
12	 9033-01	 サドルレザー　N	 ¥143	 ¥145

18	 9602	 鹿毛皮	 ¥20,000	 ¥30,000

19	 9121	 スティングレイ（連石エイ）	 ¥15,400	 ¥16,800

24	 8771	 パイピング芯	 ¥200	 ¥230

27	 3563-01	 サドルレース　5㎜巾　N	 ¥460	 ¥500

	 3563-02	 サドルレース　5㎜巾　黒	 ¥520	 ¥550

	 3563-03	 サドルレース　5㎜巾　焦茶	 ¥520	 ¥550

38	 8571	 木槌　並	 ¥700	 ¥800

	 8687	 革包丁斜刃	24㎜巾	 ¥4,500	 ¥5,200

	 8586	 フェルト	 ¥900	 ¥940

63	 2520-01	 特製面相筆　小　	 ¥420	 ¥490

	 2520-03	 特製面相筆　中	 ¥660	 ¥820

	 2531	 水刷毛　45㎜	 ¥420	 ¥480

	 2532	 水刷毛　60㎜	 ¥620	 ¥680

	 2533	 水刷毛　75㎜	 ¥700	 ¥780

新商品案内	 8000	 エクシムプロ	EP9400LS　極	 ¥170,000	 ¥176,000

71	 8952	 クラフト道具セット	 ¥6,200	 ¥6,500

	 8954	 シンプルレザースタイル道具セット	 ¥5,500	 ¥5,900

新商品案内	 8960	 レザーハンドソーイングセット"ベーシック12"	 ¥4,350	 ¥4,500

72	 4374-01	 レザーワークショップ	ウォレットロープ	N	 ¥1,900	 ¥2,000

	 4374-02	 レザーワークショップ	ウォレットロープ	黒	 ¥1,950	 ¥2,100

52	 1006-03	 両面足長カシメ中　B	 ¥370	 ¥400

53	 1121-01	 マグネット　14㎜　N　	 ¥240	 ¥280

	 1121-02	 マグネット　14㎜　G　	 ¥240	 ¥280

	 1121-03	 マグネット　14㎜　B　	 ¥240	 ¥280

	 1121-07	 マグネット　14㎜　At　	 ¥240	 ¥280

	 1122-01	 マグネット　20㎜　N　	 ¥280	 ¥340

	 1122-02	 マグネット　20㎜　G　	 ¥280	 ¥340

	 1122-03	 マグネット　20㎜　B　	 ¥280	 ¥340

	 1122-07	 マグネット　20㎜　At　	 ¥280	 ¥340

99	 1126-01	 マグネット　18㎜　N	 ¥560	 ¥700

	 1126-02	 マグネット　18㎜　G	 ¥560	 ¥700

	 1126-07	 マグネット　18㎜　At	 ¥560	 ¥700

54	 1590-03	 Dカン　16.5㎜　B	 ¥360	 ¥380

	 1591-03	 Dカン　18㎜　B	 ¥390	 ¥420

	 1592-03	 Dカン　21㎜　B	 ¥400	 ¥450

	 1593-03	 Dカン　24㎜　B	 ¥410	 ¥460

	 1594-03	 Dカン　30㎜　B	 ¥460	 ¥510

	 1175-01	 バレルスナップ　S	 ¥420	 ¥500

	 1175-02	 バレルスナップ　M	 ¥480	 ¥600

	 1175-03	 バレルスナップ　L	 ¥580	 ¥600

55	 1558-01	 リング　21㎜　N	 ¥390	 ¥600

	 1558-02	 リング　21㎜　G	 ¥390	 ¥600

56	 1838-01、02札バサミN、G	 ¥640	 ¥700

	 1804-03	 キーホルダー3連　B	 ¥940	 ¥1,100

	 1583-02	 底ビョウ　10㎜　G	 ¥600	 ¥750

頁	 商品コード	 商品名	 定価	 新定価

価格変更のお知らせ
この度、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。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くださいますようお願い申し上げます。＊表示価格は税抜き価格です。

価格変更

実施日

皮革

副資材

革ひも

道具

道具セット

革キット

金具

2021.7.15



頁	 商品コード	 商品名

頁	 商品コード	 商品名

廃止商品

廃止予定商品

金具

金具

テキスト

テキスト

インテリア

染料・顔料

染料・顔料

革キット

半製品

テキスト

仕上剤・接着剤・保護剤

59	 1171-06	 スタッズコンチョ		Ø20㎜　ブラック　　

新商品案内	 21012-01	 ロングスポッツ（ニッケル）

	 21020-08	 ハイドームアクリルスポッツ・ビンテージタイプ（レッド）

62	 2062-25	 リキテックス6号（ピュアレッド）

65	 2349	 箔のり　X-1

74	 4383	 IDケース

104	 34176	 柴犬

新商品案内	 34265	 レザーうし

	 34267-01	 うしのストラップ（白）

	 34226	 こっこのファスナー小銭入れ

78	 4583-02	 ハンディーパース　黒

80	 4587-02	 束入エコーポーチ　黒

	 4598-02	 エイトケース　黒

87	 6159	 かわいい手作りの革小物

90	 21944	 ハンドソーイング

新商品案内	 36179	 手縫いで作るバイカー革小物　　

37	 8645	 革ゲージ

45	 8610	 レザー押え

56	 1811-02	 キーリングG

77　	 3194	 生革ミニランプセット	

新商品案内	 34255	 開運干支　親子セット“子”

	 34257-01	 ねずみのストラップ（グレー）

	 34257-02	 ねずみのストラップ（タンロー）

	 34258-02	 ねずみのキーホルダー（白）

	 34259	 ぷっくり小銭入れ（ねずみ）

	 34266	 開運干支　丑	親子セット

	 34267-02	 うしのストラップ（黒）

	 34267-03	 うしのストラップ（茶）

	 34268-01	 うしのキーホルダー（白）

	 34268-02	 うしのキーホルダー（黒）

	 34269	 ぷっくり小銭入れ（うし）

	 34270	 ポーチ（うし）

	 34271	 ファスナー小銭入れ（うし）	 	

88	 6206-01	 革手芸図案集

	 6206-02	 革手芸図案集　Vol.2

	 6206-03	 革手芸図案集　Vol.3

105	 6184	 革で作るベルトとブレスレット

56	 1584-02	 底ビョウ　12㎜　G	 ¥650	 ¥800

99	 1617-00	 日型バックル　2.0㎝　真鍮	 ¥450	 ¥500

62	 2062-01、16、23、24、27、28、29　リキテックス	 ¥430	 ¥500

	 2062-02、08、18、21、22　リキテックス	 ¥370	 ¥410

	 2062-07、09、15、30　リキテックス	 ¥600	 ¥690

	 2062-14、19、20　リキテックス	 ¥660	 ¥760

	 2062-13	 リキテックス	 ¥880	 ¥1,020

85	 4342	 茶缶	 ¥700	 ¥950

87	 6171	 手縫い革カバンの作り方2	 ¥3,000	 ¥3,500

道具・ミシン	

革キット	

金具	




