※税込価格は消費税10％の価格です。

GLANZ EXTREME CUTTER

SPRING SCRATCH COMPASS
グランツ エクストリームカッター

新商品のご案内

12月上旬発売予定

38400 ¥1,800（税込¥1,980）

グランツエクストリームカッター
専用替刃（10枚入）

クラフト社受注センター
TEL: 03-5698-5511 FAX: 03-5698-5533

クラスト（ベリー）

CRUST belly

38401 ¥400（税込¥440）

ーの考えに共感し、一般顧客へ希望小売価格での販売を厳守してまいりま
す。お得意様各位にはどうかご理解いただければ幸いでございます。

刃ブレやグラつきが全く無く、正確なカッテ

クラフトディバイダー〔9cm〕

ィングが可能になります。また、刃をひっくり

28186 ¥1,750（税込¥1,925）

ハリとしなやかさを持つため、スタンピングも楽しめます。また、革その
ものの風合いが活かされたフルグレインレザーをアニリン染めし、半艶で
落ち着きのある表情に仕上げています。

利き用として使用可能。抜群の切れ味で、革の

コバから均等な巾の筋付けができる道具。革を傷つ

裁断から細部の切り抜きまでマルチに活躍し

けないように、先端は形状を加工済み。全長9cmで手

ます。

に収まりやすく使いやすいのも特徴。

STAINLESS FIGURE MODELING TOOLS SET

DS¥98（税込¥107）

リア・キャピタルの牛ベリー。植物タンニンでしっかりと鞣され、適度な

返すことで、右利きとほぼ同じ持ち心地で左
※クラフト社では、「自社商品を大事に育てていきたい」という製造メーカ

月

最高の原皮を使用し、高品質な皮革を生み出すイタリアのタンナーコンセ

る刃角度30°の精密カッター。本体全体で刃を
挟み込んで固定する全く新しい構造によって、

11

約100DS

39383（1.8mm前後）全12色

nijigamitoolより発売された重厚で高級感のあ

2020 年

CONCERIA CAPITAL S.R.L.
-01
ナチュラル

STAINLESS MODELING TOOLS

-02
C603

-04
C601

-03
C604

コンセリア・キャピタル
イタリア・トスカーナ州にある、植
物タンニン鞣し革に特化したタン
ナー。設立は1999年と比較的新し

12月上旬発売予定

-05
C609

-06
C611

-07
C614

-08
C613

いですが、丁寧に作られるフルベ
ジタブルタンニン鞣しの革は、そ
の品質の高さと美しい色合いから、
イタリア国内はもちろん海外の靴

-09
C616

12月上旬発売予定

ステンレスフィギュアモデラセット
28187 ¥7,200（税込¥7,920）
特殊形状のステンレス製モデラ4本セット。細かな線を切り込むなど、フィギュア
カービングに最適な形状です。ステンレス製なので、好みや用途によって形状の

ステンレスモデラ

ステンレスモデラ

スプーン&鉄筆

ダブルスプーン

28188 ¥1,400（税込¥1,540）

28189 ¥1,500（税込¥1,650）

-10
C618

-11
C619

-12
ブラック

CRUST FINISH double shoulder

職人や鞄職人、クラフターに絶大
な支持を得ています。

クラストフィニッシュ
（ダブルショルダー） 約150DS

モデリング、パッキング、フィギュアカービングなどに適した形状のモデラ。ス

39384（2.0mm前後）全5色
DS¥149（税込¥163）

テンレス製なので、好みや用途によって形状の加工も可能です。

加工も可能です。

コンセリアキャピタルの牛ショルダ

REPLACEABLE DOUBLE BALL STYLUS

ー。セミ・アニリン仕上げの美しい

INTERCHANGEABLE ROUND HOLE PUNCHES

吟面とキャンディカラーが特徴です。
植物タンニン鞣しのため床やコバを
磨けますが、フェニーチェエッジペ

12月上旬発売予定

イントでのコバ仕上げとも相性抜群
です。ダブルショルダーのため、小
物はもちろん比較的大きなバッグ製
作も楽しめます。

交換式ハトメ抜きセット
28191 ¥1,450（税込¥1,595）

交換式両面鉄筆

切れ味の良い6サイズの刃がセ

28190 ¥1,500（税込¥1,650）

ットになった交換式ハトメ抜き。
刃はイモネジで固定します。刃

鉄筆2サイズ、ボール2サイズの合計4サイズの先端が付属した交換式鉄筆。先端
を内側にして本体に収納することも可能なので、持ち運びにも便利です。

12月上旬発売予定

のサイズφ2.0・2.5・3.0・3.5・

-01
プラト

-04
-02
-05
-03
アランシオ アラゴスタ ターコイズ ライトグレー

MATURO side

マトゥーロ

4.0・4.5mm。

（サイド） 約240DS

39386（1.8mm前後）全4色
DS¥106（税込¥116）

-04
黒

ほどよくしっとりとした肌触りと
しなやかさ、大人っぽい落ち着い

-03
赤

た色合いを持つオイルレザー。柔
らかくなり過ぎないようにオイル
の量を調整し、ハリと柔軟性をバ
ランス良く保たれるように仕上げ

-02
茶

鉄ローラー（スカイミニ用）
8334 ¥6,920（税込¥7,612）
革の送り性能がアップした鉄製のローラーです。

樹脂押え金セット（スカイミニ用）

樹脂押えパーツ（スカイミニ用）

斜め漉き用20mm巾 8335-01 ¥9,120（税込¥10,032）
段漉き用40mm巾 8335-02 ¥9,120（税込¥10,032）

斜め漉き用20mm巾 8336-01 ¥2,400（税込¥2,640）
段漉き用40mm巾 8336-02 ¥2,400（税込¥2,640）

樹脂押え用の押え金本体と樹脂パーツがセットにな

好みの形状に加工ができる樹脂製の押えパーツです。

っています。

ました。様々なアイテムに使いや
-01
キャメル

すい1.8mm前後の厚みと、お手頃
な価格も魅力です。

JERSEY SUEDE

ジャーシースエード

ZODIAC ITEMS
約90DS

39379（1.8mm前後）
DS¥65（税込¥71）

程よい厚みとコシがあり、様々な用途に使え
る床ベロアの中牛スエード。豊富なカラーバ
リエーションとお求めやすい価格が魅力です。
起毛独特の肌触りの良さと雰囲気は、アクセ
ントあるアイテム作りに適しています。

レザーうし
完成サイズ

-01
白

-02
BF17

-03
BA4

-04
BA3

-05
Bキャメル

-06
BB13

-07
BB9

-08
BA1

-09
BB8

-10
Bカーキ

-11
BD2

開運干支 丑 親子セット
約5.5×11×2.5cm

34265

¥700（税込￥770）

完成サイズ

親 約6×11×4cm

仔 約2.5×6×2cm

34266 ¥1,200（税込￥1.320）

見ているだけで癒される優しい表情のレザーうし。ヌメ革をそのままに経年変化を

力強い雰囲気の親牛と、つぶらな瞳が印象的な仔牛の親子セット。親牛の角や蹄を

味わったり、好きな色でモウ柄に着色したり、楽しみ方は様々。足を折り曲げて、

着色するとよりリアルな仕上がりに。脚の開き方や首の角度など、ちょっとした成

牧場でのどかに休む風景を表現することもできます。イラスト入り作り方付き。

形の具合でまた違った表情を作り出すこともできます。

※鼻輪のリングは付属しません。

-12
BD3

-13
BE9

-14
BE11

-15
BLブルー

PRINTED PIGSKIN

-61 七宝イエロー
DS¥100（税込¥110）

-62 七宝グレー
DS¥100（税込¥110）

-16
BC15

-17
BC18

-18
BC20

-19
BRピンク

-20
BE12

-21
黒

-22
BDグリーン

EMBOSSED PIGSKIN

-63 フロー灰
DS¥100（税込¥110）

-64 フロー青
DS¥100（税込¥110）

-04 ブラインド黄
DS¥130（税込¥143）

-05 ブラインド青
DS¥130（税込¥143）

ピッグエンボス
約90DS

9103（0.6mm前後）

ピッグプリント

約130DS

柔らかなクロム鞣しの豚

9107（1.0mm前後）
布地感覚で施したカラフルなプリントが特徴のクロ
ム鞣し豚革です。6種の新柄が追加されました。ミシ
-65 メタリック

フラワー紫
DS¥95（税込¥104）

完成サイズ 約3×2.3cm
34267-01 白 34267-02 黒

34267-03 茶

うしのキーホルダー（-01白・-02黒）
各¥470（税込￥517）

完成サイズ 約5×6.5cm
34268-01 白 34268-02 黒

各¥600（税込￥660）

コロッとしたフォルムが愛らしい小さなうしのストラップ。白はモウ柄の入れ方次

4色の革とカシメを使い、牛の可愛らしさをうまく表現したキーホルダー。目の位

第でオリジナリティを演出することができます。白、黒、茶の3色。

置を変えることで表情をつけることができます。白（モウ柄）と黒の2色。

革をベースにシャーリン
-06 パズル
DS¥130（税込¥143）

ン掛けも楽に行えます。

-66 メタリック
フラワー赤
DS¥95（税込¥104）

うしのストラップ（白・黒・茶）

グ（縮み）加工を施し、個
性的な模様を表現しまし
た。独特の技術から生ま
れた立体感を楽しむこと
ができます。

NATURAL ROUND COW LACES

CUT LEATHER ASSORT

ぷっくり小銭入れ

ポーチ

ファスナー小銭入れ

完成サイズ 約6×10.5×4.5cm
34269 ¥1,900（税込￥2,090）

完成サイズ 約8×15×3.5cm
34270 ¥1,900（税込￥2,090）

完成サイズ 約7×9.5×1cm
34271 ¥1.600（税込￥1,760）

手に収まるサイズの小銭入れ。内部は3部屋に分か

コンパクトでありながらもマチ付きでしっかりと収

大きく開いて使いやすい形状の小銭入れ。ちょっと

れ、2部屋を覆う内かぶせ付き。紙幣、小銭、小物な

納力があるミニポーチです。バッグインポーチとし

した買い物の時に便利です。ファスナー付きで作り

どで使い分けできます。

ても最適。

ごたえも十分。

COOKIE CHARM & MINI TORAY
SET

CASE LEATHER ARRANGE &
MAKING

LEATHER CRAFT MASTERY BOOK

切革アソート〔26×31.5cm〕

ナチュラル丸牛レース
φ1.2mm×2m
φ2.0mm×2m

3600 ¥220（税込¥242）
3601 ¥240（税込¥264）

φ1.2mm×100m巻 3602 1m ¥110（税込¥121）
φ2.0mm×100m巻 3603 1m ¥120（税込¥132）

39380（1.6mm前後）1枚 ¥680（税込¥748）
39381（1.6mm前後）3枚 ¥1,750（税込¥1,925）
39382（1.6mm前後）10枚 ¥5,300（税込¥5,830）

クッキーチャーム&ミニトレーセット

四角形にカットされたお手頃な革です。タンニン鞣

5種類のクッキーと角トレー、革のレースペーパー

し革、クローム鞣し革は混在となり、表面加工や色

コーティング感の少ないナチュラルな質感の丸牛レース。アクセサリ

も様々です。3枚、10枚セットは、1枚あたりの価格

ーなどに最適で、お手頃な価格も魅力です。

がお得になります。

※ロットにより、太さにわずかな誤差が出ることがあります。ご了承ください。

＊色・種類の指定は出来ません。ご了承下さい。

34264 ¥850（税込￥935）

が作れる革キットです。刻印やシェイプパンチを使
ってアレンジを楽しめます。ボールチェーン金具も
付属。完成サイズ

クッキー：約φ2.5cm ／角トレ

ー：約9×9×2cm ／革のレースペーパー：約10cm

ヌメ革をアレンジして作る革小物
36228 ¥3,000（税込¥3,300）
型押しやブライドル調、水シボを入れたオイルレザ
ーなど、ヌメ革自体を加工し、市販の革にはない魅
力や特性を付加する方法を紹介。また、それらの革
を使ったアイテム製作も掲載されています。

レザークラフトマスタリーブック
36229 ¥1.300（税込¥1,430）
10年後も大切に使いたいと思える革、そしてレザー
アイテムに焦点を当て、革の持つ魅力や職人たちの
技術とこだわりを紹介したスペシャルムックです。

