
ミラーの上に様々な形のスワロフスキー・クリスタルを流線型になるよう仮置きする。

POINT
さまざまな色、型、向きがミックスされているようなイメージで

1 2の流線型が完成したら、その上にさらに接着剤を流線型にひき、
#2088 SS20、#2088 SS12の順に、クリスタルをなめらかなラインになるよう
微調整しながら接着していく。

POINT
初心者の方は接着剤を塗る前にクリスタルを置くラインの下絵を書いておくの
がおすすめです。

・ 石座を付けるクリスタルに石座をはめる。
・ 少し多めの量のボンドを流線型に置き、その上に仮置き通りにクリスタルを
  配置していき、ところどころにゴールドのビーズを置いていく。

3

2

接着剤、 ピンセット、 つまようじ

Tool 道具など

How to make 作り方

Material 材  料

（その他のパーツ）

ミラー、 ゴールドパーツ 12個

#2088 SS12
クリスタル・
ロータス・ピンク・
ディライト

#2088 SS20
クリスタル・
オレンジ・グロー・
ディライト

#4320 14x10mm 
クリスタル・ロータス・
ピンク・ディライト

#1088 SS29 
クリスタル・ラベンダー・
ディライト

#1088 SS39 
クリスタル・ライラック

#1088 SS39 
クリスタルAB

#1088 SS39 
クリスタル・
シルキー・セージ・
ディライト

#4320 14x10mm 
クリスタル・
シルキー・セージ・
ディライト

#4470 10mm
クリスタル・

ラベンダー・ディライト

#4470 10mm
クリスタル・

オレンジ・グロー・
ディライト

#1088 SS29 
クリスタル・

オレンジ・グロー・
ディライト

#1088 SS29 
クリスタル・

シルキー・セージ・
ディライト

#1088 SS39 
クリスタル・ロータス・
ピンク・ディライト

制作： スワロフスキー認定 デコ・インストラクター 藤井愛弓

レベル： 中級

スワロフスキー・クリスタル #2088 SS20 クリスタル・オレンジ・グロー・ディライト ・・・・・・・・ 13個

スワロフスキー・クリスタル #2088 SS12 クリスタル・ロータス・ピンク・ディライト ・・・・・・・ 19個

スワロフスキー・クリスタル #1088 SS29 クリスタル・オレンジ・グロー・ディライト 石座付き ・・・ 2個

スワロフスキー・クリスタル #1088 SS29 クリスタル・シルキー・セージ・ディライト ・・・・・・・ 2個

スワロフスキー・クリスタル #1088 SS29 クリスタル・ラベンダー・ディライト ・・・・・・・・・・・・・・ 2個

スワロフスキー・クリスタル #1088 SS39 クリスタル・ロータス・ピンク・ディライト ・・・・・・・・・ 2個

スワロフスキー・クリスタル #1088 SS39 クリスタルAB ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2個

スワロフスキー・クリスタル #1088 SS39 クリスタル・ライラック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2個

スワロフスキー・クリスタル #4320 14x10mm クリスタル・ロータス・ピンク・ディライト ・・・・ 2個

スワロフスキー・クリスタル #4320 14x10mm クリスタル・シルキー・セージ・ディライト ・・・・ 1個

スワロフスキー・クリスタル #4470 10mm クリスタル・オレンジ・グロー・ディライト 石座付き ・・ 1個

スワロフスキー・クリスタル #4470 10mm クリスタル・シルキー・セージ・ディライト ・・・・・・・・ 1個

スワロフスキー・クリスタル #4470 10mm クリスタル・ラベンダー・ディライト ・・・・・・・・・・・・ 1個

ザ フロー オブ ラヴ
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約60ｃｍの縦糸を8 本に、図のようにそれぞれスワロフスキーを、
両面分通し、織り機にはる。
図のように、1段目から9 段目までビーズを織り、表面を織る。　　　　　
　　　　　　　　

9 段目から1段目を繰り返し、裏面を織り、糸始末をする。
その後、横綴じをする。

1
How to make 作り方

Material 材  料

9ピンにそれぞれ約30個ずつビーズを通し、端を丸めて止め、
持ち手の部分を成型する。

1段目に丸カンを通し、Aカンをつけた#6228 の
ハート型のスワロフスキーと、持ち手を共に繋げて、完成。

2

3

#5328  3mm
ローズ・ピーチ

#5000 4mm
ローズ・ピーチ

#5000 4mm
アメジスト・シマー

1段目

9 段目

デリカビーズ
オレンジ

デリカビーズ
ワイン

ビーズ用針、 ハサミ、 平ペンチ、 丸ペンチ、 ニッパー

Tool 道具など

制作： スワロフスキー認定 ビーズ・インストラクター 佐古孝子

レベル： 初級

スワロフスキー・クリスタル #5328  3mm ローズ・ピーチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40個

スワロフスキー・クリスタル #5000 4mm ローズ・ピーチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32個

スワロフスキー・クリスタル #5000 4mm アメジスト・シマー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44個

スワロフスキー・クリスタル #6228  14.4×14mm ローズ・ピーチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個

デリカビーズ オレンジ/68  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1g弱

デリカビーズ ワイン/104 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1g弱

デリカビーズ ダークゴールド/34 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/2g弱

プチ バッグ チャーム
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（その他のパーツ）

丸カン ゴールド 5個、 9ピン 5cm ゴールド 2本、 Aカン カン付き 小 ゴールド、
糸 OneG ホワイト 1個 



　　　

1
How to make 作り方

Material 材  料

・ 2cm×2cmのチュールを5枚用意し、三角形に折る。
・ 5枚の三角形を少しずつずらして束ね、その上にオーガンジーリボンを重ね、
   シャワー付きリング台にセットする。

リボンパーツを置いた後、グルーが見えている部分に
アンフォイルクリスタルPP18とPP10を埋める。24時間硬化させて完成。

3

4

オーガンジーリボン 5cm の真ん中に両面テープを少しつけ端を内側へ
入れ込み2.5cmの状態にする。2

5

ビニール手袋、 精密スケール、 アルコール入りウェットティッシュ、 ピンセット、 

つまようじ or まち針、 ニッパー、 平ペンチ、 ヘラ（スパチュラ）、クリアファイル

Tool 道具など

リボンパーツの作り方（3個作る）
・ グルー（A 0.15g + B 0.15g = 0.3g）を約3分間混ぜ合わせ、
   0.1gずつに3等分にする。0.1gにしたグルーをさらに3等分する。
・ #4799 6×6.1mmのファンシーストーンを石座にセットする。（6個）（図A）
・ 小分けにしたグルーを石座の裏に伸ばして付け、ファンシーストーン2個を
   クリアファイル上でリボンの形に並べる。（図B）

A

C

B

D E

・ 残りの小分けにしたグルーを細い棒状に伸ばし（図C）、リボンの形にセッティングした
   2つのストーンの真ん中に置き、グルーの両端を中へ折り込み、リボンの結び目に
   見えるように整える。（図D）真ん中のグルーにカップチェーン#99を1粒セットする。（図E）

・ 24時間硬化させてリボンパーツの完成。

・ グルー A 0.3g + 0.3g= 0.6gを約3分間混ぜ、0.4gと0.1g×2に分ける。
・ 0.4gのグルーをシャワー付きリングに山の形になるようにセットする。
・ グルーの上にのり付け用のグルーを使ってリボンパーツを置く。

制作： スワロフスキー認定 グルー・インストラクター 国分智佳

レベル： 初級

【クリスタル・ロイヤル・レッド・ディライト】
スワロフスキー・クリスタル #4799 6×6.1mm クリスタル・ロイヤル・レッド・ディライト ・・・・ 6個
スワロフスキー・クリスタル #4799用 石座 ゴールド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6個
スワロフスキー・クリスタル #99 カップチェーン クリスタル/ゴールド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3粒
スワロフスキー・クリスタル #1088 PP18 クリスタル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ アンフォイル 約10粒
スワロフスキー・クリスタル #1028 PP10 クリスタル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ アンフォイル 約15粒
シャワー台付き15皿リング ゴールド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
オーガンジーリボンド 薄いレッドカラー 1cm幅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5cm
チュール レッド 2cm×2cm ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5枚
ダブルグルー ライトシャム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A剤: 0.45g, B剤: 0.45g

【クリスタル・ロータス・ピンク】
スワロフスキー・クリスタル #4799 6×6.1mm クリスタル・ロータス・ピンク・ディライト  ・・・・ 6個
スワロフスキー・クリスタル #4799用 石座 ロジウム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6個
スワロフスキー・クリスタル #99 カップチェーン クリスタル/ロジウム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3粒
スワロフスキー・クリスタル #1088 PP18 クリスタル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ アンフォイル 約10粒
スワロフスキー・クリスタル #1028 PP10 クリスタル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ アンフォイル 約15粒
シャワー台付き15皿リング ロジウム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
オーガンジーリボン 薄いピンク 1cm幅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5cm
チュール ピンク 2cm×2cm ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5枚
ダブルグルー ローズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A剤: 0.45g, B剤: 0.45g

キュート リボン リング
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0.15g

+
0.15g 0.1g × 3

× 6 × 3

A剤 B剤

裏面

混ぜ合せたものを
3等分

0.1g/3 × 9

さらに3等分



1
How to make 作り方

Material 材  料

ビーズ用針、 ハサミ、 平ペンチ、 丸ペンチ、 ニッパー

Tool 道具など

（その他のパーツ）

カニカン、アジャスター、丸カン4mm 2個、4.5mm 6個、9ピン 4本、
テグス3号ベース用 250cm、テグス3号 10cm（6mm）×3本、テグス4号 60cm、
テグス2号 30cm（花モチーフ用）×8本、テグス2号 20cm（花取付用）×6本

2ベースの作り方
・ テグス3号250㎝で4段編む。（図A）
 

・ 別テグス4号60㎝で反対側のサイド1段編む。（図B）
 

・ #5810 6mmを9ピンパーツにし、丸カンで金具と繋げる。（図C）
 

花モチーフの作り方
・ テグス3号30㎝で花モチーフ3種編む。
  Dは2個、Eは2個、Fは4個作る。E.Fは同じ作り方。（図D）（図E）（図F）

3 ベースAに別テグスで花パーツと#5000 6mm ターコイズを取り付ける。
裏で処理して完成（図G）

1

2

3

4

4

5

1

#5040 6mm
ローズ・ピーチ・シマー2X

#5324 4mm 
エルダーベリー・パール

#5324 4mm 
マルベリーピンク・パール

#5810 4mm
マルベリーピンク・パール

#5328 4mm
モカ

#5810 4mm
シャム

#5810 4mm
エルダーベリー・パール

2 3 4 5 6 7

#5328 4mm
Lt.ローズAB

#5000 4mm
ローズ・ピーチ・シマー2X

#5328 4mm
ローズAB

シードビーズ・
マットピンク

#5328 3mm
ホワイトオパール

#5810 4mm
マルベリーピンク・パール

#5810 4mm
エルダーベリー・パール

#5328 4mm
ターコイズ

22 23

1 2 3 4 5 6 7 22 23

A

D

A

B

C

#5328 4mm
マルベリーピンク・パール

#5328 4mm
エルダーベリー・パール

カニカン 丸カン4.5mm アジャスター

スタート

E

F

#6428 6mm
ローズ・ピーチ・シマー

#6430 8mm
ローズ・ピーチ・シマー

テグスで#5810 4mmをすくい
裏で結んで処理。

スタート

ローズ ピーチ シマー
フラワー ブレスレット

RECIPE FALL / WINTER 2020/21

制作： スワロフスキー認定 ビーズ・インストラクター 楓由香

レベル： 上級

スワロフスキー・クリスタル #5810 4mm クリスタル・マルベリーピンク・パール  ・・・・・・・・ 98個
スワロフスキー・クリスタル #5810 4mm クリスタル・エルダーベリー・パール  ・・・・・・・・・ 49個
スワロフスキー・クリスタル #5324 4mm クリスタル・エルダーベリー・パール  ・・・・・・・・・ 24個
スワロフスキー・クリスタル #5340 6mm ローズ・ピーチ・シマー2X  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23個
スワロフスキー・クリスタル #5328 4mm Lt.ローズAB ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24個
スワロフスキー・クリスタル #5328 4mm ローズAB ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23個
スワロフスキー・クリスタル #5328 4mm モカ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23個
スワロフスキー・クリスタル #5328 3mm シャム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 92個
スワロフスキー・クリスタル #5328 3mm ホワイトオパール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10個
スワロフスキー・クリスタル #5328 3mm ターコイズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20個
スワロフスキー・クリスタル #5000 4mm ローズ・ピーチ・シマー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24個
スワロフスキー・クリスタル #5000 6mm ターコイズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3個
スワロフスキー・クリスタル #6428 6mm ローズ・ピーチ・シマー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10個
スワロフスキー・クリスタル #6430 8mm ローズ・ピーチ・シマー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20個
スワロフスキー・クリスタル #5810 6mm クリスタル・マルベリーピンク・パール  ・・・・・・・・・ 4個
スワロフスキー・クリスタル #5810 6mm クリスタル・エルダーベリー・パール  ・・・・・・・・・・ 4個
シードビーズ マットピンク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90個
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・ ワイヤー半分で3枚の花びらにタペストリーワーク。（図I）
・ 残り半分で3枚の花びらをタペストリーワーク。（図J）

・ 裏側でワイヤーを5mmほどねじり合わせて留め、余分はカットする。（図K）

ニッパー、 平ペンチ、 丸ペンチ、 ピンセット、瞬間接着剤

Tool 道具など

2

How to make 作り方

Material 材  料

B

E

G H

F

A D

#4320

C 一重巻き 一重巻き

I

K

J

・ #4320 18×13mm を台座に取り付ける（図A）
・ #22のワイヤー15cmに#5810を3mm 5個、4mm 3個、5mm 1個、 4mm 3個、  

  3mm 5個の順番で通して輪を作り根元で2～3重ねじる（図B）
・ Aの台座に#28のワイヤー8cmを通して図の位置で一重巻付ける。（図C）
・ Cにもう一本#28のワイヤー8cmを通して図の位置で一重巻付ける。（図D）
・ 同様に6個作る。

・ スカシパーツ●6花弁の図の位置にワイヤーを通して裏側でぞれぞれワイヤーを
  5mmほどねじって留める。（図E）
・ 同じように合計6個を取り付ける。（図F）

1

・ #28のワイヤー50cmの真中をスカシパーツ●6花弁の図の位置に通す。（図G）
・ #5810 2mmを中心から2個3個4個3個とタペストリーワークする。（図H）

3

制作： スワロフスキー認定 ビーズ・インストラクター 余合ナオミ

レベル： 上級

（その他のパーツ）

ワイヤー#28ゴールド 310cm、 ワイヤー#22ゴールド 90cm、 

スワロフスキー・クリスタル #4320 18×13mm クリスタル・ロータス・ピンク・ディライト ・・・・ 6個
スワロフスキー・クリスタル #5040 8mm ローズ・ピーチ・シマー2×  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
スワロフスキー・クリスタル #5000 8mm ローズ・ピーチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
スワロフスキー・クリスタル #5000 6mm アメジスト・シマー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
スワロフスキー・クリスタル #5000 4mm ローズ・ピーチ・シマー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3個
スワロフスキー・クリスタル #5810 2mm クリスタル・マルベリーピンク・パール ・・・・・・・・・・ 73個
スワロフスキー・クリスタル #5810 3mm クリスタル・マルベリーピンク・パール ・・・・・・・・・・ 60個
スワロフスキー・クリスタル #5810 4mm クリスタル・マルベリーピンク・パール ・・・・・・・・・・ 36個
スワロフスキー・クリスタル #5810 5mm クリスタル・マルベリーピンク・パール ・・・・・・・・・・・・ 6個
スワロフスキー・クリスタル #5824 4mm クリスタル・ロザリン・パール  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15個
スワロフスキー・クリスタル #4320用台座 18×13mm ゴールド  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6個
スカシパーツ● 6花弁 43mm ゴールド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
スカシパーツ● 角丸四角 41mm ゴールド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2個
スカシパーツ● 6花弁 20mm ゴールド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
スカシパーツ● 5花弁 15mm ゴールド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3個
YOGOX エポフラワーかさねラベンダー 約29mm ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
YOGOX エポフラワーピンク 約35.5mm ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
YOGOX メタルリーフ双葉 ゴールド 約27×13mm ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
チャーム 6葉 39×20.5mm ゴールド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
ミルククラウン 12mm ゴールド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
ミルククラウン 8mm ゴールド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3個
回転ピン 28mm ゴールド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
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4
How to make 作り方

● #28のワイヤー各10cmに#5000 ローズ・ピーチ 8mm、#5000 アメジスト・シマー 
   6mm をそれぞれ通し、エポフラワーの真中の穴にワイヤーを通す。7

● #28のワイヤー各8cmをリーフパーツに巻き付け取り付ける。8

・ #28のワイヤー10cmの真中に#5810 2mmを通し、ワイヤーを#5040 2X8mm,
  ミルククラウン12mmG 1個をJのパーツに図のように通す。

L

M

・ スカシパーツ●にそれぞれのパーツをフラワーアレンジメントの要領で  
  取り付けていく。ワイヤーを裏側で5mmほどねじり余分はカット。
・ もう一枚のスカシパーツ●に#28のワイヤー12cmでブローチピンを取り
  付ける。
・ 2枚のスカシパーツを合わせて、#28のワイヤーを2カ所に3重ほど巻付けて
  固定。余分のワイヤーはカットする。巻付けた箇所、パーツがグラグラ
  する箇所に多目的接着剤をつけ、完成。

9

5

6

・ MパーツのワイヤーをFのパーツに通す。

・ #28のワイヤー30cmの端から4cmをスカシパーツ●5花弁の図の位置に一重巻付ける。
・ #5824 Crystal Rosaline Pearl  4mmを通してワイヤーをスカシの先端に一重巻く。
・ 同じ作業をくり返し5個の#5824 4mmをスカシパーツに取り付ける。
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