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Hand Tool 工具

※表示は本体価格 （税抜）

ファスナー製作時に
布の切れない喰い切り

＜全長 220ｍｍ＞

● ファスナー用クイキリ

53045

￥3,800 （￥4,180 税込）

ファスナー製作専用のクイキリ。
ストッパー付きで刃の隙間を調整しながら、
金具のみを切ることができます。
金属ファスナーや高級ファスナーエクセラにも
対応可能です。
六角レンチ付

隙間はハガキ１枚くらい

★使い方 挟むムシ ( 金具 ) は

★調整方法

一度に２個まで
① 六角レンチで
ネジを緩める

布ギリギリのムシを挟む。

● カッターガイド スリム 300

② ナットを閉めて
ストッパーを固定

53156

￥1,600 （￥1,760 税込）
カッターから手を守るガード付きの 30 ㎝定規。
底面に滑り止めゴムが入り、 しっかり押えて
安全に作業ができます。

黒地に白字で
目盛りが見やすい

・巾 40mm
・カッターガイド高さ 18.5mm

カット面にステンレス鋼を埋め
込み、いつまでもキレイな直線
でカットできます。

Made ｉｎ Ｊａｐａｎ
＜全長 約 8.5 ㎝＞

● 極小ハトメ抜き

50011-06 0.6mm
-08 0.8mm ￥1,000 （￥1,100 税込）
-10 1.0mm

● パワーフリーカット （カーブ刃）

52185

￥2,700 （￥2,970 税込）

＜全長 220ｍｍ・ 刃渡り 70mm＞
刃材質 ： ハイカーボン ステンレス鋼

極小サイズがスムーズに抜ける高品質ハトメ抜き。
職人の技術を生かした繊細な刃先の加工により、
革抜けがよく穴詰まりなしで、 ストレスなく作業が
できます。

厚み 3.0mm の皮革も滑らずに、
切ることができます。

※完成サイズ
約＜縦 × 横 × 巾＞㎝

Lucky Mascot Kits 干支マスコットキット

2022
みずのえとら

季節限定

壬寅
親＜6×11×4＞
子＜2.5×6×2＞

● 開運干支 《寅》 親子セット
41752 ￥1,200 （￥1,320 税込）

＜5×10×2＞

● レザータイガー

41751

仲良し親子のキット。 人気のホワイト
タイガーにアレンジしたら可愛いトラに
なりました。

￥800 （￥880 税込）

縞模様がプリントされた、 １枚革から
立体に作り上げるトラのキット。
＜5.5×10.5×3＞
※手縫い糸はお好みの糸をご用意ください。

トラの小物

＜2.5×2.5＞

41757

41755

＜7.5×11.3×1.0＞

＜8×7.8×1.5＞

● トラのストラップ
￥470 （￥517 税込）

コロンとした形が可愛いストラップは、
しっかりと丸みを出して形づけるのが
ポイントです。

41758

＜8×9×1.5＞

41756

41754

＜10.5×7＞

41753

41759

＜6×4.2＞

＜8.5×8×1.5＞

かわいいしっぽの表情に、レースの縞模様がアクセントになった楽しいキット。

● トラのカードケース

41757

￥1,600 （￥1,760 税込）

● トラのボックス小銭入れ
41755 ￥1,800 （￥1,980 税込）

● トラのパスケース

● トラの馬蹄型小銭入れ
41759 ￥1,600 （￥1,760 税込）

● トラの三角小銭入れ
41758 ￥1,000 （￥1,110 税込）

● トラのキーホルダー
41754 ￥600 （￥660 税込）

41756

￥1,600 （￥1,760 税込）

Information お知らせ

＜3.5×3.2＞ ２個入

● 革のマスコット ( とら )
41750
￥700 （￥770 税込）

ポスカや極細ペンなどで自由に描いて
作るストラップです。 毛並みを描けば
リアルなトラに、 お洋服を着せてお茶
目なトラにもアレンジできます。

KYOSHIN ELLE LEATHER CRAFT CATALOG 2018
※在庫なくなり次第廃止です

★＝ 再度の値上げになります

※実施日 2021 年 12 月 6 日 （月） より
商品名
頁 ｺｰﾄﾞ№
新価格
16 14023 ゴートシュリンク [ 全色 ]
100/1ﾃﾞｼ
17 21018 P. オースト [ 全色 ]
88/1ﾃﾞｼ
22061 豚モミソフト ( アメ )
★ 78/1ﾃﾞｼ
22081 色豚モミソフト [ 全色 ]
35 50032 極上菱錐 （細目）
1,500
〃
（太目）
50033
1,700
2,000/1 枚
58 66007 スポンジのり付 ウス
★ 1,160
60 81004 レザーアルコール
81005 粉末ｱﾙｺｰﾙ染料とかし液 ★ 820

価格訂正
旧価格

頁 ｺｰﾄﾞ№

商品名

新価格 旧価格

95/1ﾃﾞｼ 62 53086 コバ塗り機
17,000
80/1ﾃﾞｼ 63 81008 レザーラッカー 250 ㏄ ★ 980
〃
500 ㏄ ★1,530
81009
72/1ﾃﾞｼ
★1,100
81006 ラッカーうすめ液
1,280 64 83014 ゴムのり 大 （1500 ㏄） 2,600
1,450
〃 小 （300 ㏄） 1,050
83013
1,600/1 枚
〃 ミニ （40 ㏄）
570
83019
1,100 65 83007 片面ラバー
1,200
760
54029 コロニル馬毛ブラシ ★1,800

16,000
960
1,500
1,050
2,300
880
500
920
1,600

廃止品
頁
17
26
53
74

商品名
ｺｰﾄﾞ№
20021 ピッコロ純白
52068 銀ペン （型入れ用）
40627 いちごパース -01[ 黒 ]
73915 KC’ｓ ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ ｲﾝﾃﾞｨｱﾝﾌﾞﾗｯｸ
〃
ｲﾝﾃﾞｨｱﾝﾎﾜｲﾄ
73916
〃
ｲｰｸﾞﾙﾌﾞﾗｯｸ
73917
〃
ｲｰｸﾞﾙﾎﾜｲﾄ
73918
〃
ﾘｻﾞｰﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ
73919
〃
ﾘｻﾞｰﾄﾞﾎﾜｲﾄ
73920
77 75018 ﾜﾝｳｪｲﾄﾞｯﾄｽﾅｯﾌﾟ -01[N]

