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2015年秋号

Textbooks - テキスト
クラフト学園監修テキスト

60年以上の歴史を持つクラフト学園が、これまでに得た知識や技術を惜しみなく紹介
するテキストです。初心者からレベルアップを目指す方まで、また、アイテムの製作
方法や特殊な技法など、様々な角度からレザークラフトを楽しめる内容となります。

ここからひろがる
革の手づくり基本帖
AB 判

オールカラー

80P

6187 ￥1,185（￥1,280）

-01
-02
ペールピンク アクアグリーン

洋服・雑貨メーカーのティアラとレザー
クラフト教室の老舗クラフト学園が監修

アーブル

した、革もの作りをこれから始めたい方

やレベルアップを目指す方に最適な一冊

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。

です。道具や手縫いの基本から、染色や
スタンピングなどのアレンジテクニック、
ファスナーや口金の取付け方まで、写真
とイラストで丁寧に解説しています。

大人のレザークラフトⅢ
職人仕立ての革小物
B5 変形判 192P

36168 ￥3,000（￥3,240）

ヌメ革で作る
男の革小物
B5 変形判 168P

36169 ￥2,500（￥2,700）

LEATHER CRAFT vol.9

BIKER-MON No.27

BIKER-MON No.28

A4 変形判 192P

A4 判 244P

A4 判 148P

36170 ￥2,500（￥2,700）

36171 ￥1,759（￥1,900）

36175 ￥1,389
（￥1,500）

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。

39350（2.0mm 前後）DS ￥130（140）／ 1 枚￥30,800 前後

-01
-02
ナチュラル キャメル

-01
ベージュ

-02
茶

-03
チョコ

-04
黒

-05
グレー

-06
-07
オリーブ ワイン

-06
ワイン

-08
紺

吟面を軽く擦り、オイルワックスで仕上げられた独特な雰囲気の牛革です。艶のない吟面は使う内にあたり
が出て風合いが増します。床、コバ磨き可。※性質上、色ぶれや色落ちする可能性があります。

B5 変形判 192P

36172 ￥2,500（￥2,700）

B5 変形判 176P

36173 ￥2,500（￥2,700）

はじめての革カバン
B5 変形判 184P

36174 ￥2,600（￥2,808）

LEATHER ACCESSORY
RECIPE 革でつくる
アクセサリーのレシピ
AB 判

72P

36176 ￥1,389（￥1,500）

-08
赤

-09
黒

-05
紺

コシがあり小物製作に使いやすい牛革です。適
度なツヤと落ち着いた色合いで、高級感あるア
イテムに仕上がります。

39351（2.0 〜 2.2mm 前後）

39353（2.2 〜 2.4mm 前後）DS ￥115（124）／ 1 枚￥31,000 前後

はじめての革小物

-04
焦茶

ヴィンセント

ロブレザー

革で作る
男のカジュアルウォレット

-07
緑

-03
茶

DS ￥102（110）／1枚￥27,500前後

自分で作る
革のメガネケース
B5 変形判 176P

36177 ￥2,500（￥2,700）

-24
-25
-26
-27
アクアグリーン リーフグリーン オールドローズ ウルトラマリンブルー
-50
-51
-52
-53
-54
ホワイト パステルイエロー パステルピンク パステルブルー パステルグリーン

ピッグスエード
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。＊-51〜 -54は白なめし

LEATHER CRAFT
vol.10

手縫いで作る
バイカー革小物

レザークラフトに役立つ
革の事典

アメカジレザークラフト
完全読本

手作りの
毎日使える革小物

A4 変形判 176P

B5 判 200P

A5 判 232P

A4 変形判 132P

B5 判 160P

36178 ￥2,500（￥2,700）
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36179 ￥3,000（￥3,240）

36180 ￥3,900（￥4,212）

36181 ￥1,111（￥1,199）

36182￥2,500（￥2,700）

9113（0.7mm 前後）
-24 〜 -27
DS ￥52（56）／1枚 ￥6,720前後
-50 〜 -54
DS ￥65（70）／1枚 ￥8,400前後

-01
キャメル

-02
茶

-03
チョコ

-04
焦茶

-06
ワイン

-07
緑

-08
紺

-09
黒

-05
赤

ギャロ
部分部分で異なる表情のシボは手作業によるも
の。柔らかくカラーも豊富なため、小物にもバッ
グにも幅広く使用できる牛革です。

39352（2.0 〜 2.2mm 前後）

DS ￥104（112）／1枚￥28,000前後

クラフト用ヌメ
水の浸透がよく、染色・カービング共に良好な
地生（国内産の原皮で鞣しも国内）の牛革です。
※牛革タンローに比べて黒や濃い茶色が入りに
くい場合があります。よく擦り込むことで染色
できます。

39354（2.0 〜 2.2mm 前後）
DS ￥110（118）／1枚￥29,500前後
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Hand Tools - 道具

Paints · Finishes · Adhesives - 顔料・仕上剤・接着剤・保護剤

ガイドはコバに
沿わせて使います

ウニマル

8594 ￥1,700（￥1,836）
ベルト等の剣先形状を直接
カ ッ トするために考案され

た定規。 左右非対称の先端
形状は、 反転させて使うこ

とで交差する頂点をきれい
にカ ッ トできます。15〜40
㎜まで8サイズの幅に対応し、
ピン穴位置も10 ㎜ 間隔で印
付けられます。

ビニール板 極小

穴付きスケール230

8759 ￥1,500（￥1,620）
30㎜幅で安定感があり、230
×230㎜のサイズで取り回し

がしやすい定規です。ガイド
を使って簡単に直角を切り出

8593 ￥1,350（￥1,458）
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。

8763 2枚入￥450（￥486）

革切りはさみ LC-180

38148 ￥1,500（￥1,620）

8762 5枚入￥950（￥1,026） 長さの異なるカーブした上刃
8659／8699サンドスティック

荒 目 の 細 目 よ り も 細 か い、 コ

と下刃を組合わせたことによ
り、「 引いて切る 」 ことを実

バの仕上げ用サンドスティック。 現した革切り用のはさみ。革
せるのが特徴で、特にロング
が逃げにくく、直線はもちろ
コバをより繊細に整えたい場合
ウォレット製作等に便利です。 にご使用下さい。両面とも目の
ん、曲線や細かいカットもス
2.5㎜間隔で印付け用の穴も
ムーズに切ることができます。
荒さは同じになります。
空いています。
全長180㎜。ステンレス製

ミニゴム板長角・薄
〔148 50 6mm〕
8582 ￥290（￥313）

-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

-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

-13
バーント
シェンナ

-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

-17
アンティーク
ゴールド

-18
リッチ
シルバー

〔50ml〕

2355 ￥300（￥324）

リキテックスマーカースリム 全18色

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。

新サイズ
追加

サイビノール100

34207 各￥380（￥410）

酢酸ビニル樹脂の水性形接着剤

皮革に使用できるアクリル樹脂マーカー。高級顔料

になります。接着面の両面にヘ

ラナパーレザークリーナー

〔170ml〕2275 ￥3,000（￥3,240）

で、のびが良く乾燥後は半透明

ラで薄く均一に塗り、乾燥前に
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、 貼り合わせた後にローラーなど
で押さえて圧着します。
乾燥後は優れた耐光性と耐久性を発揮します。

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。

Metal fittings - 金具

フェルト 小

〔270 180 6mm〕

サンドスティック 極細目

-01
ライトポート
レイトピンク

〔250 150 6mm〕

8590 ￥370（￥399）
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。

手縫いワックス〔15g〕
8651 ￥190（￥205）

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。

がま口ベンリーヤットコ
8766 ￥380（￥410）

小型かつシンプルな形状で、
口金に紙ひもを簡単に詰め込
むことができるヤットコ。鉄
製で剛性にも優れているため、
少しの力でもしっかりと紙ひ
もを押し込むことができます。

キズナッシーペンチ

8767 ￥780（￥842）
口金を潰して固定する際や丸
カンなどを取り付ける際に重
宝するペンチ。くわえ部が樹
脂製のため、金具などを傷つ
けにくいのが特徴です。

ギボシ

丸カン

丸カン

〔頭径φ4.5mm〕2コ入

〔内径φ6mm〕10コ入

AT ￥400（￥432）

AT ￥100（￥108）

31307-07

31311-07

二重リング

〔内径φ10mm〕10コ入

1541-07

AT ￥220（￥237）

二重リング

〔内径φ12mm〕10コ入

1559-07

AT ￥360（￥388）

Dカン

〔内径φ25mm〕2コ入

〔内巾φ11mm〕2コ入

AT ￥140（￥151）

AT ￥190（￥205）

1562-07

1598-07

内径
φ 2.5mm
22mm

アルファベット

内径
φ 7.5mm

12mm

-09

-10

-11

エスコード 細 No.30
〔30m 30/3〕

8621 -09赤 -10青 -11黄
各￥300（￥324）

エスコード 太 No.16
〔25m 16/5〕

8619 -09赤 -10青 -11黄
各￥440（￥475）

人気のエスコード赤、青、黄に2サイ
ズが追加されました。 麻ならではの
自然な素材感はそのままに、 鮮明に
染められた色合いが作品に映えます。
細、中細、太の3サイズが揃っている
ので、 アイテムの雰囲気に合わせて
使い分けることができます。 手縫い
ワックスでロウ引きしてから使用し
ます。made in Japan
NEW ITEMS 2014 - 2015 Hand tools

口金2寸8分横
刻印シート・アルファベット 38145
刻印シート・ひらがな 38146
刻印シート・カタカナ 38147

ひらがな

〔外巾8.4cm〕

〔外巾12cm〕

1932-07

31308-07

AT ￥340（￥367）

各￥1,860（￥2,008）

打棒を使ってタンニン鞣し革に打刻する特殊な
シート状の樹脂製刻印です。薄く柔軟性がある
ため扱いやすく、透明なので文字の間隔や位置
を調整しやすいのが特徴です。刻印サイズは約
4㎜。文字はアルファベット（大文字・小文字）、
ひらがな、カタカナの3種類で、それぞれにお

口金4寸角丸カン付
AT ￥820（￥885）

口金2寸5分

ストラップ用松葉

〔外巾7.5cm〕

〔内径φ8mm〕1コ入

1927-07

AT ￥700（￥756）

＊飾り玉が必要です。

カタカナ

まけの絵刻印が付いています。レザーアイテム
への名入れなどに最適です。

＊使用例

※刻印シートはタンニン鞣し革専用です。クロム鞣し革に
は打刻できません。
※刻印シートは消耗品です。使用頻度により劣化します。
※衝撃により刻印シートが破損する場合があります。厚さ
2㎜未満の革を使用する場合は、付属のゴムシートを革の
下に敷いて下さい。

口金2寸5分櫛型（飾り玉取付式）
〔外巾7.5cm〕

31309-07 ￥620（￥669）
31310飾り玉とセットで使用する口金です。

飾り玉（口金用）

31312-07

31310 各￥280（￥302）

AT ￥110（￥118）

カニカン
2コ入

31313-07

AT ￥250（￥270）

-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

-08ベッコウ色

-09黒

-10赤

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。

-11サーモンピンク -12ライムグリーン

＊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。
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