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■表  ■裏 ■接着芯 

裁断した全てのパーツの端をほつれ止めをしてく

ださい。 

指定された場所の裏に接着芯を付けてください。 

くわしくは縫う前の下準備を参照してください。 

お洋服に模様や刺繍を入れたい場合はこの時点

で入れておくと楽です。 

 

前身頃と前身頃脇を表同士

が内側になるように重ねて

赤い線のところを縫ってくだ

さい。 

後身頃と後身頃脇は青い所

を縫う。 

縫い終わったら縫い代をアイ

ロンで左右に折ってください。 

 

後中心を縫ってください。 

 

前後の身頃を表同士が内側になるように重ねて

肩と脇を縫ってください。 

縫い代にアイロンをかけ左右に

折ってください 

http://yousai.net/
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前と、後の見返し

を表が内側になる

ように重ねて肩を

縫ってください。 

えりの縫いかた 

スタンドカラーの縫いかた 

 

えりを表同士が内側になるように重ねてください。 

赤い線のところを縫ってください。 

 

 

 

角は縫い代が重なって

厚みがでるので、角の縫

い代から 2ｍｍ離れたと

ころをきってください。 

 

表にかえし端から 5ｍｍのところを縫ってくださ

い。 

 

身頃にえりを重ね、5mm くらいの所を縫ってくださ

い。 

えりの端は FNP(フロントネックポイント)というしる

しにあわせてください。 

えりとえりくびにはそれぞれ BNP,SNP,FNP という

印があるので、対応した同じ場所を合わせて縫い

合わせると綺麗に仕上がります。 

  

裏を上にした見返しを重ね、縫う。 
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カーブの所は切込みを忘れ

ずに。 

切込みを入れず見返しを裏

がえすと引きつった感じに

なります。 

（試しに切り込みをいれず

に裏返してみてください、

そうすると意味が分かると

思います） 

角の縫い目から 2mm離れた所を切り落とす 

 

見返しを裏へ返し、え

り首の縫い目から 5ｍ

ｍの所を縫う。 

すそを縫ってくださ

い 

 

そで山にはそでを立体にする為に余裕が入れら

れています。 

ココでギャザーを寄せておかなければ、そのまま

つけるとあまってしまう筈です。 

ギャザーは縫う前の下準備で説明しています 

 

またそで山の高い細身のそではそのままつけると

左の写真のように体に添わない形になるので、そ

でぐりより長くし、ギャザーを入れることによって丸

みを出して立体的になるように作られているものも

あります。 

こうやって比較を見ると、ギャザーを入れる意味が

分かっていただけると思います。 

 

 ギャザーを寄せたら裏の方の長く残しておいた

糸だけを引っ張りギャザーを寄せてください。 

（これを一度覚えておくとスカートやいろいろな事

に応用がきくので､是非チャレンジしてみましょ

う！） 
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糸調整を必ず元に戻してください 

次に袖底を中表（縫い合わせようとする面が表同

士になるようにあわせること）にし､赤い部分を縫っ

てください。 

 

表に返して直線で内側からステッチをかけます。 

アイロンで折りぐせをつけておくと綺麗に縫えます

よ！ 

 

見頃（胴部分）は裏返して、そでは表にひっくり返

しておきます。 

見頃の中にそでを入れます。 

肩と、脇を最初にあわせてまち針でとめていきま

す。 

縫う場所より２～３ミリ横を仕付け糸を使い縫って

おくと、ミシンで縫う時に針を折る心配がなくてい

いよ！ 

しつけ縫いをしたらミシンで縫ってください。 

 

すそを縫ってください。 

 

すその縫い代はカーブのため、端の部分（赤い部

分）と出来上がりの部分（青い線）では、端線の方

が長いのがわかりますよね 

http://yousai.net/
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その為、その

まますそ上げ

をすると、端

の方が出来

上がりの長さ

より長いの

で、しわがよ

ったり綺麗に

すそ上げが出来ません。 

このように長さの差があるので端が波うちます。 

 

すそから 3～５ｍｍくらいの所に、ギャザー寄せを

する。 

ギャザーは縫う前の下準備で説明しています 

 

下糸（ミシンのボビン側の糸）を引っ張りながら縮

める。 

均等に縮めながらアイロンを掛けるとこのように綺

麗に落ち着きます。 

※カーブのきつい場合は多少波打ちますが表に

ひびかない程度になります。 

 

表替えしたところ。 

このようにギャザーを絞りながらアイロンを掛ける

と、均等に縮められるので、表から見て変なしわ

がよったりせず綺麗に仕上がります。 
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これで縫えば裾上げ完了です。 

表から縫ってください。 

裏から縫うとせっかく均等に寄せた生地を押え金

が押してずらしてしまうので、縫い代部分が下にな

るように、表から縫うと送り歯（ミシンの下側の布を

押えるギザギザの部分）がしっかり布を後に送っ

てくれるので綺麗に縫えます 

 

ボタンホールをあけて、反対側にボタンを付けま

す。 

ボタンホールの開け方はお手持ちのミシンによっ

て異なりますので、ミシンの説明書を見てくださ

い。 

仕上げに縫い代にしっかりアイロンをかけて完成

です。 

仕上げのアイロンはしわをのばすよりも、縫い代

にしっかり折り目をつけることが重要です。 

 

どんなミシンでも作れるボタンホールの縫い方 

1) 厚紙を用意し､希望の出来上がりボタンホール

寸法をチャコペンで布に直接描く 

 

2) 印の上を一周縫う。 

 

3）最初に縫った縫い目をまたぐように針が落ちる

よう、布の位置を調整します。 

※）写真は見やすいように押さえ金を外していま

す 

http://yousai.net/
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4) 次に､ジグザグ縫いの縫い目の

幅（ふり幅）を２～2.5にし、縫い目

の長さを０．５にする。 

 

5) 同様に反対側も２本が重ならないよう注意して

縫う。 

 

6) ジグザグ縫いの､ふり幅を最大､縫い目の長さ

を０にする。 

 ５～６針縫う 

 

7)同じように反対側も縫ってください。 

 

8) 中を縦に切り込みを入れてください。 

 

ボタンはボタンホール側の布の隙間を作らずつけ

てしまうと着替えにくくなるのでこのように布とボタ

ンの間に隙間を作る必要があります 
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そのため、こんな感じに糸に余裕を持たせて縫わ

ないといけないのですが初心者だとこのように均

等に隙間を空けるのは難しいですよね 

 

そういう場合は何でもいいので紙をくるくる巻いて

ボタンホール側の厚みと同じくらいにして間に挟

みます。 

この紙の棒をまたぐようにボタンをつけてください 

 

そのままだと糸がばらばらなので糸を束ねるよう

に 3周ほど糸を巻きつけて補強してください。 

後は裏に糸を出して玉止めしてください 

シャツカラーの縫い方 

 

このような 2つのパーツの型紙になります。 

各 2枚づつ裁断してください。 

上側を表（上）衿、下の方を台（地）衿と呼びます。 
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えりの柄の向きと実際の柄の出方のめやす。 

※ただしカーブの大きい襟の場合また変わってきます。 

 

えりの裏に接着芯を貼はってください。 

台えりの裏側に隠れるほうの下側の縫い代をアイロンで2mmく

らい狭く折っておく。1cmの縫い代だったら 8mmくらいで。 

この２ｍｍがミシンで縫ったとき縫い目がえりから落ちにくく

なるポイントです。 

 

 

どちらが表から見えるえりか、裏に隠れるえりかわからなくなり

やすいので、しつけ糸などで、裏に隠れる方のえりに印をつけて

ください 

完成したら抜くので玉止めなどはしなくていいです。 

 

えりのゆるみを作ってください。 

このタイプのえりは図のように表に折り返すためのカーブと 

首にそったカーブ（図 1）があります。 

外側のカーブと内側のカ

ーブでは外側のほうが

長く、内側が短くなりま

す。 

その差を補うために 2～3ｍｍ表になるほう（外側に折り返す

http://yousai.net/
http://yousai.net/html/modules/xwords/entry.php?entryID=95
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図 1 

 図

2 

ほう）を内側に入れ込んで、長さを調節する必要がありま

す。 

これをしないと図 2の右のえりのように長さの不足する表側

のえりが引きつってえりの先がぴょこっとあがってしまうので

注意が必要です。 

  

 

この区間は均等に待ち針を刺し縫う。 

 

えり先のゆるみの作り方 

 

このとき図 Aのように「表に見える

ほうのえり」（印の付いていない方）

を 2～3ｍｍ内側にずらしてまち針を

さしてください。 

しわが入らないように、目打ちなどでダブ付いた分を内側へ

押しこむようにして縫ってください。 

 

シャツカラーの縫い方  

衿（えり）を表が内側になるように二枚重ねて縫ってくださ

い。 

※衿に縫い付ける所は縫わない。 

 

表に返して 5mmの所に表から縫って（ステッチ）固定してくだ

さい 

 

印がある方へえりに付ける部分の縫い代を折

ってください。 

この時えりがズレます。 

このずれが折り返しの緩みになります。 

http://yousai.net/
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赤の矢印の方向のゆるみ。 

断面図 

こうすると図のように見える側のえり（印がないほう）が膨らみ

ますが、実際えりにつけた時に、えりを折り返した時の布の厚み

で相殺されて、えりがすっきりします。 

 

上で出来たズレを、そのままに端から 0.5ｃｍの所を縫ってくだ

さい。 

 

 

2枚の台えりで間に上えりを挟むようにして重ね、上の

図のa とb の部分を縫ってください。 

ちなみに先に縫い代を折っておいた台えりは、表えりの見え

るほうのえりへあわせてください。 

 

 

間にはさんだ上えりの両脇を縫いこまないようによけておく。 

台えりの両サイドも縫ってください。 

台えりの端 1.3㎜位は縫わずにあけておく。 

表に返して縫い目から 0.5cm（赤い線）の所を縫ってください。 

★柔らかく仕上げたいときは、台えりの表の赤い線は縫わずにア

イロンをかけて形を整えてください。 

 

えりの端を前身頃の前中心に合わせてください。 

しつけの印のある方のえりの縫い代だけ、身頃のえり首に

縫いつける 

 縫い代を内側に折る。 

仕付け糸で大まかに縫ってえりがずれないように固定してくだ

さい。 

ミシンで表から 0.5cmの所を縫ってください。 

★柔らかく仕上げたい場合は、ミシンで縫わず右の図のように縫

手縫いでえりを閉じてください。 

http://yousai.net/
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必要な材料、表生地、接着芯、ボタン、糸 

 

おすすめの生地 

ブラウスのような綿の薄い生地だと透けてしまったり、シルエットがくずれたりしやすいので、綿なら中厚地か化

繊、ウールの生地があうと思います。 

 

気に入った柄で、薄い生地しかない場合は、接着芯を貼ったり裏地をつけるなどしてしっかりさせてください。 

ポリエステルツイル 

化繊なので綿ツイルに比べて軽いです。 

しわになりにくいです 

張りがあります、パニエを下にはいて広げたい場合に向いていますが、張りがある分柔らかくドレープを出したい場合には向きません。 

初心者にも扱いやすい生地です。 

綿 ツイル 

ポリエステルツイルに比べ、柔らかいですが、出来上がった服を着て長い時間座ったりするとシワが入ります。 

扱いやすい生地です 

※軽い生地だと動画のように ふわっと広がります。 

ジャガード 織りで模様をいれてある生地。厚さにも色々あるので薄いものを使いたい場合は、最低前身頃の裏全

体に接着芯を貼ると見栄えがいいですよ 

 

ボタンはものによって色落ちする事もあります。 

縫い付ける前に裏側を水をしみこませたティッシュなどで吹いて確認するといいですよ。 

色落ちするものは洗濯時に必ず取り外してください。色うつります 

http://yousai.net/
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2158498&pid=873231779&vc_url=http%3a%2f%2fstore%2eyahoo%2eco%2ejp%2fkijinokato%2f003%2ehtml
http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2158498&pid=873231779&vc_url=http%3a%2f%2fshopping%2eyahoo%2eco%2ejp%2fsearch%3fp%3d%25CC%25CA%25A1%25A1%25A5%25C4%25A5%25A4%25A5%25EB%26cid%3d2276%26X%3d2

