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SURERIOR LEATHER SINCE 1867

from AMERICA

世界初の植物タンニン鞣しのタンナーとして1867年に設立されたウィケット＆クレイグ社。熟練した職人達により生み出される革
は、高い耐久性と劣化に対する強さを誇り、靴やバッグなどに使うライトな革から、乗馬用アイテムに使用するヘビーな革まで、全
て自然で環境に優しい植物タンニン鞣し製法で作られています。荒々しさのなかにも上品さがあり、深い色味と豊かな艶が魅力のそ
の仕上がりは、本国アメリカはもとより、日本でも多くの作り手を虜にし、ウォレットやベルト、バッグなどに生まれ変わっています。

39366

W&C オイルドラティーゴ（2.0mm前後）
DS 233円（税込251円）
-01 タン

-02 チェストナット

ワックスとオイルの混合液に一定時間浸し、その
名の通り芯まで浸透したワイルドな質感の牛革。
ワックスによる強度と柔軟性を兼ね備えながらも、
使いやすい2.0mmの厚みも特徴です。深みのある

-04 レッド

-03 ブラック

色合いは、折り曲げたり圧力がかかることでプル
アップし、使用することで生まれるアタリや艶な
どは、作品にこの上ない“味”を加えます。
※たっぷりとオイルが染み込んでいる革のため、クラフト紙

-05 ネイビー

-01 ナチュラル

-06 グリーン

-02 ブラウン

-03 ライトブラウン

に巻かれていてもオイル分が染み出てくる場合がございま

す。ご注意下さい。

39367

W&Cハーネスノーグレーズ（約2.5mm）
DS 225円（税込243円）
-04 バーガンディ

-05 ブラック

-06 グレー

染料とワックスで仕上げられた牛革。ワイルドな
雰囲気のスムースタイプで革らしさが活かされた
染料による表情が特徴です。元々はグレージング

-07 ネイビー

-08 ブルーグリーン -09 ライムグリーン

で艶を出す革として開発されたため、使い込む程
に艶が出て変化を楽しむことができます。程よい
厚みがあり、カラーバリエーションも豊富なため、
小物からバッグまで幅広く使用できます。

-10 レッド

-11 ディープパープル

-12 ピンク

ジュリオ作例

39369
-01 黒

-02 紺

-03 焦茶

-04 赤茶

ジュリオ （3.0mm前後）
DS 200円（税込216円）
たっぷりとオイルを含ませ、適度なハリを保ち

-05 グレー

-06 赤

-07 緑

ながらもしっとりとしたしなやかさを持つショ

-08 黄

ルダーの牛革。イタリアンレザーらしい鮮やか
でありながらも深みのある色は、高級感ある小
物作りに最適です。ショルダー特有のトラや部
分的に見られる自然なシボ、経年変化により深

-09 タン

-10 オレンジ

-11 青

まっていく色合いも特徴です。

39371
-01 ナチュラル

-02 茶

ウーゴ （3.5mm前後）
DS 200円（税込216円）

-03 焦茶

イタリアの名タンナ ー Conceria 800（ コンチ
-04 赤茶

-05 赤

ェリア オットチェント）のショルダーです。

-06 緑

3.5mm厚でありながらも、適度なハリとしなや
かさを持ち、程よいシボと深みのある色合いは、
ビジネス系小物からカジュアル系バッグまで幅
広く対応できます。

-07 紺

-08 グレー

-09 黒

39372
-01 キャメル

-02 焦茶

ジーノ （2.4mm前後）
DS 178円（税込192円）

-03 赤

硬めでしっかりとハリのあるイタリア産牛ショ
ルダー。昔ながらの伝統ある製法を受け継いだ
-04 緑

-05 紺

-06 グレー

職人が、天然素材から抽出された原料を用いて
1枚1枚作り上げています。革の質感を損なわな
い落ち着いた色合いが特徴です。

-07 黒

CRAレザー
39359
39360
39361
39362

厚A（約3.0～3.5mm） DS 178円（税込192円）
厚B （約3.0～3.5mm） DS 168円（税込181円）
薄A（約1.8～2.0mm） DS 146円（税込157円）
薄B （約1.8～2.0mm） DS 136円（税込146円）

繊維密度の高い美しい吟面を持つ牛革。ショルダー特有のトラや淡
い地色が特徴で、ヘッドやベリーを含まないため、全体を通して繊
維密度がほぼ一定なのも魅力です。吟面の美しさを活かしてそのま
ま仕立てることもお勧めですが、カービングにも適しています。

39370

栃木ワイルドオイル（2.5mm前後）
DS 157円（税込169円）
-01 キャメル

-02 茶

しっとりとしなやかな質感の牛革です。１枚１枚手作業でオ

-03 チョコ

イルとワックスを染み込ませることよって生まれる、程よい
ツヤと重厚感が特徴。ナチュラル系女性アイテムにも、ワイ
ルドな男性アイテムにもピッタリの茶系4色と黒の全5色展
-04 黒

開です。

-05 コーヒー

38178 NP-C2-100

手動式ホットメルト糊付機

-03 3mm幅 -05 5mm幅 専用糊200g付
各58,000円（税込62,640円）

300gと軽量で、素早く正確な糊付け作業を可能にする
糊付け機。専用の糊を本体内へ入れ、ローラーを転がす
だけで薄く（塗布厚み0.1mm）均一に糊付けをすること
ができます。へり返し作業はもちろん、ベタ貼りやミシ
ン掛けにも便利。糊漏れや糊焦げ付きに留意した設計や、
自立スタンド機能など、安全面も優れています。皮革以
外にも、生地や布、木材やプラスチック、ナイロン等に
も使用可能なため、DIYでも活躍します。ローラーの幅
は3、5mmか ら 選 択 が 可 能。 オ プ シ ョ ン で3、5、8、
10mm幅のアタッチメントローラーをお取寄せ出来ます。

38179
アタッチメントローラー

アタッチメントローラー

-03 3mm幅

-05 5mm幅

-08 8mm幅

各25,000円（税込27,000円）

-10 10mm幅

※お取寄せ品

製品の特徴

写真は10mm幅

ホットメルト専用糊（1kg）
2,480円（税込2,678円）
38180

ホットメルト専用の糊。固形なので扱いやすく、
本体内に入れるだけで簡単に糊を充填できます。

軽量

安全

種類が豊富

本体は300gと軽量で扱いやすく、 本体は置くだけで自立し、その際

ロ ー ラ ー 幅は3mmと5mmから選

連続作業も快適です。

にローラーは浮く設計になってい

択可能。オプションでは3、5、8、

るため安全です。

10mm幅もあります。
（お取寄せ品）

使い方

1

2

3

4

本体のキャップを開け、専用の糊を入

コンセントを差し、本体の電源ボタン

本体内の糊が溶けたら、ハンドル部分

糊の塗布量を調整する場合は、前後の

れてしっかりとキャップを閉めます。

を押してしばらく待ちます。（約5分）

を持ち塗布面に当ててローラーを転が

スクレーパーで調整します。

します。

MTK職人シリーズ

浅草の鞄職人が使用している物を製品化した工房ブランド。二手間かかる作業を一手間にできるよう利便性を重視して作られています。
全３型真鍮無垢仕上げで、使い込む程に風合いが増し使い手にあわせて馴染んでいきます。
38181-01

コバ塗り職人 細 3mm 3,500円（税込3,780円）
38181-02

コバ塗り職人 太 6mm 3,500円（税込3,780円）
先端のローラーにコバ仕上剤をつけ、転がすことで簡
単にコバに仕上剤を塗布することができます。

12月中旬発売予定

※ローラーが乾いて固まらないよう、水やシンナーに浸しながら作
業してください。

38177

糸切り職人
3,500円（税込3,780円）
独自の加工を施した刃を持つリッパー。革を傷つけに
くく、少ないアクションで素早く糸を切ることができ

12月中旬発売予定

ます。

38176

12月中旬発売予定

36217

糸切はさみ ブラック（黒刃） （10.5mm）
950円（税込1,026円）

12月下旬発売予定

36218

仕立ての差が出る 本格トートバッグ
3,800円（税込4,104円）

お手頃な価格でありながら、切れ味と耐久性を兼ね備

B5版変型

レザーカービングの技法 フィギュアカービング編2
3,000円（税込3,240円）

えた糸切はさみ。伝統的な形状の刃と軽くて丈夫な強

バッグの中でも人気の高いトートバッグに焦点をあて、

国内外で大好評のレザーカービングの技法シリーズ。

化樹脂を使用したボディで使いやすさは抜群です。全

3タイプ（ファスナートート、ボックストート、アオ

フィギュアカービング編の続編となる本誌では、動物

長10.5cm。

リ付きトート）の作り方を紹介しています。基本構造

の毛並や筋肉の表現方法、パッキングやエアブラシで

や根革、持ち手などの仕様が異なるいずれのタイプも、

の染色、医療用メスでのカット技法など、新たな技法

細かいへり返しや漉きを多用し、本格的に仕上げます。

を紹介しています。サラブレッドや猫、白頭鷲、フェ

中・上級者向けの内容です。

ザーなど、作品モチーフも魅力的なものばかりです。

218ページ

B5版

188ページ

仕様及び価格変更のお知らせ
スタンダードリベット ハイドームアクリルス
ポッツ・ビンテージタイプ レッド21019-08
ニッケル枠、21020-08ブラス枠が、これまで
のホイルバックタイプ（アクリルの裏にホイ
36214

12月中旬発売予定

36215

12月中旬発売予定

36216

12月中旬発売予定

レザークラフト技法事典1

レザークラフト技法事典2

レザークラフト技法事典3

クラフト学園虎の巻
［大文字版］

クラフト学園龍の巻［大文字版］

装飾編
［大文字版］

3,000円（税込3,240円）

3,000円（税込3,240円）

296×257mm

192ページ

296×257mm

184ページ

下のようになります。

168ページ

なりました。約2倍の誌面サイズになり、作業しながらでも見やすくなっています。虎の
巻では手縫い仕立ての基本を工程ごとに細かく説明。かがりや金具、スタンピング、染
色などの基本技法も紹介しています。龍の巻では革や金具の基礎知識から、芯材や裏地、
玉ぶちやすくい縫い、駒合わせ縫いなどの発展技法を紹介。第３段となる装飾編では、イ
ンレイやメッシュ、パンチング、カービング、ブレーディングなど、装飾技法に特化し
た内容となっています。※内容に変更はありません。

プとなりました。これに伴う価格の変更は以

3,000円（税込3,240円）

296×257mm

レザークラフトの定番書籍「レザークラフト技法事典シリーズ」が読みやすい大文字版に

クラフト学園監修

ルが貼ってある）からソリッドクリアータイ

ホイルバック

ソリッドクリアー

レッド（ホイルバックタイプ）378円（税込408円）
→ レッド（ソリッドクリアータイプ）404円（税込436円）
ホイルバックタイプの在庫がなくなり次第、クリ
アタイプに随時変更となります。

