クラフトテープで作るミニチュアハウス（Ｗ１８ｃｍ×Ｄ５．３ｃｍ×Ｈ２１．５ｃｍ）
☆キットに含まれている材料・・・・（レース、布等、写真のものと変更になる場合があります）
説明書４枚・クラフトテープ白１３本どり１１ｍ・アイボリー１２本どり４ｍ・カントリーレッド１２本どり１ｍ・チョコ１本どり40ｃｍ・ナチュラ
ル１３本どり２ｍ・ハートくり抜きテープ（大小２枚ずつ）・ＰＰバンド・フルセットの場合（布３種、レース２種、ペイント、爪楊枝）
☆ご自分でご用意するもの・・・・牛乳パック 2 枚・メジャー、ハサミ、木工用ボンド、水性ニス、ハケ等（フルセットでない場合
は布、レース等）また、ボンドで手がベタベタになるので、おしぼりかウエットティッシュがあると便利。
☆クラフトテープはこよりの線にハサミで切れ目を入れ、PP バンドやテレカ等で裂き、こよりの本数を分ける事が出来ます。
【重 要】クラフトテープのカットの仕方（この通りにカットをしないとテープが足りなくなる場合があります）
各色、大きなこよりの本数から、カットしていきます。同じ色を使う小物の分のテープも同時にカットすること。（色分けして記載してあります）
また、必要以上に先に裂いてしまわないこと。ただし多目に入っているので、少々失敗があっても大丈夫です。
★バスケット
★リース
★ハウスフレーム用
★チェア（ナチュラル）
※ナチュラル
※カントリーレッド
※白
①１３本どり ３ｃｍ×６本
①１３本どり約４ｃｍ
① １本どり３５ｃｍ×１本
①１３本どり１７ｃｍ×２６本
② ５本どり ２ｃｍ×２本
② ８本どり１０ｃｍ×１本
・チョコ 1 本どり、４０ｃｍ
②１３本どり２１ｃｍ×１１本
③ ３本どり ７ｃｍ×８本
③ ３本どり ５ｃｍ×１本
③１３本どり１７ｃｍ×６本
④ ３本どり ３ｃｍ×８本
※カントリーレッド
★キャニスター
④１３本どり１３．５ｃｍ×１２本
⑤ ３本どり ２ｃｍ×２４本
④ １本どり８．５ｃｍ×１本
※アイボリー
⑤ ８本どり約１４ｃｍ×２本
⑥ ３本どり１０ｃｍ×１本
⑤ １本どり
５ｃｍ×１本
①１０本どり１０ｃｍ×１本
⑥ ８本どり約１６ｃｍ×１本
⑦ ３本どり ２ｃｍ×１本
★毛糸玉（アイボリー）
② ８本どり１０ｃｍ×１本
⑦ ４本どり１２ｃｍ×２本
・ハートのくり抜き小 2 枚
① １本どり１４ｃｍ
※カントリーレッド
⑧ ３本どり１７ｃｍ×１本
（８本どり ２ｃｍ×2 本）
★毛糸編み針（ナチュラル）
③ ２本どり１５ｃｍ×２本
⑨ ３本どり約３８ｃｍ×２本
① １本どり５ｃｍ×２本
④ １本どり ２ｃｍ×２本
・小花布１８．５ｃｍ×１４ｃｍ
★シェルフ（ナチュラル）
※アイボリー
S①１２本どり５．５ｃｍ×３本
★ジョウロ（カントリーレッド）
★植木鉢（ナチュラル）
⑩１２本どり １７ｃｍ×３本
S②１０本どり ２ｃｍ×３本
①１２本どり約２ｃｍ×２本
① ３本どり１６ｃｍ×１本
⑪１２本どり １３．５ｃｍ×６本
S③ ３本どり ３ｃｍ×２本
② ９本どり ６ｃｍ×１本
⑫ ９本どり ７．５ｃｍ×１５本
・ハートのくり抜き大 2 枚
③ ５本どり ２ｃｍ×１本
★コーヒーカップ（白）
⑬ ７本どり １７ｃｍ×１本
（８本どり ４ｃｍ×2 本）
④ ２本どり ４ｃｍ×２本
① ５本どり２．５ｃｍ×１本
⑭ ６本どり １７ｃｍ×１本
⑤ １本どり ４ｃｍ×１本
② １本どり１２ｃｍ×１本
⑮ ６本どり ４．５ｃｍ×２本
★棚（ナチュラル）
③ １本どり２．５ｃｍ×１本
⑯ ４本どり ５．５ｃｍ×２本
①１３本どり６．５ｃｍ×３本
★フロアスタンド（白）
⑰３～４本どり１３．５ｃｍ×２本
②１３本どり４．５ｃｍ×９本
①１３本どり１６ｃｍ×１本
★バッグ（ナチュラル）
※カントリーレッド
・チェック布 ４ｃｍ×４ｃｍ
② ５本どり１９ｃｍ×１本
①１３本どり ７ｃｍ×１本
⑱１２本どり２．５ｃｍ×１０本
③ １本どり ９ｃｍ×７本
②１３本どり ３ｃｍ×１本
⑲１２本どり６ｃｍ×１本
★窓枠（ナチュラル）
・チェック布 ３ｃｍ×８ｃｍ
③ ２本どり ４ｃｍ×２本
⑳ ４本どり約１２ｃｍ×２本
① ４本どり ６ｃｍ×２本
・太幅レース約７ｃｍ
・細幅レース 約８ｃｍ
② ４本どり ５ｃｍ×３本
※テープの種類によって、こよりの幅が違う場合があります。この通りに作っても出来上がり寸法が違ってきますの ・白の布８ｃｍ×７ｃｍを２枚
・太幅レース約６．５ｃｍ
で、その旨ご了承ください。また、その場合は適当調整して作ってください。

１．
横１７ｃｍ× 縦 21ｃｍにカットし
た牛乳パックの裏、表に①17ｃｍ
のテープ 13 本ずつを隙間なく、
横
に並べボンドで貼る。
（21ｃｍに満
たない場合はこよりを数本足し、
余
る場合はこよりを数本カット）

２．
牛乳パックの絵柄がついている側
のテープの上に更に縦に②のテー
プ 11 本を貼る。
（３重、牛乳パッ
クを入れ４重になる、３．※参照）
テープが牛乳パックからはみ出る
場合はこよりを裂き余分をカット。

３．
縦に貼り付けた後に、屋根の低いと
ころが高さ 13.5ｃｍ、高いところ
が 21ｃｍになるように家の形に
カットする。
（※絵柄がついてる側
を 2 重にするのは、1 重だと絵柄
が透けて見えるため）

４
下から 7.5ｃｍ位のところから布
を置き、
布の端の方だけボンドづけ
する。少しひっぱり気味にして、側
面に少しかぶるぐらいのところで
布を土台の形に合わせカットし、
側
面にボンドで貼り付ける。

５．
⑫のテープをまずは真ん中に１本。
その後両隣に並べ、
少し隙間を開け
て、全部で合計 15 本貼り付ける。
テープがはみ出た場合は、余分なこ
よりを裂いてカットする。

６．
⑬のテープを腰壁の下部分に合わ
せて貼る。⑭は下から８ｃｍの位置
にボンドで貼る。

７．
牛乳パックＡ．4.9ｃｍ×13.5ｃ
ｍを 2 枚、Ｂ．4.9ｃｍ×17ｃｍ
を 1 枚にカットしたものを用意。

８．
１．
と同様にＡの牛乳パックに④の
テープを、Ｂに③のテープを裏表に
3 本ずつ縦に隙間なく貼り付ける。
（４．９ｃｍに満たない場合はこよ
りを数本足し、余る場合はカット）
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１１
A には、貼る面が余っている部分
の大きさに合わせて、
3 本～4 本ど
り位の⑰のテープをボンドで貼り
付ける。
．

１２．
次に A に⑨の 3 本どりテープを周
囲にぐるりと貼り付ける。
2 枚のA
が向かい合わせになった時に、貼り
はじめの位置★が同じになるよう
に貼ること。
（注：18．参照）

９．
牛乳パックの絵柄がついてる方に、
Ａには⑪のテープを、Ｂには⑩のテ
ープを少し隙間をあけて貼る。約６
ｍｍ、貼らない部分を余らせる。

１０．
全部でテープが３重、牛乳パックも
合わせ４重に重なった状態。
B に⑧
の３本どりを片側の側面
（アイボリ
ーのテープが端まで貼ってある方）
に貼り付ける。

１３．
B と壁部分をボンドで貼り合わせ
る。9．でテープを貼らなかった部
分にボンドを塗り壁を載せて貼る。

１４．
１５．
A の部分を 17．の両側にボンドで 両側の壁の下側に⑮テープを貼る。
貼る。時間をかけて押さえて接着。 長い場合はカットする。
（注：12．の⑨のテープのつなぎ
目が正面から見えない位置に置く。
また 11．で貼った細いテープが壁
側奧になるように配置すること。
）

１７．
壁紙の端に、⑯のテープを貼り、補
強する。
屋根の部分の補強に合わせ
て、斜めにカットする。
（両側とも）

１８．
裏側も補強。⑤のテープを写真のよ
うに貼る。長い分はカットする。屋
根部分は⑦のテープで補強。
突き合
わせ部分等、斜めにカット。

１９．
⑥のテープで、下側を補強。長い場
合はカットする。

２０．
屋根のトップに⑲のテープを半分
に折ってボンドで貼る。
（重なる部
分に最初はボンドをつけない）
5mm 前後重ねて、⑱を両側 5 枚
ずつ貼り付けていく。全部貼れた
ら、重なり部分もボンドで貼る。

２１．
これで、
ハウスのフレーム部分が完
成。

２２．
チョコの１本どりで輪を作り、その
輪にテープを通して、巻きつけてい
き、リースを作る。
（直径約２．８
ｃｍ位）

２３．
端はボンドでとめる。①のカントリ
ーレッドはしばらく水につけてこ
よりのノリを落とし、乾かす。
（ラ
フィアのようになる）

２４．
①をリースに巻きつけ、
リボン結び
する。リースはお好みで、ドライフ
ラワーや、ネイル用のシールなどを
貼ると良い。

２５．
キャニスターを作る。①と②のテー
プの端を図のように丸める。

２６．
しっかりと押さえながらくるくる
と巻いていき、
ひもの最後にボンド
をつけて貼る。
（直径 1.2ｃｍ位）

２７．
フタ用の③のテープも少し巻き始
めてから、キャニスター本体の上に
重ね、本体と重ねながら巻き、大き
さを合わせてカットする。

２８．
26．と同様に最後のみボンドをつ
けて貼る。中央部分を指で押し、
曲線を作る。
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１６．
屋根の部分は、⑳のテープで補強。
突き合わせ部分は斜めにカットす
る。

２９．
④のテープを半分に折り、フタの穴
に図のように差し込む。
正面から見
た時に持ち手の輪が見えるように
貼る位置を決める。
キャニスターの
フタにボンドをたっぷりとつけ本
体と貼り合わせる。
（30→31）

３０．
コーヒーカップは ①のテープを５
ｍｍののりしろで輪にする。
ソーサ
ーは②をくるくるとボンドをつけ
ながら巻く。
（直径 1.3ｃｍ位）③
の 1 本どりテープで、①のつなぎ
目に沿って持ち手をつける。
植木鉢
の①のテープも 25．26．と同様
に巻いてとめる。

３１．
カップとソーサーはボンドで重ね
て貼る。
毛糸玉①のアイボリーをボ
ンドをつけながらくるくると丸め
る。毛糸編み針①の端を片結びし
て、編み針２本を作る。毛糸玉に編
み針を差し込む。植木鉢は、28．
のように中央部分を押して曲線を
作りボンドで固定。

３２．
ペイントを牛乳パックに適量だす。
爪楊枝を垂直に立てながらペイン
トをつける。
（太い方）牛乳パック
に垂直に下ろしてドッドをいくつ
か試し描きする。
（ペイントをつけ
る量、大きさを確認。
）

３３．
１つドットを描いたら、
ペイントを
付け直すと同じ大きさに描ける。
ド
ットを２個並べて描く。
ペイントが
盛り上がるような感じ。
爪楊枝の先
（細い方）で、ドッドのペイントを
少しずつ下ろし、なじませハートの
形にする。

３４．
本番の前に要らないテープなどで、
必ず試し描きをしてみる。キャニス
ター、植木鉢にハートを描く。ペイ
ントが難しい場合は、ネイル用シー
ルなどを貼ったりして、
お好みで仕
上げてください。

３５．
バスケットを作る。
②の８本どりテ
ープを輪にして、2.5ｃｍののりし
ろで貼る。底の円形より一回り小さ
く、
①のテープを楕円に丸くカット
する
（写真のようにシャーペンなど
で型をとる）

３６．
③のテープと⑤のカントリーレッ
ドを重ねて持ち手にする。橋を渡す
ような感じでバスケットに貼る。
底
のバスケットの内側に楕円にカッ
トした①を貼る。バスケットの回り
に④を貼り付ける。

３７．
バッグを作る。
①のテープをのりし
ろ 1.5ｃｍで輪にして貼る。写真の
ように輪をつぶす。
表から見た時に
つなぎ目が見えないように。
バスケ
ットと同様に底を貼る。
③の持ち手
２本を写真のように内側に貼る。

３８．
ジョーロを作る。②のテープを１ｃ
ｍののりしろで輪にする。①のテー
プに 35．と同様に円の型を１枚と
る。写真のようにカットする（片側
を少し大きめにする。小さい方は余
り）

３９．
写真のように大きい方の半円の側
面にボンドを貼り、輪の内側に貼
る。
（輪のつなぎめが写真の位置に
なるように貼る。
）

４０．
上部につけた半円が浮き上がるよ
うに両側からつぶし楕円にする。
この楕円に合わせて、①のテープに
３５．と同様に楕円の型を 1 枚取
り底にする。

４１．
③のこよりを縦にして丸めボンド
で貼り棒状にして注ぎ口を作る。
両
端を違う方向に斜めにカット。注ぎ
口の先は⑤をボンドをつけながら
ぐるぐると巻いて貼る。
③と⑤をボ
ンドで貼り、本体に貼り付ける。

４２．
④のテープを１本は上部の持ち手
にして、
ジョウロの中に先を入れ貼
る。
もう１本の④は写真のような形
に折り曲げ、ジョウロの本体のつな
ぎ目に沿って、ボンドで貼る。ジョ
ウロが完成。

４３．
チェアの③と④のテープは４枚ず
つに重ねて貼る。
（棒が大小２本ず
つになる）⑤は３枚重ね。
（棒が８
本出来る）②とハートのくり抜き大
小は２枚重ね。
（注４６参照）シェルフ
の S①は３枚重ね。S②は斜めに半
分にカットし３枚に重ねる。
（三角が
２枚出来る、４８．参照）

４４．
牛乳パックを３ｃｍ×３ｃｍにカ
ットする。チェアの①の３ｃｍのテ
ープを２枚並べ、牛乳パックにボン
ドで両面貼る。
絵がある方の牛乳パ
ック側を２重、
反対側は１重にテー
プを貼る。写真のように、こより２
本分を斜めにカットする。
（両端と
も）
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４５．
長い方の角を丸くカット。短い方は
５ｍｍ角に切り込みを写真のよう
に入れる。⑦のテープを上側の側面
に、また切り込みの端から、⑥のテ
ープを側面にぐるっと貼り付ける。
余りはカット。

４６．
写真のように、43．で束ねたチェ
アのパーツとハートのくり抜き小
を組み立てて貼る。
ハートのくり抜
きは（シェルフも同様）ハンドパン
チを押した跡がある面を貼り合わ
せる。
（跡が表から見えないように
隠す。跡がない場合は気にしなくて
よい）

４７．
４８．
パーツを写真のように組み立てる。 ４３．で作った三角の対角線の断面
に S③のテープを貼る。
長い分はカ
ット。
（２個作るので、両方の長さ
を揃えてカット）

４９．
ハートのくり抜き大の回りに、写真
のようにパーツを並べ、
ボンドで貼
り合わせる。

５０．
パーツを全部貼り付けて、チェアと
シェルフが完成
※多少、
サイズに誤差があってもク
ラフトテープには柔軟性があるの
で、少し力を入れて貼り付ければ、
接着できる。多少のゆがみは OK。

５１．
笠は①を巻いて直径 1.8ｃｍでボ
ンドでとめる。中は空洞になる。③
のテープ７本を図の断面のように
束ねボンドで貼り棒状にする。スタ
ンドの足は②を巻き、中央を押して
曲線を作りボンドで固定。この３点
をボンドで写真のようにつなげる。

５２．
チェックの布の上下を写真のよう
に折り曲げボンドで布の端を始末
する。
スタンドの笠
（白１３本どり）
の幅より少し長めにする）

５３．
笠にチェックの布を巻きつけ、太幅
のレースを更に巻きつけ、ボンドで
貼る。フロアスタンドの完成。

５４．
棚の ①②のテープを３枚ずつ重ね
て板状する。その４枚を写真のよう
にボンドで貼り付け棚にする。足の
部分の先を少し斜めにカットする
と、倒れずに安定する。
（壁側を短
めに）窓枠は①を横に２本、②を縦
に３本、写真のように貼り合わせ
る。

５５．
白の布から 1.5ｃｍ×14ｃｍをま
ずカット。残りの布を半分にする。
（6.5ｃｍ×7ｃｍが２枚）1.5ｃ
ｍの布は布の端を折り込んでボン
ドでとめタッセルにする。
（余分は
カットする）残りの布も同様に布端
を始末し、タックを３本取りボンド
で貼り、カーテンを作る。

５６．
ニスを塗る場合は壁に貼り付ける
前にクリアのニス等を塗って仕上
げる。
（壁紙の布にはニスは塗らな
い）写真のように、小物類をボンド
で壁紙に貼る。
窓枠にカーテンをボ
ンドで貼り、その上側に太幅のレー
スを貼り付ける。

本説明書の無断掲載、複写
（コピー）を禁じます。
☆ http://www.cb2.jp/

５７．
チェックの布を斜めがけにして、
ボ
ンドで貼る。チェックの布は横糸を
少し抜いて、房のようにする。棚の
上にコーヒーカップ、毛糸玉を入れ
たバスケット、棚下に植木鉢、ジョ
ウロ等を配置。

５８．
いす、バッグ、フロアスタンドを
配置。

５９．
小物類を配置して完成。小物は、ボ
ンドで貼り付けて固定してもよい
し、後々模様替えをしたい場合は、
そのままでもよい。
完成♪
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