
 

 

■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。 

型紙に指定された場所の裏に接着芯を貼ってください。 

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。 

 

 

ジャケットのえりと見返しの関係が分からないらしいので色分け

してみました。 

テーラードジャケットの特徴的なえりは折り返して作られている

ので、実は青色の部分は見返しなのです。 

えりや折り返しの部分だけ変えたい場合はえりと見返しの部分

だけ色を変えればいいんですよ 

 

えりの模様の向きによる見え方 

ストライプや柄、毛並みのある生地をイメージどおりに出したい

とき。 

どの向きに型紙を置いて取るかで見え方が違ってきます。 

線が横方向になるように切ると着たときは縦に線が出ます。 

縦に線が見えるように切ると、着たときは横に線が出ます。 

おおよそ90度の角度で出るように現れます 

（形によって微妙に変わります） 

男装用テーラードジェット（裏地なし）　1　　　　手作り服の作り方と型紙ＵＳＡＫＯの洋裁工房　　　　　http://yousai.net/　 

http://yousai.net/


 

前と後ののダーツの真ん中で折って縫っ

てください。 

前のダーツの縫い代にほつれ止めをして

ください。 

 

後中心を縫ってください。 

 

肩と脇を表側同士が内側になるように

重ねて縫ってください。 

すその縫い代をアイロンで折り目を付

けてください。 

 

中央の部品と脇の部品のところは縫う場所と縫い代の端の長

さが異なるので、端を合わせると長さが合いません。 

そこで合わせるのは端ではなく出来上がり線をあわせます。 

脇の縫い代は出来上がり線より長

いので図のように少し浮きますが浮

くのが正解です。 

待ち針を深く刺すと引きつったり縫う

ときに余計な部分を縫い込んだりし

やすいので、出来上がり線の上を1

～2ｍｍ刺すと縫いやすくなります。 

例　ピンク（出来上がり線）の長さは

等しい。 

青（縫い代の端）はピンクの線に比

べ、前中央側は短く、脇側は長くなる。 
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玉ぶちポケットを縫ってください。 

付けない場合は飛ばしてください。 

 

 雨ふた付きの服にする場合は先に雨ふたを作ってください。 

2枚重ねた布が内側同士が表になるように重ね（これを中表と

いいます）縫い代を縫作ってください。 

ひっくり返すために一部は縫いません。 

   

表に返して、アイロンで形を整えてください。 

端から5ｍｍの所を縫ってください。 

ボタンを付ける場合は、この時点でボタンホールを開けてくださ

い。 

ボタンホールの開け方はミシンの種類によって異なるので、ミシ

ンの説明書を見てください。 

 

ポケット布に型紙から図のように線を写してください。 

   

 身頃に描いたポケットの印と、ポケット布の印を合わせてくださ

い。 

この時身頃は表を上に、ポケットは裏を上にして重ねてくださ

い。 

ずれないようにしつけ糸を使って手縫いで固定してください。 

印か3～5mmくらい離れたところを縫ってください。 

近くを縫うとミシンで上を縫ってしまったとき、糸を抜くのが大変

になります。 
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裏から見るとこんな感じ 

   

ミシンで四角の印の上を縫ってください。 

 
ハサミで赤の印の上を

切ってください。 

この切り口からポケット布を裏へひっくり返してください。 

   

裏側へポケット布を引っ張り出したら、形を整えてピンで固定し

てください。 
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穴の端から3～5ｍｍの所をしつけ糸で縫ってください。 

 

たまぶち布(オレンジ色の生地）を半分に折ってください。 

　 

しつけ糸で玉ぶち布、ポケット布、表生

地を一緒に縫ってください。 

たまぶち布の端から5ｍｍの所を縫ってください。 

 

雨ぶたを付ける場合は、雨ぶたを重ね、仕付け糸で端から5ｍ

ｍの所を固定してください。 
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表にひっくり返して、ポケット

の穴から1～2mmの所をミシ

ンで縫ってください。 

この時点でしつけ糸は外し

てください。 

 

雨ぶたつきの場合は、雨ぶ

たを表に引っ張り出して、余

計ない所を縫い込まないよ

うによけて縫ってください。 

 

裏返して、もう一枚ポケット布を重ねてください。 

ポケット布同士の縫い代を縫ってください。 

 

ポケット布2枚一緒にほつれ止めをしてください。 

 

見返しのラペル（胸の反り返った部分）と衿の境の部分の切り

込みの位置とえりの印ががあうように、真上からまっすぐ針を

刺し、固定してください。 

（型紙に書かれた同じ記号を合わせる） 

肩側の角も衿の印と、身頃（胴体）の出来上がりの交点になる

所に針を刺してください。 
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１） 

　２） 

３） 

１）しつけ糸で、ミシンで縫う所から2～3mm離れた所を縫ってく

ださい。 

２）縫い始めは手動で、丁度交点に針が落ちるようにミシン針を

おろして縫ってください。 

３）縫い終わりも縫いすぎないよう注意して、スピードを落とす

か、手動でぴったり交点まで縫ってください。 

１） 

１）　首の横から後ろを縫ってください。（赤

い線の部分）　 

ここも、ミシンで縫うラインよりｓ～3mm離

れた所をしつけ糸で縫ってください。 

それからミシンで縫うと綺麗に縫いやすい

です。 

２） 

出来るだけズレたりしないように角がきちっと合うように縫ってく

ださい。 
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２） 

これが重なったりずれたりす

ると表から見たとき引きつっ

たように見えたりします。 

また、、余分な生地を縫いこ

んだりしないように、2番の図

のように生地をたたんで、出

来るだけまっすぐな状態にし

て縫うと綺麗に縫えます。 

 

カーブの所は引きつったりゴ

ロゴロしやすいので、ぬいし

ろに浅く切込みをいくつか入れておくと落ち着きます。 

（身頃側も） 

 

アイロンで縫い代を左右に折ってくださ

い。 

 

見返しににも同様にえりをつけてください。 

※見返しは前だけです。 

 

前身頃と見返しとえりを表側同士が内側になるように重ねてく

ださい。 
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えりの縫い代を縫い込まないようによけて、え

りの両端を、2枚合わせて縫ってください。 

 

衿の上を縫ってください。 

これも印をしっかりあわせて縫ってください。 

 

見返しの先からえりの境目までを縫って

ください。 

そして、最初に衿を縫った線と、合体する

ように縫ってください。 

 

この時もえりの縫い代を縫いこまないように注意して、縫い代を

よけてください。 
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前中心を縫ってください。 

表替えした時、角が引きつりますので、

図の赤い部分に縫い糸を切らない程度

切込みを入れてください。 

 

表がえす時に先が厚くならないように、縫い目から2mm離れた

角を切り落としてください。 

 

見返しを裏へひっくり返してください。 

 

端から5mmのところをミシンで縫ってくだ

さい。 

柔らかい雰囲気にしたい場合はアイロ

ンで形をととのえてください。 

 

浮いたえりを固定してください。 

えりは半分折り返しますから、厚み分表に見えるえりと、裏に隠

れるえりの長さが変わってきます。 

そのため型紙通りにえりのすそを折って中に入れると引きつっ

てしまうのです。 

なので、自然なカーブになるように出来上がり通りにえりを折っ

て、ピンで固定します。 

そして、えりのすそを折って内側に入れ、手縫いで縫って行くと

綺麗に仕上がります 
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見返しもえりと同様折り返しがありますから、いったん折って、

カーブのための余裕を入れてピンをシワが入らないように縫っ

てください。 

手縫いでまつって見返しを固定してください。 

 

すそを縫ってください。 

アイロンで縫い代を出来上がり線で折り

目をつけてください。 

ミシンで一直線に縫ってもいいですが、手

縫いでまつってもいいですよ。 

ま

つり縫い 

 

 

上側になる前身頃の中心側だけボタンホールを開けてください 

反対の前身頃の脇側にボタンをつけるてください。 

服の右前、左前についてですが 

人間の体は多少差はありますが左右対称なので 

型紙も左右対称に作ってあります 

なので前の重なりをかえるのはボタンと穴を逆にすればどちら

も作れますよ～ 

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。 

ボタンの付け方はミシンによって異なりますのでミシンの説明書

をご覧ください。 

 

 

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。 
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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。 

 

ミシンの上の糸調整を元に戻してくださ

い。 

2枚のそでを表側が内側になるように重

ねて両脇を1㎝幅で縫ってください。 

同じように裏地も縫ってください。 

アイロンでそで口を出来上がり線で折っ

てください。 

 

そでは表側が見えるようにひっくり返して

ください。 

裏返したままの身頃の中にそでを入れて

ください。 

脇→肩→印という順に待ち針を刺してくだ

さい。 

そでの山のギャザーの糸を引っ張って長

さを調整してください 
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手縫いで端から7ｍｍくらいのところを縫ってください 

縫ったら待ち針ははずしてください。 

全部を手縫いで作る場合はここは省略してください 

 

端から1ｃｍの所を縫ってください。 

縫い終わったら仕付け糸ははずしてください 

 

試着してそでの長さを確認してください。 

問題がない場合 

アイロンでそで口を2ｃｍ裏へ折って下さ

い。 

１．５ｃｍのところを縫ってください。 

袖の丈の調整は中に折る縫い代の幅を

増減して調整してください 

肩パットのつけ方 

男装用テーラードジェット（裏地なし）　13　　　　手作り服の作り方と型紙ＵＳＡＫＯの洋裁工房　　　　　http://yousai.net/　 

http://yousai.net/


 

同じ型紙で作った服の肩パットの有無の比較写真を撮ってみま

した。 

自分の作りたいシルエットに近いもので作ってください。 

肩パット+芯をつけると、市販のスーツのように肩が丸く柔らかく

仕上がります。 

ドミット芯とは目の詰まったわたのシートです。 

キルト芯よりも密度があってしっかりしています。 

 

ドミット芯をつける場合は 

横20ｃｍ縦3ｃｍに切ってください 

 

角があると表に形がひびくので、角を丸くしてください。 

そで山に角を落としたほうが袖口側に向くようにドミット芯をつけ

てください。 

裏地をつける場合はドミット芯、裏

地をつけない場合は、ドミット芯ではなく表地と同じ生地を斜め

45度の角度で切って作ってください 
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服を裏返した状態で袖の中にドミット芯をつけてください。 

 

縫う場所は縫い代より外側を縫ってくだ

さい。 

 

縫い方は手縫いでどんな縫い方でも構いません。 

ただ、出来るだけ布に対して垂直になるようにして縫ってくださ

い。 

 

肩パットは物にもよりますが左右対称ではないものは厚みがあ

る方が前、薄い方が後です。 

肩山も中央ではないので、中心より１ｃｍ前側に印をつけて、そ

こを肩の縫い代にあわせてください。す 

 

トルソーをお持ちであればトルソーに着せて、しわが入らないよ

うにピンで固定してください。 

ポイントは肩パットを出来上がり線より5ｍｍはみ出させる事と

です。 

これで袖が肩パットの上にのって丸くなります 
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手縫いで返し縫いをしてそでぐりの縫い代に肩パットを縫い付

けて下さい。 

反対側は手縫いで3～4回肩の縫い代に縫い付けてください。 

 

裏地の袖山は縫い代を内側（中に隠れる方）に折ってください。 

待ち針でそでぐりにとめてください。 

ギャザーを寄せてそでぐりと裏地そでが同じ長さになるように調

整してください。 

手縫で表に縫い目が出ないように裏地をぬいつけてください。 

裏に隠れる部分なのでしわはあまり気にしなくていいです。 

それより縫い代を余分に取りすぎて、引きつらないように注意し

てください 

お好みでそでなどにもボタンをつけてください 
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