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● エル特製 シェリダン用極薄替刃　　

52129　　　￥1,800（税抜）
好評発売中のシェリダン用替刃より更に薄く
仕上げた極薄刃が登場しました。 工具鋼を
使用してスムーズなカッティングができます。

※別売のプロ ・ スェーベルナイフボディ、
スェーベルナイフ ・ レギュラーにセットして
ご使用ください。
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実寸

52125
シェリダン用替刃

52129
シェリダン用極薄替刃

刃の違いを見比べてください。

Made in Japan の技術で作られた斜目打 完成！

刃の厚さ  約＜0.9mm＞

刃巾  約＜4.5mm＞

刃厚 ・ 刃幅を一定にすることで、 革の
厚みによる穴の大きさが変わりません。
表裏に開く穴が同じ大きさで、 針抜け
もスムーズになり作業効率も UP。

● ヨーロッパ目打

50230   １本目 （全サイズ共通）　￥1,200 （税抜）

50231   №Ⅰ（3.0mm） -02  ２本目 ￥1,400 （税抜）
-04  ４本目 ￥1,600 （税抜）
-06  ６本目 ￥2,100 （税抜）

50232   №Ⅱ（4.0mm） -02  ２本目 ￥1,400 （税抜）
-04  ４本目 ￥1,600 （税抜）
-06  ６本目 ￥2,100 （税抜）

50233   №Ⅲ（4.5mm） -02  ２本目 ￥1,400 （税抜）
-04  ４本目 ￥1,600 （税抜）
-06  ６本目 ￥2,100 （税抜）

50234   №Ⅳ（5.0mm） -02  ２本目 ￥1,400 （税抜）
-04  ４本目 ￥1,600 （税抜）
-06  ６本目 ￥2,100 （税抜）

１刃ずつ丹念な手仕上げで作られた、
ヨーロッパで主流の斜目打。

焼入加工、
黒コーティング処理済み。

※工具は全て ６月中旬入荷予定です

打ち見本＆ステッチ見本
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● プロ ・ ステッチングディバイダー　　

53175   　　　￥2,600（税抜）
手縫いやレースかがり等の縫い目の印付けに

革をカットすることなく、 ガイドで固定されて

極細線のシャープな線引きができます。

● プロ ・ ステッチングディバイダー替刃　　

53176　　￥1,100（税抜）
工具鋼を使用した純本金メッキ （24Ｋ使用）

の替刃は、 焼入加工を施して先端の丸まり

を防ぎ、 繊細な先端が長持ちします。

※プロ ・ ステッチンググル—バーに
　 取り付けて使用することもできます。

● フランス ヌメ　　　　　　　　

01050　￥168（税抜）／ 1 デシ

＜約 200 デシ／ 2.0mm 前後厚＞

半裁 （サイド） の使いやすい大きさの
ヌメ革です。 クラフトや染色にも適して
います。

● フランス ヌメ （カゼイン仕上げ）　　

01051　￥172（税抜）／ 1 デシ
＜約 200 デシ／ 2.0mm 前後厚＞

吟面にカゼイン （タンパク質） をコー
ティングし、 ナチュラルな艶を出した
ヌメ革。 ヌメ革を活かしたバッグや
小物に。

● 曲がり菱ギリ　　　　　　　

53177         ￥1,600（税抜）
駒合わせ縫い ・ 拝み合わせ縫い ・
すくい縫い等の手縫いの突き目に、
切れ味抜群の菱ギリ。
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成牛タンローソフト

カイマン背マット （黒 ・ チョコ）

合成裏地プリントのりなし（黒・焦茶）

※ 在庫なくなりしだい廃止です

KYOSHIN ELLE LEATHER CRAFT 
CATALOG　2013　廃止品

ガイドの面でコバをしっかりと押える
ため、 線がずれることがありません。
また、 革の厚みに合わせて替刃の
高さを調整することができます。

１本ずつ手仕上げで刃を成形
し研磨して作られた菱ギリ。
※刃先のみを使用する刃付
けとなっています。

１８４０年創業の歴史をもつ、 フランスで最も大きいタンナー。
フランス原皮をフランス産の栗 ・ ケブラコ ・ ミモザから抽出
した植物タンニンで鞣し、 自然加脂剤もすべてフランス製
で生産されています。 有名ブランドにも使用されているヌメ
革のひとつです。

最大幅 12mm ～最小幅 1mm まで使用可能。
ガイドの向きを変えて、 右利き ・ 左利きにも
対応できます。

ガイドを外せば、
トレース時の鉄筆として
使用できます。

53151
プロ ・ ステッチンググルーバー

（捻引き替刃）

￥280（税抜）

53208
プロ ・ ステッチンググルーバー替刃

￥400（税抜）

別売の替刃を取り付ければ、 プロ ・ ステッチンググル—バー

としても使用できます。

※工具は全て ６月中旬入荷予定です

Leather  皮革

France


