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基本的にドッグウェアはワンちゃんが動き回っても快適に過ごせるように、ニット生地を使用します。
用途に合わせた最適な生地の選び方、必要な生地の使用量を頭にいれておくとスムーズに生地を購入でき
ます。

どの生地を使えばいいの？　どれぐらい用意すればいいの？

ニット地の選び方

ニットにはたくさんの種類がありますが、ここではドッグウェアで使用する一般的な生地をご紹介します。

天竺ニット
　メリヤス編みされている為、表と裏の編み地の見た目が違います。きれいな
編み地が表になります。Ｔシャツ・タンクトップ・キャミソールなどに使いま
す。布端が丸まりやすいが、伸縮率が低く伸びにくいので、扱いやすく初めて
の方にはオススメです。

スムースニット
　「フライス」と同じ編み方で、目が詰まっているものをスムースと呼びます。
目が詰まっているため、手触りがさらっとしていて、光沢があります。
フライス同様伸縮性に高く、目が詰まっている分フライスより保温性に優れて
います。

裏毛
　トレーナーなどで使われる、「スウェット地」や「トレーナー地」と一般的に呼ば
れている生地です。裏のループが小さいものをミニ裏毛と呼び、裏毛よりはやや薄手に
なり春夏用のアイテムにも使用できます。布端が丸くなりやすく、ほつれやすく、裁断
などで糸くずが出やすいのが難点です。

フライスニット
　ゴム編みされている為、表と裏が同じような見た目になっています。肌触り
がよく、横方向によく伸びる生地で、フィットしたデザインに最適。Ｔシャツ
・タンクトップ・キャミソールに使います。伸縮性が高く、Ｔシャツなどのリ
ブにも使用できます。伸縮性が良く、「スムース」よりも目が粗いので、ミシ
ンで縫うときに生地が針穴に落ちることもあります。生地の厚さより1段階細め
の糸を使用したり、押さえの圧力をゆるめにすると縫いやすくなります。

デニムニット
　表がデニムのように見えるニットの総称です。天竺・スムース・裏毛などが
あります。「天竺」などはＴシャツ・タンクトップ・キャミソールなどの薄手
のアイテムに、「裏毛」はトレーナー・パーカーなど厚手のアイテムに最適で
す。

ダンボールニット
　生地がダンボールのように2重高層になっているため、保温性が高い。伸縮性は低く、
厚みがあり、布端も丸まらないのでニットソーイングビギナーの方にオススメの生地で
す。トレーナー・パーカーに最適です。

01



Page.2
milla milla

http://www.millamilla.com/

接結ニット
　2枚のニット地を1枚にくっつけてあるニットです。「接結ガーゼ天竺」などはふわふ
わした手触りで、ダブルガーゼのニット版になります。

スパンテレコ
　「テレコ」とは、表面にでこぼこの出る編み方で、スパンテレコはテレコに伸縮率
を上げるスパンが入っている生地です。薄手～厚手まであり、一般的にリブと呼ばれる
生地です。薄手のものはＴシャツなどにも使えます。

スパンフライス
　フライスにスパンが入っている生地です。「スパン」とはスパンデックスという、
伸縮性の高いゴムの糸のことで、この糸が一緒に編みこまれているためよく伸び、Ｔシ
ャツなどの他、リブにも使えます。薄手～厚手まであります。

パイルニット
　「タオル地」と呼ばれているもののニット版です。手触りよく、パーカー、トレーナ
ーなどで使用するとスポーティーに仕上がります。毛足の短いミニパイルは春夏に、普
通の毛足のものは秋冬にオススメです。毛足は裏毛と同じループになっているため、毛
足が長いと糸が引っかかることもあります　　　　　　　　　　　　

ベロア
　表が起毛になっており、柔らかい生地のため、ニットソーイングビギナーの方にはオ
ススメできない生地です。毛の流れる方向により上下があります。パーカー・ワンピー
ス・ボトムスに最適です。

スポーツニット
　ジャージに使われます。厚みがあり、さらっとした手触りで、布端も丸くならない
ので、扱いやすい生地です。ジャージやパーカーに最適です。
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ワンちゃんのサイズの測り方02

表裏・上下の見分け方

基本的に生地は表面の見た目がきれいなほうが表と考えてもらってもよいです。
表を使わなければならないという決まりはないので、ご自分の好みに合わせて、使いたいほうを表とし
て使ってください。

それでも表裏が気になるという方は、下のポイントにしたがって見分けてください。
　☆　柄がはっきりみえる。（柄や色が濃く出ているほうが表）
　☆　つやや光沢を見る。（つやや光沢が出ていて、なめらかなほうが表）
　☆　網目を見る。（テレコのように凹凸のある生地では凹凸がきれいに見えるほうが表）
　☆　布端が丸まる方向を見る。（天竺やフライスは基本的に布端が丸まるほうが表）　

生地の上下の決め方ですが、無地の生地なら上下関係なく使用していただいて結構ですが、柄や毛並
み、光沢のある生地は上下確認する必要があります。

柄のある生地　　　　　：柄を見て、好きなほうを上にしてください。
毛並み・光沢のある生地：生地をハンガーなどにかけ、少し離れたところから生地を見てください。
　　　　　　　　　　　　そうすると、生地の色の見え方が違ってくると思います。光って白っぽく
　　　　　　　　　　　　見える方向と濃い色に見える方向があるとおもいます。光って見える方向
　　　　　　　　　　　　が生地が正しく上下の方向を向いています。

型紙を選ぶ前に、まずは愛犬のサイズを測りましょう。

① 着丈　：首の付け根（首輪を付ける部分）～　好みの長さ（しっぽまでの間の好みの長さ）
② 首周り：首輪を付けるあたりの首周りの長さ
③ 胴周り：前足の付け根を通った、胴周りの一番太い部分の長さ

　首周り、胴周りはぴったり測るのではなく、ゆとりをもって（小型犬で縦に指が２本入るぐらい、
大型犬で手首が入るぐらい）測ってください。そうしないと、洋服がワンちゃんのジャストサイズ
になり、着せにくく、動きにくい洋服になってしまいます。

milla millaの型紙のサイズは洋服の仕上がりのサイズになっていますので、愛犬のサイズを測った
後、型紙を選ぶときに、胴回りを基準に愛犬のサイズと一番近いサイズで、大きい方のサイズをお選
びください。

POINT
①ワンちゃんの機嫌の良い
　ときに測りましょう。
②立たせた状態で測ると
　測りやすいです。

①

②

③
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　お店で使いたい生地を見つけたけど「いったいどれだけ買えばいいの？」とお困りの方も多いと思いま
す。洋服作りに慣れればだいたいの必要量の検討もつきやすくなるのですが、慣れるまでは、下のことを
参考に生地の用尺を計算してみてください。

後
ろ
中
心
線

輪

前
中
心
線

輪

必
要
な
用
尺

必要な生地の使用量の決め方

☆ 一般的に、生地の布幅は統一されていて、ほとんどの生地
 　の幅は、シングル幅（90～92ｃｍ）普通幅（110～120ｃｍ）
　 セミダブル幅（135～140ｃｍ）ダブル幅（150ｃｍ）なって
　 います。
☆ 実際に型紙を机の上に広げてみて、配置してみるとより正
 　確な用尺をすることができます。
☆ 犬服の場合、後ろ身頃の丈が一番長い場合がほとんどなの
 　で、後ろ身頃の丈+余分（縫い代分など）を目安にして良い
 　と思います。
☆ 柄合わせをする場合はさらに余分に生地を用意しましょう。
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生地にあった糸の選び方

04 糸と針について
ニット生地は伸びやすく、生地の糸が切れるとそこからほつれて穴になってしまうことがあるため、ニッ
ト用の針と糸を用意する必要があります。

生地にあった針の選び方

ニット用針は針先が丸まっているため、生地の糸を切ることなく縫えます。
ミシン針にはたくさんのサイズがあり、生地の厚みによって使い分けます。
基本的には下を目安に選んでください。家庭用ミシン・ロックミシン共にニット用針を使ってください。

ニットは伸縮するため、伸びたときの糸切れ防止のために基本的にニット用糸（レジロン糸）を使いま
す。（ニット生地であっても、ほとんど伸びない生地やロックミシンを使う場合は普通のスパン糸を使
用できます。）また、糸にも生地の厚みに合わせてサイズがあります。

スパン糸　：薄地生地　90番
　　　　　　普通地　　60番
　　　　　　厚地　　　30番

基本的にスパン糸4本（3本）で問題ありません。
フィットしたデザインの洋服で、生地も伸縮率の高
いものを使う場合は、針に通す糸をレジロンに、右
の2本の糸をウーリーに変えても良いでしょう。

上糸：レジロン糸（50番）
下糸：ウーリー糸（市販では1サイズのみ）

☆ロックミシンで縫う場合

※コンピューターミシンは自動的に糸調子が
できるようになっているので、レジロン・ウ
ーリーを使用すると糸調子がうまくとれない
場合があるようです。実際にご家庭のミシン
で試してみることをオススメします。

縫う前に試し縫いをして、糸の組み合わせと生地との相性を見ることをオススメします。

☆家庭用ミシンで縫う場合

薄地生地：＃９　　（スパッツや下着（レース）水着などの薄い生地）
普通用　：＃１１　（Ｔシャツやスポーツニットなどの生地）
中厚地用：＃１４　（フリース、裏毛などの生地）

☆色で迷ったら、濃いほうの色を選びましょう。
☆糸にもサイズがあり、薄手～厚手までそれぞれの生地の厚み
にあわせた糸のサイズ（番手）があります。
☆ロックミシンの場合、それぞれの生地の厚みに合わせて毎回4
本（又は３本）と買い揃えるのは大変なので、とりあえずは90
番だけで大丈夫です。

POINT！
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millamillaの型紙にはいろいろな記号が記載されています。洋裁で一般的に使われる記号ばかりなので、
使用頻度の高いものは覚えておくと便利です。

地の目線 布地の方向。布に型紙を配置するときの型紙の向きをしめします。

出来上がり線 洋服が出来上がったときの輪郭をしめす線。縫い合わせるときに出来上がり線の上をたどって縫い
たい場合は、この線を生地に写しましょう。

ステッチ線 ステッチを入れる場所をしめします。

又はわ わで裁つ線 生地を裁断するときに、輪にして裁断することをしめします。

ノッチ(合印
縫い止まり)

縫い合わせのときにずれないように合わせる印、縫い止まり、縫い始め、付属の取り付け位置など
をしめします。

milla millaの型紙は縫い代つきになっています（基本１ｃｍ）。縫い代が１ｃｍでない場合は型紙に
「○ｃｍ」と記載されていますので、そのまま切り取ってお使いください。
また、ニットソーイングビギナーの方は縫い代を多めにとることをオススメします。
その場合は、型紙を切る前に、型紙に直接1.5cm～２cm程度の縫い代を付け足してから型紙を切るとより
正確に生地の裁断ができます。

05 型紙について
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05 型紙について
サイズ調節のしかた

着丈の調節

胴周りと首周りの調節

脇線の真ん中から後ろ/前中心線まで直
角に線を引き、型紙をそれぞれ線に沿っ
て切り離します。

前
中
心
線

わ
わ

３ｃｍ伸ばす場合、型紙の下部分を下
に３ｃｍずらし脇線をつなげます。
（点線部分）

☆着丈を伸ばす場合 ☆着丈を短くする場合
３ｃｍ短くする場合、型紙の下部分を
上に３ｃｍずらし脇線をつなげます。
（点線部分）

わ

３ｃｍ
前
中
心
線

わ

３ｃｍ

脇の縫い合わせが同じ長さになるようにします。

わ

３ｃｍ重ねます

前
中
心
線

わ

３ｃｍ
重ねる

脇の縫い合わせが同じ長さになるようにします。

☆　大きくする場合

胴周り全体で3ｃｍ大きくする場合、
1.5ｃｍ後ろ中心線に付け足します。

わ

1.5ｃｍ

☆　小さくする場合

胴周り全体で3ｃｍ小さくする場合、
1.5ｃｍ後ろ中心線をずらします。

わ

胴周りと首周りの調節では、後ろ身頃
の型紙を使います。

わ

1.5ｃｍ

なだらかな線を引きます。

必要のない部分を
切り落とします。

millamillaでは１デザインにつき、10サイズもの型紙を用意しておりますが、さらにフィットしたお洋
服を作ってあげたいときは、「着丈」「胴周り」「首周り」の型紙調節をオススメします。
下にカンタンな調節の仕方を乗せましたので、参考にしてください。
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06 縫い始める前の下準備
型紙、布地、洋裁道具などをそろえたら、いよいよ作っていきましょう。その下準備として、下のことに
注意していただければ、縫いやすく、美しく仕上がります。

水通し・地直しのしかた

日本製の生地には、すでにゆがみや縮みを防止する加工がされているものが多く、水通し・地直しな
しでも大丈夫なものがあります。また、それぞれの生地には特徴があり、縮みやゆがみのほか、色落
ち、アイロンなど、生地により注意点が違います。まずは生地を購入されたお店で水通し、地直し、
お洗濯について聞くことをオススメします。

綿・麻は洗濯で縮みやすく、せっかく作ったのに1度の洗濯で縮んで着せられない！なんてことにな
らないために、綿と麻の生地を購入したらまず「水通し」をしましょう。
やり方は簡単。生地をきれいにたたんで、洗濯ネットに入れ（30分～1時間程度）水に浸します。
その後、かるく上から押して水を切り、日のあたらない、平らな所に広げて干します。

綿・ニットの場合は、水につけることである程度のゆがみが直りますが、干すときに布のたて地とよ
こ地を手でゆがみを直す方向に引っ張って整えましょう。それでも布のゆがみが直らない場合は、生
乾きの状態で生地の裏から押さえるようにしてアイロンをかけてください。

ニットは布端が丸まりやすく、犬服のように少ない量の生地しか使わないのであれば、水通しをする
とよけいに端が丸まり、扱いにくくなる場合があります。生地を購入後平らな場所に広げて１～２日
おいておく（放反）だけでもあるていど伸びてゆがんでいた生地がもとに戻りますので、水通しと地
直しに自信がなければ、この方法をオススメします。

ウールのニットはアイロンの蒸気をあてて、ゆがみを直す方向にひっぱります。
あとは、熱が冷めるまで放反します。

●

●

●

●

●
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06 縫い始める前の下準備
型紙の配置のしかた

生地の裁断のしかた

生地の伸びる方向

後
ろ
中
心
線

輪

前
中
心
線

輪

生地裏面

ニット生地の場合、生地の伸びる方向に注意して型紙を配置しましょう。お手持ちのTシャツなどを
見ていただければわかるように、ニットの洋服は胴周りに伸びるようにできています。犬服も例外
なく、胴周りに伸びるようにします。

重し

カット

カット

● 裁断の注意点

① よく切れるはさみを使います。
切れにくいはさみの場合、
薄手の生地だと伝線してしまいます。

② はさみで生地を押しながら切らない
ようにしましょう。

型紙に「わ」と書いてあるところは、生地を二つ折り
にし、「わ」の部分を折った線に沿って、型紙を配置
し、折ったまま裁断します。そうすると、左右対称の
ものができます。下の生地がずれていないか良く確か
めてから裁断しましょう。
柄合わせをするときは、縫い合わせの部分にポイント
を決め、ポイントが同じ柄にくるように型紙を配置し
ます。
「わ」のついている型紙でも、ずれやすい生地であれ
ば、型紙を反転し、1枚にして裁断をすれば柄などがず
れるのをふせげます。

ニットは伸びやすく、型紙を生地に移している間にも、ちょっとしたことで生地が動いてしまいま
す。印を付けるときは生地を引っ張らないようにそっと印をしましょう。薄手の生地では、マチ針を
使うと生地がずれるので、マチ針のかわりに「重し」（2個以上。1つだと、ずれてしまいます。）を
使って型紙を固定しましょう。

ニットを裁断するときは、小さい型紙であっても、生地を動かさずに、裁断しやすい方向に自分で
動きます。はさみは細かく動かさず、もう片方の手で型紙と生地を固定しながら、ゆっくり切りま
す。ニットの裁断にはロータリーカッターを使うとストレスなく裁断できます。

型紙に「合印/縫い止り」があるときは、裁断のあとに「ノッチ」を付けます。「ノッチ」とは、
合印部分に２～３ｍｍほど生地に切り込みをいれることをいい、縫うときは、この切り込みを目
印にします。
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07 縫製について

08 アイロンについて

ニット地を縫うときの注意点

スチームをかけると型がつきやすいです。

生地が伸びないようにアイロンを上から押さえつけるようにしましょう。

アイロンを横に滑らさないように注意しましょう。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

縫い始める前に試し縫いをし、針・糸の太さが合っているかどうか、糸調子が合っているかどうか
確認しましょう。

家庭用ミシン・ロックミシン共にニット用針を使います。（薄手の生地の場合、生地に穴が開くこと
があります。）

縫っている間は生地を押さない・引っ張らない。常にミシンの流れにそって、手を添える程度にしま
す。

なるべく待ち針を使わないようにしましょう。
一定のスピードで縫う方が伸びずにきれいに仕上がります。

家庭用ミシンを使っている場合、ジグザグミシンは、直線縫いのそばにし、縫い終わってからあまっ
た縫い代を切り落とします。

縫った後はアイロンで縫い目を落ち着かせましょう。

犬服は小さいパーツが多いので、カーブなどではあらかじめ、しつけ縫いをしてからミシンで縫うこ
とをオススメします。

家庭用ミシンで縫っているときに、生地が伸びてしまうようであれば、ミシンの押さえの圧力を弱め
に設定すると多少の伸び防止になります。

押え金はすべりのないテフロン押えを使い、押えの圧力は小さくします。

糸調子は上下ともにゆるめにします。

ニット生地にアイロンをかける時の注意点

①

②

③
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