
 

 

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。 

■ 表   ■ 裏 

 

型紙の前後のスカートの線について。 
上半⾝の前と後のウエストの⻑さは異なります。 
それに対応してスカートも⼤きさが違います。 
前スカートは緑の線、後スカートは⾚の線で図のように切ってく
ださい 
 

 

前スカートは半分に折った布の折り⼭に型紙を合わせて切ると左
右対称になります。 
後ろは布を表側同⼠が内側になるように2枚重ねて切ると左右対
称になります。 
1枚ずつとりたい場合は1枚は型紙を裏返してとってください 
 

 

指定がない限り洋裁⼯房の型紙の縫い代は1ｃｍです 
前中⼼と前脇。 
後中⼼と後ろ脇を表同⼠が内側になるように重ねて１ｃｍの幅で
縫ってください。 

縫い代は左右に折って下さい。 
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中央の部品と脇の部品のところは縫う場所
と縫い代の端の⻑さが異なるので、端を合
わせると⻑さが合いません。 
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⻑いので図
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）の⻑さは等しい。 
⻘（縫い代の端）はピンクの線に⽐べ、前中央側は短く、脇側は
⻑くなる。 

 

後の中央側と脇側のスカートを１ｃｍの幅で縫ってください 

 

後スカートのファスナーを付ける位置から下を１．５ｃｍの幅で
縫ってください。 
ピンクの印の所を「 あきどまり 」といいます。 

ここも縫い代は左右に折ってください。 

 

前の中央側と脇側のスカートを１ｃｍの幅で縫ってください。 
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表を上にしたスカートに後⾝頃（胴体）を裏を上にして重ねてく
ださい。 
１ｃｍの幅で縫ってください 
縫い代は上側へ折ってください。 

 

後⾒頃を起こして、切り替えの縫い代を固定してください。 
縫い代を⾝頃側に折って表側の縫い⽬から5ｍｍ離れた所を縫っ
てください。 

ファスナーをつける 

 

ファスナーをつける位置を駆り固定してく
ださい。 
ここはファスナーをつけたらほどくので、
返し縫いはせずに１．５ｃｍの幅で縫って

ください。 
このとき縫い⽬の⻑さを⻑めにして、⽬⽴つ⾊の⽷に交換すると
後でほどきやすくなります。 
返し縫い＝縫い始めと縫い終わりを２〜３針往復してほつれにく
くする縫い⽅ 
ここを縫っておかないとにファスナーの⼀番下がずれます。 

 

縫ったら、縫い⽬の⻑さを2〜3mmに戻し、アイロンで縫い代を
左右に広げてください。 
これを洋裁⽤語で割るといいます 
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   あれば熱接着の両⾯テープをファスナーの表⾯に貼って
ください。 
裏を上にして⽣地を置いてください。 
熱接着の両⾯テープのはくり紙をはがしてください。 
縫い代の上に、裏を上にしたファスナーを置く。 
アイロンで固定してください。 

 

熱接着の両⾯テープが無い場合 
なければ⼿縫いで2ｃｍくらいの⼤きい縫い⽬でしつけ⽷でファ
スナーと、縫い代だけを開きどまりの所まで⼤雑把に縫ってくだ
さい。 

 

⽷きりハサミやリッパーで2番⽬に縫っ
たファスナーをつける部分の⽷をほど
いてください。 

    

 

   ミシンの押さえをコンシールファスナー押さえに替えてくださ
い。 
このコンシールファスナー押さえは⼀般的な家庭⽤ミシンであれ
ば数百円で購⼊ができます。 
最近は付属のものもあります。 
お洋服を作る⼈は1つ持っておくと便利ですよ。 
左側は軸から替えるタイプ、右は後のボタン押して押さえを交換
するタイプ⽤ 
ミシンによって 
コンシールファスナー押さえはこのように裏側に溝が⼊っていま
す。 
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この溝にファスナーのムシ（レール部分）を⼊れて縫うと、ファ
スナーのムシのそばギリギリを縫うことができます 
そして開きどまりまで縫ってください。 
  

ウエストを縫う 

 

前⾒頃を前スカートに合わせて１㎝幅で縫ってください。 

 

⾒頃を起こして縫い代を押さえるために表から縫ってください。 
ウエストの縫い⽬から5ｍｍはなれたところを縫ってください。 
縫い代は⾒頃に向けて折ってください。 

肩と脇を縫う 

 

前⾒頃と後⾒頃を表同⼠が内側になるように重ねて肩と脇を1ｃ
ｍの幅で縫ってください。 

 
アイロンで縫い代を左右に折ってください。 

えりぐりを縫う 
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⾒返し を表同⼠が内側になるように重ね、肩のところを１ｃｍの
幅で縫ってください。 
図は後ろの⾒返し⽚⽅だけですが両⽅縫ってください。 

 

えりの上に⾒返しを重ねてください。 
ファスナーから3〜5ｍｍ隙間が開くように⾒返しの端を裏へ折っ
てください。 
折ったまま１ｃｍの幅で縫ってください。 
えりの縫い代のカーブの所は切込みを忘れずに⼊れてください。 
切込みを⼊れず⾒返しをを裏がえすと引きつった感じになりま
す。 
縫い⽬を切らないように気をつけてね。 

 

⾒返しを上に向かって折ってください。 
ファスナーを裏に折ってください 

  

⾒返しを裏へかぶせてください。 
アイロンをかけて形を固定してください 

 

えりの端から5ｍｍの所を縫って⾒返しを固定してください。 
裏返して⾒返しを⼿縫いでまつり縫いをしてください。 

すそ 
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アイロンで2ｃｍ裏へ折ってください。 
すそをあげるときスカートのすそがカーブ
していると、カーブの弧は内側と外側では
⻑さが異なるので、 
折りあげた時端がだぶついてしまいます。 
すその縫い代の２倍の幅の所に印をつけて
ください。 

 

フレアスカートのようなすそのカーブのきついデザインは左のよ
うにすその縫い代がずれてねじれてしまいやすいです。 
こういう場合は、熱接着の両⾯テープを使うと⽣地がずれませ
ん。 

 熱接着の両⾯テープ 

 

印から５ｍｍはなれたところに熱接着の両⾯テープを貼ってくだ
さい。 

 アイロンで出来上がり線で折る。 
そのまますそ上げをすると、 端の⽅ が出来上がりの⻑さより⻑い
ので、しわがよったり綺麗にすそ上げが出来ません。 
このように⻑さの差がだぶつきになります。 

 

すそから3〜５ｍｍくらいの所に、ギャザーをよせてください。 
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ギャザーの縫い⽅ 

 

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ダブつきます。 

 

１．５ｃｍの幅で縫ってください。 
こうすると⽣地がねじれずにすそがあげられます。 

そでつけ 普通の⻑袖と半そで それ以外は下にあります 

 
この型紙の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。 
ギャザーを寄せると右側のように⽴体的なそでになります。 

 

ミシンの上の⽷調整を元に戻してください。 
表側が内側になるように折って、そで底を縫ってください。 

 

表側にひっくりかえしてください。 
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。 
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⾒頃（胴部分）は裏返して 、 そでは表にひっくり返してくださ
い。 
⾒頃の中にそでを⼊れてください。 

 

そでを⾝頃の中に⼊れて、そで⼭と脇をピンでとめてください。 
ギャザー縫いの⽷を引っ張って⻑さを調節しながら均等にピンを
刺してください。 

 

慣れていない⼈は端から7ｍｍのところを仕付け⽷で⼿縫いして
ください。 
縫い⽬の幅は１〜１．５ｃｍくらいの⼤きな縫い⽬で縫ってくだ
さい。 

 

そでを1ｃｍの幅で縫ってください。 
そでがついたらしつけ⽷は抜いてください。 

スプリングホックをつける 
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えりの後ろのファスナーの上にスプリングホックを付けてくださ
い。 
ホックの⽳に針を通してください。 
 

 

利き⼿で⽷を持ち、反対の⼿で針を固定してください。 
針に1周⽷を引っかけて輪を作ってください。 
⽷を引っ張って輪を締めてください。 
⽷を親指で押さえて針を引き抜いてください。 
これを繰り返してください。 
こうすると⼀針⼀針が強くなりますし、⼀か所⽷が切れてもすべ
ての⽷がが抜けたりしなくなりますよ。 
縫う数は決まりはありません。 
 

 

だいたい１つの⽳に付き4〜8針程度で充分です。 
太い⽷より細い⽷の⽅が強度が弱いので多めに縫ってください 
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。 
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ジゴ（パフ）スリーブの作り⽅ 

 

 

 

パフ部分の上下にギャザーを寄せてください。 

 

左右を間違えないように、注意してください。 
表を上にしたベースのそでの上に、パフ部分を裏返し、しか
も上下逆に置いてください。 
中⼼に多めに、両端は５、６ｃｍはギャザーを寄せずに調節
して縮めて縫ってください。 

 

 
裏返ったパフ部分を起こし、そで⼭に重ねてください。 
そで⼭の端から５ｍｍの所を縫ってください。 
 

 

⽷調整を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。 
 
※ここからは上の普通のそでと同じなのでそちらを⾒てくだ
さい 
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半そでパフスリーブの作り⽅ 
 

 

 
カフスの縫い代1ｃｍをアイロンで内側に
折ってください。 
 

 

半分に折ってください。 

 

 
そで⼭の中⼼に印を付けてください。 
（これは位置合わせに必要です）そで⼭
とそで⼝の縫い代に2本ギャザーを寄せ
てください 
 

 

 そで底を縫ってください。 
 
 

 

カフスも脇を縫ってください。 

 縫い代は左右に広げてください。 
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そで⼝のギャザーを縮めてカフスと同じ
⻑さになるように調整してください。 
引っ張るのは下⽷を引っ張ってくださ
い。上⽷を引っ張ると⽷がしまってギャ
ザーを寄せにくくなります。 

表替えした袖に、裏返したカフスを重ね、⾚い部分を縫って
ください。 

 

 
カフスをアイロンでつけた折り⽬どおりに折り返してくださ
い。 
 

 

そで⼝とカフスの境⽬から5mmの所をミシンで縫ってくだ
さい。 
慣れていない場合はしつけ⽷で境⽬から２〜３mmの所を⼿
縫いしてから、ミシンをかけるとぬいやすくなります。 
お好みで袖⼝にレースやフリルをつけて下さい。 
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必要な材料 

□　表布　型紙についている1/10サイズの型紙を付属の説明漫画を参考にはかってください 

□　接着芯　30ｃｍ 

□　コンシールファスナー５２ｃｍｋ以上のもの 

□　スプリングホック 

□　生地にあった色のミシン糸 

 

オススメの生地 

普段着なら綿ツイルやポリエステルアムンゼン、あまり厚くないウールなどが作りやすいと思います 

コスプレなら光沢が不要な場合ポリエステルツイルやポリエステルアムンゼン、光沢が欲しいなら、ポリエステル

サテンなどがいいと思います。 

・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。 

扱っているお店によって厚さと、張りが異なるので、通販の場合はサンプルを取り寄せたほうが失敗がないと思

います。 

・  綿ツイル 

どこの手芸店でも比較的手に入りやすく、ジーンズの生地よりは薄く、チノパンくらいの厚みのある生地 

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 

・  アムンゼン 

柔らかくドレープ感のあるデザインに向いています。 

化繊なので軽く、しわが入りにくいで   す。 

ポリエステルツイルより軽いです。 

ややテロテロしているので裁断のとき少しずれやすいです。 

ポリエステルツイルでも記載しましたが、同じ商品名でもお店によって仕入先が異なるので、張りや厚みが違う

ものがあります。 

特に通販で買う場合は一度サンプルを取り寄せてからお買い物するといいと思います 
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