
よろしく
お願い
致します。

HOW
to

hand

made

天神から荒戸 3 丁目に移転 OPEN!!

※2月9日(日)・11日(祝)
　は店休日です。2月3日(月)～15日(土)までの2週間

本店
オープンセール！

ちょっとザワついた天神

から、 モノづくりにピッ

タリの空気と環境の良い

荒戸に移転してきました。

どうぞよろしくお願い致

します。

牛革を自分で縫って革小物を作るのが流行して

います。初心者向けからプロ向けの道具や材料、

牛ヌメ革、クローム革も1デシ（10cm×10cm）

からお求め頂けます！ アドバイザーもいますし、

教室もあるので、安心して始めてください♡

レザークラフト工具 ・ 材料

オール 20%OFF

レザークラフトコーナー

牛革が布のように縫える職業用ミシンです。

期間中お求めの方に、お好みの牛革1万円分と

本をプレゼント!! 今ならクレジットカード払いで

更に5%還元も!! PayPayで6.5%還元！

138,000円

・ 牛クローム ・ ヌメ革特価 !!

5,000円

・牛革グリーン箔30cm角

・ イタリアンレザー各種 ・ 栃木レザー

・ 刻印

約 100 デシ 1 枚

300円

20%OFF!!20%OFF!!

3割引

カット販売

レザー用ミシン 「極 kiwami」

170,000 円を

デジタルツールコーナー

3Dプリンター、3Dスキャナー、レーザー

カッターも常設、販売をしています。

プリントサービス
スタート!!

3Dデータをお持ち下さい。
データがない方は現物が
あればスキャナーで撮影
してプリントができます。
まずはお見積りから。125,000円

AFINIA H400+

レジン・シリコーン
注型樹脂コーナー

レジンやシリコーンの品揃えは圧巻

です!!　車のランプカバーや仮面ラ

イダーヘルメットまで

自作する強者も!! 10%OFF

※表示価格は全て税抜です。

TEL(092)771-6836
クラフトハウス

〒810-0062 福岡市中央区荒戸3-4-20 
　　　　　　　　パークサイドアイビー2F

URL http://www.crafthouse.jp
E-mail craftman@crafthouse.jp 地下鉄

大濠公園
地下鉄
唐人町

大濠公園

平和台ホテル
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２月21日(金)・２２日(土)にマリンメッセ福岡で
開催するホビーショー

「手づくりフェアin九州」の
入場割引券配布中!!

今年もクラフトハウスホビースクールで14ブース

出展します!!　各教室の作品販売とワークショップ

をお楽しみ頂けます。ぜひご来場下さい。

営業時間 10:00 ～ 18:00 / 日 ・ 祝定休

・ イタリアンレザー 2mm 厚

60円1 デシ 4,500円より1 枚

参加料：1,500円

カシメとボンドで作る
牛革のブックカバー

日時：2月12日(水)

10:30～11:30

手ざわりの良い牛革のブックカバー

を作ります。お好みで花を飾って。

参加料：2,000円

純銀粘土で作る
つまみ細工のペンダント

日時：2月8日(土)

10:30～12:30

シートタイプの銀粘土と合成石で

純銀ペンダントを作ります。

革手縫体験入学
イタリアンレザーパース

日時：2月3日(月)

　　　又は17日(月)

10:30～11:30

参加参加料：3,000円

革手縫いの基本を好みの革を使っ

てコバ磨きから学べます。

アナログ&デジタルの
モノづくりショップ

菱目打 ・ 木槌 ・ カシメ
ホック ・ バックル等

・ 特価牛クローム

・ イタリアンバッファロー

オール

1 枚で 1 デシ 50円

1 枚で 1 デシ 80円

ロボットコーナー

電源を入れてWiFiにつなぐと進化する

AIのアトムです。

話し相手になってお天気やニュースを

教えくれますよ！

ご両親へのプレゼントにも♡

27,000円138,000円を

8割引

その他、子ども向けのロボットキットや、大人向けのオリジナル

２足歩行ロボットキット、オリジナルロボット作りのサーボモー

ターやジャイロも揃っています。

ロボットコーナー 5%OFF

おしゃべりアトムがお出迎え !!

純銀粘土PMCで作るシルバーアクセサリーの材料もShop

では全国１の品揃え。オリジナルカタログもあります。

入口に飾っている銀彩琺瑯は世界で初めて当社が発明した

銀食器!!

この盃で飲むお酒は

五感で愉しめて最高

の味わいに。

純銀粘土・
銀彩琺瑯コーナー

ポリマークレイコーナー オーブンで加熱するとプラスチックに

なるポリマークレイ。今注目なのは、

オーブン加熱後、レザー風になるフィ

モレザー。ミシンがけもできてホック、

カシメでポーチやカードケースも作れ

ます。ブライスの服や靴も作れますよ！

フィモ ・ プレモ ・ パルド
フィモレザー

オール 20%OFF

アクセサリーコーナー

作った素材を使ってアクセサリーに！

チェーンやパーツも各種揃っています。

ワゴン特価 !!

天然石さざれ
40cm 半額 !!

ペインティングコーナー
絵心がなくても、習字が得意な方はすぐに上
手くなるヨーロッパのフォークアートを始めて
みませんか？　習字が苦手でもぜひ

20%OFF半額 !!

ワゴン特価
白木他

Web Shop　楽天市場　グラスロードカンパニー

https://www.rakuten.co.jp/grass-road/

Ｐ 1 台有り

ワークショップの
お申し込みは2 月のワークショップごあんない お申し込みはお早目に !!

ケリー真美作

引換券2020.02

イヤフォンクリップ

ご来店の方へ

プレゼント！
期間中、 下の引換券をお持ち

の先着 200 名様に本革のイヤ

フォンクリップをプレゼント！

（材料費込） （材料費込）
（材料費込）

092-771-6836
栗元 又は 重松まで

　クラフトハウスネイビーカード
会員にご入会されませんか？

店内商品殆どが19%OFF に！

年会費 1,000 円（税抜）でいつでも当店商品の殆どが10%

OFFになり、更にお買上金額の10%のポイントを還元致し

ます！（1 ポイント 1 円）

ご入会はレジでその日のお買い物からＯＫ！

ネイビーカード会員対象の特別感謝セールもご案内致します。

※オレンジカードでの割引は年内で終了させて頂きます。

※書籍、銀粘土材料は 10% ポイントのみおつけします。

※ロボット、デジタル機器、材料は割引、ポイント共ありません。

※特価レザーや1枚もののレザーにポイントは付きません。

　 （定番品レザー1枚ものは1デシ2円引きになります）

（オレンジカードをお持ちの方は年内500円でＯＫ！）

Member’s Card

hobbycraft shop & school

CRAFT HOUSE


