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本マニュアルと付属の型紙の著作権ならびに著作

者人格権は保持しますが、私的利用、商用利用を

問わず無料で使用可能です。その際に著作者への

通知・許諾は不要です。 

 
＜材料＞ 
○スタイロフォーム（3種 b） 
 商品名：スタイロエースⅡ、ＥＫ、ＥＫⅡ 
 25mm厚 30cm×15cm 
 （通販サイト一例）http://www.e-kawachi.jp/s_mst/k_catarog03.htm 
○布(ストレッチベロアを推奨)  90cm×40cm 
 （通販サイト一例）https://item.rakuten.co.jp/komadori/velour-gd3300/ 
○キルト芯 25cm×30cm 
（通販サイト一例）https://item.rakuten.co.jp/cottonplanet/10000703/ 

○厚紙   Ａ４サイズ 厚さ 1mm以上 １枚、Ａ４サイズ 厚さ 0.5mm １枚 
○割ピン(No.6)   径 8mm×2本  → 厚紙で代用可(後述) 
○金串または竹串 7cm×5 本 
○竹串  15cm×1本 
○ステンレス針金 0.3mm径 10cm×2本 
○糸(布と近い色)  3m 
○爪楊枝  15本 
○型紙 A4サイズのシール紙 8枚に原寸でプリント 

(型紙１) http://pimika.sub.jp/sofa/pattern/usa_sofa_pp1.pdf 
(型紙２) http://pimika.sub.jp/sofa/pattern/usa_sofa_pp2.pdf 
（通販サイト一例）https://item.rakuten.co.jp/shimiz-bm/51051426/ 

 
＜道具類＞ 
○電熱カッター 厚さ 5cm以上のスタイロフォームがカットできるもの 
（通販サイト一例）https://www.yodobashi.com/product/100000001001974228/ 
○差し込みヘラ(スパチュラのような薄い金属のヘラが最適) 
（通販サイト一例）https://www.yodobashi.com/product/100000001000632514/ 
○デザインカッター 
○ラジオペンチまたはヤットコ 
○ニッパー 
○ハサミ 
○目打ち 
○両面テープ 
○木工ボンド（またはスチのり） 

http://www.e-kawachi.jp/s_mst/k_catarog03.htm
https://item.rakuten.co.jp/komadori/velour-gd3300/
https://item.rakuten.co.jp/cottonplanet/10000703/
http://pimika.sub.jp/sofa/pattern/usa_sofa_pp1.pdf
http://pimika.sub.jp/sofa/pattern/usa_sofa_pp2.pdf
https://item.rakuten.co.jp/shimiz-bm/51051426/
https://www.yodobashi.com/product/100000001001974228/
https://www.yodobashi.com/product/100000001000632514/
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１．下地パーツの製作 

(1)背板の切り出し 
(1.1)プリントしたシール紙を厚

紙に貼って、背板切り出し型
紙を 2枚切り出します。 

(1.2)2 枚の型紙を重ねて合印を
つけ、2 枚とも両面テープを
片面(内側)に貼ります。 

(1.3)25mm 厚 11cm×12cm のスタイ
ロ板の底面（基準面）が垂直
に切れていることを確認し、
合印を合わせるための垂線を
引きます。 

 

 

 

 

  

(1.4)スタイロ板の垂線に合印を
合わせて、型紙を挟んで貼り
付けます。 

(1.5)電熱カッターを型紙に押し
当てながら、電熱線が垂直に
なるように滑らせ、スタイロ
板を切り出します。 

(2)座面の切り出し 
(2.1)プリントしたシール紙を厚

紙に貼って、座面切り出し型
紙を 2枚切り出します。 

 

 

 

  

 

(2.1)50mm 厚 12cm×7cm のスタイ
ロ板がない場合は同サイズの
25mm厚の板 2枚を木工ボンド
またはスチのりで貼り合せま
す。 

(2.2)背板と同様に合印を合わせ
て電熱カッターでスタイロ
板を切り出します。前後の型
が違うので、小刻みに切り出
すとよいでしょう。 

(2.3)切り出し後はこのような形
になります。 

 

 

 

 

 

（注）木工ボンドまたはスチのり以外を使

うと溶けます 

 

 

(3) 手足パーツの切り出し 
(3.1)手足パーツの型紙と 25mm 厚

スタイロ板から手足パーツ
を切り出します。  

(4)耳パーツの切り出し 
(4.1)型紙と 25mm厚スタイロ板か

ら耳パーツを切り出し、側面
図を見ながらカッターとヤ
スリで削って形を整えます。 

(4.2)耳の前面と底面に下図のよ
うな線を引き、デザインカッ
ターを使用して線上に 8mm く
らいの深さで筋目をつけま
す。 

 

 

 
(4.3)竹串を細く割った細い竹ヒ

ゴまたは爪楊枝を木工ボンド
をつけながら４本刺して補強
します。余りはニッパーで切
ります。 

(5)尻尾パーツの切り出し 
(5.1)型紙と 25mm厚スタイロ板か

ら尻尾パーツを切り出し、カ
ッターとヤスリで削って形
を丸く整えます。 

(5.2)竹串または金串を 7cmに切っ
て、尻尾パーツに木工ボンド
をつけながら刺します。 

 
 

 

以上で下地パーツの 

製作は終了です 

 

背板・前 背板・後 

合印 

座面・前 座面・後 
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２．下地パーツの組み立て 

(6) 背板・座面・手足の接着 
(6.1)背板、座面、手足を木工ボンド

またはスチのりで接着します。  

(7)下地の整形と補強 
(7.1)背板前面、手の上面、手足の

先をカッターとヤスリで削
って形を整えます。手足は爪
楊枝に木工ボンドをつけな
がら刺して補強します。余り
はニッパーで切ります。 

(7.2)背板の裏側株に爪楊枝に木
工ボンドをつけながら刺し
て補強します。余りはニッ
パーで切ります。 

   

 

３．下地の線引きと筋目切り 

(8)下図のように線を引き、デザインカッターを使用して線上に 8mm くらいの深さで筋目をつけます。 

  赤い線は少し内側に傾けて筋目をつけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．付属パーツの完成 

(9)尻尾パーツの完成 
(9.1)尻尾パーツのスタイロ部分

に両面テープを貼って、キル
ト芯で包みます。 

(9.2)キルト芯の余りを切り取り
ます。 

(9.3)尻尾の布パーツを切り抜い
て全体を包み、糸で巻き付け
ます。 
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(10)目パーツの完成 
(10.1)割りピンの足を折り曲げて

ステンレス針金を巻き付け
ます。 

(10.2)目の布パーツを切り抜いて
全体を包み、糸で巻き付けて
首を一度縛ります。 

(10.3)更に糸を巻き付けてクサビ
状に仕上げます。 

   
※割りピンの代替品の作り方 
(※1)型紙の「割りピン代替パー

ツ」を 0.5mm 厚の厚紙に貼っ
て、直径 8mm の円盤型に 3枚
切り抜きます。 

(※2)円盤型の厚紙 2 枚を貼り合
せ、2 か所穴を明けてステン
レス針金を通します。 

(※3)上面に厚紙を貼り完成です。 

   
(11)耳パーツの完成 
(11.1)耳の綿パーツと布パーツ

（大・小）を切り抜きます。 

(11.2)スタイロパーツに両面テー
プを貼り、綿パーツを巻き付
け、布パーツ(大)をヘラで筋
目に差し込みたるみなく張
ります。○部分はギャザーを
寄せます。余った布は切り取
り更に差し込みます。※ 

(11.3)スタイロパーツに布パーツ
(小)をヘラで筋目に差し込
みたるみなく張ります。耳パ
ーツの底の部分に、目打ちで
2 か所穴を明けて、7cm に切
った竹串または金串を、木工
ボンドをつけながら刺しま
す。 

   

※詳しい布の張り方は最終ページをご参照ください。 

 

５．本体の布張りと付属パーツの接着 

(12)綿・布パーツの切抜き 
(12.1)綿パーツを型紙ごと切り抜

きます。 

(12.2)布パーツを型紙ごと切り抜
きます。 

(13)各区画の張り込み 
(13.1)手の区画に両面テープを貼

ります。 
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 (13.2)綿型紙を剥がさずに綿を
貼り付けます。線にかかって
しまった綿は切り取ります。 

(13.3)布型紙を剥がしてたるみや
しわが出ないように筋目に
布を差し込んでいきます。※ 

(13.4)余分な布を切ってさらに差
し込みます。※ 

   
(13.5)足の区画を同様に張った後

で手と足の区画の間の区画
を張っていきます。この区画
は綿を挟まないのがお勧め
です。(一応型紙はあります) 

(13.6)両手足と座面まで布を張っ
たら、底に両面テープを貼っ
て、綿は入れずに布を張りま
す。 

(13.7)背板前面を張ります。 

   
(13.8)目パーツの差し込み位置を

決めます。 
(13.9)差し込み位置に目打ちで穴

を明けて、目パーツをしっか
り差し込みます。 

(13.10)背板裏面に細く溝を掘り、
2cm に切った爪楊枝に目パー
ツの針金を巻いて捩じり留
めます。 

   
(13.11)背板裏の区画に綿を貼り、

布を張ります。 
(13.12)尻尾パーツの取り付け位

置を決めて目打ちで穴を明
け、竹串または金串に木工ボ
ンドをつけながら尻尾パー
ツを差し込んで固定します。 

(13.13)耳パーツも同様に固定す
れば完成です。 

   

※詳しい布の張り方は最終ページをご参照ください。 
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●布の張り方(詳細)  

・布地を軽く当てて位置決めをします. 

・指で布地を押さえてピンと張った状態を保ちます 

・ヘラで切れ目の方向と深さを探って確かめます 

・布地をヘラで筋目に差し込みます 

・余分な布地を切り取ります 

・再度完全に差し込みます 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●失敗例 
 
 

 

   

! 

 

 

張りを保つ 

step1:ヘラの先端で掴む step2:ずらしながら筋目を探る step3:差し込む 

step4:余分な布を切り取る step5:完全に差し込む 

  
× 

 

 
× 

 

綿を巻き込んでしまい、境界

線がゆがんだり布が浮いた

りする 

筋目と異なる方向にヘラ

を差し込んで筋目が拡

がってしまう 


