
新井清太郎商店 手織り機 カタログ
2022 年 4 月 1 日改定

スウェーデン、グリモクラ社とテクソルブ社、ニュージーランド、アシュフォード社の

手織り機、織関連製品をお届けします。

掲載されている商品以外にも、メーカーカタログ上の商品の取り扱いもございます。

メーカーのホームページもご参照ください。

メーカー一覧：グリモクラ社    http://www.gavglimakra.se/en/

       アシュフォード社     https://www.ashford.co.nz/

       テクソルブ社       http://texsolv.se/

※価格はすべて税込みの総額表示です。

※在庫がない場合次回輸入時までお待ちいただきます。

質問、お見積り等お気軽にご連絡ください。

㈱新井清太郎商店

担当：小島 / 金子

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 1-8

TEL：045-681-6726

FAX：045-681-6736

MAIL：sun@seitaroarai.co.jp



100ｃｍ  4 枚綜絖 6 本踏木   ￥451,000

 8 枚綜絖 8 本踏木   ￥484,000

 10 枚綜絖 10 本踏木   ￥495,000

120ｃｍ  4 枚綜絖 6 本踏木   ￥484,000

 8 枚綜絖 8 本踏木   ￥517,000

 10 枚綜絖 10 本踏木   ￥528,000

150ｃｍ  4 枚綜絖 6 本踏木   ￥550,000

8 枚綜絖 8 本踏木   ￥583,000

 10 枚綜絖 10 本踏木   ￥605,000

160ｃｍ  4 枚綜絖 6 本踏木   ￥627,000

 8 枚綜絖 8 本踏木   ￥649,000

10 枚綜絖 10 本踏木   ￥671,000

100ｃｍ  4 枚綜絖 6 本踏木   ￥462,000

 8 枚綜絖 8 本踏木   ￥473,000

 10 枚綜絖 10 本踏木   ￥484,000

 12 枚綜絖 12 本踏木   ￥495,000

120ｃｍ  4 枚綜絖 6 本踏木   ￥506,000

 8 枚綜絖 8 本踏木   ￥517,000

 10 枚綜絖 10 本踏木   ￥528,000

 12 枚綜絖 12 本踏木   ￥572,000

150ｃｍ  4 枚綜絖 6 本踏木   ￥572,000

 8 枚綜絖 8 本踏木   ￥594,000

 10 枚綜絖 10 本踏木   ￥605,000

 12 枚綜絖 12 本踏木   ￥649,000

160ｃｍ  4 枚綜絖 6 本踏木   ￥649,000

 8 枚綜絖 8 本踏木   ￥671,000

 10 枚綜絖 10 本踏木   ￥682,000

 12 枚綜絖 12 本踏木   ￥737,000
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スタンダード カウンターバランス

スタンダード カウンターマーチ *

付属品：

ベンチ、糸綜絖 500 本

綜絖支え 2 本、機草 48 本、綾棒 2 本

テクソルブタイアップキット

床面積：

100ｃｍ/132×160ｃｍ、120ｃｍ/151×160ｃｍ、150ｃｍ/181×160ｃｍ、160ｃｍ/193×160ｃｍ

* カウンターマーチ機は水平天秤式（ホリゾンタル）、垂直天秤式（バーティカル）からお選びいただきます。
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スタンダード向けオプション

リリースレバー ￥9,130

ルームフィート ￥19,800



カウンターバランス

2 枚綜絖 2 本踏木     ￥176,000

4 枚綜絖 4 本踏木     ￥198,000

￥31,900
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ジュリア

ベンチ 67ｃｍ幅

４枚綜絖機 70cm    ￥176,000

フロアスタンド   ￥29,700

高さ：63ｃｍ

重量：5ｋｇ

ペダルキット    ￥36,300

4 本踏木 タイアップ用コード付き

ヴィクトリア

カウンターマーチ

8 枚綜絖 8 本踏木     ￥264,000

付属品：

糸綜絖 500 本、綜絖支え 2 本、機草 24 本、綾棒 2 本

テクソルブタイアップキット

付属品：

糸綜絖 500 本、機草 24 本、綾棒 2 本

テクソルブタイアップキット

* 写真下部のスタンドは別売りでございます。

床面積：78×80ｃｍ

高さ： 130ｃｍ

織り幅：67ｃｍ



卓上機     

        70ｃｍ  ￥68,200

スタンド    

             ￥29,700

替筬（30 ～ 50 目 /10ｃｍ）

        70ｃｍ     ￥9,570

折りたたみ式卓上機

      35ｃｍ  ￥51,700

         50ｃｍ  ￥55,000

スタンド 

          ￥13,200

替筬（30 ～ 50 目 /10ｃｍ）

        35ｃｍ    ￥8,250

        50ｃｍ    ￥9,020

セカンドへドルキット

              ￥4,290

キャリーバッグ

         35ｃｍ  ￥8,800

         50ｃｍ  ￥9,790
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エミリア

スザンナ

付属品：

整経棒２本、綾棒 2 本、クランプ２つ

ロングフラットシャトル２本、糸通し、筬

付属品：

整経棒２本、綾棒 2 本、クランプ２つ

ワーピングペグ、フラットシャトル１本

筬通し、糸通し、筬



60ｘ90ｃｍ  ￥18,700

フープラドル（写真上）

70ｃｍ   ￥14,300

100ｃｍ    ￥20,900

120ｃｍ    ￥24,200

150ｃｍ    ￥29,700

160ｃｍ    ￥31,900

ラドル（写真下）

70、80、90、100ｃｍ    ￥10,560

110ｃｍ    ￥12,100

120ｃｍ           ￥13,200

130､135ｃｍ     ￥14,300

140ｃｍ        ￥15,400

150ｃｍ  ￥16,500

160ｃｍ  ￥17,600

20 ～ 25ｃｍ   ￥5,830

25 ～ 32ｃｍ   ￥5,830

30 ～ 40ｃｍ   ￥5,830

35 ～ 45ｃｍ   ￥6,600

40 ～ 55ｃｍ   ￥6,600

50 ～ 75ｃｍ   ￥6,600

60 ～ 90ｃｍ   ￥7,040

70 ～ 110ｃｍ      ￥7,040

80 ～ 130ｃｍ      ￥9,020

100 ～ 165ｃｍ   ￥12,100
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ワーピングボード

ラドル

ストレッチャー

コンビスタンド

￥67,100
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ウールカーダー

11×20ｃｍ ￥13,200

スピンドル

￥5,390

アンブレラスウィフト

BIG     210ｃｍ   ￥13,200

SMALL  150ｃｍ     ￥12,100

ボビンワインダー

THICK  6.5 ～ 8.5ｍｍ ￥19,800

THIN     4 ～ 5.5ｍｍ ￥16,500

シャトル

NO.13 30ｃｍ  ￥4,620

NO.14 34ｃｍ  ￥5,280

NO.15 38ｃｍ  ￥5,830

NO.16 31ｃｍ  ￥4,840

NO.12 31ｃｍ  ￥4,950

NO.6   29ｃｍ  ￥3,960

NO.7   31ｃｍ  ￥3,960

NO.8   32.5ｃｍ  ￥3,960

No.9   35ｃｍ  ￥4,620

NO.13,14,15

NO.16

NO.12

NO6,7,8,9
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トラディショナル

シングルドライブ

白木      ￥74,112

ラッカー ￥89,182

ダブルドライブ

白木    ￥73,947

ラッカー  ￥88,770

付属品：

ボビン立て、ボビン 4 本

トラベラー

シングルドライブ

白木   ￥75,460

ラッカー ￥89,100

ダブルドライブ

白木   ￥77,660

ラッカー ￥92,207

付属品：

ボビン 4 本

エレクトリックスピナー 3

￥89,870

付属品：

キャリーバッグ､

フットコントローラー

ジャンボボビン３本、

ボビン立て

ジョイ 2

シングルペダル

￥91,492

ダブルペダル

￥94,462

付属品：

キャリーバッグ、

ボビン３本、

キウイ 3

白木   ￥56,980

ラッカー ￥68,255

付属品：

ボビン３本
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テーブルルーム

       4 枚綜絖     8 枚綜絖

40ｃｍ                      ￥98,230

60ｃｍ  ￥99,522    ￥105,545

80ｃｍ                       ￥113,465

スタンド

40ｃｍ  ￥41,690

60ｃｍ  ￥42,570

80ｃｍ  ￥43,285

ペダルキット

￥13,117

ケイティルーム（専用キャリーバッグ付き）

30ｃｍ  ￥121,990

付属品：

ステンレス筬 40 目 /10ｃｍ、

シャトル２枚、糸通し、糸綜絖 320 本

キャリーバッグ

インクルルーム（最⾧ 280ｃｍ）/ インクレットルーム（最⾧ 180ｃｍ）

インクルルーム（画像左）   ￥11,110

インクレットルーム（画像右）   ￥6,765

付属品：

ベルトシャトル

（インクルルームのみクランプ）

付属品：

ステンレス筬 40 目 /10ｃｍ、シャトル２枚、

糸通し、糸綜絖

ジャックルーム

97ｃｍ 8 枚綜絖 10 本踏木 ￥452,045

付属品：

ステンレス筬 48 目 /10ｃｍ、ボートシャトル 35cm

糸綜絖 800 本、綾棒、機草 10 本
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リジッドへドル

40ｃｍ  ￥24,365

60ｃｍ  ￥25,547

80ｃｍ  ￥27,940

120ｃｍ      ￥36,190

スタンド   

40、60、80cm 共通

￥16,252

120ｃｍ      ￥21,890

ニッターズルーム（専用キャリーバッグ付き）

30ｃｍ  ￥34,842

50ｃｍ  ￥38,252

70ｃｍ  ￥43,917

スタンド ￥19,910

サンプルイットルーム

25ｃｍ  ￥17,820

40ｃｍ  ￥20,185

スタンド ￥11,385

替え筬

（10 ～ 60 羽 /10ｃｍ）

25ｃｍ  ￥2,227

30ｃｍ  ￥3,025

40ｃｍ  ￥2,887

50ｃｍ  ￥4,372

60ｃｍ  ￥4,372

70ｃｍ  ￥5,527

80ｃｍ  ￥5,885

120ｃｍ   ￥7,727

付属品：

筬 30 目 /10ｃｍ、ワーピングペグ、

糸通し、シャトル２枚、クランプ

セコンドへドルキット   

￥2,970

テーブルスタンド

￥10,312
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ワーピングフレーム

4.5ｍ  ￥13,447

11ｍ   ￥13,392

ホビーベンチ

ラッカー ￥44,302

ボートシャトル用ボビン巻き

金属製 ￥27,142

木製  ￥12,485

シャトル

スティックシャトル（リジッドへドル、テーブルルーム用）

                         白木  ラッカー

15ｃｍ  ￥357  ￥770

26ｃｍ  ￥440  ￥797

36ｃｍ  ￥467  ￥825

46ｃｍ  ￥495  ￥852

56ｃｍ  ￥550  ￥907

76ｃｍ  ￥577  ￥1,017

ベルトシャトル（インクレットルーム用）

18ｃｍ  ￥1,292

ボートシャトル

29ｃｍ  ￥6,077

35ｃｍ  ￥6,297

ボビン（10 本入り）

￥1,347
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ブレンディングボード

￥22,275

ハンドカーダー

スタンダード    （72PPSI 220×125ｍｍ）    ￥7,920

ファイン                   （108PPSI 220×125ｍｍ）￥7,920

スチューデント      （72PPSI 220×125ｍｍ）  ￥8,937

スモール                   （72PPSI 185×80ｍｍ）    ￥6,242

スモールファイン（108PPSI 185×80ｍｍ）     ￥6,517



テクソルブ タイアップシステム

アンカーペグ（25 個入り）  ￥1,430

ストレートペグ (25 個入り）   ￥1,320

システムコード（50ｍ）    ￥5,500

ビームコード（20ｍ）     ￥4,400

ポリエステル糸綜絖（1 束 100 本）

205/12ｍｍ   ヴィクトリア

220/12ｍｍ  テーブルルーム

237/12ｍｍ     ジュリア

280/12ｍｍ   スタンダード

各￥2,200/ 束
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ご希望の幅、目数をお伝えいただきましたらお見積りさせていただきます。


