革小物づくり メニュー

- Leather Craft Workshop MENUUK ブライドル・ドッグカラー

UK ブライドル・ドッグリード

スタンピングで文字や模様を入れたり、
穴あけや金具を打ち付けて組み立てるレザーアイテム！！

携帯ホルダー

バッグ・キーホルダー
new item

レザーグッズ作り
風合いと味わいが楽しめる革小物！

サイズ：28cm ／ 33cm

色：ダークブラウン

UK レザーを使用した高級ドッグカラー
1本

パーム・キーケース

¥7,222（税込 ¥7,800）

サイズ：120cm

色：ダークブラウン

UK レザーを使用した高級ドッグリード
1本

¥9,074（税込 ¥9,800）

ID レザーブレス

ミニトレイ

色：タン／白／ターコイズ／赤／緑

高級サドルレザーの本格携帯ホルダー
1個

バッグの持ち手を華やかアレンジ♪

¥9,074（税込 ¥9,800）

ネイティブ・レザーブレス

色：ナチュラル／こげ茶／黒

手のひらサイズのミニキーケース

アクセサリーなどの小物置きに♪

1個

1個

¥3,888（税込 ¥4,200）

三角コインケース

サイズ：S ／ L 色：ナチュラル／こげ茶／黒

カジュアルな装いに！ペアにもお勧め
1本

¥2,778（税込 ¥3,000）

手のひら・コインケース

コインケース作り
コンパクトながら収納力抜群！

組み立ても楽しいコインケース♪
コインケース No.1
色：ナチュラル／こげ茶／黒

コインや小物入れに大活躍！
1個

¥3,333（税込 ¥3,600）

トリオ・チャーム

色：ナチュラル／タン／ターコイズ

サイズ：フリー 色：ナチュラル／黒

細身だから重ね付けにも重宝！
1本

¥2,037（税込 ¥2,200）

ループ・キーリング

1本

¥1,667（税込 ¥1,800）

¥1,667（税込 ¥1,800）

1個

オールド・コインコンチョ
インディアン

オプション

バッファロー

おすすめ！
サイズ：直径 20mm

ネームタグ

バレルスナップ
フラットタイプ

素材：ニッケル

¥1,667（税込 ¥1,800）

￥1,111

（税込￥1,200）

￥463

（税込￥500）

レザーチャーム 3 個＆太 20cm チェーン 1 本

レザーチャーム 2 個＆細 10cm チェーン 1 本

色：黄色／ターコイズ／水色／ピンク／赤

種類：フラットタイプ／スモールタイプ

50 種のレザーチャームから 3 個選んで♪

50 種のレザーチャームから 2 個選んで♪

付け替えカンタン！お子様のバッグにも

ワンランクアップの本格いぶし仕上げ！

テイル・ストラップ

ループ・ストラップ

¥1,296（税込 ¥1,400）

ネック・ストラップ

ダイヤモンドシェイプ・キーリング

¥1,667（税込 ¥1,800）

アメリカン・コインコンチョ
光沢仕上げ

いぶし仕上げ

￥2,037（税込￥2,200）

￥2,593（税込￥2,800）

色：全８色（ナチュラル／タン／こげ茶 etc.）

豊富なカラーとシンプルデザインが人気♪
1個

¥1,296（税込 ¥1,400）

ジョイントパーツ

サイズ：直径 23mm

1 個 ¥1,481（税込 ¥1,600）／ ¥1,111（税込 ¥1,200）

レザーチャーム

素材：ニッケル

米国ならではのデザインをセレクト！

おすすめ！
色：タン／黄色／赤／緑／紫／こげ茶

キーリングのカスタムに欠かせない！

1 個 ¥2,037（税込 ¥2,200）／ ¥2,593（税込 ¥2,800）

¥370（税込 ¥400）

1個

金具・パーツ
￥370

平押し

三角押し（小）

三角押し（大）

（税込￥400）

￥555

￥555

3個セット
￥185

￥185

1個

¥2,222（税込 ¥2,400）

1個

チェーン

（税込￥600）

（税込￥200）

¥1,852（税込 ¥2,000）

1個

￥555

（税込￥1,600）

1個

色：ナチュラル／こげ茶／黒

存在感抜群のボリュームキーホルダー

（税込￥600）

￥1,481

¥2,778（税込 ¥3,000）

モーテル・キーホルダー

ナスカン＆アミナス

スモールタイプ

バッグの持ち手に取り付け簡単！

1個

¥2,037（税込 ¥2,200）

1個

色：ナチュラル／こげ茶／黒

レザーピースを繋いだクラシックスタイル！

オプションシリーズ！

1個

シンプルなバッグも華やかに変身！

組み合わせ自由自在のキーリング！

手作りアイテムをより魅力的にする

¥3,148（税込 ¥3,400）

コンビ・チャーム

色：ベージュ／オレンジ／チョコ／赤／黒

大人気の「栃木レザー」を使用！

米国で使われていたコインをコンチョに！

バッグチャーム No.1

バッグチャーム作り

色：ナチュラル／こげ茶／黒

ホックで付け外し楽々！ベルトやバッグに

折り紙のようなヌメ革コインケース
1個

ドロップ・キーホルダー

レザーチャーム 1 個＆ジョイントパーツ 2 個他

new item

《革素材について》
a.w.s の革素材は、すべて良質な
タンニンなめし加工の牛革を
使用しております。
お手入れによってキレイなツヤと
撥水効果が増し、革の風合いと
味わいが楽しめます。

¥2,222（税込 ¥2,400）

1個

キーホルダー No.1

ストラップ作り

チェーン・キーホルダー
new item

キーホルダー作り

色：ダークブラウン／ブラック

レザーグッズ No.1

¥4,259（税込 ¥4,600）

チャーム・キーリング

１つは欲しい！キーホルダー
オプションのアレンジも映える！

良質な牛革素材で、使うほどに

色：ナチュラル／タン／こげ茶／赤／黒

2018.2

（税込￥600）

（税込￥200）

サイズ：15mm/9mm/8mm/8mm/4mm

ワンタッチで掛けられる便利パーツ！
1個

¥185（税込 ¥200）〜

￥555（税込￥600）

サイズ：20cm/20cm/10cm

レザーアイテムと相性ぴったり！
1本

ミニチャーム

¥370（税込 ¥400）〜

スタッズ

ボールチェーン

丸カン

ハトメ

種類：二重リング／ボールチェーン／丸カン／ハトメ

オプションのアレンジに大活躍！
各1個

¥93（税込 ¥100）

カラーカシメ

new item

ストラップ No.1

ピラミッド

ラウンド

携帯以外にもいろいろ使える！
簡単・手軽なレザーアイテム！

色：タン／白／黄色／ターコイズ／ピンク／赤

使いやすいシンプルデザイン！
1本

¥1,296（税込 ¥1,400）

色：ナチュラル／こげ茶／黒

ラインがキレイなスリムタイプ♪
1本

¥1,296（税込 ¥1,400）

サイズ：約 80cm

色：こげ茶／黒

携帯やパスケース掛けに便利！
1本

¥2,963（税込 ¥3,200）

デザイン：全 50 種類以上

50 種類のカラフルチャーム！
1個

¥741（税込 ¥800）

種類：全 4 種類

色：全６色

プラスすると作品が華やかに♪
1個

¥185（税込 ¥200）

種類：ラウンド／ピラミッド

作品をクールに仕上げる必須アイテム！
1個

¥185（税込 ¥200）

色：全６色（黄色／水色／緑／ピンク etc.）

好きなところに留めてアクセントに♪
1個

¥93（税込 ¥100）

