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プリント生地ブランド

コトリエンヌ

A4 トートバッグのつくり方

のソーイングレシピ

（難易度：

for

Recipe note
A4 Tote Bag

）

A4 サイズのファイルや本も入る、マチつきトートバッグです。お買い
物に、お子様のおけいこかばんに ...、普段使いに最適な、使い勝手のよ
い大きさです。持ち手は肩掛けから短めサイズまで、お好みで調整可能。
108~110cm 幅の生地から効率よく型がとれ、裁断や縫製の手間も少な
くになるよう工夫しました。初心者でも 1 時間半ほどで簡単に作れる優
しいレシピです。
バッグの大きさ：縦 約 33cm x 横 約 33cm( マチのぞく )、マチ幅約 8cm
持ち手 最長 68cm( 長さ調整可能 )

材料：布地 ( 縦 60cm x 横 36cm を２枚 )
道具：はさみ、ミシン、アイロン、定規、マチ針、
* コトリエンヌの使用生地目安

60cm 丈 (108cm 幅 ) で ( 三面 =)１袋半。

120cm 丈 (108cm 幅 ) で 3 袋分作れます。
製作サンプルの生地 -Cotorienne “Bearʼs resort” (green),

シーティングまたはオックス生地がおすすめ（オックス生地で作る

生地幅 108cm

と、キャンバストートのような風合いになります）。
比率を変えることで、様々な大きさのトートバッグも作れます。

＊各作業はアイロンで折りクセを付けると正確に仕上がります。
＊指定のない場合、縫い位置は内側に5mmです。
生地の厚みにより縫い位置などの寸法は自由に調整して下さい。

１. 裁断

縦 60cm

で 1 個半分

片面分 36cm

片面分 36cm

片面分 36cm

型サイズ：W36cm x H60cm を 2 枚
36cm

裁断分割イメージ
AB繋ぎ合わせて
一本となります

バッグ本体部分 ( 片面 )

44cm

60cm
側面仕上がり
形状イメージ

4cm

4cm
持ち手 A

8cm

持ち手 B

8cm

切取り線

図面を参考にして、バッグの本体２枚、持ち手部分 4 枚 (A,B を繋いで１本 x 2 となります ) を切り出す。
＊使用生地の絵柄の出方によっては、持ち手部分とバッグ本体部分の型取り位置が逆となっても構いません。
＊持ち手部分は、お好みにより別素材で代用する事も可能です。
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2. 持ち手を縫う

for

Recipe note
A4 Tote Bag

持ち手部分 ( 仕上がり 24mm 幅 ) は、下の順序で A B を繋いで縫製。2 本作成する。
1cm

縫う

持ち手の長さは、最長で仕上がり68cm(肩掛け可能な長め丈)
となりますが、お好みにより調整して下さい。女性の肩掛け
の場合56cm程度(A,B 6cmづつカット)がおすすめです。

(お好みで長さ調整)

①

持ち手Aと持ち手Bを(*柄面を内向きに)向かい合わせ、片方の
端から１cm内側を縫う。(強度を持たせるために、２重縫いな
どでしっかりと。)
縫う

縫う

②

次は①で縫った部分を中央にして、
裏面で左右に開く。
左右の両端を1cm内側に折り返し、
それぞれ5mm内側を縫う。

8mm
25mm
24mm
23mm

上から8mm折り返す。

下から2回折り返して三つ折りに。

③

上から8mm幅で折り返し、
残り部分を左図の寸法を目
安に三つ折りにする。

折り状態の
参考図

④

約24mm幅(折り重ねによる厚み -1mm考慮)で仕上がり。

縫う
縫う

上下より3mm程度内側にて
それぞれ直線縫。２本仕上
げて、持ち手の完成です。

3. 本体に持ち手を縫いつける
＊ねじれた状態で縫製
しないように注意！

本体部分を裏向きにし、持ち手を取り付ける (２面分制作 )。
2.5cmずつ2回折り返す

2.5cm

10cm

10cm

縫う
縫う

持ち手の両端は、上口
の折り返し位置より
10mm 下にずらす。

本体部分を裏向きにし、上から2.5cmずつ２回折り返す。

次に上図の寸法で持ち手部分を配置し(マチ針で仮留め)、
本体の折り返し部分の上下２ヶ所を縫って固定する。
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4. 左右サイド、底部分を縫い合わせる

for

Recipe note
A4 Tote Bag

手順３で制作した２面を向かい合わせにして、柄面、内面にて３辺を * 袋縫いで縫製します。

* 袋縫い断面図

縫う

縫う

縫う

縫う

ステッチ１
ステッチ２

*「袋縫い」は、袋状に
綴じて、布端の処理
をする技法です。

縫う

向い合せに重ねる
(*両方とも必ず柄面を外側に)

縫う

ステッチ１

ステッチ２

柄面にて左、右、底、３辺の
5mm内側を直線縫い。

内側にひっくり返し、左、右、底、
３辺の8mm内側を直線縫い。

5. マチ部分を縫い合わせて仕上げる
最後にバッグ底面、マチ部分を表面 ( 柄面 )、内面にて袋縫いにして仕上げます。
( マチ仕上がり幅は約８cm）

10mm

縫う

「手順４」より、再び柄面に返
し、底面の両サイドを展開。
折ってマチをつくる。

縫う
ステッチ１

上図のイメージで、折り畳んだ
マチの両端から、5mm内側を
直線縫い。

5mm

縫う

縫う

( ステッチ１)
ステッチ 2

ステッチ２

内側にひっくり返し、マチの両端
<ステッチ1>より10mm内側をそ
れぞれ直線縫い。
再び表面に返したら完成です！。
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