Graceful Bracelet

SQb:#SB217, FP: green/brown, SBa: #307, SBb: #229, SBc: #234, すべて
MIYUKI, スペーサー: 金古美色)

ーー Mat eri al s ーー
スクエアビーズ 4mm アメジスト [MIYUKI #SB2647] : SQa

約 20 個

スクエアビーズ 4mm ピンクベージュラインド [MIYUKI

約 15 個

チェコファイヤーポリッシュ 4mm ライトアメジスト : FP

約5個

#SB224] : SQb

ピュータースペーサー 銅古美色 4mm

11°シードビーズ アメジストラスター [MIYUKI #170] : SBa
11°シードビーズ パープルシルバーラインド [MIYUKI #1648]
: SBb
11°シードビーズ クリスタル／ブラスラインド [MIYUKI #234] :
SBc

約 10 個
約 240 個
約 240 個
約 40 個

クロシェフック（レース針） 1.25mm (4 号)
絹穴糸

ーー 参考 ー ー


クロシェロープ <http://www.bumblebees-beads.com/tips/crochet-



オフルームの糸の処理 <http://www.bumblebees-

rope01.php>

ツイストワイヤーニードル
タペストリーニードル
長さ約 18.5cm パターン 1 回→約 3.7cm。

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

ーー コメン ト ーー
クロシェでループの中央をひろいながら編
むバングルです。
ラインがぐるっとつながるデザインです。
4mm スクエアビーズ等は他の 4mm ビー
ズで代用しても。
最後にスクエアビーズをひろってうねりが
出る分、仕上りサイズは実際の長さより短
くなります。
写真は色違いです。(SQa: #SB2642,

ーー 作り 方 ーー
1. 糸にツイストワイヤーニードルをつけ、以下の順にビーズを通します。
[pattern A]→ [pattern C]→ [pattern A]→ [pattern B]→ [pattern
A]→ [pattern B]→ [pattern A]→ [pattern B]を 5 回。
長くしたい場合はそれ以上繰り返します。

[pattern A] : SBb×3 個→ SBa×3 個→ SBb×3 個→ SBa×3 個→ SQa
[pattern B] : SBb×3 個→ SBa×3 個→ SBb×3 個→ SBa×3 個→ SQb
[pattern C] : SBb×3 個→ SBa×3 個→ SBb×3 個→ SBa×3 個→ スペー
サー→FP→スペーサー

3. 続けてどんどん編みましょう。パターンの終わりまで編みます。
FP はスペーサ、FP、スペーサーでひとまとめにします。
各ループを引き上げるように編むと編みやすいと思います。
最後はビーズ無しで 2 目編み、糸を引き抜いて編み終わりを 40cm 残し
て切ります。

4. 編み初め側の糸にタペストリーニードルをつけます。
編み目のなかに通し、ハーフヒッチノット（玉結び）を 2 度ほど作り、最後は
ボンドを少しつけて糸を切ります。

5. 編み終わり側の糸にタペストリーニードルをつけ、パターンを自然な状態
に置いてあわせ、はぎ閉じます。

2. 糸を端から 20cm 残し、通し終わりのビーズからループ編みのチェーンを
2 目編みます。Pct.2 の番号はループの番号です。
[pattern B]で通し終わってい
るはずなので、ループ 1 は
SQb と SBa×3 個。ループ 2
は SBb×3 個と Sba×3 個に
なります。

左手の上で、編み始めの糸
の上にこれから編む糸を重ね
た状態にします。
ループ 1 の中心（Pct.3 の点
a）をフックで写真の手前から
奥へ拾い、SBb×3 個と SQb
をおろし、先の糸に引っかけ
て、フック上の 2 本を同時に
引き抜きます。（これがルー
プ 3）
続けてループ 2 の中心（点
b）をフックで拾い、SBa×3
個と SBb×3 個をおろし、先
の糸に引っかけて、フック上
の 2 本を同時に引き抜きま
す。（ループ 4）

最終段の最後のループの
SBb から出ている、端側の糸
を左からひろい、編み始め側
の同じ列のビーズとその左
隣の糸を右からひろいます
(Pct.4)。
編み終わり側の左隣の SBa
の糸を左からひろい、編み始
め側の SBa の糸とその左隣
の SBb の糸を右からひろい
ます。
このように編み終わり側を 1
本、編み初め側を 2 本ずつひろい、これを 1 周分繰り返します。
余った糸でスクエアビーズを
ひろいます(Pct.5)。
針をツイストワイヤーニード
ルに変えます。

SBc を 1 個ずつはさみなが

ら、編まれたスクエアビーズ、
FP を順にひろいます。スペー
サーと FP の間には SBc を
はさみません。

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.

1 周したら、編目の中で糸を

編み初め側の糸と同様に処
理して完成です。このときや
りにくければ、針をタペストリー
ニードルに変えてください。

-------------------------------------------------------------

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。
✗

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。

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

