
#4499 6mm 2つに石座をセッティングする。1

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）

Tool 道具など

ビニール手袋を着用し、精密スケールでエポキシ樹脂粘土を量る。
A剤とB剤を手のひらでやさしく伸ばす、丸めるを繰り返し、
3～4分間混ぜあわせ、6等分する。（全量0.2gが6つ）

0.6g

+
0.6g 0.2g × 6

A剤 B剤 混ぜ合せたもの

2

分けたエポキシ樹脂粘土を図のようにお花の形に置く。
さらにお花の形に近づけるため、上から軽く押して形を整える。3

How to make 作り方

Material 材  料

真ん中から
置くと形が
作りやすい

図のように#4499 6mm、#4699 6×6.9mmをエポキシ樹脂粘土の上に
置き押して埋めこむ。4

1粒ずつにカットしたカップチェーンをお花の真ん中に置き押して埋めこむ。
さらにお花の外側をふち取るように#1028 PP10 を埋めていく。5

24時間硬化させ、裏にリングベースを取り付けて完成。6

#4499 6mm
クリスタル

サンシャイン・ディライト

カップチェーン
ゴールド

#4699 6×6.9mm
クリスタル

ピーチ・ディライト

#4699 6×6.9mm
クリスタル
ラグーナ・ディライト

#4699 6×6.9mm
クリスタル
オーシャン・ディライト

#4499 6mm
クリスタル
ラベンダー・ディライト

#1028 PP10
フューシャ/F

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

ピンク系

スワロフスキー・クリスタル #4499 6mm クリスタル・サンシャイン・ディライト ・・・・・・・・・・・ 1個

スワロフスキー・クリスタル #4499 6mm クリスタル・ラベンダー・ディライト ・・・・・・・・・・・・ 1個

スワロフスキー・クリスタル #4699 6×6.9mm クリスタル・ラグーナ・ディライト ・・・・・・・・・ 1個

スワロフスキー・クリスタル #4699 6×6.9mm クリスタル・オーシャン・ディライト ・・・・・・・・ 1個

スワロフスキー・クリスタル #4699 6×6.9mm クリスタル・ピーチ・ディライト ・・・・・・・・・・・・ 1個

石座 #4499 6mm用 ゴールド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2個

スワロフスキー・クリスタル PP14 カップチェーン ゴールド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7粒

スワロフスキー・クリスタル #1028 PP10 フューシャ/F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約40粒

エポキシ樹脂粘土 フューシャ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A剤: 0.6g, B剤: 0.6g

リング台丸皿 8mm ゴールド  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個

キュートフラワーリング
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モチーフの中心となる所に多めに接着剤を置き、
4つのクリスタル（#1088、SS29）の底面のとがった所が均等に
中心を向くように配置し、中心にゴールドパーツを置く。

POINT
この時に様々な角度から確認し左右対称になっているかをCHECKする。

1 図のように中心から外側に向かって1周ずつ
左右対称を意識しながらクリスタルを配置していく。2

#1088 SS29
クリスタル

オーシャン・ディライト

#1088 SS29
クリスタル

ラグーナ・ディライト

#2088 SS20
サファイヤ/F

#2088 SS20
クリスタル

エレクトリック・イエロー

#2088 SS16
タンザナイト/F

#2088 SS20
クリスタル

エレクトリック・グリーン

#2088 SS16
クリスタル

エレクトリック・グリーン

#2088 SS12
クリスタル

エレクトリック・ブルー

#2088 SS12
クリスタル

エレクトリック・イエロー

#2088 SS12
ブルージルコン/F

#2555 8x2.6mm
クリスタル/F

#2716 5mm
クリスタル/F

#2709 10x6mm
クリスタル/F

#1088 SS29 
クリスタル
ピーチ・ディライト

【オレンジパート】【ブルーパート】

#1088 SS29 
クリスタル
サンシャイン・ディライト
#2088 SS20 
フィッシャー/F
#2088 SS16 
フィッシャー/F

#2088 SS12 
フィッシャー/F

#2088 SS20
クリスタル
エレクトリック・オレンジ

#2088 SS20 
クリスタル
エレクトリック・イエロー

#2088 SS16 
クリスタル
エレクトリック・ピンク

#2038 SS10 
クリスタル
エレクトリック・イエロー

#2088 SS10 
クリスタル
エレクトリック・オレンジ

#2555 8x2.6mm 
クリスタル/F

#2716 5mm
クリスタル/F

#2709 10x6mm
クリスタル/F

#2038 SS10 
クリスタル
エレクトリック・ピンク

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）

スマートフォンケース 1個、 ゴールドパーツ 2個

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

【オレンジパート】
スワロフスキー・クリスタル #1088 SS29 クリスタル・ピーチ・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・サンシャイン・ディライト ・・・・・・・・・・・・ 2個
スワロフスキー・クリスタル #2088 SS20 フィッシャー/F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8個
スワロフスキー・クリスタル #2088 SS16 フィッシャー/F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9個
スワロフスキー・クリスタル #2088 SS12 フィッシャー/F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3個
スワロフスキー・クリスタル #2088 SS20 クリスタル・エレクトリック・オレンジ ・・・・・・・・・・ 15個
スワロフスキー・クリスタル #2088 SS20 クリスタル・エレクトリック・イエロー ・・・・・・・・・・・・ 2個
スワロフスキー・クリスタル #2088 SS16 クリスタル・エレクトリック・イエロー ・・・・・・・・・・・・ 5個
スワロフスキー・クリスタル #2088 SS16 クリスタル・エレクトリック・ピンク ・・・・・・・・・・・・・ 16個
スワロフスキー・クリスタル #2038 SS10 クリスタル・エレクトリック・ピンク ・・・・・・・・・・・・・・ 9個
スワロフスキー・クリスタル #2038 SS10 クリスタル・エレクトリック・イエロー ・・・・・・・・・・・・ 4個
スワロフスキー・クリスタル #2038 SS10 クリスタル・エレクトリック・オレンジ ・・・・・・・・・・・・ 4個      
スワロフスキー・クリスタル #2555 8x2.6mm クリスタル/F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7個
スワロフスキー・クリスタル #2716 5mm クリスタル/F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12個
スワロフスキー・クリスタル #2709 10x6mm クリスタル/F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10個
【ブルーパート】
スワロフスキー・クリスタル #1088 SS29 クリスタル・オーシャン・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・ラグーナ・ディライト ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2個
スワロフスキー・クリスタル #2088 SS20 サファイヤ/F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6個 
スワロフスキー・クリスタル #2088 SS16 タンザナイト/F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5個 
スワロフスキー・クリスタル #2088 SS20 クリスタル・エレクトリック・イエロー ・・・・・・・・・・・・ 3個
スワロフスキー・クリスタル #2088 SS20 クリスタル・エレクトリック・グリーン ・・・・・・・・・・・・ 2個  
スワロフスキー・クリスタル #2088 SS16 クリスタル・アズールブルー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
スワロフスキー・クリスタル #2088 SS12 クリスタル・エレクトリック・グリーン ・・・・・・・・・・・・ 5個    
スワロフスキー・クリスタル #2088 SS12 クリスタル・エレクトリック・ブルー ・・・・・・・・・・・・・・ 4個
スワロフスキー・クリスタル #2088 SS12 クリスタル・エレクトリック・イエロー ・・・・・・・・・・・・ 2個
スワロフスキー・クリスタル #2088 SS12 ブルー・ジルコン/F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7個
スワロフスキー・クリスタル #2555 8x2.6mm クリスタル/F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8個
スワロフスキー・クリスタル #2716 5mm クリスタル/F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11個
スワロフスキー・クリスタル #2709 10x6mm クリスタル/F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4個

デコ スマートフォンケース
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● #22のワイヤー15cmの先端を3重に渦巻きにまげる。
同じものを合計4本つくる。（図I）

● #3230にIのパーツを図Jのように通す。

4

● #4320を台座に取り付ける（図C）
● #4320の台座に#28のワイヤー10cm2本を通す。（図D）
● DのワイヤーをBの裏側に巻き付け固定する。（図E）

2

1 カップチェーン14石を#22のワイヤー15cmの真中におき。#28のワイヤー
15cmを巻き付け固定していく。カップチェーンの端でワイヤーを2～3重巻き
#28のワイヤーの余分はカット。巻き付けた箇所に瞬間接着剤をつける。（図A）
#22のワイヤーを2重ほどねじり輪にする。（図B）

ニッパー、 平ペンチ、 丸ペンチ、 ビニール手袋、 精密スケール、 ピンセット

瞬間接着剤

Tool 道具など

● #4499を台座に取り付け。#28のワイヤー10cmを2本通す。（図F）
● Fのワイヤーをスカシパーツの図Gの位置に4箇所通す。（図G）
● Eのパーツのワイヤーもスカシパーツに4箇所通す。（図H）

G、Hの裏側でをねじり合わせて余分なワイヤーはカット。

3

How to make 作り方

Material 材  料

A B
I

K

L

J

● Jのワイヤーをスカシパーツに図Kのように通し、
＃3230のもう一つの穴に一重巻く。
4カ所に同様に取り付け、ワイヤーを5cmで切りそろえる。

5

5で切りそろえたワイヤーを渦巻きに巻く（図L）6

C D E

F

G

H

PP24 カップチェーン ゴールド

#4320

#4499

一重巻き

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

ドリーミー ラグーナ ネックレス
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（その他のパーツ）

チェーン 約35cm、 ワイヤー#28ゴールド 228cm、 ワイヤー#22ゴールド 316cm、 

丸カン 2個、 カニカン 1個 

スワロフスキー・クリスタル #3230 28×17mm エリナイト・シマー/F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4個

スワロフスキー・クリスタル #4320 18×13mm クリスタル・ラグーナ・ディライト ・・・・・・・・・ 4個

スワロフスキー・クリスタル #4499 14mm クリスタル/F ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個

スワロフスキー・クリスタル #5810 5mm エデン・グリーン・パール  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8個

スワロフスキー・クリスタル #5810 6mm エデン・グリーン・パール  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8個

スワロフスキー・クリスタル #2308/4 10×6mm クリスタル・ホワイト・パール  ・・・・・・・・・・・・ 8個

スワロフスキー・クリスタル #6431 16mm クリスタル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個

スワロフスキー・クリスタル #5840 8mm クリスタル・イラデサント・タヒチアンルック・パール ・・・ 10個

スワロフスキー・クリスタル PP24 カップチェーン ゴールド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56粒 約26cm

＃4320 18x13mm用 石座 ゴールド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4個

＃4499 14mm用 石座 ゴールド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個

スカシパーツ 55mm ゴールド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2個



6
How to make 作り方

● 15cmのチェーンの先端はチェーンの目を開け閉めし、カニカンを取り付ける。（図R）
● 20cmのチェーンの先端には丸カンで#6431を取り付ける。（図S）9#5810 5mmのパールに#28のワイヤー5cmを通し、図の位置に取り付ける。（図M）

M

7 #2308/4を8箇所に多目的接着剤でしっかり取り付ける（図N）

N

O

P

S

Q

裏側でをねじり合わせて
余分なワイヤーはカット。

合計8箇所取り付ける。

#5810 5mm

#2308/4

8 ● 6mmパールは#22のワイヤー8cmに通してめがね留め（図O）
● 8mmパールは#22のワイヤー10cmを通してめがね留めで繋ぐ。（図P）
● 両端に15cmのチェーンと20cmのチェーンを繋ぐ。（図Q）

R

丸カンでペンダントトップを取り付け完成10

15cmの側に
カニカンをつなぐ。

20cmの側に
#6431をつなぐ。



1
How to make 作り方

Material 材  料

ビーズ織り機（小）、 ビーズ用針、 ハサミ、 平ペンチ、 ニッパー

Tool 道具など

（その他のパーツ）

OneG グレー 1本、 ワイヤー#28S1本、AカンRC小、 1個、 ボールチップS 2個、 CカンS 2個、 

マグネットクラスプS 1個   

ペンダントトップ
・ 織機に2目あけて糸を3本張り、中心にワイヤーを1本張る。
・ 2目ずつ交互に10段織る。（図1）
・ 糸引きをし、輪を作る。（図2）

3 ペンダント
・ 1ｍ20ｃｍの糸を2本取りにする。
・ パールを97個通す。
・ 両端にボールチップをつけ、
  マグネットクラスプをCカンでつなぐ。
  （図4）

ペンダントとペンダントトップを
つなぎ完成。

2 ・ #6431 16mmにＡカンをつける。（図3）
・ ワイヤー2本を一緒にして、Ａカンに通し、メガネ止めを作る。（図4）

図1 図2

図4

図4図3

ボールチップ

マグネットクラスプ

Cカン
#5328 4mm
クリスタルAB

ワイヤー

#5328 4mm
Lt.アメジスト・シマー

Aカン

#6431
16mm
Lt.アメジスト

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： 中級

ペンダントトップ Lt.アメジスト （写真右）

スワロフスキー・クリスタル #6431 16mm Lt.アメジスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個

スワロフスキー・クリスタル #5328 4mm Lt.アメジスト・シマー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10個

スワロフスキー・クリスタル #5328 4mm クリスタルAB ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10個

ペンダントトップ バミューダブルー （写真左）

スワロフスキー・クリスタル #6431 16mm クリスタル・バミューダブルー ・・・・・・・・・・・・・・・ 1個

スワロフスキー・クリスタル #5328 4mm クリスタル・ローズゴールド2x ・・・・・・・・・・・・・・・ 10個

スワロフスキー・クリスタル #5328 4mm クリスタルAB ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10個

ペンダント

スワロフスキー・クリスタル #5810 4mm クリスタル・イラデサント・ダヴグレイ・パール ・・・・ 97個

市松模様ペンダント
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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 44個、丸カン6mm 14個、9ピン 40本、、

メタルパーツ 6mm 20個、丸小シルバー 43個、テグス3号バッグ用 2m、花用30cm10本

3

2

花パーツの作り方（10個作る）
・ テグスを丸小シルバー 4個に通し交差させ、#5328 3mm 5個に通してから
  元の丸小に通し、輪になるようにする。
  中心の丸小をすくい、同じ様に花びらを作っていく。最後は結んで余った部分をカット。

バッグの作り方
・ テグス2mをベース用150cm、サイドとハンドル用50cmに分ける。

・ アクアマリンシマー2x、ローズシマー2x、
  クリスタルムーンライトの花パーツ3個を
  テグスでバッグにつける。

・ 丸カン6mmでバッグとネックレスを
  繋げて完成。

ネックレス部分の作り方
・ 9ピンパーツA,B,Cを作る。
  A10本（クリスタルAB 6mm 10個）、B20本（Lt.アメジストシマー 6mm 20個）、
  C10本（#5328 3mm ライトアメジストシマー2x 20個、 #5000 8mm Lt.アメジストシマー10個、

               メタルパーツ6mm 20個）

・ 9ピンパーツと金具を丸カン4mで繋げる。
・ 丸カン6mmで#8115 14mmと花パーツをつける。（図D）

A ×10本

D

B ×20本 C ×10本

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

1

2

3

4

5

6

11

10

9

8

7

1 1

両方のサイドをそれぞれすくう#5328 3mm

バックベース サイド

ハンドル

#5328 4mm

すくう

すくい結んで
処理

2 3 4 5 6 7
スタート

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 #5328 3mm Lt.アメジスト・シマー2x（花用20個、バッグ用74個） ・・・ 94個

スワロフスキー・クリスタル #5328 3mm ローズ・シマー2x（花用） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60個

スワロフスキー・クリスタル #5328 3mm アクアマリン・シマー2x（花用） ・・・・・・・・・・・・・・ 60個

スワロフスキー・クリスタル #5328 3mm クリスタル・ムーンライト（花用） ・・・・・・・・・・・・・・ 60個

スワロフスキー・クリスタル #5328 4mm Lt.アメジスト・シマー2x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98個

スワロフスキー・クリスタル #5000 6mm Lt.アメジスト・シマー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20個

スワロフスキー・クリスタル #5000 6mm クリスタルAB ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10個

スワロフスキー・クリスタル #5000 8mm Lt.アメジスト・シマー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10個

スワロフスキー・クリスタル #8115 14mm クリスタル・シマー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2個

スワロフスキー・クリスタル #8115 14mm ミディアム・サファイア・シマー ・・・・・・・・・・・・・・・ 2個

スワロフスキー・クリスタル #8115 14mm Lt.ペリドット・シマー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2個

スワロフスキー・クリスタル #8115 14mm ヴァイオレット・シマー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2個
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