cm

後面デザイン



オリジナルキットカタログ18 価格は税抜表示です。ご注文の際に別途消費税がかかります。

サンボンネットスーとチューリップのタペストリー

優しい色合いからお淑やかなスーちゃんがイ
メージされ、見ているだけで心が和んでくるデ
ザイン。

2,700円 +税OK-070商品
番号

●サイズ…横 40×縦 40cm

Tapestry
タペストリー

ドングリのタペストリー

ドングリのアップリケを絡ませたリースのモ
チーフが主役です。額縁のように配した“裁判
所の階段”のパターンは、様々な茶色のプリ
ントで配色して深みを出しました。

�,600円 +税OK-092商品
番号

●サイズ…横 50.5×縦 50.5cm

スノークリスのマスタペストリー

トナカイのソリに乗ったサンタが星空を駈け抜
けていきます。下を見下ろすとアップリケで表
現した家 と々もみの木。

�,800円 +税OK-025商品
番号

●サイズ…横 58.5×縦 46cm



●写真は完成品のサンプルです。…●撮影の関係上、実物と若干色合いが異なる場合があります。…●生地の在庫の関係上、
使用される生地に若干の変更がある場合があります。…●特に説明のない限り、キットにキルト綿は含まれません。
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ハウスのタペストリー

ハウスとネコをアップリケした、クレージー風
タペストリー。優しいトープカラーで甘くなり
すぎないようにまとめました。ピースが大きい
ので初心者の方もOKです。

�,800円 +税OK-099商品
番号

●サイズ…横 66×縦 60cm

犬のタペストリー

おどけた表情の犬がかわいいタペストリーで
す。3 種類の四角のパターンと組み合わせまし
た。

�,000円 +税OK-100商品
番号

●サイズ…横 62×縦 58cm

ファンのタペストリー2

グレーがかった紫や、落ち着いた茶色に緑な
ど、和風モダンな配色がおしゃれなファンの
タペストリーです。小さめのサイズでちょっと
したスペースにも飾れます。

2,�00円 +税OK-105商品
番号

●サイズ…横 25×縦 48cm



オリジナルキットカタログ20 価格は税抜表示です。ご注文の際に別途消費税がかかります。

クリスマスのタペストリー

クリスマスを待つ部屋の様子を細かくアップリ
ケしたタペストリー。壁に飾ったプレゼント用
のブーツ、ツリーの木製オーナメント、靴下の
プレゼントなど立体的な表現も。作る楽しみ
も飾る楽しみもいっぱいです。

�,800円 +税OK-106商品
番号

●サイズ…横 51×縦 39cm

タペストリー（教会のある街並み）

赤い屋根の教会が印象的なタペストリー。ヨー
ロッパの街をイメージしてアップリケしてあり
ます。クリスマスシーズン以外にも飾れます。

2,900円 +税OK-1�2商品
番号

●サイズ…横 45×縦 33cm

黒ネコとログキャビンのタペストリー

モノトーンを基調にした大人っぽい配色のタペ
ストリー。ログキャビンと黒ネコのアップリケ
を交互に入れました。周囲はダイヤ柄のプリン
トを効果的に使っています。

�,600円 +税OK-1�8商品
番号

●サイズ…横 52×縦 43cm

犬のフレーム

人気のわんこシリーズ。
三匹の犬がお行儀よく並んでいます。

1,500円 +税OK-150商品
番号

●サイズ…横 51×縦 22cm
※フレームは別売り

フレーム

OK-150に使用します。

1,800円 +税OP-0��商品
番号

●サイズ…（内寸）横 45×縦 15cm



●写真は完成品のサンプルです。…●撮影の関係上、実物と若干色合いが異なる場合があります。…●生地の在庫の関係上、
使用される生地に若干の変更がある場合があります。…●特に説明のない限り、キットにキルト綿は含まれません。
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ニューヨークの 1日 A

（上）モーニング

2,000円 +税OK-15�A商品
番号

●サイズ…横 51×縦 22cm

ニューヨークの 1日 B

（下）アフタヌーン

2,000円 +税OK-15�B商品
番号

●サイズ…横 51×縦 22cm

モノトーンにブルーの配色がモダンな、横長タ
ペストリー。ニューヨーカーの忙しい朝と、窓
から摩天楼が見える部屋でのゆったりとした
ティータイムをアップリケしました。2 枚一緒
に飾っても。

ティータイムのミニタペストリー

キッチンなどにさりげなく飾るミニサイズのタ
ペストリー。仕上がりの早さも魅力です。お気
に入りのカップをボードに飾るようにアップリ
ケします。

2,800円 +税OK-159商品
番号

●サイズ…横 31×縦 36cm

野の花バスケットのタペストリー

刺繍とアップリケを組み合わせて作る優しい
色合いのタペストリー。ボーダー部分のフェ
ザー模様は、アウトラインステッチで。

�,500円 +税OK-165商品
番号

●サイズ…横 65×縦 65cm

パリスの街並み

シックな色調でアップリケしたタペストリー。
エッフェル塔や凱旋門に、自転車、フランス
パンなど好きなものをちりばめ、楽しみなが
ら作りましょう。

�,600円 +税OK-158商品
番号

●サイズ…横 58×縦 46cm
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●お申し込み方法

1.郵送でのお申し込み
ご注文用紙に必要事項をご記入の上、当店宛てにお送りください。

●送付先

〒630-8244……奈良市三条町487…小山ビル2F

「キルトスタジオBe…you」カタログ通販

2.お電話・FAXでのお申し込み

お電話受付時間…10：00 ～17：00（休業日除く）…

FAXは 24 時間受付

FAX番号と共通ですので、ご注文用紙を使ってFAXでお申し込みい

ただけます。

 0742-27-3348

●お支払い方法

1. 郵便払込
商品に払込用紙を同封いたしますので、お近くの郵便局にて代金をお

支払いください。

お支払いは商品到着後10日以内にお願いいたします。

払込手数料は別途ご負担ください。

2. 銀行振込
商品に請求書を同封いたしますので、お近くの銀行にて代金をお支払

いください。

お支払いは商品到着後10日以内にお願いいたします。

振込手数料は別途ご負担ください。（振込先：南都銀行）

●送料　　

各地域の送料は以下の通りです。

商品代金合計 10,000 円（税抜き）以上で送料無料

●返品について
お客様のご都合による返品は承っておりませんので、予めご了承くだ

さい。万一、欠品・破損等ございましたら、商品到着後 7日以内にお

電話にてご連絡ください。早急に良品と交換させていただきます。

お問合せ先……0742-27-3348

お支払いは後払いです※

商品は原則宅配便でのお届けです。

●配送について
ご注文完了後、在庫がある場合は 3 ～7日前後でお届けします。

※ご注文が初めてのお客様は、代金引換（手数料 +315 円）にてお支払いい

ただく場合がございます。



1 2 3 4 5

●太枠の中の必要事項をお書き込みください。

●FAXをご利用される場合は、黒のボールペンなどを使ってしっかりとお書きください。

●1枚で足りない場合は、コピーしてお使いください。 送信枚数　　枚

6

ご注文用紙

〒 -

ご住所

お名前

フリガナ

 -（　　　　　　　）

都 道

府 県

商品番号

-

-

-

-

-

-

-

-

-

金額（税抜）単価（税抜）数量色商品名

ご注文金額（税抜）

配送料

お支払合計金額

配送料は前項の送料表をご覧いただき、
配送先の地域に該当する送料をご記入ください。

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

ご注文金額10,000円（税抜）以上は配送料無料

FAX番号 0742-27-3348

-

FAX番号 0742-27-3348

お届け時間帯指定（希望される場合は数字を○で囲んでください）

午前中 12時～14時 14時～16時 16時～18時 18時～20時

お支払い方法
（数字を○で囲んでください）

1

2 銀行振込 ※

郵便払込 ※

※当店の通信販売は、後払い制です。
※払込・振込手数料はご負担願います。
※原則宅配便でのお届けとなります。

20時～21時

円

消費税
（ご注文金額×0.08）

※ 2014 年 4 月 1日以降は
　「0.08」で計算してください


