※税込価格は消費税10％の価格です。
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ISVARA EUROPEAN STITCHING CHISEL
イスヴァラ ヨーロッパ目打
ステンレス鋼の中でも高硬度を誇る、SUS440Cを使用したヨーロッパ目打。精密
加工機により一体成形されたボディはデザイン性に富んでおり、持ち手部分を肉抜
きすることで重心が下がり、安定した穴あけ作業を実現します。精確なピッチを刻
む刃先は、職人により手作業で丁寧に磨き上げられているため、歯通りも抜けもス
ムーズです。ピッチサイズは1.93mmから4.0mmまでの7サイズ。ヒシ目打には無
い絶妙な間隔は、より繊細な縫い目の表現を可能にしてくれます。滑り止めも兼ね
た表面のマット加工も特徴です。1本歯は2サイズもしくは3サイズ共通となります。

2.45mm（ピッチ）

2.7mm（ピッチ）

2 本歯 28316 ¥4,400
5 本歯 28317 ¥8,800
10 本歯 28318 ¥12,100

2 本歯 28319 ¥4,400
5 本歯 28320 ¥8,800
12 本歯 28321 ¥12,100

2 本歯 28322 ¥4,400
5 本歯 28323 ¥8,800
11 本歯 28324 ¥12,100

3.0mm（ピッチ）

3.38mm（ピッチ）

3.85mm（ピッチ）

4.0mm（ピッチ）

2 本歯 28325 ¥4,400
5 本歯 28326 ¥8,800
10 本歯 28327 ¥12,100

2 本歯 28328 ¥4,400
5 本歯 28329 ¥8,800
9 本歯 28330 ¥12,100

2 本歯 28331 ¥4,400
5 本歯 28332 ¥8,800
8 本歯 28333 ¥12,100

2 本歯 28334 ¥4,400
5 本歯 28335 ¥8,800
8 本歯 28336 ¥12,100

1 本歯

1.93mm（ピッチ）

（1.93/2.45/2.7mm 共用）28313

1 本歯

（3.0/3.38mm 共用）28314

1 本歯

（3.85/4.0mm 共用）28315
各 ¥3,960

目打の巾と糸の組み合わせ ＊実物大 六花ワックスリネン糸使用

1.93mm
2.45mm
2.7mm
3.0mm

六花0.3
六花0.4
六花0.5
六花0.5

3.38mm
3.85mm
4.0mm

六花0.6

六花0.6
六花0.6

月

※税込価格は消費税 10% の価格です。

STRAP END PUNCH V

STRAP END PUNCH U

ベルト剣先抜き V 型

ベルト剣先抜き U 型

8458
-20 20mm ¥1,826 -25 25mm ¥1,826 -30 30mm ¥1,936
-35 35mm ¥2,046 -40 40mm ¥2,156

8459
-20 20mm ¥1,826 -25 25mm ¥1,826 -30 30mm ¥1,936
-35 35mm ¥2,046 -40 40mm ¥2,156

焼き入れした刃先と剛性に優れたボディは、正確な裁断が難しい厚手の革もV型に

焼き入れした刃先と剛性に優れたボディは、正確な裁断が難しい厚手の革もU型に

スパッとカットできます。

スパッとカットできます。

実物大

実物大

Full size

20mm

25mm

30mm

20mm
35mm

25mm

30mm

40mm

コーナーカッター小

CORNER CUTTER S

Full size

35mm

40mm

コーナーカッター大

CORNER CUTTER L

28300 -02 R2 -04 R4
-06 R6 各¥2,145

28301 -03 R3 -06 R6
-08 R8 -10 R10

各¥2,420

焼き入れされた刃先は切
焼き入れされた刃先は切れ

れ味がよく、木槌で数回打

味がよく、木槌で数回打ち

ち込むことで、角を綺麗に
カットできます。

実物大

込むことで、角を綺麗にカ

Full size

ットできます。

実物大

Full size

R2

R4

R6
R3

INTRECCIATO PUNCH

イントレチャートパンチ

ANVIL

R6

R8

R10

高脚金床
28302 ¥8,250

28400
-07 7mm巾 -09 9mm巾

全高約33cmの高脚タイプの金床。打面と脚

各¥1,540

は細長いため、袋物の金具が取り付けやす
く、型出しなどにも便利です。

テンプレートに合わせて規則
的に平穴をあけることで、レ

約150mm

ースを使って美しい編み込み
模様を作り出せます。

約330mm

使用方法

＊革の質や厚みによってレースの厚みや幅の調整が必要

約20mm

1. Webからテンプレ ー ト

2. テンプレートを革に乗

3. 向きを合わせてイント

4. パンチの幅に合わせた

をダウンロードしてプリン

せて固定する

レチャートパンチで穴を

レースを編み込んでいく

トする

あける

約250mm

ZHONG JIANG STAINLESS STAMPING
ジョンジャンステンレス刻印
近年、最もレザークラフト熱が高く、その成長スピードも群を抜いている中国。
唐草はもとより、フィギュアカービングや立体造形なども人気があり、レベル
の高いクラフターが多いことで知られています。その中国で作られたのがこの
ステンレス製刻印で、打刻面の形状は、多くの中国トップカーバーたちの意見
が取り入れて作られました。SK刻印やバリーキング刻印とは異なるデザイン、
サイズ、ラインナップは表現の幅を広げ、更なるレベルアップに繋がるでしょ
う。耐久性と耐腐食性に優れたステンレス素材は、好みや図案に応じて加工も
可能。豊富なラインナップと比較的手頃な価格も魅力です。

実物大

Full size

28305

-01 A009
¥1,870

-02 A010
¥1,980

-12 B028-2
¥1,870

-13 B039
¥1,925

-22 D024
¥2,090

-23 D030
¥2,145

-33 F046
¥1,980

-44 U057
¥2,200

-34 P051
¥2,035

-45 U058
¥2,090

-03 B038
¥2,145

-04 B011
¥1,925

-14 B040 -15 B041
¥1,925
¥1,870

-24 E003
¥1,925

-25 E004
¥2,090

-35 P017-1 -36 P033
¥2,035
¥2,090

-46 U059
¥2,200

-47 V020
¥2,145

-05 B011-1
¥2,090

-17 C025
¥2,035

-16 C015
¥2,035

-26 E005
¥2,200

-37 P032
¥1,980

-06 B011-2
¥2,090

-07 B013
¥2,090

-18 C034
¥2,035

-27 E007
¥2,035

-28 E008
¥2,145

-38 P032-1
¥1,925

-39 P023
¥2,145

-48 V034
¥1,870

LEATHER PRESSORFOOT
FOR HOME SEWING MACHINE

ジャノメ レザー押さえ（水平全回転釜用）
38405 ¥1,320

-08 B012
¥2,090

-09 B012-S
¥2,090

-19 C029
¥2,090

-29 E043
¥2,145

-40 P062
¥2,200

-49 V035
¥2,090

-10 B028
¥1,925

-20 C014
¥2,090

-11 B028-1
¥1,870

-21 C042
¥2,090

-30 F044 -31 F044-1 -32 F045
¥1,925
¥1,870
¥1,870

-41 S054
¥1,595

-50 V036
¥2,200

-42 S055
¥1,595

-51 X022
¥2,200

-43 S056
¥1,595

-52 X022-1
¥2,200

ANIMAL SHAPE PRE-CUT LEATHER

イヌ〔8.8 × 6.2cm〕

クマ〔8 × 8cm〕

イルカ〔9 × 6.5cm〕

34102-01

34102-02

34102-03

¥330

¥330

￥330

家庭用ミシンに対応したレザー用の押え。特殊樹脂で作られているため、レザー

動物の形に抜かれた2mm厚のタンニン鞣し革です。染色やスタンピングで楽しめ

やビニールなどの滑りにくい素材の送りをスムーズにします。

ます。

※8610レザー押えの代替品

※4011キャラクター3点セットは廃番となり、単品販売となります。

（Honghao Cai）
独学でレザークラフトを学
び、2010年にCai Honghao
Studioを開く。古典的な中
国絵画や伝統的なアメリカ
ンスピリッツ、そして日本
の優雅さなどにインスパイ
アされ、リアリズムに焦点
を当てた動物やスカルから
幻想的な世界感まで、数々
のユニークなスタイルを確
立する。

CAI 芸術スタジオ革の立体造形セット

11 月下旬発売予定

中国の革工芸作家 蔡（サイ）氏がプロデュースする、樹脂型を使って簡単に動物の立体造形ができるブロ
ーチセット。アメリカから始まった伝統的なエンボス技法を、蔡氏が研究を重ね、試行錯誤により独自の
革造形理論を確立しました。比較的難しいとされるフィギュア作品ですが、樹脂型を使用することによっ

セット内容

て、美術造形の経験がない方でも簡単かつ素早く正確に、それでいて同じクオリティを保てるように工

樹脂型
革×2
ブローチピン
説明書

夫されています。成形後は、ディティールの表現と染色、着色するだけで美しい立体的なフィギュア作
品が誕生します。愛猫をモデルにした可愛いブローチも作ることができます。28303/28304 IZZZI&CAI
モデラを使うと、美しい毛並みの再現が可能。作り方は動画で詳しく紹介しています。

34010 イエネコ

34011 シャム

34012 スコティッシュフォールド

完成サイズ 約43×43mm
¥2,200

完成サイズ 約45×43mm
¥2,200

完成サイズ 約40×43mm
¥2,200

1. 成形

2. モデリング

革を湿らせ、樹脂型に乗せて指

大小のモデラを使って、目や鼻、 明るい色から濃い色へと染料を

3. 染色・着色

4. 仕上げ
革を貼り合わせてカットし、コ

とモデラで大方の形を付けてい

口、輪郭、毛並みを表現してい

重ねて、模様や毛並みを描いて

バ処理、色止めを施して目にレ

きます。

きます。

いきます。

ジンを乗せます。

Youtube

IZZZI & CAI

IZZZI & CAI LEATHER CARVING PRO TOOL
M サイズ

作り方動画はこちら

L サイズ

レザーカービングプロツール
Mサイズ 28303 Lサイズ 28304
各¥9,900
中国の革工芸作家 蔡（サイ）氏がプロデ
ュースしたステンレス製のモデラ。柄に
は神秘的な造形の装飾が施され、中央の
銅板プレートにはロットナンバーが刻ま
れています。サイズはMとLの2種類。

11月発売予定

蔡氏作

※税込価格は消費税10％の価格です。

クラフト社受注センター
TEL: 03-5698-5511 FAX: 03-5698-5533
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レザータイガー

開運干支 寅 親子セット

完成サイズ 約4.5×10×3cm
34272 ¥880

完成サイズ 親 約6×12×4.5cm
34273 ¥1,320

好みのポージングと染色で、来年の干支『寅』が作れるキット。ヌメ革に縞模様が

密林の王者の名に相応しいガッシリとした親虎と、ネコ科の可愛らしさが表現さ

プリントされているため、染色無しでもホワイトタイガーとして楽しめます。写

れている仔虎のセットです。図鑑を見ながらリアルな模様を描くも良し、切り込

真の見本は、WA染料の黄と橙の混色を使用。目の回りはハトメ抜きで窪みを作り、

みを入れて毛並を表現したり、オリジナルカラーで仕上げるも良し。様々な楽し

表情豊かに仕上げられています。

み方ができます。

仔 約3×6×2cm

ZODIAC ITEMS

ZODIAC ITEMS

新商品のご案内

とらのストラップ
完成サイズ
前向き 約2.5×2.5cm

とらのキーホルダー

とらのループキーホルダー

34274-01 前向き 34274-02 横向き
各¥517

完成サイズ 約4×4.2cm
34275 ¥660

完成サイズ 約８×４cm
34276 ¥935

バッグのワンポイントやプレゼントにも最適なスト

目玉と鼻はカシメを使い、レースをかがって縞模様

ベルトやバッグに取り付けられるループタイプのキ

ラップ。黒目や縞模様の書き方によって、表情や雰

を表現します。カシメの位置を変えることで、様々

ーホルダー。とらが二重リングを掴んでいるような

囲気が変わります。前脚が可愛い前向きと、尻尾付

な表情を作り出すことができます。

仕草が可愛いです。

横向き 約2.5×3cm

きの横向きの2種類。

LEATHER CRAFT GUIDE BOOK

とらのボックス小銭入れ

とらの馬蹄型小銭入れ

レザークラフトガイドブック

完成サイズ 約10×11×2cm
34277 ¥1,980

完成サイズ 約8.2×8×1.5cm
34278 ¥1,760

36232 ¥1,650

開くことでマチが広がり、小銭が取りやすくなる構

ちょっとした買い物にも便利な、ホックで開閉する

にも、自分で作りたい方にも役立つ情報が満載のマ

造のボックス小銭入れ。パーツによって厚みが変え

馬蹄型小銭入れ。表情はもちろん、顔の向きや尻尾

ガジン。トートバッグやポーチなどの作り方に加え、

られているため、使い勝手も良いです。

の取付け位置も自由に演出できます。

型紙やカービング図案も付録。

レザークラフトガイドブックと称した、革小物好き

