
Crowns Surround    Designed by Cille Heckenbach    Cille's Doiliesより 

パターン制作者の Cille Heckenbach さんの許可を得て翻訳及び編み図製作をし，公開をしています。 

フリーパターンですが，文章や画像の転載，販売目的のご使用はお控えください。 

またブログ等で作品公開の場合はデザイナー名 Cille Heckenbach を入れてください。 

Cille さんのサイトではこれ以外にもフリーパターン数点が公開されている他，美しい作品も多数見られます。 

→ Cille's Doilies（http://cillesdoilies.angelfire.com/） 

※ページの最後にこのパターンの編み図もつけています。解読の参考にしてください。 

 

■ このパターンで使用されている主な用語 

ch    鎖編み 

sl st    引き抜き編み 

sc     細編み 

hdc    中長編み 

dc         長編み 

2dcl    長編み２目の玉編み 

～times  ～回  

twice    ２回 

ch～sp  鎖～目のスペース 

same sp  同じスペース 

next sp   次のスペース 

repeat  （ ）［ ］* *の中を繰り返す 

skip   目をとばす 

beg       最初の，初めの 

1st，2nd，3rd １番目，２番目，３番目 

※格段の最後の（ ）内にはその段の目の総数が示

されている。 

■ Materials（材料） 

Size 10 thread ・・・・＃２０の糸くらいの太さ 

7 hook ・・・・・・・レース針 1.65㎜（レース針０号と２号の間くらいの太さ） 

Completed size 7・・・完成サイズ７インチ（約１８センチ） 

■ Special Stitches（特別な編み方の説明部分） 

 2dcl ; (2 dc cluster) holding back last loop of each dc, 2 dc in same sp, pull through 3 loops on hook. 

 Picot ; ch 3, sl st in top of 2dcl just made. 

2dcl; 長編み２目の玉編みのこと 

Picot;ピコットは鎖３目を玉編みの頭に引き抜く（最終段の王冠のピコットのこと） 

 

■ ここから編み方 （最後のページに確認用の編み図を付けています。） 

作り目：Ch 8, join with sl st to first ch.  (鎖８目，最初の鎖に引き抜いて輪にする。) 

Rnd 1: ch 4, (dc, ch 1) 11 times, join in 3rd ch of  beg ch-4 (12 dc, 12 ch-1 spaces) 

鎖４目で立ち上がり，（長編み，鎖１目）を１１回繰り返す。 

最後は初めの鎖４目の３番目の鎖に引き抜く。（長編み１２目，鎖１目のスペース１２個ができる） 



Rnd 2: sl st in ch-1 sp, (ch 3, dc) in same space,ch 2, * 2dcl in next ch-1 sp, ch 2,* repeat around,  

join in 1st dc. (12 clusters) 

引き抜き編みで鎖１目のスペースまで移動，そのスペースに鎖３目，長編みを入れ，鎖２目。 

次の鎖１目のスペースに*長編み２目の玉編み，鎖２目* 

その後も* ～ *を繰り返す。最初の長編みに引き抜く。（玉編み１２個） 

Rnd 3: sl st in next ch-2 sp, ch 7, *dc in next ch-2 sp, ch 4, * repeat around, join in 3rd ch of beg ch-7  

(12 dc, 12 ch-4 spaces) 

※同じように訳してみましょう。 

Rnd 4: sl st in ch-4 sp, [ch 3, dc, (ch 2, 2dcl) twice] in same sp; [ 2dcl, (ch 2, 2dcl) twice] in each  

ch-4 space around. Join in 1st dc. ( 36 2dcl, 24 ch-2 spaces) 

引き抜き編みで鎖４目のスペースまで移動。 

同じスペースに鎖３目，長編み，（鎖２目・長編み２目の玉編み）×２回 

次のスペースに〔長編み２目の玉編み。（鎖２目・長編み２目の玉編み）×２回］ 

その後も〔  〕内をそれぞれ鎖４目のスペースに入れていく。最初の長編みに引き抜く。 

 

Rnd 5: sl st in ch-2 sp, (ch 1, sc) in same sp, * ch 3, sc in next sp, ch 5, sc in next sp* 

around ending with ch 5, join in 1st sc.  ( 12 ch-5 spaces, 12 ch-3 spaces) 

引き抜き編みで鎖２目のスパースに移動。同じスペースに鎖１細編み１， 

＊鎖３，次のスペースに，細編み１，鎖５，次のスペースに細編み１＊を繰り返して編み 

最後は鎖５目で最初の細編みに引き抜く。（鎖５目のスペースが 12個。鎖３目のスペースが 12個） 

 

Rnd 6: sl st in ch-3 sp (ch 1, sc) in same sp, * ch 3, [(2dcl , ch 2) twice, 2dcl] in next ch-5 sp, ch 3, 

sc in next ch-3 sp,* repeat around ending with ch 3, join in 1st sc. (36 2dcl, 24 ch-2 spaces, 24 ch-3 spaces) 

※同じように訳してみましょう。 

 

Rnd 7: ch 8, *sc in next ch-2, ch 4, sc in next ch-2, ch 5, dc in next sc, ch 5* around ending with ch 5, 

sl st in 3rd ch of beg ch-8. (12 ch-4 spaces, 24 ch-5 spaces) 

※ここも自力でがんばって。 

 

Rnd 8: sl st in next 2 ch stitches, ch 1, sc in same loop, * ch 3, 2dcl in next sp, ch 3, sc in next sp,  

ch 5, sc in next sp, * repeat around ending with ch 5, join in 1st sc (12 - 2dcl, 12 ch-5 spaces, 24 ch-3 spaces) 

最初の sl st in next 2 ch stitches は引き抜き編みで鎖の２目分を移動するということ 

 

Rnd 9: sl st in space, ch 1, sc in same sp * ch 5, sc in next sp, ch 3, [(2dcl, ch 2) twice, 2dcl] in next space, 

ch 3, sc in next sp* around ending with ch 1, hdc in beg sc to form last space. 

 (36 2dcl, 12 ch-5 spaces, 24 ch-3 spaces) 

・・・・最後は鎖１目，hdc（中長編み）で最初の細編みにつなぐ。 

 

Rnd 10: ch 1, sc in space just formed, *(ch 5, sc in next sp) twice, ch 7, skip 3 2dcl,sc in next ch-3 sp, * 

repeat around ending with ch 7 join in beg sc. ( 12 ch-7 spaces, 24 ch-5 spaces) 

・・・・space just formedは，さっき（前段で）作った鎖１と中長編みでできたスペースのこと 

 



Rnd 11: sl st in next 2 ch stitches, ch 1, sc in same space, * ch 6, sl st in 3rd ch from hook, ch 3, 

sc in next sp, (2dcl, picot, ch 1) 5 times in next sp, sc in next sp* repeat around ending with ch 1,  

join in beg sc. 

・・・ch 6, sl st in 3rd ch from hook・・・の部分は王冠と王冠の間のピコットの作り方のことで 

鎖を６目編み，かぎ針側から３番目の鎖に引き抜き，ピコットを作る。 

 

Fasten off（糸を留めて切る） 

 

《 編み図 》       Designed by Cille Heckenbach       Charted by Ryo 

 

 

 

 

日本のレース編み愛好家のために快くパターンを提供してくださった Cille Heckenbachさんに 

心から感謝の意を表します。 

We would like to express our heartfelt gratitude to Cille Heckenbach.   

            2012.5.21 Ryo 

 

 

 

※英文パターンの解読の詳しい解説はこちらです→HP「Ryoのレース手帖」 http://pocketbook32.web.fc2.com/ 

※翻訳や編み図の正確性を保証するものではありません。解読の間違い等ありましたら，上記 HPのメールフォーム 

よりお知らせください。 


