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手縫いツールの使い方

手縫いの方法

プロワックス

エスコード（麻糸）

Wロー引き糸 #5

手縫い針〈短〉

手縫い針の針穴に
糸 を 通 し、10cm
程度出します。

糸のつけ方 （Wロー引き糸 #5の場合）

糸の準備

糸の端をカッターで擦り、ヨリをほ
ぐします。目打ちでも同じ作業がで
きます。

ロー引きの目安は、10cm 程度の
糸がまっすぐ立つ程度です。糸全体
をロー引きしてから、上記の糸のつ
け方の順に糸をつけます。

毛羽立った糸の端にプロワックスを
擦りつけ、ヨリをまとめます。これ
をロー引きといいます。

最初の縫い穴に針を通し、糸の長
さを左右で揃えます。ここでは右
から左に向かって縫います。

同じ縫い穴に、裏側からもう一方
の針を通します。糸を引いて縫い
目を締めます。この手順を繰り返し
ます。

2 番めの縫い穴に、表から針を通
します。

最後の縫い穴まで縫い進めたら、
2 ～ 3 目を返し縫い（戻って再度
縫うこと）します。

麻糸の場合、糸を縫い穴の根本か
ら短く切ります。W ロー引き糸（ポ
リエステル糸）の場合、2 ～ 3 ｍ
ｍ残して切ります。

すでに縫った部分を縫い戻り、重
ねて二重に糸を通すことで、糸が
抜けにくく丈夫になります。

糸の切り目に皮革用ボンドエースを
少量塗ってとめます。目打ちを使う
と便利です。

左が糸を 2 ～ 3 ｍｍ残してカットし
た状態、右がライターで糸を溶か
してとめた状態です。

残した糸の先をライターで炙り、
溶けた糸を縫い目に押しつけます。
革を焦がさないようにしましょう。
火傷に十分ご注意ください。

麻糸の通し方 エスコード（麻糸）

1.麻糸をとめる 2.Wロー引き糸をとめる

縫い終わりの処理

手縫いの進め方

通した糸を針穴の方
に引きます。

糸の長さは、縫う長さの 3 ～ 5 倍の長
さを目安に切ります。

長い方の糸を引い
てから、通した糸を
針穴に寄せます。

2 回、糸のヨリに針
先を通します。

出した糸のヨリの間
に針先を通します。

表 裏



3SEIWA Leather Tool Manual

縫い穴をあけるガイドラインを引き
ます。2本菱目打ちの刃先を革のヘリ

（端）にあて、端から一定幅の線を引
きましょう（3～5ｍｍ）。

菱目打ちをマレットで叩きます。刃
先が革に入り、菱型の縫い穴があ
きます。裏側から 1mm 程度刃先
が出る位が目安です。

菱目打ちは刃先の間隔
で 3mm ～ 6 ｍｍまで
あります。

革をゴム板の上にのせ、穴あけの
目安（アタリ）をつけます。端は
菱目打ちの刃を 1 本分外に出して
穴をあけます。

4 本目以上の菱目打ちがおすすめ
です。先にあけた縫い穴に菱目打
ちの端を一目分重ねると、まっすぐ
に縫い穴があけられます。

菱目打ちは奥から手前に向かい、
垂直に立ててつかいます。傾いて
いると裏側の縫い穴がキレイにあ
かないので注意しましょう。

2 本目がおすすめです。縫い穴の
ガイドラインからズレないように位
置を合わせながら、一目分重ねて
縫い穴をあけます。

縫い穴をあける部分に溝または精細なガイドラインが引けます（最小幅
1mm、最大幅 12 ｍ m）。溝は縫い目を沈ませて糸の摩擦を軽減し、擦
り切れを防ぎます。ガイドラインは正確な縫い穴あけの目安に。革の端に
あてるガイドは左右につけ替え可能で、右利き・左利きの両方に対応します。

付属の六角レンチで先端が交換で
きます。グルーバー（溝引き）・モ
デラ（線引き）・ディバイダーの 3
種があります。替刃は別売です。

グルーバーのガイドを外すと好きな位置で溝切りができ、革の折り曲げに
つかえます。またディバイダーなら、精細な図案のトレースや自由なライ
ンワークにも活躍します。

ダイヤルを回して幅を調整
し、縫い穴をあけるガイド
ラインを引きます。

菱目打ち
プロツール菱目打ち マレット（木づち）

ゴム板

マルチステッチンググルーバー／ステッチングディバイダー

皮革用ネジコンパス ねじ捻ごて

穴あけの方法

菱目打ちのサイズ

直線 曲線

3種の替刃が使い分けられる 革の折り曲げ

ネジを回して幅を調整し、
縫い穴をあけるガイドライ
ンを引きます。

手縫いツールの使い方
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手縫いツールの使い方

仕立て用目打ち〈S〉

型紙を革に写す際につかいます。
主にクロム革、毛羽立ちのない革
につかいます。

金具取付の穴の調整、細
かい部分のコバの仕上げ
等につかいます。

なめらかな曲面の溝をつかい、革
の厚みに合わせて革のコバ（切り
口、断面）を磨きます。

床面にトコノールを塗り、薄く塗り
広げたり、毛羽立ちをおさえたりす
るときにつかいます。

厚い革は一番広い溝をつかいましょ
う。革のヘリが丸みのある形に仕
上ります。

革を押さえることで、表面を平坦
に仕上げます。

革を貼り合わせた部分をおさえて
より強く接着します。

内部を広げたり伸ばしたりすること
で、革をクセづけします。

トコノールを塗った後の床面磨きに
おすすめです。また革漉きをする
ときに下に敷くと、刃が引っかから
ず安全に作業できます。

仕立用クジリ

プレススリッカー

ガラス板

縫い穴をあけたり広げる時
につかえます。

ひしきり ヘリおとし

革のコバ（切り口、断面）
の角を落とします。

ガイドライン引きや型紙のトレース
にもつかいます。

印つけ、接着剤の塗布、縫い穴の
調整と、マルチに活躍します。

銀ペン

床面磨き コバ磨き

接着部分の圧着 パッキング（革を平らにする）厚革のコバ磨き

パッキング（クセづけ）
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裁断ツールの使い方

目打ち等でガイドラインを引き、そ
の上にカッターの刃を合わせ、奥か
ら手前に切ります。刃を寝かせ気味
にすると曲がらずに切れます。

曲線を切り進む場合は、カッターを
動かすのではなく、同時に革をゆっ
くり動かして切ります。

刃を起こし気味にして、刃先をつ
かって切ります。

刃先は片刃になっているため、外
側にほんのわずか倒して切ると、
断面が垂直になります。写真右は
倒しすぎの例です。

親指をグリップの上にかけて持ち、
奥から手前に向かって引いて切りま
す。

斜め刃は曲線を切るときに便利。
斜めに刃がついているため、グリッ
プを大きく倒さなくても角をつかっ
て切りやすくなっています。

グリップを奥に倒し、刃先の角をつ
かいます。革をゆっくり動かして切
りましょう。

革の端を薄くするときにつかいま
す。ガラス板の上に革を置き、全
体を倒して斜めに刃を入れます。

革に刃先が食い込んだ後も刃を立
てたままだと、刃先が革を突き抜
けて反対側の銀面まで切ってしま
います。

刃先を革に食い込ませ、斜めに刃
先を動かします。コバの間から刃
先が出るように、刃先の角度を調
整します。

カッター

スーパースカイバー

直線

革たち KT-2000GP

革漉き

刃が進む先に指があると、大きな
ケガにつながるので十分注意して
扱います。

人差し指をまっすぐに伸ばし、柄を
しっかり持ちます。切れ味が鈍って
きたら、こまめに刃を折り、新しい
刃で切りましょう。

曲線

グリップを立て気味にしましょう。

直線 曲線

少しずつ革の床面を削り取ること
で、厚みが調整できます。

ガラス板の上で、奥から手前に引
いて革を削ります。刃を少し傾け
てつかいます。

NTカッター L500GP

ビニール板
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金具の止め方

バネホックボタン

打ち台の平らな面をつかいます。Dを打ち台にのせて穴あけした革を通し、
C を足の上にのせます。先端がくぼんだ打ち棒を垂直に立て、マレットで
叩いて固定します。叩いた後に指で触って回らない程度に止まっていれば
OK です。

打ち台のくぼんだ面をつかいます。A を打ち台のくぼんだ面に合わせての
せます。その上から、穴あけした革、B の順にのせます。先端に突起の
ある打ち棒を B に差し込み、A と位置を合わせてからマレットで数回叩き
ます。触って回らない程度に固定しましょう。

両方の金具をつけたら、留め・開
閉ができるか確認しておきましょ
う。薄い革の場合、補強用の革を
挟むこともあります。

打ち台の平らな面をつかいます。D を打ち台にのせて
穴あけした革を通し、C を足の上にのせます。打ち棒
を垂直に立て、マレットで叩いて固定します。指で触っ
て回らない程度が固定の目安です。

打ち台のくぼんだ面をつかいます。A を打ち台のくぼんだ面に合わせて
のせます。その上から、穴あけした革、B の順にのせます。打ち棒を垂
直に立て、A と位置を合わせてからマレットで数回叩きます。触って回ら
ない程度に固定しましょう。

両方の金具をつけたら、留め・開閉
を確認しましょう。薄い革の場合、
補強用の革を挟むこともあります。

ハトメ抜きのサイズを確認し、印の
上から先端を革に押しあてて位置
を確認します。

ハトメ抜きは 0.9 ｍ m ～ 30 ｍ m
まで豊富なサイスがあります。金
具ごとに適したサイズを揃えておき
ましょう。

穴をあけたい位置に目打ちで印を
つけます。穴あけは後でやり直し
ができないので、位置をよく確認
してからあけましょう。

ハトメ抜きを垂直に立てて、マレッ
トで叩いて穴をあけます。必ずゴ
ム板の上で作業します。

穴あけができました。ハトメ抜きの
先端が革の裏側から抜ける程度に、
数回叩き、裏返して確認するとよ
いでしょう。

ハトメ抜き

ジャンパーボタン

D

D

A

A

B

B

C

C

※金具の取付に適合したハトメ抜きのサイズは、弊社カタログでご確認ください。

※ブラス（真ちゅう）は他よりやわらかいので、叩く力を加減してください。

A

A

B

B

C

C

D

D
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カッターの先端をつかい、2 本の
スジに切り込みを入れます。

アシを革に押しあて、取りつける目
安の位置を決めます。2 本のスジ
がつけば OK です。

マグネットがはなれないときは、両側から足をペンチ等でつまんで引きはなしてください。

金具のアシを外側に出したくない
場合は、内側に折ることもあります。
ただしアシが重なるため、少々厚
みが出ます。

座金（ワッシャ）を差し込み、アシ
を折ってとめます。マレットや目打
ちの柄をつかって外側に折ります。

ネジ山が噛み合っていることを確認
してとめます。手締で十分固定で
きますが、ボンドをごく少量ネジ山
に塗ると確実にとまります。

穴あけした革にギボシのネジを差し
込み、上（革の銀面）からギボシ
をつけます。

打ち台のくぼんだ面にカシメをのせ、アシを革に差し込みます。このとき、
反対側からカシメのアシにある「くぼみ」が見えることを確認しましょう。
革が厚すぎると固定できないことがあります。

切り込みを入れたことで穴が広がり、
ギボシが穴に通るようになります。

革を留める部分は、ギボシより小
さい穴をあけてから、カッターで 5
ｍｍ程度の切り込みを入れます。

取りつけた直後は少しきついくらい
でOKです。つかううちに穴が広がり、
次第に扱いやすくなります。

カシメ

ギボシ

2 本のアシを革に差し込みます。
革と金具の間にすき間のないよう
に、しっかり奥まで押し込みます。

打ち棒をカシメの上から垂直に立て、数回叩いて固定します。叩くことで
カシメ内部の金属が変形し、外れないようになります。カシメはバッグの持
ち手など、革の接合に最も手軽につかえる金具です。

アシ

アシ両面カシメ

［マグネットの引きはなし方］

金具の止め方

マグネット
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レザーフィックス

仕上剤の使い方

左が染色（紺）した革、中がバインダー
下塗り、右がレザーライトS を 1 回
塗りした状態です。表面に艶を出し、
柔軟性に優れます。

染色後にバインダー（革の仕上用
下塗剤）を刷毛で下塗りした後、原
液を刷毛に含ませ一方向に手早く塗
ります。換気に注意。

左が染色（緑）した革、中が下地剤、
右が光沢剤を 1 回塗りした状態です。
強い艶と皮膜を形成します。重ね塗り
は 1 日以上あけましょう。

エナメル下地剤（水溶性）を塗っ
た後、原液（溶剤性）を刷毛に含
ませ、一方向に動かして手早く塗り
ます。換気に注意。

中がペースト染料を塗った状態、右
が 2 回塗りした状態です。乾燥後
に柔らかい布で磨くと光沢が出ま
す。

原液を刷毛に含ませ、一方向に動か
して塗ります。ペースト染料の仕上
げに適します。トコノールで磨いたコ
バに塗ると艶が出ます。

水性ウレタン仕上剤

レザーライトスプレー

ワックスコート

エナメル光沢剤

レザーライトS

左が染色（黒）した状態、右が仕
上剤を 1 回塗った状態です。厚く
塗りたい場合は、1 日置いてから
重ね塗りしてください。

原液を刷毛に含ませ、一方向に動
かして手早く塗ります。重ね塗りは、
革を 90 度回転させて塗ります。
水で薄められます。

左が染色（茶）した革、右が 1 回
塗りした状態です。すべての染料
に使用可能で、色止め・仕上げが
1 本で可能です。

刷毛に原液を含ませ、一方向に手
早く塗ります。重ね塗りは、革を
90 度回転させてタテ・ヨコに塗り
ます。光沢／艶消しもあり。

左が染色（橙）し、バインダーで
下塗りした革、右が 1 回スプレー
した状態です。立体物の仕上げに
最適です。換気に注意。

新聞紙を広めに敷いて革を平らに置
き、よく振ってから 20 ～ 30cm 離
してスプレーします。2 ～ 3 回に分
けて重ね塗りしましょう。

金巻刷毛（馬の腹毛）

乾燥20～ 30分／完全乾燥1日（夏場3～ 4日）／うすめ液：水

乾燥10～ 20分／完全乾燥1日

乾燥10～ 20分／完全乾燥1日／うすめ液：レザーライトうすめ液

乾燥10～ 20分／完全乾燥1～ 2日／うすめ液：レザーライトうすめ液

乾燥20～ 30分／完全乾燥1日／うすめ液：水

乾燥20～ 30分／完全乾燥1日／うすめ液：水

1回塗り

1回塗り

1回塗り

1回塗り

2回塗り

下塗り

下塗り

染色

1回塗り

塗布前

塗布前

塗布前

塗布前

塗布前

下塗り

バインダー
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トコノールが半乾きになったら、ガ
ラス板で擦ります。繊維がおさえ
られて艶が出ます。柔らかい布で
磨いてもよいでしょう。

トコノールを指に少量とり、コバに
薄く塗布します。はみ出すとシミに
なるので、すぐに拭き取ります。

上がトコノールを塗る前、下が塗っ
て磨いた後です。まるで 1 枚の革
であったかのように、艶のあるなめ
らかなコバに仕上ります。

トコノールが半乾きになったら、プ
レススリッカー等で磨き、毛羽立ち
をおさえます。柔らかい布で磨い
てもよいでしょう。

トコノール〈無色〉 床面の毛羽立ちをおさえる

カタメール

左が塗布前、右が 2 回塗りした状
態です。塗った部分の革の色は薄
茶色になり、乾燥後は耐水性が出
ます。塗りすぎると銀面に染み出
すことがあります。革が薄い場合
は、銀面を濡らしてから塗ります。

原液を刷毛に含ませ、革の床面から塗
ります。「カタメール透明」より固くな
ります。特に固く仕上げたい場合、乾
かしながら 2 ～ 3 回薄く塗り重ねます。
染色した場合、染料がにじむことがある
ので注意。刷毛は水につけて洗います。

指で塗り広げることが最も手軽です
が、柔らかい布を折りたたんで塗って
も OK です。また厚塗りに注意して、
のりベラ等もつかえます。

ヌメ革の床面（毛羽立ちのある面）
に薄く塗り広げます（ヌバック、ス
エードは不可）。肌の敏感な方は、
ビニール手袋を着用ください。

トコノールを塗った後は、艶が出て
滑らかな床面になります。
※接着面は塗らないか、ヤスリや
カッターで再度毛羽立たせます。

トコノールを塗る前の床面です。
繊維が毛羽立っています。

コバ（革の切り口、断面）を磨く

金巻刷毛（馬の腹毛）

コバスーパー

全 14 色。塗るだけで艶が出ます。
色移りの可能性があるため、水濡
れに注意してください。

水またはトコノールを少量コバに塗
り、あらかじめコバを磨きます。コ
バの毛羽立ちをおさえ、平坦にす
ることで、艶が増します。

クジリ、目打ち、綿棒等にコバスー
パーを少量とり、コバにのせるよう
にして着色します。はみ出た部分
は、すぐに拭き取ります。

コバの着色仕上げ／ベルトや持ち手等のコバ補色におすすめ

乾燥20～ 30分／完全乾燥1日／うすめ液：変性アルコール

2回塗り塗布前

カタメール透明

左が塗布前、右が 1 回塗りした状
態。塗った部分の革の色は濃くなり
ます。耐水性を持たせる場合、耐
水性のある仕上剤を上塗りします。

原液を刷毛に含ませ、乾いた革の両面か
ら塗ります。水で薄めたり、刷毛の洗浄
ができる扱いやすさが特長です。染色し
た場合にじむことがあるので注意します。

乾燥60分／完全乾燥1日／うすめ液：水

1回塗り塗布前

コバ・床仕上げ剤・硬化剤
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ラバーグルー／ Gボンドクリヤー

接着剤の使い方

接着剤の糸引きがなくなったら、貼
り合わせます。ローラーで圧着す
ると、いっそう強力につきます。接
着面は柔軟性を保ちます。

のりベラ等で接着する両面に塗布
します。ゴム板等の段差を利用し、
革の内から外にうすく伸ばして塗布
します。厚塗りに注意！

乾燥が早いため、塗布後すぐにつ
かえます。写真はタッセルをつくっ
ています。

接着面の片面に塗ります。すばや
く接着したり、仮止めしたりする作
業に適しています。

皮革用ボンドエース

接着剤特性表

グルー 21

スーパーゴム糊

接着剤を指で触り、糸引きがなく
なったら貼り合わせます。接着面が
ズレないように、マレットの腹（横）
で軽く叩くと圧着できます。

革の端を接着する場合、チューブか
ら少量革に塗り、付属の専用ヘラで
うすく伸ばします。接着する両面に
塗ります。厚塗りに注意します。

ボンドエースは、貼り合わせ後も完
全乾燥までに位置の修正ができま
す。乾燥後の接着面は固めになり
ます。

接着面の片面に塗ります。両面に
塗って貼るとさらに丈夫になりま
す。のりベラをつかうと、広い範
囲を一度で塗れます。

商品名 性質 接着力 乾燥性 柔軟性 耐水性 接着の仕方
使用前色／
乾燥後色

ラバーグルー 溶剤性 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
両面に薄く塗り、
5～10分後に圧着

淡黄色／
淡黄色

Gボンドクリヤー 溶剤性 ★★ ★★★ ★★★ ★★
両面に薄く塗り、
5～10分後に接着

透明／透明

皮革用ボンドエース 水性 ★★ ★★ ★ ★ 片面接着 白／透明

強力皮革用ボンドエース 水性 ★★★ ★★ ★ ★ 片面接着 白／透明

スーパーゴム糊 溶剤性 ★★ ★★★ ★★★ ★★
両面に薄く塗り、
5～10分後に接着

淡黄色／
淡黄色

ゴム糊 溶剤性 ★ ★★★ ★★★ ★★
両面に薄く塗り、
5～10分後に接着

淡黄色／
淡黄色

グルー21 水性 ★ ★★★ ★ ★ 片面接着 薄茶／透明

★ : 効果があるほど★が多い

のりベラ
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指で塗り込んで広げても OK です。

表面にできやすい引っかきキズ等
の有無を確認しておきましょう。

柔らかい布に少量とります。

ピュアホースオイル 革に浸透し、潤いと柔軟性を増します

革の表面の小キズを隠し、自然な艶を出す

革の表面の小キズを隠し、自然な艶を出す

メンテナンス後の色合いの変化

ミンクオイル

皮革保護剤の使い方

革の表面にやさしく円を描くように
塗り広げます。※仕上剤をかけた
革に塗ると、浸透しにくく、ベトつ
く場合があります。

柔らかい布に少量含ませます。
※仕上げに使用する場合は、レザー
ガードを塗布した後に塗ると汚れ防
止に効果的です。

布を取り替え、ていねいに余分な
オイルを拭き取ります。手縫い仕
立て前に塗ると、汚れ防止に効果
的です。

全体にピュアホースオイルを塗る
と、色味が濃くなります。

柔らかい布に少量とります。 保革クリームと同様、うすく塗り広
げます。保革クリームよりマットな
風合いに仕上ります。

ピュアホースオイル、保革クリームは塗ることで色味が濃くなり
ますが、しだいに落ち着いてきます。上の写真でその変化を確
認しましょう（仕上剤をかけていないヌメ革を使用）。

保革クリーム

布にとったクリームを、円を描くよ
うに塗り広げます。

布を取り替えて、ていねいに余分
なクリームを拭き取ります。さらに
磨き上げると光沢が出ます。

クリームをよく塗り広げると、表面
の小キズも目立たなくなります。
色味が一時的に濃くなります。
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レザークリンケア

汚れ落とし・防水剤の使い方

乾燥すると、防水・撥油・汚れ防止の
効果を発揮します。効果は毎日使用
した場合、約 1 ～ 2ヵ月持続します。

革製品のホコリを落とし、20 ～
25cm 離した位置から全体にスプ
レーします。表面が軽く濡れる程
度に吹きかけましょう。

レザーガード

アメダス

クロム革、合成皮革の汚れ落とし
におすすめです。うすく伸ばしなが
ら、磨くようにして汚れを拭き取り
ます。

あらかじめよく振って、中身をまぜ
ましょう。柔らかい布に少量含ませ
ます。

完全乾燥すると、撥水ポリマーが
水、油、汚れを強力に弾きます。
効果は毎日使用した場合、約 2ヵ
月持続します。

仕上前の革に使用します。刷毛に原
液を含ませて塗ります。使用時は換
気に注意しましょう。仕上剤はレザー
ライトS をつかいます。

商品名 性質 強度 メンテナンス
皮革保護剤との適合

ピュアホース
オイル

保革クリーム
／ミンクオイル

レザーフィックス 水性 ★★★ レザーフィックスを塗る ◯ ◯

レザーライトスプレー 溶剤性 ★★ レザーライトスプレーを少量塗る × ◯

レザーライトS 溶剤性 ★★★ レザーライトスプレーを少量塗る × ◯

エナメル光沢剤 溶剤性 ★★★ 保革クリームを薄く塗って磨く × ◯

ワックスコート 水性 ★ ワックスコートまたはレザーフィック
スを薄く塗る ◯ ◯

水性ウレタン仕上剤 水性 ★★★ 水性ウレタン仕上剤またはレザー
フィックスを薄く塗る × ◯

★ : 効果があるほど★が多い

○ヌメ革に上記左列の仕上剤を使用した場合のメンテナンスを示しています。
○メンテナンスの期間の目安は、毎日使用した場合約半年に1回程度です。
○合成皮革の汚れ落としにはレザークリンケアをおすすめします。なお、スエードなど起毛した革にはご使用いただけません。
○すべての革に一律にあてはまるわけではありません。はじめに必ず目立たない部分でお確かめの上、ご使用ください。
仕上剤と皮革保護剤の適合
○ヌメ革に上記仕上剤を使用した場合の皮革保護剤の適合を示しています。
○仕上剤で仕上げた後に、適合する皮革保護剤を柔らかい布（ウエス）にとり、薄く塗ってください。
○ピュアホースオイルは革に浸透、保革クリームは浸透に加えて表面に定着することで効果を発揮します。溶剤性の仕上

剤は、革の表面に比較的厚い被膜を形成するため、ピュアホースオイルを塗ると成分が浸透しにくく、またベトつく場
合があります。水性ウレタン仕上剤も同様に厚い皮膜を形成するため、水性であっても成分が浸透しにくくなります。
一方、保革クリームは表面に定着し、磨くことで艶を出し、細かい擦りキズ等を目立たなくさせます。

○溶剤性の仕上剤の上に防水剤をつかうと、表面が収縮して波打ったように見えたり、成分の樹脂が浮き上がり白く曇っ
たようになる場合があります。

○防水剤は仕上剤をかけていない革、またはスエードなど起毛した革の汚れ防止にご使用ください。仕上後の革に使用
すると、仕上剤の成分が溶けて、ムラになる場合があります。

○すべての革に一律にあてはまるわけではありません。はじめに必ず目立たない部分でお確かめの上、ご使用ください。

仕上剤をかけた革のメンテナンス
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塗り重ねは革を 90 度回し、タテ・
ヨコと向きを変えてムラを無くしま
しょう。塗り重ねるほど濃くなり、
刷毛ムラは目立たなくなります。

刷毛は染料を含ませる前に濡らし
ておきます。一方向に刷毛を動か
し、染色します。一度染めた所は
乾くまで触らないようにします。

ローパスバチック／ローパススピラン

革の染め方

ローパスバチック／ 24色（水性染料）
黃・山吹・橙・朱・赤・牡丹・エンヂ・ボルドー・紫・紺・
グレープ・青・空・緑・ディープグリーン・ワサビ・ベー
ジュ・黄茶・茶・焦茶・マロン・チョコレート・鼠・黒

ローパススピラン／ 12色（アルコール性染料）
黃・橙・赤・桃・紫・青・空・緑・焦茶・茶・黄茶・黒

染料を含ませすぎると、銀面からに
じみ出たり、はみ出たりする場合が
あるので注意しましょう。

面相筆や綿棒に染料を含ませ、コ
バに着色します。部分的な色挿し
にもつかえます。

ローパススピランを薄めたり、刷毛
を洗ったりする時につかいます。成
分はエタノール 95％です。

溶き皿に出したローパススピラン
に、少量ずつ好みの濃度になるま
で加えます。

基本的におすすめしていません。その代わりにス
プレータイプの顔料を様子を見ながら吹きかけて
補修する方法があります。染料をおすすめしない
理由として、まず 1 点目に製品のバッグ等はすで
に仕上剤がかかっていて染料を弾いてしまう場合
が多いこと、2 点目に仕上剤の剥げた部分のみ染
料が入るため、ムラになる可能性が高いこと、3
点目に仕上剤の剥げた部分は表面が毛羽立ってい

る場合があり、想定して
いた濃度より濃く染まる
可能性があることです。また
染色した部分は必ず色止め剤を塗るた
め、もともとの製品の仕上げ剤の光沢と異なり、
仕上りに差が出てしまうことがあります。一旦染め
ると元に戻せません。以上の理由から、染料によ
るキレイな修復は難しいといえます。

変性アルコール

液体染料は、溶き皿に適量出して
つかいます。

きつく折りたたんだ柔らかい布に染
料を含ませ、タテ・ヨコと向きを変
えて染料を刷り込みます。

左がタンポ染め、右が刷毛染めで
す。タンポ染めはムラになりにくく、
初めての方におすすめです。

クリップ等を使うと、指を汚さず
に染められます。乾燥後はレザー
フィックス等の仕上剤で仕上げま
す。

コバ（革の切り口、断面）の染色

染色：刷毛染め

染色：タンポ染め

柔らかい布や刷毛であらかじめ革
を濡らします。濡らすことで刷毛の
ムラが軽減できます。

すり込み刷毛（馬毛×鹿毛）

乾燥：20～ 30分、完全乾燥1日

液体染料はバッグの染め替えにつかえるの？
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カードケースのつくり方

1.床面と銀面の処理

2.型紙のトレース
W106×H150mm（本体）
W106×H66mm（ポケット）
厚紙等で上記の型紙をつくり、
目打で革にトレースします。

①床面（毛羽立ちのある面）にトコ
ノールを塗ります。肌の敏感な方は、
柔らかい布で塗りましょう。

③トコノールを塗った後はとても滑
らかな床面になります。＊ピュアホー
スオイルがある場合はこの後、銀面

（滑らかな面）に塗ります。

②トコノールが半乾きの状態で、プ
レススリッカーまたはガラス板で磨
き、毛羽立ちをおさえます。

5.ガイドライン引き／縫い穴をあける

①マルチステッチンググルーバーの
先端を線引きモデラに交換し、間
隔を 4mm に調整します。

②革の端にガイドをあて、縫い穴
をあけるガイドラインを引きます。

③ガイドラインに合わせて 4 本菱目
打とマレットで直線の縫い穴をあけ
ます。＊前の穴に一目重ねるとまっ
すぐに穴あけできます。

④曲線部分は 2 本菱目打であけま
す。穴あけは菱目打の刃が、革の
裏側に少し出る程度です。

3.革裁ち

カッター等で接着面を荒らし、縫い穴をあける部分の両面（G ボンドクリヤー
を使用の場合）に接着剤を薄くつけます。接着剤の糸引きがなくなったら貼
り合わせます。プレススリッカーまたはローラーで圧着します。

4.貼り合わせ

⑤縫い穴をあけ終わりました。

①ビニール板の上で、革包丁またはカッターで革の断
面が垂直になるように革を裁断します。

②カッターで曲線を切る場合はペンと同じように持ち、
なるべく刃を立てて、革を回しながらゆっくり切ります。

③革を切り分け、必要なパーツが
揃いました。

手縫いのしかた

前 後
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6.針と糸の準備

①縫う長さの 3 ～ 5 倍の手縫い糸
を用意し、手縫い針の針穴に糸を
通して 10cm 程度出します。

②出した糸のヨリの間に、針先を通
します。

⑤糸がつけられました。2 本の糸
をよりあわせておきます。

④短い方の糸（針穴に通した糸）
を針穴の方向に引き抜きます。

③長いほうの糸を、針穴でとまると
ころまで引きます。

⑥針は 1 本の糸の両端につけま
す。

7.手縫い

①最初の穴に針を通し、糸の長さ
を左右で揃えます。

② 2 番目の穴に表から針を通しま
す。

③同じ穴に裏側からもう一方の針
を通します。＊針を通す時に糸の間
に刺さないよう注意します。

④左右の糸を同じ力で引締めます。

⑤プレススリッカーが無い場合や
薄いコバは、革の切れ端で磨くこ
ともできます。

⑥コバを磨いて仕上げると、作品
が見違えるようになります。

⑧残した糸の先端をライターで炙
り、溶かしてとめます。革を焦が
さないよう十分にご注意ください。

⑤これ以降②～④を繰り返し、縫
い進めます。糸目がきれいに揃う
ように心がけて縫いましょう。

⑥縫い終わりは 2 目分返し縫いを
します。目打ちで縫い穴を少し広
げ、針を通します。

⑦糸を 2 ～ 3mm 残してカットしま
す（ポリエステル糸の場合）。

⑨麻糸の場合は、針先や目打ち
に皮革用ボンドエースをつけてと
めます。

8.コバ（革の切り目、断面）の仕上げ

①ヘリおとしでコバの角を落としま
す。角度を一定に保ち、両面の角
を落としましょう。

③コバにトコノールを塗ります。銀
面にはみ出ないようにします。

④トコノールが半乾きのときに、プ
レススリッカーで磨きます。

②指先に水をつけ、コバを少しだ
け濡らします。

▲●針が抜きにくい場合は目打ち
で縫い穴を広げるか、ヤットコ等で
まっすぐ引っ張って抜きます。無理
にこじると針が折れます。

前 後
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プロツールをセットした本格派の基本セット。

革手縫い工具 基本7点セット

● 4本菱目打 5mm巾
● 2本菱目打 5mm巾
● 仕立て用目打ちS
● 手縫い針〈短〉 3本
● スムース糸〈細〉
● ミニゴム板 50×150×10㎜
● ボンド

7点セット内容

便利な工具セット

1707-5B-G

革手縫い工具18点セット
プロ用基本工具にサドルレザー、型紙キット4種と、手縫
いの基本を網羅した「革の手縫いハンドブック」をセット。

⇦付属のサドルレザーで何れか一つが
できます。ていねいな説明の 4 種類
の型紙付き。（○カードケース横型／
縦型 ○ペンケース ○ベルトポーチ）

● マルチステッチンググルーバー
● 4本菱目打 4㎜巾
● 2本菱目打 4㎜巾
● 仕立て用目打ちＳ
● マレット（木づち） 
● 手縫い針 短5本
● スムース糸 細
● ゴム板 150×220×20㎜
● カッター
● ボンドG17 （ヘラ付）
● ビニール板  175×275㎜
● トコノール  無色  20g
● ヘリおとし no.2
● プレススリッカー 
● 両面テープ  2㎜巾
● ピュアホースオイル 30㎖
● サドルレザー1.6㎜×300×150㎜1枚
● 手縫い型紙キット×4種
◎ 手縫いハンドブック

18点セット内容

「はじめてのレザークラ
フト」は、18 点セット
を基本に、手縫いの全
てを解説しています。

★18点セットに最強のコンビ!!

● クラフトマレット
● 仕立用目打ちＳ
● 4本菱目打ち 4㎜巾
● 2本菱目打ち 4㎜巾
● ミニデバイダー  （本セットのみ）
● Ｗロー引き糸  #5ベージュ
● 手縫い針 短3本
● ミニゴム板 50×150×10㎜
● へりみがき  （木製丸）
● カッターマット 225×320㎜ （本セットのみ）
● トコノール 無色 20㎖
● ボンドG17 （ヘラ付）
◎ 手縫いハンドブック

«Standard»セット内容

Leather Handsewing
12tools set «Standard»

「はじめての革小物」は、スタンダードセッ
トを基本に、手縫いキット「makeU」や
革小物、バッグ全 14 点の作り方を解説。

★«Standard»セットと一緒にオススメ!!

厳選した「手縫い基本工具12点」と手縫いの基本
を新たに網羅した「革の手縫いハンドブックⅡ」をセット。
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