
(c)saku*labo 

！はじめに必ずお読みください 

 

saku*labo(サクラボ)の型紙をダウンロードいただき、ありがとうございます。 

 型紙の使用の際は、下記の『saku*labo 型紙利用規約』をお守りくださいますよう、よろしくお願い申し上

げます。型紙を使用した場合は、『saku*labo 型紙利用規約』に同意いただいたものとみなします。 

 

 不明な点はお問い合わせください。 

 HP http://saku-labo.com/  E-mail info@saku-labo.com 

 

saku*labo 型紙利用規約 

 
１、利用権利者の範囲 

 
 型紙の使用は、購入及びダウンロードされたご本人様のみの権利とし、複製等で取得された場合は、利用を

ご遠慮いただきますようお願いいたします。 

 なお、ダウンロードされた方のご家族（御両親、お子様）のご利用は、例外として認めることとしますが、

必要以上に型紙の複製等（ＰＤＦの複製、型紙のコピーやプリント）を行うのはおやめください。 

 

２、保証 

 

 有料型紙のダウンロード可能期間は、ご購入日から一週間以内とさせていただきます。また、販売は

DL-MARKET になりますので、都合により販売方法・保証内容等に変更がある場合があります。当店での再ダウ

ンロードの保証期間は、販売停止後一年間とさせていただきます。 

 無料型紙については、予告なくダウンロードを終了する場合があります。 

 

３、禁止事項 

 

 以下の事項は禁止させていただきます。 

 

＜無料型紙の場合＞ 

・ダウンロードした型紙(ＰＤＦ)を複製、転載、配布、販売すること。 

・ダウンロードした型紙を元に作成した型紙等を、転載又は配布又は販売すること。 

・ダウンロードした型紙を使用して作成したもの（洋服等）を、販売すること。 

 

＜有料型紙の場合＞ 

・ダウンロードした型紙(ＰＤＦ)を複製、転載、配布、販売すること。 

・ダウンロードした型紙を元に作成した型紙等を、転載又は配布又は販売すること。 

・ダウンロードした型紙を使用して作成したもの（洋服等）を、無断で販売すること。 

 

※有料型紙を使用して作成した洋服等を販売する場合は、販売開始前にご連絡ください。販売自体は個人利用

の範囲内の場合は禁止ではありません。 

 

４、免責 

 

 当店の型紙を利用して発生した損害等の賠償は、型紙のご購入金額を上限とさせていただきます。 

 

５、規約の変更・改定 

 

 本規約内容は予告なく変更・改定される場合があります。 

2012.3.30 制定 

2013.1.18 一部改定 
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F01 : 台形スカート 説明書 ver1.20 
 

 

 基本的なウエストゴムのスカート型紙です。布帛素材(伸縮しない生地)を想定して作成していま

す。無料版は台形スカートのみの型紙になります。有料版は、台形スカート、ヨーク台形スカート、

ヨークギャザースカート、ヨーク２段ギャザースカート、ヨーク３段ギャザースカート、シームポ

ケット、切り替えポケットが作れる型紙となります。 

 

 

＜仕上がりサイズ＞ 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



(c)saku*labo   p.2 

＜パーツ一覧＞ 

 

無料型紙 有料型紙 

Ａ 前スカート 

Ｂ 後ろスカート 

 

(1) ウエストベルト 

※布帛スカート共通型紙(F-SK)より 

Ａ 前スカート 

Ｂ 後ろスカート 

Ｃ 前スカート(切り替えポケット) 

Ｄ 前スカート(ヨークスカート) 

Ｅ 後ろスカート(ヨークスカート) 

 

布帛スカート共通型紙(F-SK)一式 

 

＜F-SK 布帛スカート共通型紙 パーツ一覧＞ 

布帛スカート型紙に付属するセットです。 

ウエストベルトのみ、貼り合わせが必要です。 

型紙は都合により増減する場合があります。 

 

(1) ウエストベルト 

(2) 前ヨーク 

(3) 後ろヨーク 

(4) ポケット布(シームポケット) 

(5) 向こう布(シームポケット) 

(6) 前ヨーク(切り替えポケット) 

(7) ポケット布(切り替えポケット) 

(8) 向こう布(切り替えポケット) 

(9) 前後ヨーク２(ヨーク２段スカート) 

(10) 前後ヨーク２(ヨーク３段スカート) 

(11) 前後ヨーク３(ヨーク３段スカート) 
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＜スカート別 使用パーツ表＞ 
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＜材料＞ 

 

柄合わせは考慮していません。 

必要材料はあくまで目安です。型紙作成後、布地の上に配置する等で確認してください。 

ポケットは左右二つ分、共布で作製した場合で計算しています。 

ウエスト用ゴムは、伸縮具合、着用者のサイズ等によって必要量が変わります。ご注意くだ

さい。 
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＜型紙の貼り合わせ＞ 

 

貼り合わせが必要なパーツがあります。 
型紙を印刷したら、各パーツを切り取り、下のように貼り合わせてください。 
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F01 台形スカート、F02 フレアスカート　作り方（布帛用）

１．切り替えポケットをつける

(1) ポケット口に接着芯を貼る

裏

２～３mmずらして重ねる

裏

10mm

(控える)

(2) ポケット布をつける (3) ポケット布をめくってアイロン

縫い代を５mm程カット

裏

表

表
ポケット布

※図はヨークスカートの場合ですが、

縫い合わせ線でポケット布をめくり、
２mm程控えて折って、アイロンをかける

台形スカート本体につける場合も同様になります

※切り替えポケットをつけない場合は、２へ

p.1

[F01]

[F02]

台形スカート　(シームポケット 、切り替えポケット)

ヨーク台形スカート　(シームポケット、切り替えポケット)

ヨークギャザースカート　(シームポケット、切り替えポケット)

ヨークギャザー２段スカート　(切り替えポケット)

ヨークギャザー３段スカート　(切り替えポケット)

フレアスカート　(シームポケット)

ヨークフレアスカート　(シームポケット、切り替えポケット)

ヨークフレア２段スカート　(切り替えポケット)

ヨークフレア３段スカート　(切り替えポケット)



表

裏

(4) ポケット口にステッチ (5) ポケット布と向こう布を
縫い合わせる

向こう布

裏

表

返し縫い

ヨーク(スカート本体)はよける

縫い代をかがり縫い
(ジグザグかロック)

７～８mm ２mm程控える

(6) ポケットとヨーク(またはスカート本体)がずれないように縫いとめる

表

縫い代5mmくらい

縫い代はヨーク側に倒す

台形スカート本体

ヨーク

２．シームポケットをつける
※シームポケットをつけない場合は、３へ

(1)ヨーク１とスカートを縫い合わせる

＜ヨーク台形スカート＞

合印を合わせて縫い合わせ、

縫い代をかがり縫い
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縫い代 10mm

縫い合わせ線

3mm
3mm

下糸の糸調子をゆるめる
返し縫いなし

縫い目は3～4mm

スカート布にギャザーをよせる

縫い合わせ線から3mmと6mmのところに粗ミシンをかける

二本一緒に引いてギャザーをよせる

合印が合うように長さを調節し、アイロンをかける

合印が合うようにギャザーをよせる

ギャザー面を上にして、ギャザーを調節しながらミシンをかける

中表でヨークと縫い合わせる

縫い代は二枚一緒にかがり縫いし、ヨーク側に倒す

中表でヨークと縫い合わせる

縫い代は二枚一緒にかがり縫いし、ヨーク側に倒す (ヨーク台形スカートと同様)

(ヨーク台形スカートと同様)

＜ヨークギャザースカート＞

＜ヨークフレアスカート＞
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表側からの図

5mm

ポケット口にステッチ

返し縫い

折ってアイロン

ポケット布をスカートの

縫い代に縫いつける

縫い代 12mm

縫い代端は揃える

ポケット布の縫い代は
かがり縫いしておく

※右ポケットの図

返し縫い

＜台形＞ ＜ヨーク台形＞ ＜ヨークギャザー＞

(4) ポケット布を前スカートにつける

縫い代は開いてアイロンをかける

返し縫い

15mm

ポケット口

裏

前スカート

＜フレア＞ ＜ヨークフレア＞

※裏側です。

(3) ポケット口をあけて両脇を縫い合わせる
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(2) ポケット口に接着芯を貼る

後ろスカート 前スカート



返し縫い 返し縫い

スカート縫い代に縫いつける

向こう布を重ね、 ポケット布を縫い合わせ、

かがり縫いをする
スカート縫い代と一緒に

向こう布の端をかがり縫い

※ポケット口のステッチの

手前で縫い合わせる縫い代 12ｍｍ

(4) 後ろスカートに向こう布をつける

３．ヨーク、スカートの両脇を中表で縫い合わせる

＜台形＞ ＜台形・切り替えＰ＞ ＜フレア＞

縫い始めと縫い終わりに

返し縫いをしてください。

＜各ヨーク＞ ＜各段フレアスカート＞

※切り替えポケットつきも同様です

＜各段ギャザースカート＞

(1)中表で縫い合わせます。

「４．裾を始末する」に進む
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端を始末して二つ折りで縫う

厚地で三つ折りできない場合は、

二つ折りの場合

＜フレアスカートの場合＞

裾端から5mm位のところに

荒くミシンをかけます。

20mm

軽く引く

アイロンで押さえる

軽くギャザーをよせて

裾を仕上がり線で折ります。

４．裾を始末する

三つ折りにしてステッチ

(2)各縫い代をかがり縫いし、アイロンで割ります。

かがり縫い

ジグザグミシン

ロックミシン

※カーブがつけにくい場合は、アイロン定規（後述）をお使いください。
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10mm

※厚地には向きません。

かがり縫い

★二つ折り★三つ折り

裾をかがり縫いし、ステッチをかけます。裾を内側に折り、
三つ折りにしてステッチをかけます。

※アイロン定規（フレアスカート用）の使い方

30mm

20mm

10mm

(c)saku*labo
フレアスカート　裾定規

30mm

20mm

10mm

上図は1/2サイズです。線は5mm幅ずつです。

切り取って厚紙に貼ります。

折った縫い代にはさんでアイロンをかけます。

５．各ヨークと各段スカートを縫い合わせる
※図はフレアスカートです

※ギャザースカートは、「２」を参考に

ギャザーをよせてから縫い合わせてください。

★３段スカート★２段スカート

＋

ヨーク３

スカート3/3段目

ヨーク２

スカート2/2段目

＋＋

ヨーク１

スカート

ギャザーミシンの糸を調節しながら、

★１段スカート

※ヨークスカート以外は、６へ

縫い合わせ
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(1)下段から縫い合わせていく

p.7

30mm
20mm

30mm

20mm



ヨークを上に

縫い合わせ

ヨークを上に

スカート2/3段目

を重ねる

スカート1/2段目

を重ねる

ヨーク２　も、

重ねて縫い合わせ

ヨーク１　も、

重ねて縫い合わせ

を重ねる

スカート1/3段目
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ヨークを上に

ヨーク１　も

縫い代は

上に倒す

重ねて縫い合わせ

裏返して縫い代をかがり縫いします。

６．ウエストベルトをつける

(1)ベルトを作る

ベルト布の端を、ゴム通し口を開けて縫う

中表

拡大

5mm

15mm

15mm

返し縫い

10mm
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(2)縫い代を始末する
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縫い代はスカート側(下)に倒す

合印を合わせてベルトをスカートと

縫い合わせる 縫い代はスカート側(下)に倒す

縫い代をまとめてかがり縫い

ベルト中心で二つ折りにし、アイロン縫い代を開いてアイロン

(2)ベルトをつける

(3)ゴムを通す

ゴム端は重ねて縫います
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台形・切り替え ヨーク台形 ヨークフレアヨークギャザー

ヨーク２段ギャザー ヨーク３段ギャザー ヨーク２段フレア ヨーク３段フレア

完　成

台形 フレア

F01 F02

F01 F01 F01 F02

F02F02F01F01

p.10
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