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L.A.サンフラワー(L.A. Sunflower)の編み⽅ 

デザイン： Therese Eghult / @CrochetedbyTess 
⽇本語版作成 Masako Kawahara 

難易度： 中級  

準備するもの：  

⽷： オリジナルのパターンでは、北欧のメーカーの「DROPS Muskat」というコッ

トン⽷ 4 ⾊を使っています（太さは合太〜並太程度）。 

⾊ A - Ljus gul/Light yellow (07)  

⾊ B - Ljus rosa/Powder pink (06)  

⾊ C - Korall/Coral (40) 

⾊ D - Rosa /Pink (34)  

細い⽷で編めば⼩さいお花になります。残り⽷を使い切りたいときにもオスス

メです。 

かぎ針： オリジナルのパターンでは、3.5mm（かぎ針６/0 号）を使⽤しています。編む

⽷に合わせて、かぎ針サイズを選んでください。 

ハサミととじ針  オプションで、⼤きめのマグカップ（お茶⼊り）と⽢いもの 

  



 

L.A.サンフラワー(L.A. Sunflower)の編み⽅ (VJ_1 8/31/2019) 

 
Copyright © 2018 Therese Eghult (@crochetedbytess). All rights reserved. 

略語（アメリカ式）- オリジナルの英語のパターンで使⽤されている略語です。 

＊のついているものは、「特別な編み⽅」の項で詳しく説明しています。  

sl st - slip stitch（引き抜き編み） 

ch - chain stitch（鎖編み） 

ch-sp - chain space（鎖編みのスペース） 

sc - single crochet（細編み） 

hdc - half double crochet（中⻑編み） 

fp ‒ front post（表引き上げ編み） 

dc - double crochet（⻑編み） 

dc2tog - double crochet 2 together（⻑編み2⽬の⽟編み）* 

p - picot（ピコット）＊ 

rnd - round（段） 

skip – 指定された⽬を⾶ばす 

RS - right side facing you（表側、編んでいるときに上になる⾯） 

WS - wrong side facing you（裏側、編んでいるときに下になる⾯） 

{...} – {}内のものを指定された⽬に編む 

*...* – その段を通して、または指定された回数分くり返す 

(...) – 段ごとの⽬数  

特別な編み⽅ 

⻑編み 2 ⽬の⽟編み（⽟編み）： 未完成の⻑編みを 2 ⽬編み、⼀度に引き抜きます。 

ピコット： 鎖 3 ⽬を編み、編みはじめの⽬（このパターンでは中⻑編み）のフロントループ

と縦の⽷の両⽅に引き抜きます。 

その他  

● 次の段でも同じ⾊の⽷を使うときは、段の終わりは引き抜き編みにします。⾊を替えるとき

はとじ針を使って⽬⽴たないようにとじてください。 

● 常に表側を⾒て編みます。4段⽬を編むときは、3段⽬の花びらを⼿前側に折って、裏側の⽬

が⾒えるようにして編みます。 
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編み⽅  

1段⽬（⾊A）わ に編み⼊れます。 

細編み6⽬を編み、最初の⽬に

引き抜きます。この引き抜き編

みは、次の段の最初の引き抜き

編みとしてカウントします。

（細編み6）  

2段⽬（⾊A） 

＊細編みに{引き抜き編み、鎖4

⽬、引き抜き編み} ＊ x 6 回。 

⽷を切って引き抜き、⽷端のし

まつをします。 

（鎖4⽬のスペース 6） 

3段⽬（⾊B）編みはじめはスタン

ディング⻑編みにします。 

＊鎖4⽬のスペースに{⻑編み

3⽬、鎖1⽬、⻑編み3⽬}を編み、同じスペースと次のスペースをまとめるように表引き上げ編

み細編み＊ x 6 回。⽷を切り、最初の⻑編みにとじ針を使ってとじます。 

(⻑編み36、鎖1⽬のスペース 6、表引き上げ編み細編み 6 ) 
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4段⽬（⾊C）裏側から、写真の針

を刺した⽬（横に渡っている２本の

⽷）を確認してください。この2本の

⽷に編んでいきます。 

 

表⾯を上にして、3段⽬で編ん

だ花びらを⼿前に折り曲げ、

２本の⽷に引き抜き編みをし、

鎖3⽬を編みます。＊次の2本

の⽷に引き抜き編み、鎖3⽬＊

をくり返し、最初の引き抜き

編みに引き抜きます。 

（鎖3⽬のスペース 6、引き

抜き編み6） 

5段⽬（⾊C） 

前段の鎖3⽬のスペースに細編みを5⽬ずつ編み⼊れます。⽴ち上がりの鎖編みは編みません。

(細編み30) 
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6段⽬（⾊C）「⽟編み」は「⻑編

み2⽬の⽟編み」です。 

5段⽬の細編み5⽬に対して、

＊最初の細編みに{引き抜き

編み、⽟編み}、2番⽬の細編

みに⽟編み、鎖2⽬、3段⽬の

花びらの鎖1⽬のスペースに

引き抜き編み、鎖2⽬（3番⽬

の細編みには編みません）、4

番⽬の細編みに⽟編み、5番⽬

の細編みに{⽟編み、引き抜き

編み}＊ x 6 回。⽷を切り、

最初の引き抜き編みにとじ針

を使ってとじます。 

（⻑編み2⽬の⽟編み 24、鎖

2⽬のスペース 12、引き抜き編み18）  

7段⽬（⾊D）前段の引き抜き編みの直前

の鎖2⽬のスペースから編みます。編みはじめ

はスタンディング中⻑編みにします。 

＊鎖2⽬のスペースに{中⻑編み3

⽬}、ピコット、次の鎖2⽬のスペー

スに{中⻑編み3⽬}、次の⽟編みに

{中⻑編み2⽬}、次の⽟編みに引き

抜き編み。5段⽬で編んだ細編みの間

に引き抜き編み（透かしてみると隙

間が2つ⾒えます。左側の⽳に引き抜

きます）。次の⽟編みに引き抜き編

み、次の⽟編みに{中⻑編み2⽬} ＊ 

×6回。⽷を切り、とじ針で⽬⽴たな

いようにとじます。 

(中⻑編み60、ピコット6、引き抜き編み18) 

 

最後に⽷のしまつをして完成です 
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みなさんのお作りになっているものを⾒たいので、 

SNSに投稿する際は、ぜひ私のことをタグ付けしてください。 

@crochetedbytess #crochetedbytess #theLASunflower  

どうぞ楽しんでお作りください//Tess 

♥ 

このパターン（編み⽅）は、個⼈利⽤でのみお使いいただけます。 

このパターンの販売、再配布、編集を禁⽌します。 

お作りになったものを販売することは可能ですが、その際、ここに掲載された写真を使わないでください。

販売するときは、デザイナーの名前を明記してください。 

よろしくお願いします。 

♥ 


