
(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 



F04 ラグランワンピース説明書　ver2.00

パッチポケットをつける場合は、【P01 パッチポケットセット】（無料）をご利用ください。

シームポケット（脇ポケット）がつけられます。
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F04 ラグランワンピース ver2.00

身丈

袖丈

身幅

基本パターン【ラグランワンピース】

フリルスリーブはノースリーブです。

前開き

パフスリーブ
短冊開き

フリルスリーブ

脇を少し上に伸ばし、ゴムを通して

一枚でも着られるようにしました。

☆付属パターン

アレンジできます。

(c)saku*labo p.1

家庭用ミシンでも作りやすい、薄手～普通の厚みの布帛素材を想定して作成しています。

袖３種（ギャザー、パフ、フリル）、丈３種（ミニ、基本、長め）、他前開き、短冊開きタイプにも



ヨークスカート（F01,F02／別売）と組み合わせて、いろいろなワンピースが作れます。

☆組み合わせパターン

＋ヨークスカート（F01,F02） 12011010090

43.6 47.3

51.647.543.439.3

36.2 39.9

43.139.836.533.1

37.635.132.530.0

＋ヨーク３段・３段目

＋ヨーク２段・２段目

＋ヨーク３段・２段目

＋ヨーク下

身丈

身丈

ヨークから
下の部分

ヨークスカートと縫い合わせやすいように

パターンを修正した型紙です。

＜型紙構成＞

基本パターン

Ｃラグランギャザースリーブ

Ｇラグランパフスリーブ

Ｍ前開き

Ａ前ワンピース

Ｂ後ろワンピース

Ｈパフスリーブ袖口布

Ｋフリルスリーブ（大）

Ｌフリルスリーブ（小）

Ｎ前短冊布

Ｏ後ろ短冊布

Ｉ前ワンピース（フリルスリーブ）

Ｊ後ろワンピース（フリルスリーブ）

組み合わせパターン

ｃ前身頃（＋ヨーク３段・２段目）

ｂ後ろ身頃（＋ヨーク下）

ａ前身頃（＋ヨーク下）

ｄ後ろ身頃（＋ヨーク３段・２段目）

ｅ前身頃（＋ヨーク２段・２段目）

ｆ後ろ身頃（＋ヨーク２段・２段目）

ｇ前身頃（＋ヨーク３段・３段目）

ｈ後ろ身頃（＋ヨーク３段・３段目）

ｌ後ろ身頃（＋ヨーク３段・２段目／フリルスリーブ）

ｋ前身頃（＋ヨーク３段・２段目／フリルスリーブ）

ｊ後ろ身頃（＋ヨーク下／フリルスリーブ）

ｉ前身頃（＋ヨーク下／フリルスリーブ）

ｍ前身頃（＋ヨーク２段・２段目／フリルスリーブ）

ｎ後ろ身頃（＋ヨーク２段・２段目／フリルスリーブ）

ｏ前身頃（＋ヨーク３段・３段目／フリルスリーブ）

ｐ後ろ身頃（＋ヨーク３段・３段目／フリルスリーブ）

(c)saku*labo p.2

Ｄ前見返し

Ｅ後ろ見返し

Ｆシームポケット

付属パターン



材料

その他条件の用尺に関しては別途ご質問ください。

生地の用尺は、「基本パターン」を「長め丈、ゴム通しに綾テープ等使用、生地幅110cm」で作成すると
いう条件で計算しています。

９０ １００ １１０ １２０

生地（１１０cm幅） 80 90 95 130

ゴム通し用綾テープ等

平ゴム

(12mm幅)

（6mm幅）

バイアステープ
（両折12mm幅）

肩

袖口

肩

袖口

縫い代

見返し

1

2

3

4

5

6

基本パターン材料

15 × 45 15 × 45 15 × 50 15 × 50

25 × 2本24 × 2本23 × 2本22 × 2本

14.5 × 2本14 × 2本13 × 2本12.5 × 2本

接着芯

※1　ゴム通しを共布で作る場合は、生地用尺に＋5cmとなります。　　　　は不要です。1 2

※2

※1

作成するデザインによって、追加・削除・差し替えとなる材料もあります。ご注意ください。

※2 平ゴムは長いまま余分に用意してください。

(c)saku*labo p.3

24 × 2本 25 × 2本 26 × 2本 28 × 2本

45 × 2本 49 × 2本 51 × 2本 54 × 2本

24 × 2本 26 × 2本 28 × 2本 29 × 2本



F04 ラグランワンピース作り方　ver2.00

＜使用型紙＞

Ｃラグランギャザースリーブ

Ａ前ワンピース

Ｂ後ろワンピース

ラグランワンピース

【基本パターン】

(c)saku*labo

作りたいタイプに必要な型紙を印刷してください。

基本パターンの作り方を説明していきます。付属パターンの使用方法は後述します。

p.1

図はサイズ１００の場合です。
使用するサイズによって貼り合わせ枚数・のりしろ位置が異なります。

１．型紙を作る

Ａ前ワンピース Ｂ後ろワンピース

＋

＋

＋
＋

＋

＋

型紙のグレーの部分（見返し）は接着芯を貼ります。

Ａa 接着芯（前見返し）
Ｂa 接着芯（後ろ見返し）

＋

Ｃラグランギャザースリーブ



２．生地を裁断する

(c)saku*labo p.2

生地は地直しをして地の目を整えてください。

このマークの部分は、

裁断します。

二つ折り（輪）にした布に沿わせて

Ａ前ワンピース Ｂ後ろワンピース
（１枚）（１枚）

輪 輪Ｃラグランギャザースリーブ
（左右　各１枚）

Ｃ（袖）は二つ折りにした布の上に型紙を置き、

２枚一緒に裁断する。

または、

必要な印等をチャコペンなどで記入する。

１枚目を裁断し、型紙を裏返してもう１枚裁断する。

＜生地配置例＞

110cm

A

C
CC80cm

90cm

A
B B

型紙の配置例です。裁断前に生地の上に型紙を置いて確認してください。

C

サイズ９０ サイズ１００



95cm

A

A

B
B

C

C

CC

130cm

サイズ１１０ サイズ１２０

(c)saku*labo p.3

３．接着芯を貼る

接着芯も生地と同じように裁断します。

ニット地の接着芯が万能ですが、伸縮方向にご注意ください。

切り取った接着芯を、前後各ワンピースの見返し（裏）にアイロンで接着します。

（裏）

接着剤がアイロン等につきやすいので、

あて紙（ハトロン紙等）をお使いください。

各一枚

※方向性のない生地 （例）サイズ１２０

115cm

平織りの無地や水玉模様等、生地に方向性がない場合は、

差込みで配置（上下を区別しない）することにより使用生地を
少なくできることもあります。



(c)saku*labo

（裏）

ステッチ

＜完全三つ折り＞

仕上り線で二つ折り。

仕上り線

アイロンをかけてから、
開く。

合わせて折る。
今度は仕上り線に端を

仕上り線

折る

折る

もう一度仕上り線で
折る。

折り端にステッチ。

（表）

ミシンを使って縫っていきます。

厚地の場合は、縫い代はジグザグミシン・ロックミシン等で始末してください。

直線縫いのミシンで、縫い代は折伏せ縫いや割伏せ縫いで始末しますので、厚地には適さない作り方です。

４．両袖の端を完全三つ折りにする

５．袖を作る

p.4

12mm幅

ゴム通し布の両端を、中心で合わせて折る。

(1)ゴム通しを作る（肩側・袖口側同様）

ゴム通しには、12mm幅程度のバイアステープ・綿テープ・綾テープ等をお使いください。

生地で作るのも可能ですが、厚地は向きません。

※ゴム通し部分を生地で作る場合

（裏）

折りしろを中にして縫いつける。（肩側のみ）

(2)肩側のゴム通しを縫いつける

余分なテープ（布）はカットする。



袖下を中表で合わせ、折り伏せ縫いか割り伏せ縫いをする。

袖下を縫い合わせる。

※ワンピースにシームポケットをつける場合は、

割り伏せ縫いをしてください。

（裏）

＜折り伏せ縫い＞

ワンピース身頃の脇も同様に折り伏せ縫いにする場合は、互い違いになるように縫い代を倒す。

（例）袖→後ろ側、身頃→前身頃側

（裏） （裏）
（裏） （裏） （表） （表）

布を開き、縫い代を 布を表に返し、

開く

倒す

片方の縫い代を
半分にカット。

（ステッチする側の布）

もう片方の縫い代を

二つ折りにして包む。 ステッチ側に倒す。 ステッチをかける。

＜割り伏せ縫い＞

（裏）

縫い代を半分に折る。

（裏）

もう片方の縫い代も
半分に折る。

（裏）

縫い代を割る。

（表）

布を表に返し、

ステッチをかける。

返す

袖口には返し縫い。

(3)袖下を縫い合わせる

返す

(c)saku*labo p.5



ゴム通し口

10mm程折り込んで縫いつける。

つけ始めは、縫い合わせたところからずらす。
（重なると縫いづらいので。）

(4)袖口のゴム通しを縫いつける

※12mm幅程度のバイアステープ、綿テープ、綾テープ等でも可。

袖口側はギャザースリーブのみ

（表）

（裏）

(c)saku*labo

（裏）8mm

指定のゴム寸法に印をつけておき、長いままゴムを通す。

ゴムと袖の端を合わせて縫いとめる。

印

縫いとめる

ギャザーをゴムの目印までよせて反対側も縫いとめる。余分なゴムは切る。

ゴム幅５～６mm

（裏）

（ゴムは長めに用意する。ゴムの寸法は縫い代込。）

(5)肩側のゴム通しにゴムを通す

シームポケットをつける場合は、＜割り伏せ縫い＞になります。

＜折り伏せ縫い＞か＜割り伏せ縫い＞で、身頃の両脇を縫い合わせる。

詳細は付属パターンの説明を参照。

６．前後ワンピースの両脇を縫い合わせる

p.6



(1)見返しの準備

アイロンで見返し部分に接着芯を貼る。

前身頃、裏身頃とも貼ってください。

（表）

（表）

（裏）

見返しを折って袖をはさみ、

合印を合わせて止めなおす。

合印を合わせて待ち針等でとめる。

身頃と袖を中表で重ね、

ずれるのが心配な場合は、しつけをする。

（裏）

前後各身頃と中表で重ねて縫い合わせる。

（表）

（裏）

＜別布の見返し＞

（裏）

（裏）

縫い代を折る。

縫い代を折る。

(2)身頃と袖を縫い合わせ、見返しを仕上げる

(c)saku*labo

（裏）

７．袖とワンピース身頃を縫い合わせる

p.7



袖と身頃を縫い合わせる。

この時、見返しの折り上げた縫い代の少し上から、

（縫い代10mm）

両折バイアステープを一緒に縫いつける。

前身頃
後ろ身頃

バイアステープで包める幅で縫い代をカットする。

【縫い代をバイアステープで包む場合】

前身頃
後ろ身頃

カットした縫い代をバイアステープでくるみ、

テープの際を縫う。

後ろ身頃（裏）前身頃（裏）

縫い代（バイアステープ）は身頃側に倒す。

見返しを返す。

後ろ身頃（裏）前身頃（裏）

【バイアステープを身頃に縫いつける場合】

バイアステープを身頃（裏）側に倒し、

縫い代を挟んでアイロンで整える。

身頃の袖ぐりに沿ってバイアステープを身頃に縫いつける。

(c)saku*labo p.8



袖口に指定寸法のゴムを通す。

裾を＜完全三つ折り＞で始末する。

完　成

ラグランギャザースリーブ

(c)saku*labo

（表）

しつけ、または接着テープなども可。

アイロンで全体を整え、見返しを待ち針などで固定する。

前後各見返しの際にステッチをする。

８．見返しにステッチをする

９．裾を始末する

１０．袖口にゴムを通す

p.9



＜追加パターン＞

Ｄ前見返し

Ｅ後ろ見返し

★付属パターン１【別裁ち見返し】

「基本パターンの作り方」と合わせてご覧ください。

９０ １００ １１０ １２０

別裁ち見返し

見返し

生地は共布でも別布でも大丈夫です。

１．型紙を作る

前後各ワンピース（Ａ・Ｂ）の見返し部分を切り取る。

Ｄ前見返し Ｅ後ろ見返し

２．生地を裁断する

Ｄ・Ｅの前後見返しには、全面に接着芯を貼りますので、裁断前に接着芯を貼ります。

（裏）

接着芯を生地の裏側に貼り、型紙をのせて裁断する。
各一枚

３．接着芯を貼る

省略します。

以降同様です。

(c)saku*labo

４．両袖の端を完全三つ折りにする

15 × 5015 × 5015 × 45生地 15 × 45

p.10



＜追加パターン＞

「基本パターンの作り方」と合わせてご覧ください。

★付属パターン２【シームポケット】

Ｆシームポケット

９０ １００ １１０ １２０

シームポケット

ポケット

あまり厚手の生地は向きません。

１．型紙を作る

切り取り線で切り取ってください。

袋縫いで仕上げる仕様なので、縫い代は15mmになっています。

Ｆシームポケット

２．生地を裁断する

１つのポケットにつき、左右対称で各１枚必要です。

生地を折り重ねて二枚一緒に裁断。

または、

一枚裁断後、型紙を裏返してもう一枚裁断。

～

同様です。

５．袖を作る３．接着芯を貼る

(1)ポケットを袋縫いで作る

＜袋縫い＞

布端を袋の中に包んで始末する縫い方。

仕上り線

（表）

布を外表で合わせ、端
から縫い代の半分弱の
ところを縫う。

仕上り線

縫った縫い代を 仕上り線を縫う。

仕上り線

挟んでそれぞれ折る。

（裏）

（中表になる）

「６．前後ワンピースの両脇を縫い合わせる」は差し替えになります。

６．前後ワンピースの両脇を縫い合わせ、シームポケットをつける

(c)saku*labo

25 × 40 25 × 40 25 × 40 25 × 40生地

p.11



(c)saku*labo

（表）

15mm

5～6mm

布端から5～6mmのところを縫い合わせる。

外表でポケット布を重ね、

返し縫い

あける

縫い始めと縫い終わりに返し縫い。

※ポケット布は、完成時にポケットの内側になる方が表です。

ワンピースに縫いつける縫い代分は縫わずに開けておく。

カーブの急なところに
切り込みを入れる。

表に返し、
アイロンをかける。

（裏）

（裏）
返し縫い

15mm
あける

仕上り線を縫う。

15mm
（裏）

ポケットの縫い代をアイロンで割る。

（ポケット口の仕上り線で折る。）

(2)ワンピースの前後身頃の両脇を縫い合わせる

ポケット口寸法

サイズ 寸法

９０

１００

１１０

１２０

95 mm

90 mm

100 mm

105 mm

ポケット口を開けて、前後身頃の脇を縫い合わせる。

返し縫い

p.12



(c)saku*labo

各身頃の縫い代とポケットの縫い代を縫い合わせる。

※身頃を一緒に縫わないように注意。

（身頃とポケットの縫い代を一緒に折りこむ。）

ステッチをかける。

アイロンで身頃の縫い代を割る。

ポケットと身頃のポケット口の位置を合わせ、重ねる。

(3)ポケットをワンピース身頃の縫い代につける

13mmくらい

中心から1～2mm開ける

７．袖とワンピースを縫い合わせる

以降同様です。

p.13

割り伏せ縫いの方法で縫い代を割る。



＜差し替え・追加パターン＞

Ｇラグランパフスリーブ（Ｃラグランギャザースリーブと差し替え）

(c)saku*labo

Ｈパフスリーブ袖口布（追加）

★付属パターン３【ラグランパフスリーブ】

９０ １００ １１０ １２０

10 × 60生地 10 × 6010 × 5510 × 55

ラグランパフスリーブ材料（追加）

袖口布

基本パターン材料の　　　　は不要です。2 4

１．型紙を作る

＋

Ｇラグランパフスリーブ Ｈパフスリーブ袖口布

２．生地を裁断する

Ｈパフスリーブ袖口布

合印をチャコペン等で記入してください。

同様です。

（裏）

ステッチ

（３）まで同様です。

★袖口布を作る

３．接着芯を貼る

４．両袖の端（肩側）を完全三つ折りにする

５．袖を作る

p.14



(c)saku*labo

輪にした袖口布と合印を合わせてマチ針等でとめる。

下糸を引いてギャザーを作り、

★

★

↓

★

★

★

★

★
★

袖口の縫い代の端から7~8mmのところに

ギャザー用のミシンをかける。

7~8mm(裏)

（表）

縫い代は割る。

（裏）

下の手順を参考に袖にギャザーをかけ、袖口布をつける。

＜ギャザー＞

縫い合わせ線

合印

縫い代

2~3mm

合印をつけ、
粗めのミシンで
縫い合わせ線より2~3mm
縫い代側のところを縫う。
返し縫いはしない。

寄せ、寸法を合わせたら
アイロンでギャザーを
固定する。

縫い合わせる布の合印
とギャザー布の合印を
合わせ、
マチ針等で固定する。

縫い合わせる。
通常の縫い目で下糸を引いてギャザーを

合印

★袖口を作る

袖口布の両端を中表で合わせ、縫い合わせる。

p.15



(c)saku*labo

10mm

縫い代の端から10mmのところを縫い合わせる。

12mm

8mm

14mm さらに12mm,14mm,8mm幅で順に内側に折って

縫い代を袖口布で包む。

縫い合わせたところで折り上げ、

縫い合わせた縫い目のきわや割り目にかけるミシン。

＜落としミシン＞

↑
縫い合わせた部分

↑

ベルト等
（表）

（表）

縫い合わせた部分

見返し等をとめる時。

（割り目）

（表）

袖口布

表側 裏側

袖布

1~2mm

袖口布と袖布を縫い合わせたところに、

落としミシンをかける。

袖口布

袖布

（５）以降は同様です。

p.16



21 4基本パターン材料の、　　　　　　　は不要。5

※1 平ゴムは長いまま余分に用意してください。

フリルを一重にする場合は、　　が必要になります。1

平ゴム（6mm幅）

バイアステープ
（12mm幅両折）

※1

縫い代

脇

フリルスリーブ材料（追加）

(c)saku*labo

フリルスリーブ

＜差し替え・追加パターン＞

Ｌフリルスリーブ（小）（追加）
Ｋフリルスリーブ（大）（Ｃラグランギャザースリーブと差し替え）

Ｉ前ワンピース（フリルスリーブ）（Ａ前ワンピースと差し替え）
Ｊ後ろワンピース（フリルスリーブ）（Ｂ後ろワンピースと差し替え）

９０ １００ １１０ １２０

★付属パターン４【フリルスリーブ】

１．型紙を作る

Ｉ前ワンピース、Ｊ後ろワンピースは、基本パターンのＡ、Ｂと同様に貼り合わせてください。

Ｋフリルスリーブ（大）、Ｌフリルスリーブ（小）は切り取ってください。

２．生地を裁断する

基本パターンを参考に裁断してください。

３．接着芯を貼る

同様です。

フリルスリーブ（大）

フリルスリーブ（小）

（裏）

（裏）

ステッチ

両袖の端を完全三つ折りにして、

ステッチをする。

４．両袖の端を完全三つ折りにする

p.17
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大小二枚の袖を重ね、

ゴム通し口で縫い合わせる。

（表）

（表）
２枚の間にゴムを通し、縫いつける。

※一枚仕立ての袖にもできます。

その場合は基本パターンのギャザースリーブのように、ゴム通しを縫いつけてください。

５．袖を作る

※「(5)肩側のゴム通しにゴムを通す」参照

６．前後ワンピースの両脇を縫い合わせる

同様です。

７．袖とワンピース身頃を縫い合わせる

【バイアステープを身頃に縫いつける場合】を参照します。

後ろ身頃（裏）前身頃（裏）

バイアステープを身頃（裏）側に倒し、

縫い代を挟んでアイロンで整える。

身頃の袖ぐりに沿ってバイアステープを身頃に縫いつける。

後ろ身頃（裏）前身頃（裏）

バイアステープの中にゴムを通し、
指定の長さで、両端を縫いとめる。

ゴムを通す前に指定寸法に印をつけておく。

８．見返しにステッチをする

以降同様です。

(c)saku*labo p.18



＜追加パターン＞

「基本パターンの作り方」と合わせてご覧ください。

９０ １００ １１０ １２０

★付属パターン５【前開き】

Ｍ前開き

生地（110cm幅） 95 125115 160

前開き　材料（生地用尺差し替え、追加）

接着芯（追加） 前開き 65 × 360 × 350 × 3 55 × 3

ボタン（直径10mm） 5個

基本パターン材料の　　～　　も必要となります。1 6

前身頃の型紙に【M 前開き】の型紙を

＋

2cm この部分にのり付け

→

重ねて貼り付けます。

（前中心から2cm幅部分を重ねる。）

(c)saku*labo p.19

１．型紙を作る

見返しつきの前ワンピース・前身頃を使用します。

＋

＋

Ｍ前開き



２．裁断

左右各一枚。

一枚づつ裁断も可。

３．接着芯を貼る

（裏） （裏）

3cm幅の接着芯を裏面に貼る。

見返しの接着芯は、半分にして左右に貼る。

～

同様です。

４．両袖の端を… ７．袖とワンピース身頃を…

ここで前開きを作ります。

☆前見返しをアイロンで折る。

（裏）

縫い代1cm 見返し2cm

（裏）

開いて戻す

（裏）

(c)saku*labo p.20



（表）

見返しの上（2cm幅）を縫う。

中表で布を合わせ、

完全三つ折り

裾も仕上り通りに折って開きます。

＜裾側＞

裾側も同様に縫う。

☆見返しを縫う。

（表）

（裏）

＜裾側＞

縫い代は見返しの中に折り込む。

ステッチで見返しを抑える。

折り跡通りに折り直す。

８．見返しにステッチをする

以降同様です。

(c)saku*labo p.21



＜追加パターン＞

「基本パターンの作り方」と合わせてご覧ください。

９０ １００ １１０ １２０

(c)saku*labo

★付属パターン６【短冊開き】

Ｎ前短冊布
Ｏ後ろ短冊布

短冊開き　材料（追加）

生地 短冊開き 18 × 1617 × 1616 × 16 19 × 16

寸法は　縦 × 横、単位は cm です。

ボタン（直径10mm）

接着芯 短冊開き 14.5 × 413.5 × 412.5 × 411.5 × 4

基本パターン材料の　　～　　も必要となります。1 6

短冊のサイズを変更した場合、生地も接着芯も必要サイズが変更となります。

～

同様です。

１０．袖口にゴムを通す

ここから短冊開きを作ります。

４．両袖の端を…

１．型紙を作る

Ｎ前短冊布 Ｏ後ろ短冊布

その場合、必要な生地も変更になりますので、ご注意ください。

切り取ります。

各一枚

２．裁断

３．接着芯を貼る

（裏）
（裏）

短冊の長さを変更することもできますが、作図が必要になります。

※型紙は表側からみた図になっています。ご注意ください。

表側になる部分の裏面に接着芯を貼ります。

p.22
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10mm

15mm

10mm

（表）

a

b
20mm

a,bの長さは変更できます。

（表）

（裏） （裏）

（裏）

裏から見た図

短冊布を切らないように注意。

(c)saku*labo

変更した場合は、
Ｎ前短冊布・Ｏ後ろ短冊布の

作図が必要です。

90mm

100mm

120mm

110mm

(1)前身頃中心に短冊開きの切り込線を書く。

（裏）

★剣先型にしたい場合

※ｂ（短冊の幅）を変更した場合はできません。

（寸法が異なるため）

縫い代が重なる部分を切り取ります。

20mm

30mm

10mm

(2)前後の短冊布を縫いつけ、切り込みを入れます。

p.23



短冊の縫い代部分をよけ、

切り込みの三角部分を下に向けて折る。

（表）

（裏） （裏）

（表）

アイロンを使用してください。

短冊布を縫い目に沿って折る。

（裏）

反対の縫い代も折る。

裏返す

（裏）

切り込みの縫い代を包むように、

短冊布の上縫い代を折る。

前側に入れる

（裏）

短冊の仕上り線で折り、
縫い代は見えないように畳む。

前側に入れる。
下端の縫い代は折ってある三角の部分から

（裏）

裏返す

短冊の淵の周りにステッチをする。

裏から見ると

折り込んだ三角形部分を縫い留めるようにステッチ。

（表）

（裏）

(c)saku*labo

（表）

(3)下側の短冊を作ります。

p.24



後ろ側の短冊と同じように作っていきます。

（表）

よける

下側の短冊をよけ、前短冊にステッチをする。

（表）

下短冊の縫い代は5mm位に切る。

前短冊の縫い代を折り込んで、前後短冊を
揃えてステッチをして縫い合わせる。

★剣先型の場合

※短冊の裏面から見た図です。

カットしてある部分に
沿って折る。

折った三角の中心で折る。

→
表にする。

ステッチをする。
前後短冊を合わせて

(c)saku*labo

(4)前側の短冊を作ります。

p.25
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