
◎作業の流れ

1. 生地を裁断する

2. 印を付ける、 切り込みを入れる

3. 中心を中表に縫い合わせる

4. 縦ワイヤー別布を縫い付ける　※縦ワイヤー無しの場合は省く

5. 中心にステッチを入れる

6. 内側の上下を中表に縫い合わせる

7. 表に返して形を整える

8. 横ワイヤー止めステッチを入れる

9. ノーズワイヤーのステッチを入れる　※ノーズワイヤー無しの場合は省く

10. 両サイドに 1.5cm 幅三つ折りステッチをかける

11. ワイヤーを入れ、 ゴムを通す

　

1. 生地を裁断する

生地のミミ

※縦ワイヤー別布 1 枚

合印と縫い代を開きやすくするための切り込みを兼ねています

or

etc...

地の目線

布の表面が内側 （中表） になるように布を折って 2 枚裁断します。
地の目が合っていればどのようにパターンを配置しても OK です。

裁断した布を 2枚重ねたまま、 中心側の折り目線位置に 0.5cm の切り込みを入れる。
それ以外は切ノッチ （2 ミリ程度の切込み）、 もしくはチャコペンなどで印を付ける。

2. 印を付ける、 切り込みを入れる

【小さめタイプ出来上がり寸法】

地の目線

単位は cm

中心線カーブの長さ

横半分の長さ

ゴム通し部分の長さ

サイズ SS

11.2 12 13.913

S M L

8.3 9.0 10.39.6

5.5 5.9 6.76.3

【しっかりタイプ出来上がり寸法】

単位は cm

外側

内側

中心線カーブの長さ

横半分の長さ

ゴム通し部分の長さ

サイズ SS

11.2 12 13.913

S M L

9.1 9.8 11.310.5

6.5 6.9 8.07.5

8 10 1010

※ノーズワイヤーの長さ

横ワイヤーの長さ

8 10 1010

※縦ワイヤーの長さ

※無しの場合は不要

4 5 55

8 10 1010

※ノーズワイヤーの長さ

横ワイヤーの長さ

8 10 1010

※縦ワイヤーの長さ

※無しの場合は不要

4 5 55

生地のミミ

出来上がり線

横ワイヤー止めステッチ位置

横ワイヤーあき口は 1 枚のみに入れる

めくる

※ノーズワイヤーあき口

※縦ワイヤーあき口

（無しの場合は不要）

（無しの場合は不要）

（無しの場合は不要）

0.5 切り込み

わ

わ

【0.5cm の切り込みを入れる】
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折り目線の位置まで縫い、

針を刺したままミシンの押さえを上げ、

向きを変えて押さえを下げる。 再び続けて縫う。

内側になる部分の下側の縫い代を割って開き、 上端 1cm あけて別布を当て、
端から 0.3cm のところをステッチで縫い付ける。

縫い代を割ってステッチをかける。 ステッチ幅はやりやすい幅で OK。

サイドの穴から表にひっくり返し、 折り目線で折って形を整える。

布の表面同士を合わせて （中表） 縫い代 0.7cm で縫い合わせる。

①布の表面同士を合わせて （中表） 縫い代 1cm で
縫い合わせる。 横ワイヤーあき口はあけて縫う。

②横ワイヤー止めステッチの合印間に 0.3cm 幅の
ステッチを入れる。 （横ワイヤーのポケットになります）

3. 中心を中表に縫い合わせる

4. 縦ワイヤー別布を縫い付ける ※縦ワイヤー無しの場合は省く

5. 中心にステッチを入れる

6. 内側の上下を中表に縫い合わせる

7. 表に返して形を整える

縫い代分 1cm あける 【表から見たところ】

ワイヤーが飛び出さないように
当て布のステッチが縦ワイヤーあき口よりも
0.5cm 程度下になるようになっています。

割る

0.3

※ノーズワイヤーと縦ワイヤーを入れる場合はあき口を

あけて縫う

※縦ワイヤーありの場合、

下端折れ線でステッチを折り返す。

0.7

※縦ワイヤーあき口

あき口 1cm

返し縫いをして
糸を切る

返し縫いをして
縫い始める

縦ワイヤーあき口

縦ワイヤー別布

0.5

※ノーズワイヤーあき口

1.0

0.3

内側

横ワイヤーあき口
横ワイヤー止めステッチ位置

縫い代は下に倒す

折る

1cm

割る

【あき口をあけて縫う】

【角の縫い方】
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内側の縫い代が見えるようにサイドの穴から布をめくり、
横ワイヤー止めステッチ位置に 2　3度返し縫いをして止めステッチを入れる。

パターンのステッチ位置を参照し、 上端に 0.5　0.7cm 幅 （ワイヤーの幅に合わせて） ステッチをかける。

端から端まで 0.5　0.7cm 幅ステッチをかける。
ワイヤーの止まり位置は糸を切らずに 2針位上に進んで下りる。 反対側も続けてステッチをかける。

※返し縫いと糸端が目立って気になる場合※

※ノーズワイヤー無しの場合は省く

8. 横ワイヤー止めステッチを入れる

9. ノーズワイヤーのステッチを入れる

10. 両サイドに 1.5cm 幅三つ折りステッチをかける

11. ワイヤーを入れ、 ゴムを通す

内側 内側

内側

内側

外側

外側

外側

内側

止めステッチ

1.5cm 折る さらに 1.5cm 折る

ノーズワイヤーは

マスクの内側を外にして半分に折り、

ワイヤーは U字に曲げて入れると

入りやすいです。

取り除くときは棒状のものでひっかけて

引き抜いてください。 

きわにステッチをかける

反対側も同様にステッチ

横ワイヤー入れる

顔の大きさに合わせたゴムを通し、

結び目は縫い代の中へ押し込む

各ワイヤーの長さは 1 ページ目のサイズ表に記載しています。

縦ワイヤー入れる

止めステッチ

内側にノーズワイヤーあき口

止めステッチ

両サイド返し縫いして
ステッチ

※縫い代 2枚と内側の布の 3枚にステッチをかけています。

外側の布をめくる

【内側表から見たところ】

～

～

～
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