
アーブル

革本来の質感はそのままに、顔料を抑えて美しい淡色に仕上げた牛革です。厚
手でありながらも柔らかく、適度なコシもあるため小物からバッグなどの袋物
にも適しています。コバや床面はトコフィニッシュで磨くことができます。

2.0mm前後　DS130円（税込140円）／1枚 30,800円前後

二重リング

〔内径φ12mm〕10コ入

AT 360円（税込388円）

二重リング

〔内径φ25mm〕2コ入

AT 140円（税込151円）

丸カン

〔内径φ10mm〕10コ入

AT 220円（税込237円）

ミニゴム板長角・薄

各種打込み道具の打台・穴あけ台とし
て、革の下に敷いて使用します。薄く
細長いため、狭い所にも差し込んで作
業することができます。

〔148×50×6mm〕　290円（税込313円）

ビニール板 極小

コンパクトな裁断用マット。適度な柔
軟性があり、革包丁などの刃先を傷め
ることなく使用できます。

〔270×180×6mm〕

1,350円（税込1,458円）

フェルト 小

ゴム板や大理石の下に敷くことで消音効
果を得ることができるマット。ゴム板小・
極小にピッタリのサイズです。

〔250×150×6mm〕　370円（税込399円）

手縫いワックス 〔15g〕

蜜蝋を主成分とするワックスです。手
縫い糸をコーティングし、毛羽立ちや
擦り切れ、縫い目の緩みを防止します。

8630手縫ワックスの1/2サイズです。

190円（税込205円）

ピッグスエード　　　　　　　＊-51～ -54は白なめし

新色を9色追加しました。染料染色を施したのち、床面を起毛させた豚
のスエード革です。ソフトな風合いに加えて毛足が長いので肌触りが良
く、また薄手で仕立てやすく裏革としても使用できます。

0.7mm前後 -24 ～ -27　DS52円（税込56円）／1枚 6,720円前後 

 -50 ～ -54　DS65円（税込70円）／1枚 8,400円前後

新商品のご案内 
クラフト社受注センター TEL: 03-5698-5511 FAX: 03-5698-5533

911339350

 8651 8590 8593 8582

 1559-07  1562-07  1541-07

2月上旬発売予定

-02 
アクア

グリーン

-24 
アクア

グリーン

-51 
パステル
イエロー

-52 
パステル
ピンク

-53
パステル
ブルー

-54
パステル
グリーン

-25 
リーフ

グリーン

-26 
オールド
ローズ

-27 
ウルトラ

マリンブルー

-50 
ホワイト

-01 
ペールピンク

2月上旬発売予定 2月上旬発売予定

口金２寸８分横

〔外巾8.4cm〕

AT 340円（税込367円）

 1932-07

2月上旬発売予定

口金４寸角丸カン付

〔外巾12cm〕

AT 820円（税込885円）

ギボシ

〔頭径φ4.5mm〕2コ入

AT 400円（税込432円）

31308-07

 31307-07

2月上旬発売予定

2月上旬発売予定

2月上旬発売予定

サイビノール100 〔50ml〕

酢酸ビニル樹脂の水性系接着剤で、
のびが良く乾燥後は半透明になりま
す。接着面の両面にヘラで薄く均一
に塗り、乾燥前に貼り合わせた後に
ローラーなどで押さえて圧着します。

300円（税込324円）

2355

ラナパー 
レザークリーナー 〔170ml〕

100％天然素材で安全に使用できる
クリーナーです。ラナパー（レザー
トリートメント）との併用で、皮革
製品が見違えるほどきれいになりま
す。※スポンジは付属しておりません。

※2284 ラナパーレザークリーナー〔250ml〕

を廃止し、2275 ラナパーレザークリーナー

〔170ml〕に変更となります。

3,000円（税込3,240円）

2275

12015 月年

新サイズ
追加



大人のレザークラフトⅢ 
職人仕立ての革小物
中～上級者向けにプロの技術や道具を
使い、難易度の高い作品を本格的制作
方法で紹介。 繊細な仕事からダイナ
ミックな作品まで、バラエティ豊かに
揃えました。道具の手入れとカスタマ
イズについても収録。※原寸大型紙付

B5変形判 192P　3,000円（税込3,240円）

革で作る
男のカジュアルウォレット

「男のウォレット」シリーズ第三弾。
しっかりした構造のロングウォレット
からコンパクトで機能的なものまで、
ラフな普段使いにピッタリのアイテ
ム10点を集めた内容となっています。
※原寸大型紙付

B5変形判 192P　2,500円（税込2,700円）

はじめての革小物

知識ゼロからでも作れるようにシンプ
ルに設計されたの革小物の作り方を丁
寧に解説。縫わずに作れる簡単なもの
から、手縫いで作るトートバッグまで
幅広く掲載されています。
※原寸大型紙付

B5変形判 176P　2,500円（税込2,700円）

はじめての革カバン

初心者でも作りやすいように設計され
た革カバンの作り方を掲載。スマート
フォンポーチから、カシメで留めるだ
けのクラッチバッグ、ツールバッグ
などバラエティ豊かな6アイテムです。
※原寸大型紙付

B5変形判 184P　2,600円（税込2,808円）

BIKER-MON No.28

「オーダーメイドの魅力」と称し、ラ
イダースやブーツ、ウォレットやバッ
グ、シートなどバイカーのための究極
のオリジナルアイテムを紹介。モノ作
りの楽しみ方としてレザークラフトの
基本なども掲載されています。

A4判 148P　1,389円（税込1,500円）

ヌメ革で作る 男の革小物

ヌメ革を使った男性向けのシンプルな
全6アイテムの作り方を紹介。ヌメ革
についての基礎知識やレザークラフト
の基本テクニックも解説しているので、
初心者にもピッタリの内容です。
※原寸大型紙付

B5変形判 168P　2,500円（税込2,700円）

LEATHER CRAFT vol.9

レザークラフト関連の情報が満載の不
定期刊行情報誌「レザークラフト」の
第９弾。特集は人気の高い「バイカー
ズロングウォレット」。見応え充分の
カタログや制作方法の他、レザークラ
フトの基礎知識も掲載しています。

A4変形判 192P　2,500円（税込2,700円）

BIKER-MON No.27

アメリカンバイカーズギアがBIKER-
MONの特集として復活。ウォレット
やバッグはもちろん、ウェアやシル
バーアクセサリー、ヘルメットなど、
バイカーの必須アイテム2000点が掲
載されています。

A4判 244P　1,759円（税込1,900円）

リキテックス
マーカースリム
皮革に使用できるアクリル樹
脂マーカー。高級顔料を使用
しているため鮮やかな発色で、
リキテックス絵具との併用も
可能です。速乾性で重ね塗り
もでき、乾燥後は優れた耐光
性と耐久性を発揮します。
全18色　380円（税込410円）

36168

36172
36173 3617436175

36169 36170 36171

34207

2月上旬発売予定

-01ライトポート
レイトピンク

-02ミディアム
マゼンタ

-03アクラ
クリムソン

-04ブリリアント
オレンジ

-05ビスマス
イエローライト

-06ビビッド
ライムグリーン

-07コバルト
ターコイズ
ヒュー

-08ブライト
アクアグリーン

-09パーマネント
ライトブルー

-13バーント
シェンナ

-17アンティーク
ゴールド

-18リッチ
シルバー

-14
ローアンバー

-15カーボン
ブラック

-16チタニウム
ホワイト

-10ライトブルー
バイオレット

-11ブリリアント
ブルーパープル

-12ライト
バイオレット

口金２寸５分櫛型 （飾り玉取付式）

31310飾り玉とセットで使用する口金です。
〔外巾7.5cm〕　620円（税込669円）

飾り玉 （口金用）

31309-07口金2寸5分用の飾り玉です。
ネジ溝に接着剤を付けて使用します。

31309-07 31310 2月上旬発売予定

2月上旬発売予定

＊飾り玉が必要です。
-01ゾウゲ色 -02サンゴ色 -03コハク色 -04ヒスイ色

-05インカローズ色 -06アメジスト色 -07ブルー
ペクトライト色

-09黒 -10赤 -11サーモンピンク -12ライムグリーン

-08ベッコウ色

＊接着剤はアロンアルフアをご使用ください。

＊-01～ -10はネジ溝が切られていますが、-11と-12はネジ溝が切られていない

ため、接着剤を付けてそのまま差し込みます。

280円（税込302円）


