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※価格は本体価格 （税抜） です。

KYOSHIN  ELLE

Topics

●素材 ： スチールにメッキ
●長さ ： 47 ㎝　
●重量 ： 100g 

● ＫＣ,ｓ ウォレットチェーン           73906
￥1,500　　

大小のナスカンがセットされたお得なチェーン。

● ＫＣ,ｓ インナーケース      73908
￥700　（10 枚）　 

インナーケースにぴったりの
　　　　ロング ネジカシメが新発売。

● ネジカシメ  ロング

75025
￥250　 [Ｎ] （５コ）

※少ないカードでのご使用には、Ｌサイズがお勧め。
● ネジカシメ  Ｌサイズ   75028
￥240　 [Ｎ] （５コ）　

＜直径 9/ 足の長さ 10＞mm

サイズ
＜直径 9/ 足の長さ 18＞mm

● ＫＣ,ｓ ポスト　　　　　   　　　　73907
￥1,000　　

ウォレットチェーンと合わせて使えます。

●素材 ： 真鍮製にメッキ　
●重量 ： 11g
●長さ ： ＜タテ 3× ヨコ 1.5＞㎝

KC,s の打刻入

●素材
ニッケル ： ステンレス SUS304
ゴールド ・ 黒 ： スチールにメッキ

●サイズ ： 直径 3.2 ㎝　
●重量 ： 7g　

● ＫＣ,ｓ ダブルリング 　　73905
￥180　（１コ）　

リングにも打刻入り

Eagle

73917
イ－グル
ブラック

73918
イ－グル
ホワイト

Lizard

73919
リザード
ブラック

73920
リザード
ホワイト

Indian

73915
インディアン

ブラック

73916
インディアン

ホワイト

● ＫＣ,ｓ ムーブメント

各￥2,000

●ムーブメント ： 日本製  

●動力 ： クォーツ （電池式時計） 

●文字盤 ： 直径 33× 厚み 7mm  

●バネ棒 ： 18mm　

●重量 ： 20g

Metal Accessories   附属金具

●素材 ： スチール
ネジ式

●サイズ ： 直径 2.4 ㎝

● ＫＣ,ｓ コンチョパーツ　　70500
￥300　 （１コ）　[Ｎ]

革で包んでオリジナルコンチョが
作れます。

スライド式のクリヤーカードシート 10 枚セット。
シートのみでネジカシメは別売です。

春のおすすめアイテム 

KC,s オリジナル

カードケース
サンプル例

-02 ゴールド

-01 ニッケル -05 黒

-02 ゴールド

-01 ニッケル

-05 黒

-02 ゴールド

-01 ニッケル -05 黒

シートサイズ＜タテ 6.3× ヨコ 9.7＞㎝



レザークラフト vol.12 

90120　　  ￥2,500
コインケースの特集。

レザークラフト vol.11 

90117　　￥2,500
ルガトショルダー革と
アリゾナ革を紹介。

革で作る 男のバッグ
90118　   ￥2,500

レザークラフトの基本講座
90119　           　  ￥2,800
協進エル監修の参考書。 小物
からバッグまで９点を紹介。
※型紙付

革の事典　 90116
￥3,900 

Books   本

※価格は本体価格 （税抜） です。Hand Tools  工具

※切れ味が鈍くなった時は、
研ぎ棒の上に耐水ペーパー
をのせてお手入れします。

● ローラーペン

53301　 ￥3,500

ペン先に適量を取り、 転がすように塗布
します。 余分な仕上剤が溝に落ちて、
はみ出さずに塗ることができます。

※イリス等のコバ剤は速乾性のため使用後
は早めにペン先を水洗いしてください。

ペン先の根元がゴムにな
り、 コバ剤が入りにくい。

● マスターへり落とし　

53300　  各￥2,800   
-02  №2 （約 1.0mm）

-03  №3 （約 1.2mm）

-04  №4 （約 1.5mm）

●クロームメッキ仕上げ

● ＃2000 耐水ペーパー、 研磨棒付。

ハイス鋼 （SKH51） を使用して、 切れ味長持ちのハイクラスへり落とし。

音を気にせず、抜く・打つ・叩くをプレスの作業に！
場所や時間帯を問わずに、コンパクトながら大活躍の万能機。

● レザークラフト万能機 ALL-2000

53302　　　　　　￥90,000　 

●本体寸法 
　 ＜高さ 290× 巾 150× 長さ 340＞mm

●最大加圧力 2000kg （2ｔ）  

●本体重量 10kg　

●加圧比 1/150  

●ストローク 14mm

従来の形状から、 本体とペン先の一体型に仕様変更しました。

コード№も新しくなります。

★５月末 入荷予定

※こちらの商品は受注
発注につき、 納品に
お時間をいただくこと
があります。

（穴あけ ・ 打刻）

菱目打 ・ 平目打 ・ ハトメ抜き ・ シェイプパンチ
等の穴開けから、 刻印の打刻にも対応できま
す。 柄の長さに合わせて、 PP 板やゴム板等
で高さの調整をしてください。

（カシメ ・ ホック）

ハンドプレス機のコマ （別売） を上下にセット
して、 カシメやホックが留め付けられます。

（刻印用）

絵刻印を打ち付け
ることもできます。
細部の模様までき
れいに押せます。

②

③

②

②

●附属品
・ アタッチメント３種　※使用方法参照

　①（菱目 ・ ポンチ用）
　②（カシメ ・ ホック用） 
　③（刻印用）
・ PP 板 ２枚
  （10mm）
　（15mm）
・ レンチ
・ 高さ調節シム
・ グリスガン

★使用方法★①

★
５
月
発
刊
予
定

Information  お知らせ  

協進エル 
レザークラフトカタログ 2016
92300  　　￥500

頁

72
77
78
80

ｺｰﾄﾞ№

70127
91010
90073
90043

商品名

ヒネリ ［Ｎ・Ｂ］
エンボシングレザー
決定版 革であそぶ
布と革で作るずっと使えるバッグ

廃止品 ※在庫無くなり次第

頁

43

44

46
53
67
73

ｺｰﾄﾞ№

32001
32010
41466
40597
70063
73371

訂正内容

〈特長〉 先端が丸く加工してあるので、 手縫いがスムーズに。
〈特長〉 先端がキリのようになり、 縫いにくい素材もスムーズに。

サイズ  0.3mm 厚 /8mm 巾 ×70cm

完成サイズ＜タテ 17× ヨコ 10＞cm
カード収納 10 枚
サイズ＜タテ 30× ヨコ 41＞mm
数量 ２コ

商品名

(L) 手縫い用丸針
(L) 手縫い用三角針
羊吟レース 無地
色羊吟レース
スマホケース
トラベルクラッチ
バイカーコンチョ
スクエアリベット ・ 大

訂正品

頁

73

ｺｰﾄﾞ№

73362

新価格

￥400

商品名

ｸﾘｯﾌﾟ付ｺｻｰｼﾞｭﾋﾟﾝ

価格変更※実施日  2016年 
　６月1日(水)より

KYOSHIN ELLE LEATHER CRAFT CATALOG 2016


