Tu li p H ai r Ti e

ーー Mat eri al s ーー
15°シードビーズ ピンク [MIYUKI #364] : SBa
15°シードビーズ パープル [MIYUKI #224] : SBb
15°シードビーズ ダークグリーン [MIYUKI #306] : SBc
ビーズキャップ 金古美色 8mm 用
ビーズキャップ 金古美色 12mm 用
8mm グラスパール オフホワイト
6mm グラスパール オフホワイト
4mm グラスパール オフホワイト
メタルリーフ 金古美色

http://www.bumblebees-beads.com/gallery-c/bb07s-05.php

ツイストジャンプリング
オーバルジャンプリング

T ピン （長めのもの）
q ピン

ーー 参考 ー ー



ピンを丸める<http://www.bumblebees-beads.com/tips/pin.php>
オフルームの糸の処理 <http://www.bumblebees-

金具つきヘアーゴム
ビーズ針（12 号）、NYMO（#B）、はさみ
フラットノーズプライヤー、ラウンドノーズプライヤー、ニッパー

beads.com/tips/off-knot.php>

ーー コメン ト ーー
Pondo Stitch でお花とつぼみを編み、ピンで仕上げます。
Pondo Stitch は「BeadWork Apr./May. 2007 issue P74-76」に掲載されてい

ます。
2 枚の山型の花びらを編み、重ねて作ります。お花とつぼみのパターンが少し違
いますのでご注意。
ヘアーゴムの他、ストラップやキーホルダーにしてもよいかと思います。

お花の大きさ : 約 24mm×15mm (パールを除く)
金具からのぶら下がり : 約 45mm

約 350 個
約 270 個
約 300 個

1個
2個
2個
1個
4個
2個
1個
2個
4本
1本
1個

ーー 作り方 ー ー
1. 《 一段目 》 130cm 程の糸を準備し、針に通します。
SBc（グリーン）×5 個通して 2 個目→1 個目を戻り、糸の中央あたりで
Picot をつくります。

1 段目のループ 1 の中央から針を出し、ループの下側の糸にひっかけて
SBc(今、糸が出ているビーズ)に戻ります。(Pct.4 の青)
2 段目のループ 1 の右上、右下、左下、左上、右上の順にひろって、ルー
プの右側に糸を出し、SBc×3 個通します。(Pct.4 のピンク)

針のついてない側の糸はお休みです。
SBc×3 個通し、先の 1 個目と今通した 1 個目を順にひろってループを作
ります[ループ 1]。SBc を 1 個通します。(ここまでが Pct.1)

SBb(パープル)×4 個通して、1 個目、2 個目の SBb を同じ方向にひろい
ます[ループ 2]。SBb を 1 個通します。これをあと 2 回。[ループ 3,4]
SBa(ピンク)×4 個通して、1 個目、2 個目の SBa を同じ方向にひろいます
[ループ 5]。SBa を 1 個通します。これをあと 1 回。[ループ 6]
SBa×4 個通して、1 個目の SBa を戻って picot を作ります。
ループ 6 の下 2 個の SBa→ループ間の SBa→ループ 5 の下 2 個の
SBa→ループ間の SBb→、、、の順にひろって、ループ 1 の右下の SBc
から糸を出します。(ここまでが Pct.2)

2. 《 二段目 》 下の段に移ります。
SBc×6 個通して、3 個目を戻り picot
をつくります。
SBc×3 個通して、2 段目にわたる
SBc(先の 1 個目)を戻ります。(Pct.3)

1 段目のループ 2 の下側の糸に引っかけて、今通した SBc に戻ります。
(Pct.4 の黄緑)
SBc×3 個通して、先ほど通した 2 個目の SBc をひろってループをつくり、
さらに次の SBc をひろって右側から糸を出し、SBc×1 個→SBb×2 個通
します。(Pct.4 の赤)
あとはビーズの色に注意しながら 2 段目のループを全部で 5 個編みましょ

う。
5 個目のループを編んで右から糸を出しだら、SBa×4 個通し 1 個目を戻っ
て picot を作り、1 段目と同様にループの下側とループ間のビーズをひろっ
てループ 1 まで戻り(Pct.5)、次の段に移ります。

3. 《 続き》 あとはループをひとつずつ減らしながら 3 段め、4 段目、（花びら
は 5 段めまで）を編みます。パターンは Pct.6 をご覧ください。編み終わっ
たら編目の中で結び目を数回作って糸を処理します。

休んでいた糸に針をつけ、編目をひっくりかえして同様に 2 段め以降を編
みましょう。パターンは対称です。

4. 《 内側の花びら》 7 段の花びらの端の段の Picot の中央の SBc から糸を
出し、端からひとつ飛ばしで Picot の中央の SBc を順にひろいます。1 個
目の SBc をもう一度ひろってループ状につなぎます。(Pct.7 の青)
この段階で飛ばした 3 つの Picot が立った状態ですね。
隣の段の Picot をひろ
い、立っている 3 つの
Picot を先ほどの編目

に重ねるように順にひ
ろいます。(Pct.7 の赤)

糸を締めて、編目の中
で緩まないようにしっかりめに結び目を作りながら処理します。
これを 2 個分つくりましょう。

5. 《 外側の花びら・つぼみ》 残りの 7 段の花びらの、端の Picot の中央の
SBc から糸を出し、隣の Picot の中央をひろいます。

編み終えたら糸を切らずに残し、最後の段の SBc 側の Picot の中央の
SBc から糸を出します。
9 段の花びらを 1 枚、７段の花びらを 3 枚編みます。頑張れ!!(笑)

内側の花びらを中央段を下にして
底側からると、Picot 中央のビーズ
が 3 個隣り合って並んでいますが、
そのうち左上の SBc（Pct.8 の黄緑）
をひろいます。
外側の花びらの次の 3 個の Picot
を順にひろい、内側の花びらの右上
の Picot(Pct.8 のピンク)をひろいま
す。
外側の花びらの残りの 2 個の Picot
を順にひろい、新たに SBc を 1 個通
し、内側の花びらの下の Picot(Pct.8 の水色)をひろい、さらに SBc を 1
個通し、外側の花びらの最初の Picot をもう一度ひろって糸をひき締め、
編目を通って外側の花びらの端の段から糸を出します。糸はお休みです。

T ピンに、8mm パール→編んだつぼみの底面の 3 個の SBc の中央の穴
→12mm 用のビーズキャップ→4mm パールを通して、ピンを丸めます。
休んでいた糸でつぼみの形を作っていきます。

7. 《 仕上げ》 ヘアーゴムにお花やパールをとりつけます。
メタルリーフ 2 枚にオーバルジャンプ
リングをつけます。
4mm パールに T ピンを、6mm パール
に q ピンを通し、丸めます。
Pct.10 のようにとりつけて完成です。

休んでいた糸で編目を編みあがり（Pct.9 の★）、Picot の左側の SBa か
ら糸を出し、隣の段の Picot の手前のループの右上の SBa をひろい、続
けて 2 個編みあがって Picot の左側の SBa から糸を出します。
あとは同様に Pct.9 に従って、Picot をつないでいきます。
中央段は Picot を 1 周して折り返します。
外側の花びらの終わりまで来たら、Picot とループの間の SBa から下向き
に糸を出し、内側の花びらの上から 1 個目と 2 個めのループの間の SBb
を上向きにひろい、あとは 1 枚目と同様に Picot をつないでいきます。
内側の花びらの終わりは、上から 1 個目と 2 個めのループ間の SBb から
糸を出し、外側の花びらの Picot の下の SBa を上向きにひろいます。
（Pct.9 の▲）
あとは編目を通って糸を処理します。

[Sep./17/2007 Miwako Nara]

お約束
このレシピに掲載されて いる全てのコンテンツ ( レシピ内容、 画像等 ) には
著作権が存在 します。
✗

6. 《 外側の花びら・お花》 9 段の花びらの端の、底面側 Picot の中央から糸
を出し、隣の Picot、さらに隣の Picot を順にひろいます。
つぼみと同様に、内側の花びらの底面の 3 個のうち左上の SBc（Pct.8 の
黄緑）をひろいます。
外側の花びらの次の 3 個の Picot を順にひろい、内側の花びらの右上の
Picot(Pct.8 のピンク)をひろいます。
外側の花びらの残りの 3 個の Picot を順にひろい、内側の花びらの下の
SBc(Pct.8 の水色)をひろい、外側の花びらの Picot をもう一度ひろって、
編目を通ってしっかりめに糸を処理します。
T ピンに、8mm 用のビーズキャップ→8mm パール→編んだお花の底面
の 3 個の SBc の中央の穴→12mm 用のビーズキャップ→4mm パールを
通して、ピンを丸めます。

掲載されているコンテンツについて
すべてのコンテンツの売買、無断転載は一切禁止いたします。
ページを保存、プリントアウトして個人的に使用 ⇒ OK
ページを保存、プリントアウトして友達にあげる ⇒ OK
他のサイトにレシピ本体や画像等をはりつける ⇒ NG！直リンクはもってのほ
か、コピーしたものを他サーバーにアップロードして使用することもできません。
✗

このページのレシピをもとに作成したビーズ作品について（ビーズの色やビー
ズの種類を変えるなどアレンジしたものも含みます。）
友達、家族にプレゼント ⇒ OK
友達、家族のために作り、材料・制作費をもらう ⇒ OK
フリマ・オークション（オンライン・オフライン問わず）で販売 ⇒ NG！
オンラインショップで販売 ⇒ NG！
大量生産 ⇒ NG！
作品として個人のホームページに掲載 ⇒ 参考として当サイトにリンクを
張れば OK

作品としての各種投稿（投稿掲示板など） ⇒ Bumble BEEs のレシピを参
考にした旨を記載すれば OK
不明な点がございましたら、メールでお問い合わせください。

ALL FILES, PATTERNS, RECIPES(i.e. instructions), GRAPHICS, IMAGES,
PHOTOS ARE COPYRIGHTED.
✗

about contents (including recipes, graphics, photos, and patterns, etc.)
○ All contents are allowed to be copied or printed ONLY for personal
use.
○ All contents are not allowed to be sold, republished, modified or even
used as projects in your class.
○ You can't upload them to the other server.
○ If you translated this recipe into your language, and want to show it
in your site to the public, contact me first. In this case you have to
describe that "THIS IS TRANSLATED VERSION", and link to my site.
I'll also link to your site.

✗

about creations which is referred to this recipe (applied even if you
changed colors, materials..)
○ Feel free to sell your creations to your friends, families, co-workers,
or someone who is close to you.
○ You can not sell these creations over the internet.
○ No mass production is allowed.
○ If you want to put(show) pictures of your creations on the web site,
please link to my site with the description that you referred.
If you have any questions, don't hesitate to mail me. All comments,
questions, requests are welcome.

Miwako Nara
miwako@bumblebeesbeads.com
http://www.bumblebeesbeads.com/
Copyr i ght ( C) Bumbl e BEEs

