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皮革素材

絵画・画材

革の歴史〜皮から革へ〜

革の特徴と技法

デザイン

原始時代の人類は動物を狩猟し、肉を剥ぎ取った後の毛皮や皮（生皮） 革はやわらかく、水分を含ませると自由に成型でき、丈夫で断ち切りがほ
を敷物や衣服に利用していました。
つれることもなく、扱いやすい材料です。また、乾くとそのまま形が固定
生皮は放置しておくと、腐敗したり固まってしまいますので、柔らかさ しますので、立体制作や浮き彫りが楽しめます。
を失わないように “ なめし ” 加工を施します。このなめした皮を “ 革 ” と 技法としては、カッターと刻印で模様を浮き上がらせるカービング法、刻
いいます。ヨーロッパでは紀元前古代エジプトから始まり、ギリシャ・ロー 印棒を使って幾何学模様などを作るスタンピング法、風景・動物・人物を
マ時代には日常品が革工場で生産されます。
実的に表現するフィギァーカービング、ロウケツ染め、ソメノン染め、ス
ルネッサンスの時期には絵画的な装飾品として発展し、18 世紀には工場 テンシル、焼き絵、など、革独特の風合を生かした技法は、さまざまです。

工芸・民芸

での量産も可能になりました。
一方アメリカでは、インディアンが独特の製革技術によって馬具、衣服
などを作っていました。そこへ 15 世紀、ヨーロッパ文化と共に革工芸も
スペイン人により、持ち込まれたといわれています。

版画・染色

オーソドックスなヨーロッパ風の革細工は、新大陸のみずみずしい植物
をとり入れた唐草模様へと変化し、いろいろな技術も生み出されて、西
部のカウボーイ達の馬具やベルトを飾るようになりました。
日本へは第 2 次大戦後、進駐軍の兵士によって持ち込まれ、今日に至っ
ています。

木彫・木工芸

（参考図書 -- レザーカービング）

革の種類
牛 -------------------- 成牛、小牛（生後 1 年以内）、マイルドレザー
豚（ピッグ）------ アメ豚（主に裏張り用）
羊（ヤンピ）------ きめ細かく手芸用として便利
山羊（ゴード）--- きめ荒く丈夫
当カタログに掲載されている革はすべて成牛です。
また、小物制作に適する革として、以下の革があります。

ヌメ革 -------------- 牛革をタンニンでなめしたままの革
ラティーゴ革 ------ タンニンでなめす時に色付けする

牛革半裁

てん刻

83100 1.2㎜厚 手芸用成牛 1 デシ -------------------- ￥161 ￥146
83104 1.4㎜厚 手芸用成牛 1 デシ -------------------- ￥161 ￥146
83105 1.8㎜厚 手芸用成牛 1 デシ -------------------- ￥161 ￥146
83110 2.5㎜厚 カービング用成牛 1 デシ ----------- ￥171 ￥155
サイズ：約 250 デシ前後

陶

成牛の大きさは一定していません。
牛革半裁は約 250 デシ前後ありますので、
1 枚約 40,250 〜 42,750 円となります。
ご注文は半裁 1 枚単位でお受けします。

芸

彫塑・彫刻

白っぽい肌色でこしがあり染めつきがよい革です。
1 デシは 100 平方センチメートルのことです。
通常の小物制作には、1.4㎜厚が最適です。

ガラス工芸

牛革規格品
83102 正方形（3 枚組）-------- ￥1,430 ￥1,300
サイズ：100 × 100 × 1.4 〜 1.8㎜

83101 はがき倍判 ---------- ￥1,485 ￥1,350
金属工芸

サイズ：200 × 150 × 1.4㎜

83103 B5 判 ------------------ ￥2,255 ￥2,050
サイズ：257 × 182 × 1.4㎜

皮革工芸

各サイズに合う額やマルチシリーズにはめて作品に
したりするほか、コースター、ランタン、ランプ
シェード、モビール、時計板、お面、キーホルダー、
各種ケースやトレイ、器など様々なものを制作する
ことができます。

七宝焼

＜可能技法＞
打刻、アクリル絵具、ステンシル、電気ペン
トールペインティング、シルクスクリーン

ヘアーアクセサリーやブローチなどの、
小物制作に。

マルチコースターと組み合わせアクリル絵の
具で彩色。革は丸く切断。

電気ペンによる焼き付け作品。

資料
備品

皮革素材
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RELEZA（リレザ）
リレザとは、牛革繊維 70％と天然ゴム他 30％で作られた新しい再生

デザイン

合成皮革です。石油製品から作られる合成皮革とは違い、本革独特の
芳香があります。牛の原皮の厚さを調整したときに出る裏側を削った
「削りくず」を再生した製品が「リレザ」です。
通常「削りくず」は運搬され、焼却または埋め立て処分されますが、
「リレザ」は焼却せずに再生して CO₂ の発生を抑えたエコな素材です。

工芸・民芸

捨てられる革繊維に再び新たな用途を与え、環境にも優しい素材です。

版画・染色

クロコダイル茶

木彫・木工芸

クロコダイル黒

クロコダイル赤

リレザシート

強く、薄く、軽い。

83031 クロコダイル 黒 --------- ￥660 ￥600
てん刻

83032 クロコダイル 茶 --------- ￥660 ￥600
83033 クロコダイル 赤 --------- ￥660 ￥600
サイズ：215 × 305 × 0.35㎜

彫塑・彫刻

陶

牛革の「削りくず」を再生した新しい素材です。
強く、薄く、軽い。
縫製、金具付け可能。はさみ、カッターでカットも
できます。画用紙のようにやわらかく、他の素材に
貼付けたり、小物・アクセサリーなどを制作するこ
とができます。

芸

リレザパッド
ガラス工芸

83034 クロコダイル 黒 --------- ￥880 ￥800
83035 クロコダイル 茶 --------- ￥880 ￥800
83036 クロコダイル 赤 --------- ￥880 ￥800

牛革の「削りくず」を再生した新しい素材です。
ウエットスーツにも使用されるクッション性のある
ゴム素材に、リレザシートを貼付けた素材です。
貴重品の保護、防振、クラフト、インテリア、ディ
スプレイ等、幅広く活用できます。
縫製、金具付けが可能。はさみ、カッターでカット
もできます。

金属工芸

サイズ：215 × 295 × 2.5㎜

クッション性のあるゴム素材

皮革工芸
七宝焼

黒

焦茶

チョコ

茶

えんじ

赤

紺

緑

白
黒

焦茶

チョコ

茶

えんじ

紺

スタンダードレース（10 本組）

83201 〜 10 --------------------------------------------- 各 ￥1,133 ￥1,030

83211 〜 7 6 色 ---------------------------------------------- 各￥902 ￥820

83201 無地

83202 黒

83203 焦茶

83204 チョコ

83205 茶

83211 黒

83206 えんじ

83207 赤

83208 紺

83209 緑

83210 白

サイズ：幅 3 ×長さ 900㎜

牛革の穴あけはハトメ抜き 7 号を使います。

83212 焦茶

83213 チョコ

サイズ：幅 3 ×長さ 850㎜

83214 茶

83216 えんじ

83217 紺

材質：豚革使用、表面はビニール加工

備品

牛革レース（10 本組）

資料

無地
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マイルドレザー

デザイン
工芸・民芸

牛革の厚さの最大値は、3.5㎜くらいで、なめ
した表面から、完成品に適合する厚さの革をは
ぎとっていきます。
そして、その残った部分をマイルドレザーとし
て小物制作に利用してみました。
通常の牛革よりも経済的な価格で、表面にけば
立ちがありますが、柔らかく教材としては最適
です。着色はクラフト染料で。
表裏に硬化剤（P.301）を塗布すると更に堅く
なります。
なめす

版画・染色

↓

↓

マイルドレザー フリーシート

↓
← 牛革
（例 1.4㎜厚）

牛革
Max3.5㎜

木彫・木工芸

身

←
マイルドレザー
（例 2.1㎜厚）

83000 B5（257 × 182 ×厚さ 1.4㎜）----------- ￥803 ￥730
83001 A4（297 × 210 ×厚さ 1.4㎜）----------

￥990

￥900

83002 A4（297 × 210 ×厚さ 2㎜）------------- ￥990 ￥900
83003 B4（364 × 257 ×厚さ 2㎜）--------- ￥1,309 ￥1,190

＜注意＞
マイルドレザーは、牛革の半裁
からカットして、手作業でつく
られますので、納期に時間のか
かる場合があります。
お早めにご注文ください。

てん刻
彫塑・彫刻

陶

たこ糸は、セロテープで先端を
とがらせるとかがりやすいです。

無くなり次第廃止

芸
ガラス工芸

金属工芸

マイルドペンケース

マイルドキーケース

マイルドペントレイ

83020 ------------------------------- ￥473 ￥430

83021 ------------------------------- ￥594 ￥540

83023 ------------------------------- ￥660 ￥600

完成サイズ：約 160 × 63㎜

サイズ：121 × 94 ×厚さ 1.4㎜

＜セット内容＞
表面用革素材（150 × 63 ×厚さ 1.4㎜） 1 枚
裏面用革素材（225 × 63 ×厚さ 1.4㎜） 1 枚
綴じひも（凧糸）1 本
ふた止め用皮素材（60 × 10㎜） 1 本

牛革と同じく、打刻してクラフト染料で着色して仕
上げます。

マイルドレザーの制作工程

注意：打刻する場合は、力を入れ過ぎない様にして
下さい。

サイズ：220 × 150 ×厚さ 3㎜
水を含ませて成形着色後、硬化剤を使用すると、
より一層堅くなります。

注意：打刻する場合は、力を入れ過ぎない様にして下さい。

皮革工芸
七宝焼

1. トレーシングペーパーに下絵を します。 2. マイルドレザーに刷毛やスポンジで水 3. スーベルカッターでカットしたり、モ 4. クラフト染料などで全面を塗り、アク
をつけ、上図の様にして 1 の下絵を鉄筆 デラで輪郭線を際立たせます。
リル絵の具などでポイント部分を描画し
でなぞり、革の表面に転写します。
この後、刻印棒を使い、打刻します。
ます。

資料

無地

備品

5. 折り目をつける部分を水で濡らし、定 6. 四隅をつまんで、ペントレイの形に成 7. サイビノールを水で薄めて裏面に塗り 8. 完全に乾いたら、レザーコート（つや
規を当てて折り癖をつけます。
形します。
ます。乾燥後は、透明になり、レザーを 出し剤）を原液のまま塗って仕上げます。
硬化させます。

皮革素材
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デザイン
工芸・民芸

83360 5 枚組 ------------------------------------------------ ￥1,540 ￥1,400
83361 1 枚 ------------------------------------------------------- ￥330 ￥300

83358 5 枚組 ------------------------------------------------ ￥1,540 ￥1,400
83359 1 枚 ------------------------------------------------------- ￥330 ￥300

完成サイズ：φ 80 × 3㎜厚

完成サイズ：80 × 80 × 3㎜厚

スタンピング、カービング、ステンシル、描画など、いろいろな技法が楽しめます。

スタンピング、カービング、ステンシル、描画など、いろいろな技法が楽しめます。

レザーコートで仕上げて、防水します。

レザーコートで仕上げて、防水します。

てん刻

牛革素材（コースター）の制作工程

木彫・木工芸

牛革コースター角

版画・染色

牛革コースター丸

彫塑・彫刻

陶
芸

1. 牛革コースターをスポンジで湿らせ 2. ゴム板を敷き、刻印棒を木づちで打刻 3. スタンピング完成。スーベルカッター 4. クラフト染料を水で薄め、色筆で色付
て、鉄筆で中心になる位置にポイントを します。（スタンピング）
でカットし、モデラで輪郭線を浮き彫り けします。へりにも色を付けます。
つけます。
刻印棒は垂直に立てて下さい。
にしても良いでしょう。（カービング）

ガラス工芸
デザインによっては、周りをかがること 牛革レース 3 ミリ幅（焦茶）をクラフト
で趣向をこらした作品ができます。
レース針 3 ミリに固定し、かがっていき
レザーコートを塗って完成後、ハトメ抜 ます。（巻きかがり）
き 7 号で穴あけします。

金属工芸

5. コバ（へり）
、床（裏側）の処理。
6. レザーコートを原液のまま、やわらか
コバとトコにトコカラーを塗り、ヘリみ い布に含ませて、表面につけます。ヘリ、
がきや木づちの角で良くみがき、
トコにも塗り、完成です。
つやを出します。

皮革工芸
七宝焼

※クラフトレース針の 2㎜幅が必要です

83339 ------------------------------------------------------------- ￥880

牛革マスコット
￥800

資料

牛革ミニシューズ

無くなり次第廃止

83342 ゾウ 完成サイズ：高さ約 35㎜ ------------------------------ ￥275 ￥250
83343 ダックスフンド 完成サイズ：長さ約 90㎜ ------------- ￥275 ￥250

＜セット内容＞
抜き型牛革素材 4 枚、キーホルダー金具 1 個牛革レース 2㎜幅 1 本

83344 アヒル 完成サイズ：高さ約 65㎜（無くなり次第廃止）---- ￥275 ￥250
革を湿らせて自由に成形後、裏面に刷毛で硬化剤を塗って仕上げます。
ダックスフンド、アヒルはリボン用牛革レース付き。

備品

サイズ：靴底長さ 65 ×高さ 36㎜

