
2014年4月

(株)クラフト社

■価格変更  (＊表示価格は税別です)

頁 商品コード 商品名 定価 新定価

《皮革》

12 9033-01 サドルレザー　N ¥115 ¥122

12 9033-02 サドルレザー　黒 ¥140 ¥142

12 9033-03 サドルレザー　焦茶 ¥140 ¥142

12 9193 牛本鞣し ¥116 ¥118

12 9180-01 グレージングベンズ　N　 ¥170 ¥190

12 9180-02 グレージングベンズ　黒　 ¥180 ¥194

12 9180-03 グレージングベンズ　焦茶 ¥180 ¥194

12 9195 ツーリングレザー ¥135 ¥150

12 9199 ピサーノ ¥110 ¥120

13 9011-10~26 牛革タンロー ¥120 ¥122

13 9028-10~20 白牛　〔1.0mm・1.4mm・2.0mm〕　全3種 ¥118 ¥120

13 9034-03~34 エンボスレザー　全12種類 ¥120 ¥125

13 9501-14~35 ニッピカービング用成牛A ¥150 ¥155

13 9502-14~35 ニッピカービング用成牛B ¥140 ¥145

13 9503-14~35 ニッピカービング用成牛C ¥130 ¥135

13 9504 ニッピヌメ特厚 ¥135 ¥138

14 9036-01~03 ノーベルレザー　ナチュラル・黒・チョコ　全3色 ¥135 ¥155

14 9018-01~05 グランドシュリンク　全5色 ¥115 ¥122

14 9032-01~09 ピアノレザー　全9色 ¥125 ¥135

14 9182-02・05 ラティーゴ　黒・赤茶　全2色 ¥150 ¥160

15 9184-01~14 ティーポ　全14色 ¥135 ¥140

15 9049-01~21 ヴォーノアニリン　全21色 ¥125 ¥140

15 9025-01~03 ソフトオイルレザー　全3色 ¥88 ¥95

15 9027-01~03 タフオイルレザー　全3色 ¥82 ¥90

16 9400-01~50 ドラムダイ♯1001~1048　白・黒　50色 ¥78 ¥80

16 9400-51~53 ドラムダイ　シルバー・ゴールド・ブロンズ　3色 ¥91 ¥96

16 9044-01~07 色牛クロームフリー　全7色 ¥100 ¥102

16 9041-01~23 色牛袋物用　全23色 ¥73 ¥78

17 9043-01~11 色牛ウォッシャブル　全11色 ¥100 ¥105

17 9042-01~20 801 ¥115 ¥116

17 9047-01~30 スタートⅡ　全30色 ¥68 ¥78

17 9029 ダイアブルレザー ¥66 ¥72

17 9026-01~07 色牛クロームシュリンク　全7色 ¥75 ¥78

18 9068 鹿革ヌバック　小判　白 ¥3,500 ¥4,600

18 9064-01~06 鹿革ディアスキン　全6色 ¥125 ¥130

19 9614-01 スティングレイ　吟すり　黒 ¥5,600 ¥6,800

19 9612-01~05 オーストレッグ　全5色 ¥2,700 ¥3,800
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お得意様各位

価格変更のご案内

拝啓　皆様にはますますご清栄のことと、お慶び申しあげます。日頃は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申しあげます。
　このたび、”レザークラフトカタログNo.48”掲載商品内に、原材料高騰などの理由により価格を変更せざるをえない商品がございま
すのでご案内申しあげます。尚、価格変更は2014年5月15日(木)の出荷分よりとさせていただきます。ご不明な点は営業担当者にお問
い合わせください。皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、どうか諸事情をご理解いただきご協力くださいますようよろしくお願
い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 敬具



頁 商品コード 商品名 定価 新定価

《皮革》

19 9121 スティングレイ（連石エイ） ¥13,500 ¥15,400

19 9610 ニシキ蛇　白／黒 ¥8,500 ¥9,500

20 9088 ハード生革　ウス ¥90 ¥96

20 9089 ハード生革　中厚 ¥108 ¥110

20 9085-10 生革造花用ハイグレード　中厚 ¥113 ¥115

20 9087 Uハード　生革 ¥11,500 ¥11,800

21 9101-01~14 Pオースト　全10色 ¥76 ¥80

21 9113-01~23 ピッグスェード　全22色 ¥50 ¥52

23 9093-02~04 アメ豚モミソフト　焦茶・黒・ウス茶　全3色 ¥62 ¥68

24 8809-01~03 帆布8号　ナチュラル・あく色・茶　全3色 ¥1,500 ¥1,700

《レース・手ひも》

26 3502-01~10 牛レース　〔2mm〕　全7色　10本入 ¥730 ¥860

26 3503-01~11 牛レース　〔3mm〕　全9色　10本入 ¥770 ¥870

26 3515-01~11 エレガンレース　〔3mm〕　全9色　10本入 ¥780 ¥880

26 3516-03~10 スタンダードレース　〔3mm〕　全6色　10本入 ¥650 ¥750

26 3521-03~11 クラフトレース　〔2mm〕　全8色　10本入 ¥950 ¥1,200

26 3523-01~13 クラフトレース小巻　全9色 ¥1,150 ¥1,400

26 3524-01~10 クラフトレース巻き　〔3mm〕　全7色 ¥3,600 ¥4,200

26 3525-17・18 クラフトレース　〔3mm〕　5本入　シルバー・ゴールド ¥600 ¥700

27 3505-01・03 牛ソフトレース　〔5mm〕　無地・黒 ¥1,500 ¥1,700

27 3561-01 サドルレース　〔3mm巾〕　ナチュラル ¥250 ¥300

27 3561-02・03 サドルレース　〔3mm巾〕　黒・焦茶 ¥250 ¥340

27 3562-01 サドルレース　〔4mm巾〕　ナチュラル ¥300 ¥380

27 3562-02・03 サドルレース　〔4mm巾〕　黒・焦茶 ¥300 ¥440

27 3563-01 サドルレース　〔5mm巾〕　ナチュラル ¥400 ¥460

27 3563-02・03 サドルレース　〔5mm巾〕　黒・焦茶 ¥400 ¥520

27 3590-01~07 ティーポレース　〔3mm巾〕　全7色 ¥300 ¥340

27 3591-01~07 ティーポレース　〔4mm巾〕　全7色 ¥380 ¥440

27 3592-01~07 ティーポレース　〔5mm巾〕　全7色 ¥480 ¥520

28 3547-03・04 ソフト丸牛レース　〔2mm〕　黒・焦茶　全2色 ¥250 ¥320

28 3548-03・04 ソフト丸牛レース　〔3mm〕　黒・焦茶　全2色 ¥300 ¥340

29 4751 三ツ折り手ひも　〔1.5cm巾×100cm〕 ¥2,000 ¥2,600

29 4752 二ツ折り手ひも　〔1.8cm巾×100cm〕 ¥1,850 ¥2,400

29 4755 二ツ折り手ひも　〔1.8cm巾×60cm〕 ¥1,280 ¥1,600

29 4760 二ツ折り手ひも　〔2.0cm巾×100cm〕 ¥2,050 ¥2,600

29 4763-01 ポシェット用手ひも　〔0.7cm巾〕　無地 ¥600 ¥700

29 4769-01 ポシェット用手ひも　〔1.0cm巾〕　無地 ¥750 ¥900

29 4770-01~03 ポシェット用手ひも　ハイソフト　〔0.7cm巾〕　全3色 ¥650 ¥780

29 4825-02・03 色牛手ひも　ステッチ入　〔1.5cm巾×100cm〕　黒・焦茶　全2色 ¥1,400 ¥1,700

29 4826-02・03 色牛手ひも　黒　ステッチ入　〔1.8cm巾×100cm〕　黒・焦茶　全2色 ¥1,400 ¥1,800

29 8770-01・02 パイピングレザーテープ　黒・焦茶　全2色 ¥620 ¥720

《道具》

32 8413 菱ギリ（細） ¥720 ¥750

33 21198-05 手縫機用針　細　No.5 ¥550 ¥640

33 21198-08 手縫機用針　太　No.8 ¥550 ¥640

33 21216 手縫機 ¥1,500 ¥2,000

33 8630 手縫いワックス ¥300 ¥330

33 8614 手縫いワックスプロ用 ¥600 ¥660



頁 商品コード 商品名 定価 新定価

《道具》

34 8637-01~03 麻糸段染め糸（細）　花しょうぶ・もみじ・あじさい　全3種 ¥400 ¥450

34 8638-01~03 麻糸段染め糸（中細）　花しょうぶ・もみじ・あじさい　全3種 ¥480 ¥540

34 8639-01~03 麻糸段染め糸（太）　花しょうぶ・もみじ・あじさい　全3種 ¥580 ¥650

34 8615-01~03 手縫いロウ引き糸　太　白・焦茶・黒　全3色 ¥250 ¥300

34 8640-01~03 手縫いロウ引き糸　細　白・焦茶・黒　全3色 ¥250 ¥300

34 8618-01~07 エスコードラミー糸　全5色 ¥980 ¥1,100

34 8619-01~08 エスコード太No.16　全7色 ¥370 ¥440

34 8620-01~11 エスコード中No.20　全10色 ¥240 ¥300

34 8621-01~08 エスコード細No.30　全7色 ¥240 ¥300

35 21200 レース針　並 ¥40 ¥120

35 21214 アローレース針 ¥70 ¥130

36 28931-02~04 プロヘリオトシ（薄革用）　〔0.8mm・1.2mm・1.6mm〕　全3種 ¥7,500 ¥10,800

36 28920 ウッドスリッカー ¥2,800 ¥3,500

37 8634-01~03 ブラックディバイダー　〔7.5cm・10cm・15cm〕 ¥1,900 ¥2,200

37 8541 丸ギリ ¥250 ¥350

38 8591 ビニール板　小 ¥3,300 ¥3,800

38 8592 ビニール板　大 ¥6,500 ¥7,500

38 8665 革切りハサミ　Aカラー ¥1,500 ¥1,700

38 8574 革槌（一般用）　6オンス ¥2,500 ¥3,200

38 8575 革槌（一般用）　9オンス ¥3,000 ¥3,500

38 8687 革包丁　斜刃　〔24mm〕 ¥3,700 ¥4,500

39 23002 ストランダー　替刃　10枚 ¥400 ¥900

39 28966 ストラップカッター　替刃　5枚入 ¥650 ¥800

39 28971 セフティーベベラ ¥950 ¥1,200

42 8508 ルージュスティック ¥550 ¥600

42 8507 台付ルージュスティック ¥1,300 ¥1,500

42 8502 オイルストン（エビ印）　小　細目 ¥1,100 ¥1,350

42 28014 スーベルカッター　替刃D ¥700 ¥800

42 28018 スーベルカッター　替刃E ¥700 ¥800

45 8625-01~09 ビニモNo.20　〔200m〕　全3色 ¥300 ¥350

45 8626-01~10 ビニモNo.30　〔200m〕　全8色 ¥250 ¥300

49 28200 絵刻印棒 ¥450 ¥650

49 28286 絵刻印　U　8286 ¥550 ¥750

49 28312 絵刻印　T　8312 ¥550 ¥750

49 28345 絵刻印　T　8345 ¥550 ¥750

49 28352 絵刻印　T　8352 ¥550 ¥750

49 28382 絵刻印　U　8382 ¥550 ¥750

49 28429 絵刻印　T　8429 ¥550 ¥750

49 28437 絵刻印　T　8437 ¥550 ¥750

49 28502 絵刻印　T　8502 ¥550 ¥750

49 28514 絵刻印　F　8514 ¥550 ¥750

49 28533 絵刻印　F　8533 ¥550 ¥750

49 28534 絵刻印　F　8534 ¥550 ¥750

49 28535 絵刻印　F　8535 ¥550 ¥750

49 28536 絵刻印　F　8536 ¥550 ¥750

49 28538 絵刻印　F　8538 ¥550 ¥750

49 28540 絵刻印　F　8540 ¥550 ¥750

49 28547 絵刻印　F　8547 ¥550 ¥750



頁 商品コード 商品名 定価 新定価

《金具》

50 1861-00・01 真鍮ツリバリ回転式　真鍮・N ¥1,150 ¥1,300

50 1603-00・01 真鍮トチカン　大　真鍮・N ¥600 ¥680

50 1690-12 口型バックル　SN ¥450 ¥550

50 1762-01 サルカン　〔4cm〕　N ¥450 ¥600

52 1002-03 片面カシメ　小　B ¥210 ¥320

52 1005-03 両面足長カシメ　小　B ¥320 ¥440

52 1010-03 両面並足カシメ　大　B ¥430 ¥480

52 1045-11 ホック　大　本金 ¥850 ¥950

52 1167-03 ハトメリング　大　No.23　B ¥250 ¥320

53 1121-01~07 マグネット　〔14mm〕　N・G・B・AT　全4色 ¥170 ¥240

53 1122-01~07 マグネット　〔20mm〕　N・G・B・AT　全4色 ¥230 ¥280

53 1233-01・06 ヒネリ錠前　N・St　全2色 ¥120 ¥160

54 1509-01 マルチナスカン　N ¥420 ¥500

54 1506-01 カラビナ　〔58mm〕　N ¥420 ¥500

54 1507-01 カラビナ　〔69mm〕　N ¥480 ¥560

54 1519-01 ナスカン　〔15mm〕　N ¥300 ¥350

55 1432-02・03 手カン　〔18mm〕　G・B　全2色 ¥660 ¥850

55 1451-01~03 手カン　〔10mm〕　N・G・B　全3色 ¥460 ¥550

55 1901-01・02 マスコット口金・丸（1ヶ入）　N・G　全2色 ¥250 ¥370

55 1902-01・02 マスコット口金・丸（10ヶ入）　N・G　全2色 ¥2,400 ¥3,400

55 1903-01・02 マスコット口金・角（1ヶ入）　N・G　全2色 ¥250 ¥370

55 1904-01・02 マスコット口金・角（10ヶ入）　N・G　全2色 ¥2,400 ¥3,400

55 1932-02 口金2寸8分横　〔8.4cm〕　G ¥220 ¥260

55 1932-03 口金2寸8分横　〔8.4cm〕　B ¥280 ¥300

55 1938-02 口金3寸3分大櫛　〔10cm〕　G ¥400 ¥480

55 1957-02 口金4寸5分横長　〔13.5cm〕　G ¥320 ¥400

55 1966-02 口金6寸横長　〔18cm〕　G ¥520 ¥620

56 1801-11 キーホルダー・スネーク　本金 ¥280 ¥420

56 1835-01 システムバインダー金具　〔17.5cm〕　N ¥520 ¥620

57 1858-01 マグバックル　小　〔6mm〕　N ¥350 ¥450

57 1860-01・07 新マグバックル　〔10mm〕　N・At　全2色 ¥600 ¥750

57 1869-01 花柄ブローチピン ¥420 ¥500

57 1880-01・06 ストラップ止具　回転式　N・St　全2色 ¥360 ¥480

57 1887-01・02 丸牛止め金具　小　N・G　全2色 ¥400 ¥540

57 1888-01・02 丸牛止め金具　大　N・G　全2色 ¥400 ¥540

58 1170-11 コンチョ 鳳凰50銭銀貨MH-1A ¥1,000 ¥1,500

58 1170-12 コンチョ 鳳凰50銭銀貨MH-1B ¥1,000 ¥1,500

58 1170-13 コンチョ 旭日50銭銀貨MK-1A ¥2,500 ¥3,200

58 1170-14 コンチョ 旭日50銭銀貨MK-1B ¥2,500 ¥3,200

58 1170-15 コンチョ 竜50銭銀貨MR-2A ¥10,000 ¥12,000

58 1170-16 コンチョ 竜1円銀貨MR-1A ¥18,000 ¥22,000

58 1177-03 U.Sコイン50セント ウォーキング ¥4,400 ¥6,000

58 1177-04 U.Sコイン50セント イーグル ¥4,400 ¥6,000

58 1177-05 U.Sコイン1ドル モルガン ¥9,800 ¥12,800

58 1177-06 U.Sコイン1ドル イーグル ¥9,800 ¥12,800

58 1180-01 シルバーコンチョ01　〔13mm〕　ループ式 ¥700 ¥900

58 1180-02 シルバーコンチョ02　〔17mm〕　ループ式 ¥800 ¥1,100

58 1180-03 シルバーコンチョ03　〔21mm〕　ループ式 ¥1,000 ¥1,500



頁 商品コード 商品名 定価 新定価

《金具》

58 1180-04 シルバーコンチョ04　〔21mm〕　ネジ式 ¥1,000 ¥1,500

58 1180-05 シルバーコンチョ05　〔21mm〕　ネジ式 ¥1,000 ¥1,500

58 1180-06 シルバーコンチョ06　〔21mm〕　ネジ式 ¥1,000 ¥1,500

58 1180-07 シルバーコンチョ07　〔32mm〕　ネジ式 ¥2,400 ¥4,000

58 1180-08 シルバーコンチョ08　〔32mm〕　ネジ式 ¥2,400 ¥4,000

58 1180-09 シルバーコンチョ09　〔32mm〕　ネジ式 ¥2,400 ¥4,000

58 1177-01 U.Sコイン50セント　インディアン ¥350 ¥450

58 1177-02 U.Sコイン50セント　バッファロー ¥350 ¥450

+2 1510-01 カラビナ　N ¥400 ¥450

《染料・顔料》

60 22090-01~11 オイルダイ　全11色 ¥700 ¥750

60 2003-01~12 WA染料　〔100cc〕　全12色 ¥400 ¥480

60 2001-01~24 クラフト染料　〔100cc〕　全24色 ¥280 ¥340

60 2002-02~24 クラフト染料　〔500cc〕　全7色 ¥850 ¥1,000

61 21980-02~12 アンティックフィニッシュ　全10色 ¥800 ¥850

61 2021-01~11 アンティックダイ　全11色 ¥600 ¥650

63 2584 溶き皿（5枚・φ8.5cm） ¥500 ¥600

63 2521 ソメノン筆 ¥550 ¥700

63 2522 ソメノン筆（細） ¥520 ¥660

《仕上剤等》

64 21997-01 タンコート　無色 ¥700 ¥750

64 2201 レザーラッカー　〔250ml〕 ¥800 ¥900

64 2202 レザーラッカー　〔500ml〕 ¥1,260 ¥1,400

64 2213 レザーバインダー　〔100ml〕 ¥250 ¥280

64 2214 レザーバインダー　〔500ml〕 ¥650 ¥750

65 2256 硬化剤ハードタイプ　〔120ml〕 ¥900 ¥1,000

65 2258 硬化剤ソフトタイプ　〔120ml〕 ¥540 ¥600

66 2231-01~03 コバコート　〔70ml〕　全3色 ¥550 ¥600

66 2219 ニートフットオイル ¥380 ¥450

66 2245 コバスリック　〔70ml〕 ¥480 ¥550

67 2296 馬毛ブラシ ¥1,000 ¥1,200

《革キット・半製品》

71 8951 レザークラフトキット ¥15,500 ¥16,500

72 4373-01 ビルフォード　N ¥7,000 ¥8,000

72 4373-02 ビルフォード　黒 ¥7,800 ¥8,800

72 4361-01 ウォレット　N ¥6,500 ¥7,500

72 4361-02 ウォレット　黒 ¥7,300 ¥8,300

73 4368-01 システム手帳セット　N ¥4,700 ¥5,400

73 4368-02 システム手帳セット　黒 ¥5,400 ¥6,000

73 4374-01 ウォレットロープ　N ¥1,450 ¥1,900

73 4374-02 ウォレットロープ　黒 ¥1,450 ¥1,950

73 4375-01 キーホルダー　N ¥1,900 ¥2,300

73 4376-01 リングキーホルダー　N ¥1,700 ¥2,000

73 4362-01 メディスンバッグS　N ¥4,800 ¥5,800

73 4362-02 メディスンバッグS　黒 ¥5,600 ¥6,600

73 4363-01 メディスンバッグL　N ¥6,000 ¥7,000

73 4363-02 メディスンバッグL　黒 ¥6,800 ¥7,800

73 4364-01 カードパスケース　N ¥1,800 ¥2,100



頁 商品コード 商品名 定価 新定価

《革キット・半製品》

73 4365-01 コインパース　N ¥1,300 ¥1,700

74 4392-01~03 カードケース　ナチュラル・黒・焦茶　全3色 ¥2,300 ¥2,800

74 4391-01~05 三つ折キーケース　全5色 ¥2,300 ¥2,800

77 4433 スカイショルダー ¥9,500 ¥10,400

77 4434 ビーナスショルダー ¥12,200 ¥13,400

78 4591-02・04 馬蹄型小銭入　黒・焦茶　全2色 ¥800 ¥1,000

79 4592-02・04 FW小銭入　黒・焦茶　全2色 ¥950 ¥1,200

82 5349-02 エリーポシェット　黒 ¥13,000 ¥13,500

82 5350-02 インクルバッグ　黒 ¥12,500 ¥13,000

82 5351-02 セルポシェット　黒 ¥14,500 ¥15,000

83 4634-02 アーチショルダー　黒 ¥14,400 ¥15,000

83 4638-02 リーフショルダー　黒 ¥15,800 ¥16,300

83 4639-02 アオリバッグ　黒 ¥15,500 ¥16,000

83 4657-02 ローザバッグ　黒 ¥7,500 ¥8,400

83 4675-02 新ミディバッグ　黒 ¥17,500 ¥18,200

83 5605-02 エマリュック　黒 ¥16,300 ¥17,800

84 3100 スタンダードクォーツ　SP-300 ¥1,200 ¥1,750

+1 34169-01 名刺入　N ¥3,600 ¥4,400

+1 34169-02 名刺入　黒 ¥3,800 ¥4,600

《テキスト》

89 26011 シェリダン　センターデザインパターン ¥1,300 ¥1,800

89 26012 シェリダン　コーナーパターン ¥1,300 ¥1,800

89 26013 シェリダン　スパーストラップパターン ¥1,300 ¥1,800

89 26017 シェリダンスタイル　パターンパックA ¥1,300 ¥1,800

89 26018 シェリダンスタイル　パターンパックB ¥1,300 ¥1,800

89 26022 シェリダンスタイル図案の描き方 ¥1,300 ¥1,800

89 26023 シェリダン　チャップストリムパターン ¥1,300 ¥1,800

90 21906 レース＆ステッチング ¥800 ¥1,000

90 21931 レザーブレーディング ¥2,600 ¥3,000

90 21951 続フィギャー技巧 ¥4,600 ¥5,800

90 26056 テクティプス ¥2,000 ¥2,800


