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1. 裁断します。

1-1  型紙を準備します。

1-1-1

型紙をそのままプリントアウトします。
サイズはA4ですので、家庭用プリンタでプリントアウトできます。

この時、プリンタドライバーで必ず「拡大・縮小なし」（100％）に設定してくだ
さい。
型紙の上に描いてある□がぴったり１ｃｍ角になっていれば、正しくプリント
されています。

それを一番外側の線に沿って切り抜きます。

尚、頭囲５７ｃｍ以上のサイズは、一部貼り合わせる部分があります。
写真のように、同じ記号同士の線をセロハンテープで貼り合わせてくださ
い。

1-2-1

れんげ（クラウン部分）は、写真のように２枚に折った生地の上
に置いて、洋裁用文鎮または待ち針で留めます。

この時、矢印は布目（縦方向）に合わせます。

次に型紙のアウトラインを チャコペンで形どりします。

今回は６枚はぎなので、全て同じ生地で作る場合は、２枚に
折った生地に３つ写しとります。

慣れてらっしゃる方なら、チャコペンで描かずにそのまま生地を
切り抜いても結構です。

が、今回は最後にクラウンとサイドベルトがきっちりサイズが合
わないと、うまく縫い合わせることができないため、正確を期し
て描くことにしました。

合印がある場合はそれもしっかり、描き入れておいてください。
（代わりにノッチを付けてもかまいません）

1-2  型紙を生地に写します。
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1-3  生地を切り抜きます。

1-3-1

生地を切り抜きます。

２枚一度に切り抜いて、合計６枚の「れんげ」を作ります。
「れんげ」というのは、頭を包む部分（クラウン）のパーツです。

1-3-2

一部に他の生地を使う場合は、生地の厚さを
他と同じにします。

今回はとても薄いポリエステル生地をデニムと
一緒に使ったので、下にシーチングを２枚重ね
ました。

接着芯を貼っても結構です。

こうして、一枚の生地として、同じように裁断し
ます。

1-3-3

「わ」と描いてあるところは、生地を折り返した折り目に沿って置
きます。

「ブリム」（つば）は２枚切り出します。



～ キャスケット ～
　
 3

初心者でも『カッコイイ』服が作れる洋裁教室

キャスケット ～　作り方　～

1-3-4

「サイドベルト」と「サイズテープ」は、それぞれ１枚ずつで結構で
す。
やはり「わ」を折り目に当てて裁断します。

似たような形ですが、「サイドベルト」の方は一辺が若干傾斜してい
ます。
「サイドベルト」は表側、「サイズテープ」は裏側に付くパーツです。

1-3-5

「サイドベルト」は、すこーし傾斜が付いているので布目をあわせ
るときに気をつけます。

この傾斜が、このキャスケットの特徴の一つです。サイドベルトの
前が高くて後ろが低くなるので、ブカブカのクラウン部分が後ろに
少しテロンと垂れて、ちょっぴりルーズな感じが出ます。

切り抜いたら直角記号を生地にも付けておくといいですよ。

1-3-6

「接着芯用」と書いてあるものは、同様に接着芯の上に置いて裁
断します。

「接着芯用」はブリムもサイズテープも１枚ずつです。

1-3-7

「わ」の部分は中心になるので、折り目に印を書いておきます。
「ノッチ」に慣れてる方は、それでもかまいません。
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２.縫製します。

2-1  「クラウン」を縫います。

2-1-2

「れんげ」を中表に２枚合わせます。

2-1-2

生地をそろえて縫い合わせます。

生地の端から一定の幅で縫うには、写真のように、端から縫代
の幅のところに針をさし、「押さえ（押さえ金）」から生地の端が
どのくらい出ているのか確認します。

その「出ている」部分がいつも一定になるように目で追いながら
かけていきます。

このサイトでは、いつも最小限の道具でできるように御説明して
いますが、針板に目盛りがついている場合は、それを使っても
いいでしょう。

目盛りがついていない場合は、針から１cmのところにマスキン
グテープを貼っておき、それに生地の端が当たるように縫って
いくとカンタンに縫えます。
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2-1-3

「れんげ」のてっぺんはこのように反対側の縫代分を縫いのこしておいてくだ
さいね。

下は最後まで縫ってしまいます。縫い始めと縫い終わりは返し縫いしてくだ
さい。

ここは縫い残す

ここは端まで縫う

2-1-4

２枚縫い合わせたところへもう一枚、同じように中表にして縫い
合わせます。

ちょっとやりにくいので、待ち針で留めました。

３枚縫い合わせると、こんな風になります。
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ここは端まで縫う

てっぺんはこんな感じ。

穴が開かないように、縫い目はちょっとだけ交差させる感じでしっか
りつなげてくださいね。

表から見るとこうなります。

なんとなく帽子っぽくなってきたでしょ？

残り３枚も、同じように縫い合わせます。

帽子の左側に別の生地を入れるときは、このようにまん中に入れて
おきます。

2-1-5

てっぺんの縫代を開いて、待ち針でとめておきます。
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ここは端まで縫う

近くで見るとこんな感じです。

もう１つの方も同じようにします。

2-1-6

３枚ずつ縫い合わせたもの同士を、中表に合わせて待ち針でと
めておきます。

2-1-7

てっぺんの部分は折り返した縫代の頂点をちょっとふむようにミ
シンをかけるとしっかりかけられます。（ココちょっと難しいか
も。）
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ここは端まで縫う

2-1-8

縫代をアイロンで開きます。

ほんとは専用のアイロンやアイロン台があるのでしょうが、この
サイトではあくまで家庭にあるもので作りたいので、強引に普
通のアイロンと普通のアイロン代で仕上げてしまいます。（笑）

中にタオルを丸めて入れると、立体的な形によりアイロンがか
けやすくなます。

こんな感じになります。

最後に縫い合わせた縫い目が、前後の中心になります。

　

表にひっくり返すとこんな感じ。

かなーり帽子に近づいてきたでしょ。
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ここは端まで縫う

裏地も同じように作ります。

2-1-9

できあがったクラウンの表地と裏地を、このように「外表？」にし
て縫い目同士を合わせて待ち針で留めます。
　

2-1-10

端から0.5cmくらいのところを粗く縫って固定させておきます。
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ここは端まで縫う

2-2-1

サイズテープの生地の裏側に、接着芯をこのようにまわりに同
じ幅の縫代を残して置き、待ち針でとめておきます。

2-2-2

アイロンで接着します。

アイロンは中温、スチームは消して当て布をし、アイロンを滑ら
せずにまんべんなく上から押し付けて、しっかり接着します。

2-2-3

しっかり接着したら、輪っかにして…

2-2-4

待ち針で留め…

2-2 「サイズテープ」を作ります。

※サイズテープは市販のものもよく使われますが、せっかくなので共布でつくっちゃい
ました。
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2-2-5

しっかり縫い…

2-2-6

つなぎ目の縫代をアイロンで割ります。
　

2-2-7

片方の縫代も、接着芯との境い目に沿ってアイロンで折ると…
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こうなります。

2-2-8

折った縫代をジグザグミシンでダダっと留めます。
　

こんな感じになります。
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表から見るとこんな感じ。

あえて生地と違う色で飾りステッチ風に見せてもいいかも。

　

縫い始めと縫い終わりは、このように数センチ重ねて縫ってお
きます。
　

こういう方向で帽子の内側に付きます。（縫代は後ろ中心）
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2-3-1

２枚あるブリムの生地の１枚の裏側に、接着芯をこのように置
いて待ち針で留めておきます。

つば先は縫代約1cm、付け根の部分は縫代1.5cmをとっておき
ます。

2-3-2

アイロンで接着します。

2-3-3

接着芯が付いてる方と、そうでない方の生地を中表に合わせ
ます。

上手な方は待ち針で留めなくても結構です。

2-3-4

接着芯との境い目をこのように縫います。
付け根の部分は縫わないでください。

2-3 「ブリム」を作ります。
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2-3-5

曲線部分に切り込みを入れます。

カーブがきついところは間隔を狭く、ゆるいところは広く。
１～1.5cm間隔で入れていきます。

2-3-6

縫代をアイロンで片側に倒します。

こうなります。
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それをアイロンできっちり押さえるんですが…

１～２mmずらしたつもりでも、付け根部分の生地がこれくらい
ずれます。

この部分だけ縫代が他より広いのは、この「ずれ」を吸収する
ためです。

そのとき、接着芯を貼ってない方の生地がほんの１～２mm外
側に出るようにすると、

かぶったときに表から縫い目がかくれて、美しく仕上がります。
　

表にひっくり返すとこんな感じ。
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2-4-2

ブリムに沿わせるように、サイドベルトを待ち針でとめます。

2-4-3

端から5ｍｍくらいのところを粗くミシンで縫いとめます。
　

2-4 「ブリム」に「サイドベルト」を付けます。

2-4-1

「サイドベルト」中心（直角記号を書いた方）を「ブリム」の中心
にこのように中表に合わせて待ち針で留めます。

「ブリム」の方が5mmほどはみ出すようにします。
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こんな感じ。

2-4-5

ブリムがついたサイドベルトとサイズテープを中表にして前後
の中心同士と合印同士を合わせ、待ち針で留めます。
　

2-4-4

最後に後ろを縫い合わせて、アイロンで縫代を割ります。
（2-2-4 ～ 2-2-6を参照してね）
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2-4-6

縫代を１cm（拡大した場合は「気持ち」多め、縮小した場合は
少なめ）とり、縫い合わせ、表側にしてアイロンで整えます。

そうするとこうなります。サンバイザーみたいですね。

この方法が本当かどうか分かりませんが、私はやりやすいの
で、このように先にブリムとサイドベルトを縫い合わせてしまっ
ています。

アイロンで整えるときには、ブリム部分と同じように、サイドベ
ルトも１～２mm表地を外側へ出しておくと、仕上がりが良いで
す。
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2-5-1

2-1 で作っておいたクラウンと 2-4 で作ったブリム＋サイドベ
ルトを縫い合わせます。

まず、クラウンとサイドベルトの前後中心同士を中表に合わ
せて待ち針でとめます。クラウンの前後中心は、最後に縫い
合わせた縫い目の位置です。

次に、左右の合印同士を合わせて、やはり待ち針でとめ、そ
の間も均等に待ち針を打っていきます。

ここはちょっと自信がないので、しつけをかけました。
縫代１cm（拡大した場合は「気持ち」多め、縮小した場合は少
なめ）をとって、ぐるりとミシンをかけてください。

2-5-2

最後に今縫い合わせた部分の縫代の端にジグザグミシンを
かけておきます。

はい、これで完成！
　

2-5 「クラウン」と「サイドベルト」を縫い合わせます。


	キャスケット

