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20年以上前に惜しまれながら製造中止になった兼常作TS-5。当時は狩猟も盛んで、

多くのハンターに愛用された人気モデルでした。当時の仕掛りのブレードがわずかに残さ

れていたことから、限定復刻版として再生産が実現しました。

青紙2号を芯材にした三層鋼のやや細身のブレードは、粗さが残る素朴は風合いが

人気の黒打ち仕上げ。フルタングで三か所でカシメられた丈夫な仕様で、頼りになる

狩猟刀です。 

兼常作　限定復刻 TS-5 LIMITED EDITIONLIMITED EDITION
KB-164

全長 360mm 刃長 225mm
刃厚 

限定復刻　TS-5                                            

鋼材 青紙2号(3層鋼)                                           　
柄材

シース レザー                                               

380g5.0mm

 グレー合板・真鍮ヒルト                           

重量

定価(税込) 39,600円

1 Knife Selection Vol.13-2表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

※在庫が無くなり次第販売終了となります。
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子供の頃、無邪気に竹を削って作った竹トンボ、自分で削った鉛筆で勉強した思い出。
切ること、削ること、自分で作ることの原点を教えてくれたナイフ。
大人になっても失くしたくない想いを短冊刀に込めて。

ワンハンドで開閉ができるライナーロック。よく切れかつサビにくいAUS-8ステンレス鋼ブレード。

ポケットやバッグに装着するのに便利なクリップは、好みに応じてポジションを変えられます。

切っ先の尖り、シンプルな直刃のブレードは、鉛筆を削ったり、ブッシュクラフトなどの小細工をする

のに適した形状です。あえて変色する真鍮製にこだわったハンドルは、歳月と共に色朽ち、磨けば

また輝きを取り戻します。ずっしりとした重量感と質感は大人の手にしっくりとなじみ、いつも手にして

いたくなるような愛着を覚えるナイフに仕上がりました。

兼常作　短冊刀 TANZAKU-TOU

KB-561

全長 約166mm 刃長 約72mm
約2.8mm
AUS-8 / 単層鋼 　　　　　　        　　

柄材

ケース

重量 約95g 

桐箱入り　  　　　　                        

刃厚

鋼材

真鍮                                          

定価(税込) 27,500円 原産国 日本

兼常作 短冊刀 TANZAKU-TOU  

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）



兼常作 せせらぎ 兼常作 せせらぎ SESERAGI seriesSESERAGI series 清流にキラキラと輝くせせらぎの如く、
美しきハンティングナイフ。

KB-267

KB-266

KB-265

KB-265
全長

270mm
刃長

125mm 青紙2号/ 15層ダマスカス鋼

柄材

重さ

180g

ケース 専用牛革シース付き　       

KB-266 200mm 70mm 130g

KB-267 185mm 65mm 140g

　兼常作　せせらぎ　クリップ    

     兼常作　せせらぎ　スキナー　　 

3.0mm
3.0mm

4.0mm
定価(税込)

39,600円

30,800円

30,800円

刃厚

　兼常作　せせらぎ　ドロップ    合板・ステンレスネジ 　　　　

鋼材

日本製日本製

青紙2号を芯材にした極めてよく切れるブレード。15層ダマスカス鋼が織りなす美しい刃紋。
ハンティングのハードユースに耐えうるフルタング構造。より手元に近いところで操作できるように
配慮された手にしっくりとなじむハンドル形状。特にKB-267は皮を剥ぐ（スキニング）ために特化した
ブレード形状で、類稀な操作性を発揮する。

3 Knife Selection Vol.13-2表示価格はすべて税込みです。（総額表示）



表示価格は税抜きです。

KB-551

KB-552

KB-551
全長

205mm
刃長

100mm
重量

約150g

KB-552 218mm 約170g
兼常作　昴　ドロップポイント

兼常作　昴　スキナー 　      112mm
鋼材 VG-10 / 31層ダマスカス  

マホガニー合板　            

ケース 牛革シース付き        　   

刃厚

4.0mm
4.0mm 柄材

36,300円

36,300円

定価(税込)

KB-553 310mm 約330g兼常作　昴　180        　      180mm 5.0mm 49,500円

KB-553

日本製日本製

銀河に煌めく星団のごとき美しきナイフ。
ハンターの心も研ぎ澄ます。

31層ダマスカス鋼の美しい刃紋。VG-10を芯材にした極めてよく切れ、かつサビにくいステンレス

ブレード。ハンティングのハードユースに耐えうるフルタング構造。ハンドルは適度にテーパードされ、

握った感じのバランスもよく、安心してしっかり握れるグリップで信頼できるナイフ。

兼常作 昴　SUBARU series

4 Knife Selection Vol.13-2表示価格はすべて税込みです。（総額表示）
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兼常作 烏 KARASU　　　　　　　 

野生のカラスのごとき鋭さ
パラコード巻きの
青紙ダマスカスブレード

KB-254 全長 約265mm 刃長 約125mm
約3.5mm 青紙2号/15層ダマスカス鋼         　　

柄材

ケース

重量 約165g 

ナイロンケース　　　　                       

鋼材刃厚

パラコード （アメリカ製）OR/OD              

ブッシュクラフトなどの細工に
要求される操作性と切れ味

定価(税込) 24,200円 原産国 日本
兼常作 朱烏 SHU-KARASU　　　 KB-260

約4.0mm 重量 約195g 刃厚

【共通スペック】

KB-260

KB-254

兼常作 黒角 KURO-TSUNO　　 KB-261 全長 約240mm 刃厚 約4.0mm
約110mm 青紙2号/15層ダマスカス鋼         　　

柄材

ケース

重量 約165g 

ナイロンケース　　　　                       

鋼材刃長

パラコード OD（アメリカ製）                

定価(税込) 29,700円 原産国 日本
兼常作 黒爪 KURO-TSUME　　 KB-262

約120mm 重量 約160g 刃長

【共通スペック】

KB-262

KB-261

兼常作 朱烏 SHU-KARASU 兼常作 烏 KARASU

KB-260（写真上）は刃紋が浮かぶ暈し仕上げ
KB-254（写真下）は粗さが残る黒打ち
青紙2号を芯材にした15層ダマスカス鋼は
類稀な切れ味。

兼常作 黒爪 KURO-TSUME 兼常作 黒角 KURO-TSUNO

耐荷重250kgのミルスペック相当のアメリカ製
パラコードをハンドルに巻いてあります。
青紙2号を芯材にした15層ダマスカス鋼の
鋭い切れ味。

※※生産が困難になり、在庫がなくなり次第販売終了となります。生産が困難になり、在庫がなくなり次第販売終了となります。

※※

※※

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

完売しました完売しました



使用する用途、部位によって扱いやすいブレード形状があります。使用する用途、部位によって扱いやすいブレード形状があります。
フルタング（全通し）の頑丈な構造。天然木ローズウッドのハンドルフルタング（全通し）の頑丈な構造。天然木ローズウッドのハンドル
は、いわゆる合板材よりも軽くて滑りにくい性質があり「使い心地がは、いわゆる合板材よりも軽くて滑りにくい性質があり「使い心地が
違う」と評価されています。携帯に便利な専用ナイロンケース付属。違う」と評価されています。携帯に便利な専用ナイロンケース付属。
ベルトに通せば腰から下げて携帯できます。ベルトに通せば腰から下げて携帯できます。

CW-34 皮ハギ 14,850円刃長170mm

CW-35 骨スキ　丸 13,200円刃長140mm

CW-36 腸サキ 18,150円刃長140mm

CW-37 頭オトシ 13,750円刃長148mm

CW-49 骨スキ　角 13,750円刃長150mm

専用革ケースはベルトに装着でき、腰に携えて専用革ケースはベルトに装着でき、腰に携えて
歩くのに非常に便利。リング付きで、工夫次第歩くのに非常に便利。リング付きで、工夫次第
で様々なスタイルで使用できる。暖炉の近くにで様々なスタイルで使用できる。暖炉の近くに
吊り下げておけば部屋のインテリアとしても吊り下げておけば部屋のインテリアとしても
存在感を示す。存在感を示す。

■ ■ 割込　（割込　（SCSC材）材）  
■ ■ 柄材：関東樫　黒焼き仕上げ　柄材：関東樫　黒焼き仕上げ　

暖をとるために薪を割る暖をとるために薪を割る
贅沢なハンドアックス（手斧）贅沢なハンドアックス（手斧）

KB-157 全長360mm　刃長85mm　重量約690g

KB-158 全長360mm　刃長85mm　重量約670g 19,250円

■ ■ 全鋼　（全鋼　（SCSC材）材）  
■ ■ 柄材：関東樫　柄材：関東樫　

関兼常 暖炉 Danro series

この手斧の本体は伝統的な高い技術を誇るこの手斧の本体は伝統的な高い技術を誇る
水野製作所で製作し、革ケースなどをアレンジ水野製作所で製作し、革ケースなどをアレンジ
したコラボ商品です。したコラボ商品です。

割込手斧450g  焼樫 曲柄

全鋼手斧450g 白樫 曲柄

各々に 革ケース付各々に 革ケース付
（ベルト装着可能）（ベルト装着可能）

29,150円

CW-34

CW-35

CW-36

CW-37

CW-49

KB-157

KB-158

日本製日本製
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兼常作 解体狩猟匠

鋼材 SKD-12（全鋼）  

ローズウッド　　　　

ケース ナイロンシース 　　

柄材

日本製

解体包丁として多くのハンターが愛用。

（片刃）（片刃）

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）



風林火山 シリーズ 使う人次第で用途は様々。ご自分に合ったブレードを。

全長

約180mm

刃長

約75mm

重量

約50g

約185mm 約60g約80mm

KB-421 約170mm 約65mm 約60g兼常作　林　HAYASHI

KB-422 兼常作　火　HI             

KB-423 兼常作　山　YAMA      

KB-420 兼常作　風　KAZE      約165mm 約65mm 約60g9,350円

ブッシュクラフトや竹細工など用途に合わせて使いやすいブレードをチョイス。
むき出しのネイキッドハンドルは、自分でアレンジしてオリジナルナイフにする楽しみあります。

KB-423KB-422

KB-420

KB-421
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9,350円

9,350円

9,350円

鋼材 白紙2号 / 三層鋼(約3mm厚)  
ケース 牛革シース

原産国 日本

※※在庫がなくなり次第販売終了となります。在庫がなくなり次第販売終了となります。

※
※
※
※

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

※※

※※

※※ ※※

兼常作 美濃傳古式 摩鬼利 片刃 OM-56

全長 約368mm 刃長 約200mm

玉鋼V特2号　付け鋼（片刃）      　　

柄材

ケース

約580g 

木鞘　　　  　　　　                        

刃厚

鋼材

定価(税込) 35,200円 原産国 日本

兼常作 摩鬼利 片刃  

約7mm

天然木ブナ                                  

重量

マタギの魂が宿る名品。

20年以上前に製造された商品で、マタギの魂が宿るナイフ。再生産の予定はなく、
在庫がなくなり次第販売終了の商品です。玉鋼とも呼ばれる高炭素鋼V特2号を
使用。刃が厚く強度を重視した片刃のハマグリ刃は、細かい作業には全く不向き。
重さを活かして叩き切るようなパワーでは抜群のナイフ。
抜き差しがしやすい木鞘。イブシ銅板が風格を際立たせています。

※※在庫がなくなり次第販売終了となります。在庫がなくなり次第販売終了となります。



関兼常 専用シース　関兼常 専用シース　((日本製日本製))

関兼常のロゴマークの押し印。
ナイフをしっかり保持し、かつ
ボタンを外しやすいバックル。

（270×62mm） （297×65mm） （315×72mm）

CW-12, KB-341, KB-553

CW-13, CW-16, CW-31, TS-62, CW-5, KB-340

CW-14, CW-17, CW-32, KB-339

CW-15, CW-18, CW-33, KB-338, CW-6  　　　　　

KB-254, KB-260, KB-261, KB-262, KW-1, KW-2, KW-4, KW-7, CW-35KB-605

KB-661
KB-662
KB-663
KB-664
KB-666

関兼常 ロゴ入 ナイロンシース 4,180円

関兼常 剣鉈9寸用 革ケース 6,380円

関兼常 剣鉈8寸用 革ケース 6,050円

関兼常 剣鉈7寸用 革ケース 5,500円

関兼常 剣鉈6寸用 革ケース 5,280円

関兼常 4寸用 革ケース　　   4,620円

KB-420, KB-421, KB-422, KB-423 (KW-20, KW-21, KW-22, KW-23)              KB-667 関兼常 革ケース 小刀用　　　 2,200円

CW-34　　

KB-606
ナイロンシース(大)       

3,850円 CW-35 ,CW-36, CW-37, CW-49                                                 

KB-607

ナイロンシース(小)       

3,850円

　　　　　　　　　　　　　　　　適　合　モ　デ　ル

CW-21, CW-23, CW-27, KB-213, KB-250, KB-251, KB-451, KB-551, KB-552

KB-661 KB-662 KB-663 KB-664 KB-666

KB-605 KB-606 KB-607

KB-667

関兼常　オリジナル関兼常　オリジナルTTシャツシャツ
関兼常オリジナルデザイン関兼常オリジナルデザインTTシャツ。シャツ。
シンプルかつ大胆に関兼常のロゴマークシンプルかつ大胆に関兼常のロゴマーク
をあしらいました。ベースのをあしらいました。ベースのTTシャツはシャツは
United AthleUnited Athle社のベストセラーのモデル社のベストセラーのモデル
#5001-01#5001-01を採用し、着心地や素材感にを採用し、着心地や素材感に
こだわった上質な綿こだわった上質な綿100%100%ののTTシャツです。シャツです。

サイズ

S
M
L

XL

着丈

65
69
73
77

身幅

49
52
55
58

肩幅

42
46
50
54

袖丈

19
20
22
24

サイズ 税込価格品番

S 3,080円KB-901
MKB-902
LKB-903

XLKB-904

3,080円

3,080円

3,080円

関兼常　ブラックTシャツ

左胸に「左胸に「KANETSUNE SEKIKANETSUNE SEKI」、」、
右袖にクマドリマーク、背中に右袖にクマドリマーク、背中に
「関兼常」をプリント。「関兼常」をプリント。

サイズ 税込価格品番

S 2,640円KB-911
MKB-912
LKB-913

XLKB-914

2,640円

2,640円

2,640円

関兼常　ホワイトTシャツ

左胸に関兼常の落款印、右袖に左胸に関兼常の落款印、右袖に
「「KANETSUNE SEKIKANETSUNE SEKI」、背中に」、背中に
大きな「クマドリマーク」をプリント。大きな「クマドリマーク」をプリント。

8 Knife Selection Vol.13-2表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

※※在庫がなくなり次第販売終了となります。在庫がなくなり次第販売終了となります。

定価(税込)
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KD30シリーズ
Hattoriが開発したカウリＸ／ニッケル
ステンレス・ダマスカス鋼を経験豊富
な刃物鍛冶が1本1本入念に鍛造して
ベースを造り、技術の粋を尽くして
仕上げられています。
ナイフにとって最も大切な、
ブレードの根源的性能を極限まで
追求したＫＤ３０シリーズの
確かなクオリティは、
ユーザーの信頼を決して
裏切ることのない刃物の最高峰です。

鑑賞していると見惚れてしまうほど
細部に至るまで職人の情熱と業が伝わって
きます。
世界一流と評価され、入手が困難なナイフ
です。在庫がない場合は1~2年お待ち頂く
こともありますので予めご了承ください。

KD30-目高2　（黒檀）　 
全長 約187mm 刃長 約77mm
刃厚 約3.2mm

カウリＸ／ニッケルステンレス・ダマスカス鋼

ケース

重量 約44g 

革シース

鋼材

71,500円

原産国 日本

KD30-目高2　（ココボロ） 71,500円

全長 約170mm 刃長 約57mm
刃厚 約3.2mm 重量 約40g 

66,000円

66,000円

1
2

KD30-目高1　（黒檀）　 
KD30-目高1　（ココボロ）3

4

1

2

3

4

【共通スペック】

全長 約203mm 刃長 約100mm
刃厚 約5.0mm 重量 約140g 

71,500円KD30-3718　 5

全長 約203mm 刃長 約100mm
刃厚 約5.0mm 重量 約150g 

74,800円KD30-3717　 6

5

6

VG-10 (単層鋼)　　　　　　　　　　　　　

ケース 革シース

鋼材

原産国 日本

【共通スペック】

全長 約203mm 刃長 約100mm

刃厚 約4.0mm 重量 約120g 

28,600円3718　 7

全長 約203mm 刃長 約100mm

刃厚 約4.0mm 重量 約130g 

29,700円8 3717　 

7

8

グラインド ハマグリ刃（コンベックスグラインド）　　　　　　　　

黒檀 / 真鍮                                  柄材

黒檀 / 真鍮                                  柄材

黒檀 / 真鍮                                  柄材

グラインド ホローグラインド　　　　　　　　　　　　　　　　　　

レギュラーシリーズ

Hattoriのレギュラーはハイレベル

世界が認めるHattoriのシースナイフ。
高い技術に裏付けられた実用性、
そして機能美、そして品質の高さは
使う人を魅了してやみません。

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）



10 Knife Selection Vol.13-2

ハンターの求める機能性を
見事に具現化したロングセラー

これぞハマグリ刃。今やこれほどのハマグリ刃
に研げる職人は希少。刃こぼれを軽減しつつ、
切れ味を両立した見事なナイフ。

美しいシャープなシルエット
繊細さとパワーを併せ持つ
ハイグレードなナイフ。

ややホローグラインド、スウェッジも長めに取って
あり、刃先が鋭利に尖りがっています。
フルタング構造とニッケルシルバー製の大きめの
ヒルト。天然木の高級感、品格を備えた美しい
ナイフです。

極めてシンプルな
ユーティリティナイフ

よく切れサビにも強いVG-10を使用した
フルタングブレード。
キャンプや渓流釣りなどアウトドアで
活躍するユーティリティナイフです。

VG-10 (単層鋼)　　　　　　　　　　　　　

ケース 革シース

鋼材

原産国 日本

【共通スペック】

全長 約172mm 刃長 約75mm

刃厚 約3.5mm 重量 約75g 

28,050円845 （マホガニー）　 13

全長 約172mm 刃長 約75mm

刃厚 約3.5mm 重量 約84g 

28,600円14 845（ブラウンボーン）

柄材 マホガニー　　　　　　　　　　　　　　　　　

柄材 ブラウンボーン　　　　　　　　　　　　　　　

AUS-6 (単層鋼)　　　　　　　　　　　　　

ケース 革シース

鋼材

原産国 日本

【共通スペック】

全長 約373mm 刃長 約243mm

刃厚 約6.8mm 重量 約459g 

64,680円160-1　 9

全長 約373mm 刃長 約243mm

刃厚 約6.8mm 重量 約510g 

64,680円10 160-2　 

グラインド ハマグリ刃（コンベックスグラインド）　　　　

レザーワッシャー                               柄材

グラインド ホローグラインド　　　　　　　　　　　　　　

AUS-8 (単層鋼)　     　　

ケース 革シース

鋼材

原産国 日本

38,500円ファイター　小　黒檀  　 16

全長 約277mm 刃長 約155mm
刃厚 約5.0mm 重量 約270g 

17

グラインド ややホローグラインド　　　　　　　　　　　

両側から薄く漉き上げ、よりスムーズな切れ味を
追求した見事なホローグラインド。

13

14

9

10

15

16

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

38,500円ファイター　小　ココボロ  

15 52,800円ファイター　大　黒檀  　 
全長 約335mm 刃長 約197mm
刃厚 約5.0mm 重量 約350g 

【共通スペック】

17



■ 鋼材：AUS-8 
■ 柄材：ブラックリネンマイカルタ
■ ケース：リネン布

刃長74mm　厚さ2.7mm　重量約44g

MK-110M しまふくろう・大 12,100円

刃長65mm　厚さ2.5mm　重量約32g

MK-120M しまふくろう・中 9,900円

しまふくろう

MK-021BKPM-M ラビット（マット） 16,720円

■ 鋼材：VG-10 
■ 柄材：ブラックリネンマイカルタ
■ ケース：牛革 刃長48mm　厚さ3mm　重量約76g

ラビット
(マット)

■ 鋼材：AUS-8 
■ ケース：牛革

TS-535M トラウト＆バード2.0　ブラックリネンマイカルタ 12,980円

刃長83mm　厚さ2mm　重量約50g

トラウト＆バード

■ 鋼材：VG-10
■ 柄材：アンバーカラーカーブドスタッグボーン
■ ケース：リネン布

クロノス

MK-433ANZ クロノス　(大) 28,490円

刃長80mm　厚さ2.8mm　重量約85g

MK-533ANZ クロノス　(中) 26,070円

刃長70mm　厚さ2.5mm　重量約62g

ミニペンダントナイフ コロン

TS-105

9,460円

チェック (白蝶貝＋黒蝶貝)

刃長28mm　厚さ1.8mm　重量約25g

■鋼材：AUS-6　■ケース：牛革(首掛け)

TS-107 しずく (白蝶貝＋あわび)

6,820円

TP-039M ブラックリネンマイカルタ

■鋼材：AUS-8　■ケース：牛革(首掛け)

刃長19mm　厚さ1.8mm　重量約7g

きたきつね
■ 鋼材：AUS-8
■ 柄材：SUS410+かりん
■ ケース：牛革

MK-610J きたきつね 12,100円

刃長63mm　厚さ2.3mm　重量約37g

TS-535J トラウト＆バード2.0　かりん　　　　　　　　　 12,980円

M
O

K
I

　
モ
キ
ナ
イ
フ

TSUGETSUGE  コンバットⅠコンバットⅠ

■ ■ 鋼材：鋼材：MVS-8 MVS-8 ｽﾃﾝﾚｽｽﾃﾝﾚｽ  
■ ■ 柄材：ブラックマイカルタ柄材：ブラックマイカルタ
■ ■ ケース：リネン布ケース：リネン布

ナイフに命を託す、ナイフに命を託す、
男の道具の原点。男の道具の原点。

TS-23 刃長200mm　厚さ5mm　重量約435g 30,800円

SC-230SC-230

SC-232SC-232

ハンターの頼りになる相棒。ハンターの頼りになる相棒。

■ ■ 鋼材：武生白鋼材：武生白22鋼　三層鋼（両刃）鋼　三層鋼（両刃）　　■ 柄材：白樫■ ケース：牛革■ 柄材：白樫■ ケース：牛革

SC-230 27,500円

SC-232 24,200円

SEKI-CUT SEKI-CUT 剣鉈マシェット剣鉈マシェット

■ ■ 鋼材：武生青（鋼材：武生青（33層鋼）　（両刃）層鋼）　（両刃）  
■ ■ 柄材：黒革巻き柄材：黒革巻き//白樫白樫
■ ■ ケース：牛革ケース：牛革

MI-5 39,600円

IC-CUT IC-CUT 土佐伝 黒革巻き剣鉈槌目　大土佐伝 黒革巻き剣鉈槌目　大

日本製日本製

日本製日本製

日本製日本製

日本製日本製

※※在庫がなくなり次第在庫がなくなり次第
販売終了になります。販売終了になります。

11 Knife Selection Vol.13-2表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

※※

メーカーからの強い要請により、
モキナイフの商品は定価販売を
厳守でお願い致します。

TSUGETSUGE  アンカライト（山人刀）小アンカライト（山人刀）小

■ ■ 鋼材：鋼材：MVS-8 MVS-8 ｽﾃﾝﾚｽ　（片刃）ｽﾃﾝﾚｽ　（片刃）  
■ ■ 柄材：ココボロウッド　革巻き柄材：ココボロウッド　革巻き
■ ■ ケース：革ケースケース：革ケース

マタギの魂が宿るマタギの魂が宿る
片刃の怪力片刃の怪力

TG-6 刃長200mm　厚さ6mm　重量約580g 35,200円

※※在庫がなくなり次第在庫がなくなり次第
販売終了になります。販売終了になります。

※※在庫がなくなり次第在庫がなくなり次第
販売終了になります。販売終了になります。

※※在庫がなくなり次第在庫がなくなり次第
販売終了になります。販売終了になります。

刃長254mm　厚さ5mm　重量約485g
刃長194mm　厚さ5mm　重量約440g

※※
※※ ※※刃長240mm　厚さ6mm　重量約505g

※※
日本製日本製



IC-CUT  IC-CUT  
サーティーフォーサーティーフォー

BE-16BE-16
BE-66BE-66

BE-67BE-67

■ ■ 刃長：約刃長：約73mm73mm
■ ■ 鋼材：鋼材：ATS-34 ATS-34 ｽﾃﾝﾚｽｽﾃﾝﾚｽ  
■ ■ ケース：牛革ケース：牛革

((ココボロココボロ))

((タイガーマイカルタタイガーマイカルタ))

((ブラックマイカルタブラックマイカルタ))

BE-16 13,200円

BE-66
BE-67 13,200円

525/WP525/WP
（スキナーハンター）（スキナーハンター）

OM-15OM-15
  (725/WP)(725/WP)
（ボウイハンター）（ボウイハンター）

IC-CUTIC-CUT
土佐伝　短刃（たんば）シリーズ土佐伝　短刃（たんば）シリーズ
ダマスカス短刀槌目ダマスカス短刀槌目

■ ■ 鋼材：鋼材：6A6Aステンレスステンレス  
■ ■ 柄材：ワインパッカー材柄材：ワインパッカー材
■ ■ ケース：牛革ケース：牛革

OM-15 刃長118mm 17,050円

525/WP 刃長105mm このシリーズのハンドルに埋めこのシリーズのハンドルに埋め
込まれている楕円型のコイン込まれている楕円型のコイン
（インレイ）がない場合があります。（インレイ）がない場合があります。

※※在庫がなくなり次第長期欠品になります。在庫がなくなり次第長期欠品になります。

723/WP 刃長85mm 14,190円
723/WP723/WP

（ドロップハンター（ドロップハンターMM））

日本製日本製

日本製日本製

※※

※※在庫がなくなり次第在庫がなくなり次第
販売終了になります。販売終了になります。

※※
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13,200円

※※

※※

726/K ボウイハンター6吋 ココボロウッド 22,000円

■ ■ 鋼材：鋼材：6A6Aステンレスステンレス  
■ ■ 柄材：天然木ココボロウッド柄材：天然木ココボロウッド
■ ■ ケース：牛革ケース：牛革

※※在庫がなくなり次第在庫がなくなり次第
販売終了になります。販売終了になります。

IC-CUTIC-CUT
シルバーコレクションシルバーコレクション
シリーズシリーズ

刃長152mm

日本製日本製

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

726/K(ロゴ無) ボウイハンター6吋 ココボロウッド 21,450円

■ ■ 鋼材：鋼材：6A6Aステンレスステンレス  
■ ■ 柄材：天然木ココボロウッド柄材：天然木ココボロウッド
■ ■ ケース：牛革ケース：牛革

※※在庫がなくなり次第在庫がなくなり次第
販売終了になります。販売終了になります。

IC-CUTIC-CUT
シルバーコレクションシルバーコレクション
シリーズシリーズ

刃長152mm

日本製日本製

IC-CUTIC-CUT
シルバーコレクションシルバーコレクション
シリーズ シリーズ ((ロゴなしロゴなし))

725/K(ロゴ無) ボウイハンター ココボロウッド 17,600円刃長118mm

※※

OM-123 刃長90mm 6,930円

  (9100/WP)(9100/WP)

■ ■ 鋼材：鋼材：6A6Aステンレスステンレス  
■ ■ 柄材：ワインパッカー材柄材：ワインパッカー材
■ ■ ケース：ケース：((なしなし))

IC-CUT  IC-CUT  
シルバームースシルバームース(L)(L)

IC-CUT  IC-CUT  
オリジナルオリジナル
フォールディングフォールディング

((写真上から写真上から))
BE-9(2202/4”NP)BE-9(2202/4”NP)
BE-10(2203/3”NP)BE-10(2203/3”NP)
2204/2”NP2204/2”NP

2204/2” 刃長33mm 3,960円

BE-10 4,950円刃長55mm

■ ■ 鋼材：銀紙鋼材：銀紙11号ステンレス号ステンレス  
■ ■ 柄材：マホガニー合板柄材：マホガニー合板
■ ■ ケース：なしケース：なし

日本製日本製

MI-10 刃長115mm 22,000円

MI-11 刃長150mm 23,100円

726/K726/K
（ロゴ無）（ロゴ無）

725/K725/K
（ロゴ無）（ロゴ無）

16,940円

■ ■ 鋼材：武生ダマスカス鋼青鋼材：武生ダマスカス鋼青1717層層  
■ ■ 柄材：白樫柄材：白樫
■ ■ ケース：牛革ケース：牛革

MI-11MI-11

MI-10MI-10

IC-CUTIC-CUT
土佐伝　短刃（たんば）シリーズ土佐伝　短刃（たんば）シリーズ
短刀研目短刀研目

■ ■ 鋼材：武生青鋼材：武生青33層鋼層鋼  
■ ■ 柄材：白樫柄材：白樫
■ ■ ケース：牛革ケース：牛革

MI-13 刃長150mm 18,480円日本製日本製 日本製日本製

日本製日本製

BE-9 6,160円刃長75mm
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P-135KP-135K 一角別作　貝サキ 135mm 3,410円

P-105DP-105D 一角別作　小出刃 105mm 3,190円

P-120DP-120D 一角別作　小出刃 120mm 3,410円

SK-433SK-433 関菊水作　マキリキャンプナイフ　      　 4,400円

SK-424CSK-424C KIKUSUI　万能収穫鎌（ビニールカバー付） 2,310円

SK-4081SK-4081 KIKUSUI　断シャリカッター （2種の波刃） 1,870円

SK-4900SK-4900 源菊水　釣名人　小出刃フィッシュ　　　 3,410円

K-4550K-4550 源菊水　釣名人　フィッシング三徳　　　 2,970円

P-135KP-135K

P-105DP-105D

P-120DP-120D

鋼材：モリブデンステンレス鋼(420J2)
刃厚：2.5mm
柄材：ローズウッド

鋼材：モリブデンステンレス鋼(AUS-6)
刃長：120mm　刃厚：2.3mm
柄材：レッドウッド

小出刃にはウロコ取りが付いています。小出刃にはウロコ取りが付いています。

鋼材：モリブデンステンレス鋼(420J2)
刃長：150mm　　刃厚：2.5mm
柄材：天然木

鋼材：モリブデンステンレス鋼(420J2)
刃長：135mm
柄材：サーモプラスチック

（プラスチック製シース付き）

（プラスチック製シース付き）

（ビニール製カバー付き）

（ビニール製カバー付き）

（ビニール製カバー付き）

K-4550K-4550 SK-4900SK-4900

SK-424CSK-424C

SK-4081SK-4081

鋼材：モリブデンステンレス鋼(420J2)   柄材：天然木

（刃長：180mm）

（刃長：180mm）

（ビニール製カバー付き）

（ビニール製カバー付き）

日本製日本製

K6980K6980 関菊水別作　刺身包丁　　　 　      　 3,300円

SK-433SK-433

K6980K6980

鋼材：モリブデンステンレス鋼(420J2)
刃長：165mm　（両刃）
柄材：ABS樹脂

【SK-4081】
2種の波刃を使い分け、ロープ、段ボール、
じゅうたん、発砲スチロール、ペットボトル、
紙製品など驚くほどよく切れ、作業が
捗ります。

【SK-424C】
キャベツ、白菜、昆布、わかめなどの収穫や、
ロープでも、カーブした鋭い波刃で驚くほど
よく切れます、作業が捗ります。

SK-4081 SK-4081

SK-424C

（プラスチック製シース付き）

（細かい波刃） （荒目の山型の波刃）

（荒目の山型波刃）

（片刃）

（片刃）

（片刃）

（片刃）

日本製日本製

日本製日本製

日本製日本製

日本製日本製

日本製日本製

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）



G.SAKAI G.SAKAI 清流長良川清流長良川

11536 あまごのサツキ(はさみ)
11535 あまごのサツキ(ナイフ)
11534 鮎のアイ(はさみ)
11533 鮎のアイ(ナイフ) 3,630円

3,630円
3,630円

■■刃長：刃長：40mm40mm
■■重量：重量：20g20g
■■鋼材鋼材::ステンレスステンレス
                              ((ナイフナイフ)VG-10)VG-10
　　　　　　　　　　((ハサミハサミ)420J2)420J2
■■柄材：柄材：ABSABS・ステンレス・ステンレス

1153311533

1153411534

1153511535

1153611536

3,630円

11599 10725 S 8,470円26,400円

刃厚刃厚4mm4mmのフルタング。ハンティング、のフルタング。ハンティング、
ブッシュクラフトにも適した本格派ナイフ。ブッシュクラフトにも適した本格派ナイフ。

11171 侍
11168 あまご
11167 カワセミ

5,808円
3,993円

5,808円

G.SAKAI G.SAKAI マネークリップマネークリップ

1116711167
((カワセミカワセミ))

1116811168
((あまごあまご))

1117111171
((侍侍))

■■鋼材：鋼材：VG-10VG-10
■■柄材：ステンレス柄材：ステンレス

1072510725
(S)(S)

1033110331
(L)(L)

日本製日本製

日本製日本製
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G.SAKAI  G.SAKAI  
ウィッキー　トラウトウィッキー　トラウト&&バード　ラバーバード　ラバー

33mm
41mm
41mm
刃長

15g
40g
40g
重量

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

■■ブレード材：ブレード材：VG-1VG-1　三層鋼　三層鋼
■■柄材：柄材：G10G10
■■全長：全長：278mm278mm
■■ブレード長：ブレード長：154mm154mm
■■刃厚：刃厚：4mm4mm
■■重量：重量：270g270g
■■フルタングフルタング
■■ケース：タフビロンケース：タフビロン
((アクリル変性高衝撃塩ビプレートアクリル変性高衝撃塩ビプレート))

G.SAKAIG.SAKAI　マグナム　マグナムGG G.SAKAIG.SAKAI　ウィッキー チヌ　ラバー　ウィッキー チヌ　ラバー

80mm

刃長

40g

重量

■■ブレード材：ブレード材：ATS-34ATS-34
■■柄材：ラバー柄材：ラバー
■■ケース：革ケース：革

10331 L 10,043円105mm 90g
日本製日本製

■■ブレード材：ブレード材：ATS-34ATS-34
■■柄材：ラバー柄材：ラバー
■■全長：全長：223mm223mm
■■ブレード長：ブレード長：110mm110mm
■■重量：重量：80g80g
■■ケース：革ケース：革10329 10,043円 日本製日本製

G.SAKAI  G.SAKAI  
二刀流ムサシ二刀流ムサシ((ワンセレワンセレ))
新カラビナ カヤック新カラビナ カヤック

■■ブレード材：ブレード材：420J2420J2
■■柄材：ステンレス柄材：ステンレス
■■全長：全長：115mm115mm
■■ブレード長：ブレード長：40mm40mm
■■重量：重量：25g25g11562 3,727円 日本製日本製

ハサミとナイフがひとつになった便利な折込式ツール。ハサミとナイフがひとつになった便利な折込式ツール。
袋の開封や糸のカットなど、フィッシングやアウトドアに袋の開封や糸のカットなど、フィッシングやアウトドアに
にお勧め。携帯に便利なカラビナ付。にお勧め。携帯に便利なカラビナ付。

日本製日本製



1149411494

G.SAKAI G.SAKAI ニューサビナイフニューサビナイフ22  サバキサバキ33寸寸

1149511495

1149711497

1149611496

G.SAKAI G.SAKAI ニューサビナイフニューサビナイフ33  サバキサバキ44寸寸55分分

■ ■ 刃長：刃長：92mm92mm

■ ■ 刃長：刃長：131mm131mm

1150011500

1150911509
1150111501

1149811498

1150811508

1149911499

釣り、キャンプ、釣り、キャンプ、
ハンティングなど、ハンティングなど、
アウトドアで大活躍。アウトドアで大活躍。

11494 黒 9,680円

11495 黄 9,680円

11496 9,922円

11497 黄・ガットフック付 9,922円

11498 黒

（各）12,100円

11499 黄
11500 黒・ガットフック付

11508 青
11501
11509 青・ガットフック付

（各）12,342円

黒・ガットフック付

黄・ガットフック付

G.SAKAI G.SAKAI サビナイフサビナイフ44　出刃鯱　出刃鯱

11473
11472 17,380円両刃　黒
11471
11470

17,380円両刃　黄

17,380円

17,380円片刃　黄

1147311473
((両刃 黄両刃 黄))

1147011470
((片刃 黒片刃 黒))

■ ■ 刃長：刃長：170mm170mm

((片刃・両刃とも、両面フォロー片刃・両刃とも、両面フォロー
グラインドになっています。グラインドになっています。))

片刃　黒

※※サビナイフシリーズは鋼材が変更になります。サビナイフシリーズは鋼材が変更になります。
　　H-1H-1鋼　→　ローカーボンステンレス。鋼　→　ローカーボンステンレス。

（徐々に変更になります。）（徐々に変更になります。）

サビナイフシリーズ共通スペックサビナイフシリーズ共通スペック
■ ■ 鋼材：鋼材：H-1H-1鋼　※鋼　※  
■ ■ 柄材：柄材：FRNFRN
■ ■ ケース：グラスファイバーケース：グラスファイバー
　　強化ナイロンケース　　強化ナイロンケース

G.SAKAI G.SAKAI サビナイフサビナイフ55  ワイルドハンターワイルドハンター

■ ■ 刃長：刃長：137mm137mm

1143511435

1143611436狩猟での獲物の解体作業はじめ、狩猟での獲物の解体作業はじめ、
釣りでの魚の〆から捌きまで釣りでの魚の〆から捌きまで
幅広く対応。幅広く対応。

11435 黒 14,300円

11436 朱 14,300円

G.SAKAI G.SAKAI ニューサビナイフニューサビナイフ66  仔鯱 仔鯱 ((片刃・右用片刃・右用))

1151011510

1151111511

■ ■ 刃長：刃長：93mm93mm

片刃の小出刃タイプ。片刃の小出刃タイプ。
海辺で魚を捌く釣り人に最適。海辺で魚を捌く釣り人に最適。

11510 黒 12,980円

11511 黄 12,980円

日本製日本製

日本製日本製

日本製日本製

日本製日本製

日本製日本製
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G.SAKAI G.SAKAI サビナイフサビナイフ11  

11502 黒・直刃

（各）9,680円

11503 黄・直刃

11504 青・直刃

11505 黒・半波

11506 黄・半波

11507 青・半波

1150211502

1150311503

1150711507

■ ■ 刃長：刃長：92mm92mm

日本製日本製

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

生産終了生産終了



G.SAKAI G.SAKAI サビナイフサビナイフ99  シャークレイシャークレイ

G.SAKAI G.SAKAI サビナイフサビナイフ88  マキリスポーツマキリスポーツ

1151611516

1151711517

1151811518

■ ■ 刃長：刃長：93mm93mm

■ ■ 刃長：刃長：130mm130mm

魚の活け締めで魚の活け締めで
大活躍する。大活躍する。

釣り、キャンプ、ハンティングなど、釣り、キャンプ、ハンティングなど、
アウトドアで大活躍。アウトドアで大活躍。

1152411524

1152611526

115281152811524 黒・直刃

（各）12,980円

11525 黄・直刃

11526 朱・直刃

11527
11528
11529

黒・半波
黄・半波
朱・半波

11516 黒

（各）10,450円

11517 黄

11518 朱

G.SAKAI G.SAKAI サビナイフ　サビナイフ　TipiTipi（ティーピー）（ティーピー）

1148011480

1148111481

■ ■ 刃長：刃長：96mm96mm

11481
11480 黒 8,360円

黄 8,360円

■ ■ 鋼材：鋼材：H-1H-1鋼鋼  
■ ■ 柄材：ラバー柄材：ラバー
■ ■ ケース：グラスファイバーケース：グラスファイバー
　　強化ナイロンケース　　強化ナイロンケース

G.SAKAI G.SAKAI アウトドアアウトドア G.SAKAI G.SAKAI アウトドアクッキングナイフアウトドアクッキングナイフ

SA-27SA-27 SA-28SA-28
SA-25SA-25

SA-26SA-26

SA-28 デバ　M 10,249円

SA-27 デバ　L 11,713円

SA-26 サシミ　M
SA-25 サシミ　L 11,713円

SA-35 4,193円

SA-34 5,311円

SA-33 直刃 4,193円

SA-35SA-35

SA-33SA-33

SA-34SA-34

サシミ　（片刃）
ミニ

■■鋼材鋼材:AUS-6 :AUS-6 ｽﾃﾝﾚｽｽﾃﾝﾚｽ
■■柄材：パッカーウッド柄材：パッカーウッド
■■ケース：リネンケース：リネン

刃長190mm
刃長155mm
刃長165mm
刃長115mm

■■鋼材鋼材:AUS-6 :AUS-6 ｽﾃﾝﾚｽｽﾃﾝﾚｽ
■■柄材：ラバー柄材：ラバー
■■ケース：プラスチックケース：プラスチック

10,249円

日本製日本製

日本製日本製 日本製日本製

日本製日本製

日本製日本製
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G.SAKAI G.SAKAI サビナイフサビナイフ77  逆叉逆叉

■ ■ 刃長：刃長：135mm135mm

1143811438

1143711437

11438 黒 14,300円

11437 朱 14,300円日本製日本製

刃長165mm
刃長162mm
刃長110mm

（片刃）（片刃）

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）



肥後守　豆 

■ 鞘長：55mm
■ 鋼材：割込SK鋼 
■ 柄材：真鍮

1-BR   肥後守　豆 （茶色ホルダー付) 1,870円

肥後守　水飛沫 (みずしぶき)

3,520円

■ 鞘長：100mm
■ 鋼材：青紙割込 
■ 柄材：真鍮(メッキ)
■ 厚さ：3.0mm

  肥後守　水飛沫 黒 　　 

MZ-BK

MZ-PK

MZ-BL

肥後守　青紙割込

11 肥後守　青紙割込　特大 (鞘120mm) 3,520円

10 肥後守　青紙割込　大 (鞘100mm)  　 2,640円

9 肥後守　青紙割込　中 (鞘90mm)　 　 2,640円

■ 鋼材：青紙割込 
■ 柄材：真鍮
■ 厚さ：約3.0mm

11
10 9

特大

大 中

肥後守　笹刃　(100mm)

12-GD

12-BK

12-BK 肥後守　笹刃 (黒染) 4,950円

■ 鞘長：100mm
■ 鋼材：白紙割込 
■ 柄材：真鍮(黒染め)
■ 厚さ：3.2mm

13-BK 肥後守　剣型 (黒染) 6,930円

肥後守　剣型　(100mm)

13-GD

13-BK

1-BL 1,870円

1-RD 1,870円

  肥後守　豆 （青色ホルダー付) 
  肥後守　豆 （赤色ホルダー付) 

2 1,320円  肥後守　豆 （鈴付）　　　　　　 

19-BR 肥後守　青紙割込ポケットサイズ （茶色ホルダー付) 2,750円

19-BL
19-RD

肥後守　青紙割込ポケットサイズ （青色ホルダー付) 2,750円

肥後守　青紙割込ポケットサイズ （赤色ホルダー付) 2,750円

肥後守　青紙割込ポケットサイズ 

■ 鞘長：75mm
■ 鋼材：青紙割込 
■ 柄材：真鍮

1-BR

1-BL

1-RD

2

19-BR
19-BL 19-RD

MZ-BK
3,520円  肥後守　水飛沫 ピンク   MZ-PK
3,520円  肥後守　水飛沫 青　　  MZ-BL

12-GD 肥後守　笹刃 (真鍮) 4,950円

■ 鞘長：100mm
■ 鋼材：白紙割込 
■ 柄材：真鍮(黒染め)
■ 厚さ：3.2mm

13-GD 肥後守　剣型 (真鍮) 6,930円

日本製日本製

日本製日本製

日本製日本製 日本製日本製

日本製日本製 日本製日本製
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15-BK 肥後守　特選鍛造 特大 桐箱入(黒染) 15,180円

肥後守　特選鍛造　特大　桐箱入

  (桐箱入り)

■ 鞘長：120mm
■ 鋼材：青紙割込 
■ 柄材：真鍮(黒染め)
■ 厚さ：4.0mm

■ 鋼材：青紙多層鋼 
■ 柄材：真鍮
■ 厚さ：4.2mm

肥後守　特選多層鋼

  (桐箱入り)

16-BK

15-GD

15-BK

肥後守　特別手造り鍛造

14-GD

14-BK

14-BK 肥後守　特別手造り鍛造(黒染) 7,590円

■ 鞘長：100mm
■ 鋼材：青紙割込 
■ 柄材：真鍮(黒染め)
■ 厚さ：3.8mm

14-GD 肥後守　特別手造り鍛造(真鍮) 7,590円 15-GD 肥後守　特選鍛造 特大 桐箱入(真鍮) 15,180円

16-GD

17-BK

17-GD

16-BK
16-GD 肥後守　特選多層鋼(真鍮)　大(鞘100mm) 　 16,500円

肥後守　特選多層鋼(黒染)　大(鞘100mm) 　 16,500円

17-BK
17-GD 肥後守　特選多層鋼(真鍮)　特大(鞘120mm) 20,680円

肥後守　特選多層鋼(黒染)　特大(鞘120mm) 20,680円

22-GD 龍舞・真鍮　(黒龍) 　　　　　　　 17,930円

22-SV 龍舞・メッキ　(白龍 = 縁取り) 　 17,930円

22-BK 龍舞・黒染　(白龍 = 縁取り) 　 17,930円

■ 鞘長：120mm
■ 鋼材：青紙割込 
■ 柄材：GD=真鍮、SV・BK=スチール
■ 厚さ：3.0mm

22-BK

22-SV

22-GD 肥後守　龍舞　(リュウブ)

24 肥後守　青紙 片刃 2,750円

23 肥後守　VG10割込 4,950円

■ 鞘長：100mm
■ 鋼材：青紙（鋼付） 
■ 柄材：真鍮
■ 厚さ：2.8mm

■ 鞘長：100mm
■ 鋼材：VG-10 
■ 柄材：ステンレス
■ 厚さ：2.8mm

肥後守　VG10割込

肥後守　青紙 片刃

日本製日本製

日本製日本製

日本製日本製

日本製日本製

日本製日本製

日本製日本製
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KT-508 ラッキー 一刀ナイフ

1,650円

KT-510 ラッキー　5徳ナイフ

2,420円

KT-511  コンビ S・F付 5徳引割ナイフ

2,530円

KT-512 コンビ S・F付 7徳引割ナイフ

3,300円

KT-513 黒プラ S・F付 7徳引割ナイフ

3,300円

KT-525 チタニウム S・F付5徳引割ナイフ 

7,040円

KT-531 茶合板 S・F付 5徳引割ナイフ

3,850円

KT-532 茶合板 S・F付 7徳引割ナイフ

4,950円

KT-526 チタニウム スプーン・フォーク（引割）

5,940円

1機能　/　91mm

60mmブレード

(キーリング)

5機能　/　91mm

57mmブレード
マイナスドライバー
栓抜き
穴開け
缶切り

(キーリング)

5機能　/　91mm

スプーン
フォーク
50mmブレード
栓抜き
缶切り

(キーリング)

7機能　/　112mm

スプーン
フォーク
61mmブレード
穴開け
栓抜き
缶切り
コルク抜き

(キーリング)

(日本製) (日本製) (日本製)

(日本製) (日本製) (日本製)

(日本製) (日本製) (日本製)

7機能　/　112mm

スプーン
フォーク
61mmブレード
穴開け
栓抜き
缶切り
コルク抜き

(キーリング)

5機能　/　91mm

スプーン
フォーク
51mmブレード
栓抜き
缶切り

(キーリング)

スプーン
フォーク
61mmブレード
穴開け
栓抜き
缶切り
コルク抜き

(キーリング)

スプーン
フォーク
50mmブレード
栓抜き
缶切り

(キーリング)

スプーン
フォーク

5機能　/　91mm 7機能　/　111mm 2機能　/　91mm

チタン製で軽くて丈夫。
登山などへの携帯用と
してもたいへん便利。
金属アレルギーも軽減。

チタン製で軽くて丈夫。
登山などへの携帯用と
してもたいへん便利。
金属アレルギーも軽減。

(重量：65g)(重量：172g)(重量：102g)

(重量：95g)(重量：70g)(重量：45g)

(重量：82g)(重量：147g)(重量：152g)
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KT-404 プラ骨柄 電工ナイフ 990円KT-402 木柄 電工ナイフ 1,100円

KT-405 プラ骨柄 缶切付 電工ナイフ 1,430円KT-403 木柄 缶切付 電工ナイフ 1,650円

KT-407 茶合板柄 割込み 電工ナイフ 2,310円KT-406 木柄 鎌型 電工ナイフ 1,210円

■ 全長：195mm
■ 刃長：72mm
■ 重量:125g
■ 鋼材：全鋼SK-4

■ 全長：195mm　■ 刃長：72mm　■ 鋼材：全鋼SK-4　■重量：206g

■ 全長：195mm
■ 刃長：72mm
■ 重量:121g
■ 鋼材：全鋼SK-4

■ 全長：195mm　■ 刃長：72mm　■ 鋼材：全鋼SK-4　■重量：212g

■ 全長：195mm
■ 刃長：62mm
■ 重量:124g
■ 鋼材：全鋼SK-4

■ 全長：195mm
■ 刃長：70mm
■ 重量:140g
■ 鋼材：割込SK-4

KB-611 鬼伸印　桜鞘切出（鋼付）(BP入) 1,815円

■ 全長：188mm
■ 刃長：50mm
■ 鋼材：鋼付SK-5

KB-612 兼常印　桜鞘切出（全鋼）(BP入) 1,155円

■ 全長：183mm
■ 刃長：48mm
■ 鋼材：全鋼SK-4

KB-613 1,045円

■ 全長：178mm
■ 刃長：42mm
■ 鋼材：全鋼SK-4

力山印　桜鞘切出（全鋼）(BP入)

KB-614 ちびっこ天使　プラス柄切出(各色) 495円

■ 全長：175mm
■ 刃長：40mm
■ 鋼材：ステンレス420J2

10-9 3,850円

■ 全長：188mm
■ 刃長：50mm
■ 鋼材：鋼付　白紙

特製　桑鞘切出（鋼付）

(赤)

(緑)

※在庫がなくなり次第販売終了になります。

※
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（片刃）

（片刃）

（片刃）

（片刃）

（片刃）

（日本製）

（日本製）

（日本製）

（日本製）

（日本製）

（日本製）

（日本製）

（日本製）

（日本製）

（日本製）

（日本製）

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

■ 全長：180mm　■ 刃長：75mm　
■鋼材：440ステンレス　■マホガニー合板

KT-374 7,700円SAMU マホガニー背止一刀

（日本製）

（再生産され、復活しました。）



C10SBK エンデューラ4　波刃 14,300円

スパイダルコ。アメリカのコロラド州のナイフメーカー。ブレードを片手で開くことができるワンハンド
オープンを可能にした元祖。実用性と品質の高さで、ユーザーからの信頼は厚く、米軍・ポリス・消防隊
にも採用されている。（ここに掲載されているスパイダルコのナイフはすべて Made in Seki, Japanです。）

C10PSBK エンデューラ4　半波 14,300円

C10PBK エンデューラ4　直刃 14,300円

C11SBK デリカ4　波刃 13,750円

C11PSBK デリカ4　半波 13,750円

C11PBK デリカ4　直刃 13,750円

C28PBK2 ドラゴンフライ2　直刃 11,000円

LBKS3 レディバグ3　波刃 7,040円

LBKP3 レディバグ3　直刃 7,040円

C28S ドラゴンフライ　ステンレス　波刃 13,200円

C10PSBBK エンデューラ4 オールBK チタンコーティング　半波 16,500円

C11PSBBK デリカ4　オールBK　チタンコーティング　半波 15,400円

C10PGRE エンデューラ4　ZDP-189　直刃 21,450円

C10S エンデューラ4　ステンレス　波刃 17,600円

C10PS エンデューラ4　ステンレス　半波 17,600円

C10P エンデューラ4　ステンレス　直刃 17,600円

C11S デリカ4　ステンレス　波刃 16,500円

C11P デリカ4　ステンレス　直刃 16,500円

C11PS デリカ4　ステンレス　半波 16,500円

C11PGYW デリカ4　ウェーブ 15,400円

■刃長：98mm　■鋼材：VG-10　■柄材：FRN(ブラック)　■バックロック

■刃長：72mm　■鋼材：VG-10　■柄材：FRN(ブラック)　■バックロック

■刃長：57mm　■鋼材：VG-10　■柄材：FRN(ブラック)　■バックロック

■刃長：49mm　■鋼材：VG-10　■柄材：FRN(ブラック)　■バックロック

■刃長：56mm　■鋼材：VG-10　■柄材：ステンレス　■バックロック

■刃長：98mm　■鋼材：VG-10　■柄材：ステンレス　■バックロック

■刃長：73mm　■鋼材：VG-10　■柄材：ステンレス　■バックロック

■刃長：97mm　■鋼材：ZDP-189　■柄材：FRN(B.R.グリーン)　■バックロック

■刃長：90mm　■鋼材：VG-10　■柄材：FRN(ブラック)　■バックロック

■刃長：73mm　■鋼材：VG-10　■柄材：FRN(ブラック)　■バックロック

■刃長：74mm　■鋼材：VG-10　■柄材：FRN(濃紺)　■バックロック

C10PBK (クリップ付)

(クリップ付)

LBKP3 (キーチェーン付)

(クリップ付)

C10P (クリップ付)

C11S (クリップ付)

(クリップ付)

(クリップ付)

(クリップ付)

(クリップ付)

C11PSBK (クリップ付)

C10PGYW エンデューラ4　ウェーブ 16,500円

■刃長：94mm　■鋼材：VG-10　■柄材：FRN(濃紺)　■バックロック

(クリップ付)

C28P ドラゴンフライ　ステンレス　直刃 13,200円

C28P
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MBKP マンバグ　 直刃 8,800円

■刃長：50mm　■鋼材：VG-10　■柄材：FRN(ブラック)　■バックロック

(キーチェーン付)

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

C66PBK3 セントファンテ3 13,200円

■刃長：78mm　■鋼材：VG-10　■柄材：FRN(ブラック)　■バックロック

(クリップ付)



C90PBK2 ストレッチ2　 直刃 16,500円 C90PGRE2 ストレッチ2　ZDP-189　 直刃 24,200円

FRN＝ガラス繊維強化ナイロン　　B.R.グリーン ＝ ブリティッシュ レーシング グリーン

■刃長：87mm　■鋼材：VG-10　■柄材：FRN(ブラック)　■バックロック ■刃長：88mm　■鋼材：ZDP-189　■柄材：FRN(B.R.グリーン)　■バックロック

(クリップ付) (クリップ付)

C91PBK2 17,600円

C91PYL2 パシフィックソルト2　直刃　イエロー 17,600円

C91PYL2 (クリップ付)

パシフィックソルト2　直刃　ブラック

■刃長：97mm　■鋼材：H-1　■柄材：FRN　■バックロック

C91SBK2 17,600円

C91SYL2 パシフィックソルト2　波刃　イエロー 17,600円

パシフィックソルト2　波刃　ブラック

C88PYL2 ソルト2 　FRN 　イエロー　直刃 16,500円

■刃長：76mm　■鋼材：H-1　■柄材：FRN(イエロー)　■バックロック

C88SYL2

C88SYL2

(クリップ付)

ソルト2　 FRN 　イエロー　波刃 16,500円

C28PYL2 ドラゴンフライ2　ソルト　直刃 11,550円

C28PYL2 (クリップ付)

ドラゴンフライ2　ソルト　波刃 11,550円C28SYL2

LYLP3 レディバグ3　ソルト　直刃 7,920円

■刃長：49mm　■鋼材：H-1　■柄材：FRN(イエロー)　■バックロック

LYLP3 (クリップ付)

レディバグ3　ソルト　波刃 7,920円LYLS3

C118SYL セーバーソルト イエロー 16,500円

■刃長：78mm　■鋼材：H-1　■柄材：FRN(イエロー)　■バックロック

(クリップ付)

C106PBK2 16,500円

C106PYL2 タスマンソルト2　直刃　イエロー 16,500円

タスマンソルト2　直刃　ブラック

■刃長：74mm　■鋼材：H-1　■柄材：FRN　■バックロック

C106SBK2 16,500円

C106SYL2 タスマンソルト2　波刃　イエロー
タスマンソルト2　波刃　ブラック

16,500円

■刃長：57mm　■鋼材：H-1　■柄材：FRN(イエロー)　■バックロック
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海水にも錆びにくい鋼材 H-1 を採用。海釣りでの使用でも、
水で軽く洗い流す程度で錆びないことが実証されている。
「錆びない ＝ 切れない」という常識を覆した画期的な鋼材を
使用した優れたナイフです。

H-1鋼ソルトシリーズ

C170GP カラホーク 36,300円

■刃長：60mm　■鋼材：VG-10　■柄材：G10(ブラック)　■バックロック

(クリップ付)

C91PBBK2 パシフィックソルト2　直刃　オールブラック
19,800円

■刃長：97mm　■鋼材：H-1 チタンコーティング　
■柄材：FRN(ブラック)　■バックロック

(クリップ付)

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

C106SBK2 (クリップ付)

C243SBK エンデラ　BK　 波刃 14,080円

■刃長：87mm　■鋼材：VG-10　■柄材：FRN(ブラック)　■バックロック

C243GYW エンデラ　ウェーブ　 直刃　グレー 15,950円

■刃長：87mm　■鋼材：VG-10　■柄材：FRN(グレー)　■バックロック

C10FSWCBK 14,300円

■刃長：96mm　■鋼材：VG-10　■柄材：FRN(ブラック)　■バックロック

C243PBK エンデラ　BK　 直刃 14,080円

エンデューラ4 ウォーンクリフ　波刃
C10FPWCBK 14,300円エンデューラ4 ウォーンクリフ　直刃

(クリップ付)

(クリップ付)

(クリップ付)



110 Folding Hunter®　ホールディングハンター

120BKS

120 General　ジェネラル

22,000円

■刃長：95mm　■鋼材：420HC 　■柄材：エボニー（黒檀）　
■ケース：牛革

■刃長：102mm　■鋼材：420HC　■柄材：フェノリック　■ケース：牛革

BUCK (バック)　創業1961年のアメリカを代表する老舗ナイフメーカー。アメリカらしい頑丈なつくり。
そして用途に合わせた極めて実用的なスタイル。使い手に誇りを与える圧倒的な存在感。

103BKS 15,400円

103 Skinner　スキナー

■刃長187mm　■鋼材：420HC 　
■柄材：フェノリック（樹脂）　■ケース：牛革

110BRS 15,400円

105BKS 15,400円

112BRS 14,300円

102 Woodsman®　 ウッズマン

■刃長：102mm　■鋼材：420HC　■柄材：フェノリック　■ケース：牛革

105 Pathfinder®　 パスファインダー

■刃長：127mm　■鋼材：420HC　
■柄材：フェノリック（樹脂）　■ケース：牛革

118 Personal　 パーソナル

■刃長：114mm　■鋼材：420HC　
■柄材：フェノリック（樹脂）■ケース：牛革

118BKS 販売終了

（BK-51）（BK-50）

（BK-5）

（BK-6）

112 Ranger®　レンジャー
■刃長：76mm　■鋼材：420HC 　■柄材：エボニー（黒檀）　
■ケース：牛革

■刃長152mm　■鋼材：420HC 　
■柄材：フェノリック（樹脂）　■ケース：牛革

17,600円119BKS

14,300円102BKS

110BRSFG 16,500円

（BK-3）

110BKS4 20,350円110 SLIM PRO スリムプロ

112 SLIM PRO スリムプロ
■鋼材：S30V　■柄材：G10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

110BKS1 8,250円110 SLIM SELECT スリムセレクト
■刃長：95mm　

■鋼材：420HC　■柄材：ガラス強化ナイロン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

112BKS1 7,700円112 SLIM SELECT スリムセレクト

■刃長：76mm　

18,700円112BKS6

■刃長：76mm　

■刃長：95mm　

842BLS 27,500円842 SPRINT OPS PRO スプリントOPSプロ

■刃長：79mm　■鋼材：S30V　■柄材：G10　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（BK-18）

119 Special　スペシャル

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

Compadre Camp Knife コンパドレ キャンプナイフ

104BRS1 23,650円

■刃長：114mm　■鋼材：5160HC　■柄材：マイカルタ■ケース：牛革

28,050円102GRS1

■刃長152mm　■鋼材：S35VN 　
■柄材：グリーンキャンバスマイカルタ　■ケース：牛革

41,250円119GRS1

119 Special Pro　スペシャル プロ

102 Woodsman® Pro　 ウッズマン プロ
■刃長：102mm　■鋼材：S35VN　
■柄材：グリーンキャンバスマイカルタ■ケース：牛革

103GRS1 33,000円

103 Skinner Pro　スキナ プロ
■刃長：102mm　■鋼材：S35VN　■柄材：グリーンキャンバスマイカルタ
■ケース：牛革



192 Vanguard　ヴァンガード

メタルマッチとシグナル笛
が付属でサバイバルツール
としても活躍。

■刃長：105mm　■鋼材：420HC　■柄材：ダイモンドウッド　
■ケース：牛革

オムニハンター12PT

■刃長：102mm　■鋼材：420HC　■柄材：ラバー　■ケース：ナイロン

397BKS

191 Zipper　ジッパー

22,550円192BRS

392 Omni Hunter™ 12PT  

392BKS 販売終了

11,000円

836BRS

836 Folding Selkirk　フォールディングセルカーク

16,830円

345BKS 7,700円

500RWS 13,200円

191BRG 25,300円

■刃長：48mm　■鋼材：420HC　■柄材：ステンレス　

325 Colleague　カレグー

Vantage™ Select　バンテージ セレクト

■刃長：83mm　■鋼材：420HC　■柄材：強化ナイロン（ブラック）

500 Duke　デューク ■刃長：76mm　

■刃長：64mm　

■刃長：105mm　■鋼材：420HC　■柄材：ダイモンドウッド　
■ケース：牛革

■刃長：67mm　■鋼材：420HC　

327 Nobleman™　ノーブルマン

フォールディング　オムニハンター12PT

23,980円537RWS
■刃長：114mm　■鋼材：S30V　■柄材：ローズウッドダイマラックス　
■ケース：牛革

■鋼材：420HC　■柄材：ローズウッドダイマラックス/ステンレスボルスター

537 Open Season Skinner　オープン シーズン スキナー

販売終了

327SSS

■柄材：ステンレス/チタンコーティング

7,260円

8,250円327TTS

327CFS 7,700円 ■柄材：カーボンファイバー加工

5,500円325SSS

503RWS 13,200円503 Prince®　プリンス

505RWS
■鋼材：420HC　■柄材：ローズウッドダイマラックス/ニッケルシルバーボルスター

■刃長：48mm　505 Knight™　ナイト

397 Folding Omni Hunter™ 12PT

メタルマッチとシグナル笛
が付属でサバイバルツール
としても活躍。 ■■刃長：刃長：117mm117mm　■鋼材：　■鋼材：420HC420HC　　

■■柄材：マイカルタ　■ケース：強化ナイロン柄材：マイカルタ　■ケース：強化ナイロン863BRS 15,950円

863 Selkirk　セルカーク

■■刃長：刃長：99mm99mm　　
■■鋼材：鋼材：420HC420HC　　
■■柄材：マイカルタ　柄材：マイカルタ　
■■ケース：強化ナイロンケース：強化ナイロン

販売終了537ODG
■刃長：114mm　■鋼材：S35VN　■柄材：ODグリーンマイカルタ　
■ケース：牛革

■柄材：ステンレス
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（中国製）

（中国製）

（中国製）

（中国製）

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

■刃長：51mm　■鋼材：S35VN　■柄材：G10

417 Budgie　バッジー

417BKS 17,600円

417GRS 17,600円

※在庫が無くなり次第販売終了となります。

※在庫が無くなり次第販売終了となります。

※在庫が無くなり次第販売終了となります。

※在庫が無くなり次第販売終了となります。



■刃長：83mm　■鋼材：7Cr17　■柄材：アルミ　■ライナーロック

 (スミス&ウェッソン)　アメリカを代表する老舗銃器メーカー。ナイフは米軍仕様のタクティカル系の
本格的なものから、比較的低価格なポケットナイフもあり、非常に高い人気がある。（原産国：中国）

CK105BL

Extreme Ops Linerlock

CKLPR 3,520円

CKLPB 3,520円

4,400円

■刃長：83mm　■鋼材：7Cr17　■柄材：アルミ　■バックロック

CK105H 4,400円

CK105BKEU 4,400円

Executive

Little Pal

■刃長：59mm　■鋼材：7Cr17　■柄材：ステンレス　■フレームロック

■鋼材：7Cr17MoV　■柄材：ステンレス/チタンコーティング　■フレームロック

Extreme Ops Flamelock

CK400 3,740円 ■刃長：56mm

（SW-19）

（SW-13）

■刃長：76mm5,500円CK400L

CK110B 7,700円

■刃長：71mm　■鋼材：7Cr17MoV　■柄材：ステンレス/チタン加工　
■フレームロック

Extreme Ops Backlock
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■刃長：78mm　■鋼材：7Cr17MoV　■柄材：アルミ　■ライナーロック

CK111 4,950円

EXTREME OPS

CK111S 4,950円

CK113 4,180円

CK113S 4,180円

FOLDING KNIFE1084306 3,850円

■刃長：70mm　■鋼材：8Cr13MoV　■柄材：アルミ　
■フレイムロック　■インデックスフィリッパー

1084308 4,400円

1084310 5,720円

1084312 5,720円

■刃長：68mm　■鋼材：7Cr17MoV　■柄材：ステンレス　■ライナーロック

EXTREME OPS

■刃長：76mm　■鋼材：8Cr13MoV　■柄材：アルミ　
■フレイムロック　■インデックスフィリッパー

■刃長：89mm　■鋼材：8Cr13MoV　■柄材：アルミ　
■ライナーロック　■インデックスフィリッパー

■刃長：89mm　■鋼材：8Cr13MoV　■柄材：強化ナイロン　
■ライナーロック　■インデックスフィリッパー

FOLDING KNIFE

FOLDING KNIFE

FOLDING KNIFE



■刃長：64mm　■鋼材：7Cr17MoV　■柄材：アルミ　■ライナーロック

SW421 4,400円 Oasis Linerlock

■刃長：83mm　■鋼材：ステンレス　■柄材：ステンレス・ラバー　
■ライナーロック

SWA25 3,850円

■刃長：83mm　■鋼材：7Cr17MoV　■柄材：アルミ　■ボタンロック

Extreme Ops Plus Button　lock

SW50B 6,600円

Oasis Linerlock

SW423BS 7,370円

SW423GS 7,370円

SW423B 7,370円

■刃長：83mm　■鋼材：7Cr17MoV　■柄材：ステンレス/チタンコーティング　
■ライナーロック Extreme Ops Linerlock
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■刃長：83mm　■鋼材：8Cr13MoV　■柄材：G10+ステンレス
■ライナーロック　■インデックスフィリッパー

1122569 6,930円 STAVE FOLDING KNIFE

■刃長：89mm　■鋼材：8Cr13MoV　■柄材：G10　■ボタンロック

1122570 8,140円 FREELANCE FOLDING KNIFE

SW608BLS 5,940円

SW608ORS 5,940円

SW608S 5,940円

SW609 5,830円

SW910TA 7,260円

SWBG7 8,580円

SWBG10S 6,600円

■刃長：87mm　■鋼材：8Cr13MoV　■柄材：アルミ　■ライナーロック
■インデックスフリッパー　■ストラップカッター付　■グラスブレイカー付

FOLDING KNIFE

FOLDING KNIFE

■刃長：90mm　■鋼材：8Cr13MoV　■柄材：G10+ステンレス　
■フレイムロック　■インデックスフリッパー付

■鋼材：7Cr17MoV　■柄材：アルミ+G10　■ライナーロック
■インデックスフリッパー　■ストラップカッター付　■グラスブレイカー付

BORDER GUARD®

■刃長：110mm

■刃長：89mm

NECK KNIFE

■刃長：85mm　■鋼材：7Cr17MoV　■柄材：ステンレス/パラコード巻き　
■フルタング　■ケース：強化ナイロン（ネックシース）

SW50BS 6,600円

SW50BT 6,600円



 (オンタリオ ナイフ カンパニー)　
Ontario Knife Company - The Knife You Need When You Need a Knife®
1889年創業のアメリカを代表する老舗ナイフメーカー。米軍へナイフを供給する信頼の
高品質ブランド。サバイバル系、ハンティング系、キャンピング系、デイリーユース系
など幅広いナイフを生産している。
固定刃(Fixed blade)はアメリカ製、折込式(Folding knife)は台湾製。

■刃長：8.6cm　■鋼材：420HCステンレススチール(52-55 HRC)　■刃厚：3.2mm　
■グラインド：フルフラットテイパー　■フルタング　■ナイフ重量：159g　■柄材：マイカルタ　
■ケース：レザー　■アメリカ製

ONT-8187 18,810円 HIKING KNIFE
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軽快性を重視した軽量モデル。
比較的薄めのフルタングブレード、軽くて
耐久性に非常に優れたマイカルタ材の
ハンドル。レザーケースに収めた重さが
約204gとベルトに装着しても軽快な行動を
妨げない。アウトドアライフの頼りになるナイフ。

ONT-8178 24,200円 ADK HIGH PEAKS HUNTER

やや幅が狭く先が尖った形状のハンティング
ナイフ。頑丈なフルタングのブレードに、軽くて
耐久性に非常に優れたマイカルタ材のハンドル。
機能性を重視したシンプルなデザインの頼りに
なるナイフ。

ONT-8188 25,520円 ADK KEENE VALLEY HUNTER

幅広なドロップポイントで、スライス、
スキニングなど汎用性の高いタイプ。
フルタングのブレードに、軽くて耐久性に
非常に優れたマイカルタ材のハンドル。
ハンティングの本場で多くのユーザーが
愛用する頼りになるナイフ。

ONT-8664 24,200円 TAK 2

ONT-7502 33,550円 BLACK BIRD　ML5

刃長12.7cmのドロップポイント。頑丈な
フルタングのブレードに、軽くて耐久性に
非常に優れたマイカルタ材のハンドル。
ブッシュクラフト、キャンプ、ハンティングなど
アウトドアでの様々なシーンで活用できる
頼りになる力強いナイフ。

■刃長：9.1cm　■鋼材：420HCステンレススチール(52-55 HRC)　■刃厚：4.8mm　
■グラインド：フルフラットテイパー　■フルタング　■ナイフ重量：249g　■柄材：マイカルタ　
■ケース：レザー　■アメリカ製

■刃長：9.4cm　■鋼材：420HCステンレススチール(52-56 HRC)　■刃厚：4.8mm　
■グラインド：フルフラットテイパー　■フルタング　■ナイフ重量：318g　■柄材：マイカルタ　
■ケース：レザー　■アメリカ製

■刃長：10.7cm　■鋼材：1075ハイカーボンスチール(57-58 HRC)　■刃厚：4.8mm　
■グラインド：フルフラットテイパー　■フルタング　■ナイフ重量：272g　■柄材：強化木　
■ケース：レザー　■アメリカ製

■刃長：12.7cm　■鋼材：420HCステンレススチール(58-60 HRC)　■刃厚：3.5mm　
■グラインド：フルフラットテイパー　■フルタング　■ナイフ重量：454g　■柄材：マイカルタ　
■ケース：レザー　■アメリカ製

ADIRONDACK SERIES

耐腐食性に優れたリン酸塩皮膜処理
（パーカライジング）により黒くコーティング
された鋭い切れ味のハイカーボンブレード。
厚みのある丈夫なフルタング構造。
温かみのあるハニーゴールド色の積層
強化木は愛着のあるナチュラルテイスト。
アウトドアライフの頼りになるナイフ。

広大で豊かな自然に恵まれたアメリカ・ニューヨーク州にあるアディロンダック山地。保養地として多くの人々に
親しまれるアディロンダックパークは、ハンティング、キャンプなどアウトドアを愛する人々の聖地。

（お願い）海外からの輸送中にパッケージ（箱）が損傷してしまったものがありますが、
本体には支障ありませんので、予めご了承ください。



28 Knife Selection Vol.13-2表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

パウダーコートされた腐食に強いハイカーボンスチール製のブレードは、しっかりとした厚みがありハードユースを前提としたフルタング構造。
軽くて耐久性に常に優れたマイカルタ材のハンドルはガッチリと握りやすい。モールに装着可能なナイロンケースは非常に機能的。

ONT-8696 18,920円 BUSHCRAFT FIELD KNIFE

ONT-8669 24,750円 RTAK-Ⅱ

ONT-8697 21,780円 BUSHCRAFT WOODSMAN

RAT SERIES （共通スペック）■鋼材：パウダーコーティッド1075ハイカーボンスチール(57-59 HRC)　■グラインド：フルフラットテイパー　
■フルタング　■柄材：マイカルタ　■ケース：ナイロン(モール装着可能)　■アメリカ製

ONT-8668 22,770円 RAT-7

ONT-8667 21,780円 RAT-5

ONT-8671 19,910円 TAK-1

ONT-8665 17,930円 RAT-3

BUSHCRAFT SERIES （共通スペック）■鋼材：420HCハイカーボンステンレススチール(53-55 HRC)　■グラインド：フルフラットテイパー　
■フルタング　■柄材：強化木　■ケース：ナイロン　■アメリカ製

■刃長：12.7cm　■刃厚：3.2mm　■ナイフ重量：272g

このナイフは入荷待ちです。（納期未定）　　
大変人気のナイフで、ご注文を頂いた方から
入荷次第順に販売させていただきます。

■刃長：26cm　■刃厚：4.8mm　■ナイフ重量：953g

■刃長：18.3cm　■刃厚：4.8mm　■ナイフ重量：544g

■刃長：12.7cm　■刃厚：4.8mm　■ナイフ重量：522g

■刃長：11.4cm　■刃厚：4.8mm　■ナイフ重量：476g

■刃長：11.4cm　■刃厚：3.2mm　■ナイフ重量：272g

■刃長：24.1cm　■刃厚：5.6mm　■ナイフ重量：530g厚さ5.6mm、刃長24cmで幅広(46mm)の大型ナイフ。
丈夫なフルタング構造で、大きなパワーが魅力。
ナチュラルテイストの積層強化木は美しい木目調。

人気のブッシュクラフトシリーズ。しっかりとした厚みでフルフラットグラインドのブレードは、やや硬度を抑えて刃こぼれがしににくくしてあります。
フルタング構造で丈夫な積層強化木のハンドル。ケースはおしゃれ感に満ちたカーキ色（ベージュ）。



■■刃長：刃長：10.2cm10.2cm　　■ナイフ重量：■ナイフ重量：272g272g

29 Knife Selection Vol.13-2表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

ONT-8860 8,800円 RAT® II SP - Black Handle

ONT-9715 11,000円 HP DROP POINT

ONT-8861 9,130円 RAT® II BP - Black Handle

Ontario社はシースナイフ（固定刃）はアメリカ製ですが、このシリーズは台湾製。機能的で精巧なつくり、ちょうどいいサイズ、
シンプルなデザインで人気が高いフォールディングナイフです。

■■刃長：刃長：10.2cm10.2cm　　■ナイフ重量：■ナイフ重量：318g318g

HUNT PLUS SERIES （共通スペック）■鋼材：420ハイカーボンステンレススチール(55-57 HRC)　■柄材：合成ラバー　■ケース：ナイロン　
　　　　　　　　　■アメリカ製

ONT-9716 10,340円 HP SKINNER KNIFE

■■刃長：刃長：10.2cm10.2cm　　■ナイフ重量：■ナイフ重量：340g340g

ONT-9717 8,470円 Hunt Plus® Camp Knife

■■刃長：刃長：15.2cm15.2cm　　■ナイフ重量：■ナイフ重量：363g363g

ONT-9718 8,030円 Hunt Plus® Caper

ONT-9720 7,810円 Hunt Plus® Recurve

■■刃長：刃長：11.2mm11.2mm　■ナイフ重量：　■ナイフ重量：201g201g

 RAT® folder SERIES （共通スペック）■鋼材：AUS-8ハイカーボンステンレススチール(55-56 HRC)　■グラインド：フルフラットテイパー　
■ライナーロック　■柄材：ナイロン　■クリップ付き　■台湾製

■■刃長：刃長：7.6cm7.6cm　　■刃厚：■刃厚：2.4mm2.4mm　■ナイフ重量：　■ナイフ重量：68g68g

■■刃長：刃長：7.6cm7.6cm　　■刃厚：■刃厚：2.4mm2.4mm　■ナイフ重量：　■ナイフ重量：6868ｇｇ

ブレードがハンドルにインサート成形（一体成形）され、ハンティングやキャンプでのハードユースに対応した機能的で頑丈な構造。
合成ラバー製のハンドルは手にしっくり馴染み握りやすいくガンガン使えます。



30 Knife Selection Vol.13-2表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

ONT-8683 15,290円 SPEC PLUS SP8 SURVIVAL MACHETE

ONT-9712 9,240円 SPEC PLUS ALPHA MACHETE

頑丈なフルタングのブレード。耐久性に非常に優れた
マイカルタ材のハンドルは握りやすく、ガンガン叩き切る
ことができる。本革製のブレードカバーがしっかりとブレード
を保護してくれます。

■全長：30cm　■刃長：7.4cm　■本体重量：771g　
■鋼材：1075ハイカーボンスチール(50-55 HRC)　■柄材：マイカルタ　
■ケース：レザー　■フルタング

ONT-4230 18,810円 CAMP PLUS HATCHET

■全長：33.2cm　■刃長：13.1cm　■刃厚：6.4mm　■本体重量：1043g　
■鋼材：パウダーコーティッド1095ハイカーボンスチール(57-59 HRC)　■柄材：Kraton®ポリマー　
■ケース：ナイロン　■インサート成形

ONT-8687 17,930円 SP16 SPAX Knife

■全長：38.5cm　■刃長：25.5cm（幅：48mm）　■刃厚：6.4mm　■本体重量：953g　
■鋼材：パウダーコーティッド1095ハイカーボンスチール(57-59 HRC)　
■柄材：Kraton®ポリマー　■ケース：ナイロン　■フルタング

■全長：31.0cm　■刃長：17.8cm（幅：33mm）　■刃厚：6.4mm　■本体重量：408g　
■鋼材：パウダーコーティッド1075ハイカーボンスチール(57-59 HRC)　
■柄材：合成ラバー　■ケース：ナイロン　■フルスケレタルタング

ブレードがハンドルにインサート成形され、非常に頑丈な構造。
特徴的な形状のブレードは大きなパワーを生み出し、
様々な作業に便利に使えるツールです。

ブレードがハンドルにインサート成形され、非常に頑丈な構造。日本でいう両刃の角鉈的な形状で、
背は粗いノコギリ状になっていてゴキゴキ削るなどができます。

ブレードがハンドルにインサート成形され、非常に頑丈な構造。バトニングに最適なサイズ感。

【スパイク】勝ち割り、穴開けなど

【レンチ】バルブの開栓など

【斧】巻き割りはもちろん、適度に
カーブしたブレードがチョッピングに最適



 (シュレイド)
アメリカで1892年にGeorge Schradeがpress button switchbladeの特許を
取得して創業。時代は産業革命、世界恐慌、二度にわたる世界大戦など
激動の時代を乗り越えて今に至るブランド。使いやすい機能的なデザインで
サバイバル系、ハンティング系、キャンピング系、ツール系など比較的
安くて高品質なナイフを提供している。
生産の拠点を中国、台湾にすることでコストダウンに成功している。

■刃長：12.8cm　■本体重量：380ｇ　■鋼材：8Cr13MoVパウダーコーティッドハイカーボンステンレススチール　
■柄材：マイカルタ　■ナイロンケース　■砥板&ファイアースターター付属　■フルタングSCHF36M 13,750円

31 Knife Selection Vol.13-2表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

■刃長：17.8cm　■本体重量：450g　■鋼材：8Cr13MoVパウダーコーティッドハイカーボンステンレススチール　
■柄材：マイカルタ　■ナイロンケース　■砥板&ファイアースターター付属　■フルタングSCHF37M 14,630円

SCHF51M 13,640円

■刃長：17.9cm　■本体重量：493g　■鋼材：1095ハイカーボンスチール　
■柄材：マイカルタ　■ナイロンケース　■砥板&ファイアースターター付属　■フルタングSCHF52M 14,850円

■刃長：11.1cm　■本体重量：264g　■鋼材：1095ハイカーボンスチール　
■柄材：マイカルタ　■サーモプラスチック製ケース　■ファイアースターター付属　■フルタングSCHF56LM 10,450円

■刃長：10.5cm　■本体重量：196g　■鋼材：8Cr13MoVハイカーボンステンレススチール　
■柄材：マイカルタ　■ナイロンケース　■フルタング　SCHF61CP 9,130円

■砥板：10×4×cm
■ファイアースターター：全長10cm

■刃長：12.8cm　■本体重量：414ｇ　■鋼材：1095ハイカーボンスチール　
■柄材：マイカルタ　■ナイロンケース　■砥板&ファイアースターター付属　■フルタング

（お願い）海外からの輸送中にパッケージ（箱）が損傷してしまったものがありますが、
本体には支障ありませんので、予めご了承ください。



■刃長：12.8cm　■本体重量：349ｇ　■鋼材：パウダーコーティッド1095ハイカーボンスチール　
■柄材：TPE（エラストマー）　■ポリエステルベルトケース付属　■砥板&ファイアースターター付属　■フルタングSCHF36 8,470円

32 Knife Selection Vol.13-2表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

■刃長：17.8cm　■本体重量：411g　■鋼材：パウダーコーティッド1095ハイカーボンスチール　
■柄材：TPE（エラストマー）　■ポリエステルベルトケース付属　■砥板&ファイアースターター付属　■フルタングSCHF37 9,680円

■刃長：12.8cm　■本体重量：383ｇ　■鋼材：1095ハイカーボンスチール　
■柄材：TPE（エラストマー）　■ポリエステルベルトケース付属　■砥板&ファイアースターター付属　■フルタングSCHF51 10,340円

■刃長：17.8cm　■本体重量：454g　■鋼材：1095ハイカーボンスチール　
■柄材：TPE（エラストマー）　■ポリエステルベルトケース付属　■砥板&ファイアースターター付属　■フルタングSCHF52 11,660円

■刃長：11.1cm　■本体重量：238g　■鋼材：1095ハイカーボンスチール　
■柄材：TPE（エラストマー）　■ポリエステルベルトケース付属　■ファイアースターター付属　■フルタングSCHF56L 8,470円

SCHF38 9,680円

■刃長：16.3cm　■本体重量：445ｇ　■鋼材：1095ハイカーボンスチール　
■柄材：TPE（エラストマー）　■ナイロンケース付属　■フルタングSCHF9 12,980円

■刃長：14.7cm　■本体重量：380g　■鋼材：パウダーコーティッド1095ハイカーボンスチール　
■柄材：TPE（エラストマー）　■ポリエステルベルトケース付属　■砥板&ファイアースターター付属　■フルタング



SCHF13SM 4,400円

33 Knife Selection Vol.13-2表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

■刃長：13.7cm　■本体重量：386g　■鋼材：8Cr13MoVハイカーボンステンレススチール　
■柄材：TPE（エラストマー）　■ポリエステルベルトケース付属　■フルタングSCHF26 10,340円

■刃長：11.4cm　■本体重量：215g　■鋼材：8Cr13MoVハイカーボンステンレススチール　
■柄材：TPE（エラストマー）　■サーモプラスチック製ケース付属　■フルタングSCHF31 7,260円

SCHF31S 7,260円

SCHF59 9,350円

■刃長：9.4cm　■本体重量：210ｇ　■鋼材：8CrMoVハイカーボンステンレススチール（ストーンウォッシュ仕上げ）　
■柄材：G-10　■カイデックスケース付属　■フルタングSCHF13 10,340円

■刃長：5.2cm　■本体重量：40ｇ　■鋼材：8CrMoVハイカーボンステンレススチール（ストーンウォッシュ仕上げ）　
■柄材：G-10　■カイデックスケース付属　■フルタング

SCHF27 9,020円
■刃長：16.7cm　■本体重量：281g　■鋼材：8Cr13MoVチタンコーティッドハイカーボンステンレススチール　
■柄材：TPE（エラストマー）　■グラスファイバーナイロンケース付属　■プライツール付属■フルタング

■刃長：11.4cm　■本体重量：215g　■鋼材：8Cr13MoVハイカーボンステンレススチール　
■柄材：TPE（エラストマー）　■サーモプラスチック製ケース付属　■フルタング

■刃長：9.7cm　■本体重量：176g　■鋼材：65MNハイカーボンスチール　
■柄材：G10　■サーモプラスチック製ケース付属　■ファイアースターター付属　■フルタング

■プライツール：11.4cm
　　　(柄尻に収納)



34 Knife Selection Vol.13-2表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

■全長：30.0cm
■刃長：9.6cm　
■本体重量：635g　
■鋼材：チタンコーティッドステンレススチール　
■柄材：強化プラスチック/ラバー　
■プラスチックケース付属　
■ファイアースターター付属

SCAXE2 11,000円

SCHFS1 ファイアースターター

■全長：10cm　■本体重量：35g　
■ロッド：フェロセリウム　■柄材：プラスチック

■全長：39.9cm
■刃長：10.6cm　
■本体重量：879g　
■鋼材：チタンコーティッドステンレススチール　
■柄材：強化プラスチック/ラバー　
■ポリエステル製ケース付属　
■ファイアースターター・丸型砥石付属

SCAXE2L 12,210円
ここにファイアースターターが
収納されています。

ファイヤースターターとは、「ロッド」と呼ばれる金属製の棒と、
ストライカーと呼ばれる火打ち石の役割をする金属製の道具が
セットになったアイテムです。（別名メタルマッチ）
ストライカーでロッドを削り、金属の粉を火種となる紙や木くずの
上にかけておき、その後ストライカーでロッドを勢いよく擦って
火花を散らして着火させます。湿気や雨などに強く、濡れても
しっかりと拭き取ればすぐに使用できます。ナイフの背などを
ストライカーとして使ってロッドを削ることもよくあります。
このファイアースターターはフェロセリウム製のロッドです。発火点は
約150～180℃で比較的容易に発火します。参考までに、
マグネシウム製のものは発火点が約473℃ですので、
フェロセリウム製のものと比較すると着火しにくいとされています。

【ロッド】

【ストライカープレート】

1,320円

ハンマーとして
使えます。

【コールドレジスタント】
寒冷地での使用でも握りやすい
感触のハンドル材です。

4.2261 アウトドアマスターL 27,500円

■刃長：100mm　■鋼材：ステンレス鋼　■柄材：マイカルタ　■スカンジグラインド
■フルタング　■カイデックスシース　■ファイアースターター付属

スイス・ヴィクトリノックス社のキャンプナイフ。
ブッシュクラフトに頼もしい１本。



35 Knife Selection Vol.13-2表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

OD-10 OD-30OD-15
OR-10 -OR-15
BK-10 BK-30BK-15
TN-10 TN-15
GY-10 GY-15

1,980円1,210円880円

30m15m10m

定　価

色\長さ

R&W ROPE社は、アメリカで1985年創業のロープの総合商社で、ミルスペックの軍用ロープを
はじめ、様々なフィールドで使用されるロープを多種多様に供給している。その品質と実用性は
高い評価を受け、過酷な環境下でのハードユースに耐えうるハイスペックな信頼あるロープ
ブランドです。頑強なものづくり、誇り高きアメリカ製です。

ここでは「パラコード550」シリーズを紹介します。
耐荷重250kg、直径わずか4mm、防カビ、防腐、米国政府公認のハイスペックなパラコード。
キャンプ、ハンティングなどアウトドアで大活躍の丈夫で軽量、おしゃれなロープです。

50ft (約15m)色\長さ

RW2R RW3R RW12R

RW17R RW24R RW28R

RW35 RW106 RW117

RW138 RW148 RW196

RW3-1000

RW10-1000
RW9-1000

18,700円

1000ft ※

RW2-1000
RW24-1000

-
-

オリーブドラブ (OD)
ネオンオレンジ (OR)

ブラック (BK)
タン (TN)

チャコールグレー (GY)
 ※1000ft= 約304m (1巻)

オリーブドラブ (OD) ネオンオレンジ (OR)ブラック (BK) タン (TN) チャコールグレー (GY)

RW2R-50ブラックR
100ft (約30m)

RW2R-100
RW3R-50オリーブドラブR RW3R-100

RW12R-50ロイヤルブルーR RW12R-100
RW17R-50ネオンイエローR RW17R-100
RW24R-50ネオンオレンジR RW24R-100
RW28R-50インペリアルレッドR RW28R-100

4,950円2,530円

色名\長さ

フレンチカラー

ベイビーシャワー

ロックスター

スターリーナイト

Rカモ

デジタルデザートカモ

50ft (約15m)
RW35-50

RW106-50
RW117-50
RW138-50
RW148-50
RW196-50

1,210円

「パラコード550シリーズ」のハイスペックはそのままに、
光を反射する素材「リフレクティブ フレック」を編み
込んだシリーズ。
暗闇でライトを照らすとリフレクティブフレックが反射し、
どこにロープを張ったかを視認することができます。
シンプルな色使いでもキラリと光る一味違う
パラコードです。

ブラックR オリーブドラブR ロイヤルブルーR

ネオンイエローR ネオンオレンジR インペリアルレッドR

フレンチカラー ベイビーシャワー ロックスター

スターリーナイト Rカモ デジタルデザートカモ

遊び心を刺激するカラフルなパラコード。
R&W ROPE社が誇る多種多様なカラーデザイン
の中から、ごく一部をチョイスしました。

スタンダードな単色のパラコード。
当店が長年販売してきた商品です。

商品入れ替えのため、10m・15m・30mの各色は在庫が
なくなり次第、一旦終了となります。（価格を下げました。）

定価

定価

Reflective Fleck



(弾2種・替えゴム付属)

MS-21

30303030 レーザーホーク 2,640円

(MS-1)

30403040 ホールディング 3,300円 30553055 4,290円

(MS-2)
レーザーホーク ホールディング

3060LF3060LF レーザーホーク アジャスタブル 5,280円

(MS-9)

31003100 1/4” スチールショット

1,320円

31383138
1,320円

(MS-5)

(MS-6)
3/8” スチールショット

33303330 替えゴム

1,320円

33553355
1,980円

(MS-7)

(MS-8)
レーザーホーク 替えゴム

(6mm弾×250個)

(9.5mm弾×75個)

MS-21MS-21 国産スチール弾国産スチール弾5.5mm×3005.5mm×300発発

各1,100円

4530345303
792円

金属標的「達人くん」MS-22MS-22 国産スチール弾国産スチール弾9.5mm×1009.5mm×100発発

MS-22

6枚入り
サイズ：60×42×25mm　　
重量：20g/枚
日本製

3060K3060K レーザーホーク キット 7,370円

1604316043 コブラ 7,810円 1700517005 ディアブロ Ⅱ 10,890円 1701817018 ブラック ウィドウ 4,180円

1600016000 替えゴム スーパー 2,200円 1604516045 替えゴム スタンダード 1,650円

BARNETT　バーネット
１９５８年創業のイギリスのブランド。主にハンター用の本格的クロスボーを生産する老舗。
同社の製造するスリングショット(パチンコ)もハンティング用で、そのパワーと正確な的中率はまさに本物。（原産国：中国）

MARKSMAN　マークスマン
射的やハンティング（狩猟）の本場アメリカで、主にエアーガン・ライフルをプロデュースする老舗ブランド。
同社のスリングショット(パチンコ)も愛用者が多く、そのパワーは本格的。（原産国：中国）
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(MS-3)

(MS-4)

30273027 クラシック 2,750円

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

※メーカーによる仕様変更で、ゴムバンドの
色がグレーに変更になっております。
実際の商品と画像の色が異なりますので
ご了承ください。

※

※

※



KB-401

大切な刃物のお手入れ
に最適。メッキ・金属・
アルミ部分のサビ取り。
やわらかい布に付けて
擦るだけ。

サビ取り、塗装落とし、
汚れ落としなど、消し
ゴムのように擦って
きれいにします。

(65×40×9mm)

椿油一筋、大正12年創業の黒ばら本舗　「刃物椿」
刃物のお手入れと保存から工具、精密機器の潤滑、さび止めに。
無臭の不乾性油なので、包丁など調理器具のお手入れ、保管にも。
SN-1はプッシュ式のスプレータイプ。無駄なくピンポイントで塗布。

SN-1

サビトール中目サビトール中目5150851508 880円

KB-403KB-403 990円

ラストクリーンラストクリーン(140g)(140g)KB-402KB-402 1,210円刃物椿　小刃物椿　小(100ml)(100ml)KB-401KB-401     880円

刃物椿　大刃物椿　大(245ml)(245ml)SN-1SN-1 1,320円

サイズ：210×70×20mm

ハンター砥石

柔らかくて丈夫な布。
刃物のお手入れに最適。
洗って繰り返し使用可。
(260×180mm)
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関兼常　極上砥石　シリーズ

(サイズ : 210×70×20mm)

天然砥石のような上質な研ぎ味

人造砥石の限界を超え、上質な天然砥石のような滑らかな研ぎ味を実現しました。
高硬度の鋼の刃物でもより素早く刃研ぎできます。目詰まり、目つぶれがない高い
研削力で効率よく研げ、刃付けのよさは抜群です。研ぎ比べれば違いは明らか。
光沢のある美しい仕上がりをご堪能下さい。

7,700円 10,340円 13,200円

KC-656  荒砥 (  粒度 #220) KC-657   中砥 (  粒度 #1000) KC-658  仕上砥 (  粒度 #3000)

(中国製)

本体サイズ : 288 × 76 × 36 mm
材質 : 
TPR (サーモプラスチックラバー), 
PP, ステンレス

・幅が広く分厚いラバーが砥石をしっかりと安定させます。
・様々な砥石のサイズに合わせて調節が可能。
　(長さ:136~218mm, 幅:最大76mm, 厚さ:5mm以上)

(砥石は付属しておりません。)

(ナニワ研磨工業)砥石サイズ：170×53×25mm

両面セラミック砥石

QA-0124QA-0124 4,070円QA-0123QA-0123 3,410円

QA-0252QA-0252 10,780円QA-0251QA-0251 中砥#1000

高硬度のステンレス製ナイフも素早く研げる良質な人造砥石。
なめらかな研ぎ心地で求める切れ味を実現します。
もちろん包丁もよく研げます。

少量の水をかけてすぐに研げます。
（水に長時間浸さないで下さい。）

IO-1122IO-1122 2,860円

面直し砥石は、砥石を平らに修正するための砥石です。
刃物を研ぎ続けていると、砥石は徐々に片減りし平らで
なくなってきます。砥石は平面でないとしっかりとは研げ
ないので、定期的なメンテナンスをお勧めします。

8,580円 仕上砥#3000

中砥中砥#1000/#1000/仕上砥仕上砥#3000#3000荒砥荒砥#120/#120/中砥中砥#1000#1000

バーディーセーム（大）バーディーセーム（大）

サイズ：170×55×30mm

面直し砥石　#60

少量の水をかけてすぐに研げます。
（水に長時間浸さないで下さい。）

使用する前にはあらかじめ10分程度
水に浸してから使用してください。

2種の粒度の砥石が両面コンビになった便利な砥石。
ご家庭に一つあれば大変重宝します。
（この砥石でHRC硬度が60を超えるような高硬度の刃物を
研ぐのは困難です。）

(日本製でしたがベトナム製に変わりました)

A-902A-902 3,740円砥石ホルダー

(日本製)

(日本製)

(日本製)

(日本製)

(日本製)

(日本製)

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）



ナイフのマルチシャープナー
コンパクトなボディに4種のシャープナーが
内蔵され、直刃はもちろん波刃(セレーション
エッジ)、ガットフックも研げる便利なマルチ
シャープナー。
■サイズ：約91×27×21mm, 115g

波刃(一部の変形を除く)、
直刃、直・波コンビ、
いずれのタイプにも使用
可能で、ナイフのみならず、
釣り針、ハサミ、ドライ
バー、彫刻刀、爪切りなど
様々なものに対応できる
万能シャープナーです。
コンパクトに収納もでき、
大変便利で重宝する
シャープナーです。 
説明DVDが付属(英語)。

204MF204MF

ナイフを固定するクランプと砥石
ガイド棒によって30、25、20、17度
それぞれ適当な砥ぎ角度を選ぶこと
ができ、初心者でも安全に容易に
上手に刃研ぎができます。極荒砥
から仕上砥まで5種の砥石とホー
ニングオイルが付属のデラックスな
キットです。

(LOL01)

(ホーニングオイル)
水砥石以外での
刃研ぎの際に使用
するとよいオイル。

ホーニングオイルホーニングオイル(120ml)(120ml)

SM-25SM-25 1,100円

13,200円

■付属砥石:
　LS70(極荒砥)
　LS120(荒砥)
　LS280(中砥)
　LS600(中仕上砥、調整用)、
　LS1000(仕上砥)
■ケースサイズ:110×220×40mm
■重量:550g(ケースを含む)

LKCLXLKCLX 11,000円

ランスキー デラックス ５ストーン システムランスキー デラックス ５ストーン システム  

スパイダルコスパイダルコ
トライアングル トライアングル 
シャープメーカー シャープメーカー 

ランスキー クワッドシャープランスキー クワッドシャープ

QSHARPQSHARP 4,950円

用途に合わせて4種の角度に簡単に
研ぎ分けられるナイフシャープナー。
17、20、25、30度の4種。初心者でも
安全に容易に上手に刃研ぎができます。
コンパクトで携帯に便利。

ランスキー ダイヤモンドポケットストーンランスキー ダイヤモンドポケットストーン

LDPSTLDPST 3,300円

コンパクトで携帯に便利な
両面ダイヤモンド砥石。
ナイフはもちろん釣り針も
研げる。信頼のアメリカ製。

サイズ：110×35mm

砥石サイズ：25×76mm

PS-MED01PS-MED01 3,630円ランスキー ファーストエイドランスキー ファーストエイド

バック ダイヤモンドポケットシャープナーバック ダイヤモンドポケットシャープナー

9707097070 2,860円

全長：132mm(収納時)

携帯に便利なペンタイプのダイヤモンド
シャープナー。用途に応じて差し替え、
直刃、波刃、釣り針も研げる。

ダイヤモンドシャープナー ダイヤモンドシャープナー SS
((スパイダルコ セレーションスパイダルコ セレーション))

2,002円

全長：90mm

携帯に便利な革ケース入り
ダイヤモンドシャープナー。
セレーション(波刃)の
刃研ぎ用。日本製

ランスキー トリストーン ベンチストーンランスキー トリストーン ベンチストーンBS-TR100BS-TR100 18,700円

■付属砥石:
　ダイヤモンド：#120 荒砥
　アルミナ：#280 中砥
　セラミック：#1000 仕上砥
■砥石サイズ：51×152mm

3種の砥石が一台にコンパクトに収まり、容易にチェンジできる。
底面はしっかり安定するラバー仕様。ナイフの刃付けにこだわる
ユーザーの要望に応えます。信頼のアメリカ製。

（収納時サイズ：約195×75×30mm）

ランスキー スーパーシークランプランスキー スーパーシークランプ

LM010LM010 5,500円

ランスキーユニバーサルマウントランスキーユニバーサルマウント

LM009LM009 3,300円

ランスキーペデスタルマウントランスキーペデスタルマウント

LM007LM007 1,320円左のLKCLXを使ってより快適に
シャープニングをするための
別売りクランプマウント。

強化プラスティック製
直径102×H98mm

軽量アルミ製
W80×D80×H90mm

軽量アルミ製
全長190×横87×厚さ23mm
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AL-60AL-60

4,180円GL017GL017
ダイヤモンドポール砥石ダイヤモンドポール砥石

1,650円GLT101GLT101
ダイヤモンド両面ハンディシャープナーダイヤモンド両面ハンディシャープナー

3,850円GL014GL014
ダイヤモンド刃物用シャープナー（台付）ダイヤモンド刃物用シャープナー（台付）

303F303F 5,280円

スパイダルコ　ポケットストーン（仕上）スパイダルコ　ポケットストーン（仕上）

安定した台が付いて使いやすい
#800のダイヤモンドシャープナー。

材質：工業用ダイヤモンド付スチール
　　　ABS樹脂・ゴム系樹脂
本体サイズ：225×75×25mm
重量：450g　（中国製）

軽量で使いやすいハンディ
シャープナー。#600（荒目）と
#1200（仕上目）の両面。

材質：工業用ダイヤモンド付スチール
　　　ABS樹脂
全長：205×20mm
重量：50g　（中国製）

長い刃渡りの刃物でも
研げる長い棒

#800（荒目）
材質：工業用ダイヤモンド付
　　　スチール
　　　ABS樹脂
全長：385mm　
砥部：250mm
重量：250g　（中国製）

水も油もなしでそのまま研げる
高性能セラミックシャープナー。
専用革ケース付。アメリカ製
砥石サイズ：126×26×3mm

(アメリカ製)
(アメリカ製)

(アメリカ製)

(中国製)

(アメリカ製)

(アメリカ製)

(アメリカ製)

(中国製)

(中国製)

(中国製)

(中国製)

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）
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刃渡　：　70mm
全長　：　180㎜×20㎜×10㎜
重量　：　約128g

日本刀を愛する関の刃物メーカーが作り上げた日本刀を愛する関の刃物メーカーが作り上げた
極上のペーパーナイフ極上のペーパーナイフ

ずっしりとした鉄の重みと手触りが、ずっしりとした鉄の重みと手触りが、
只者ならぬ存在感を醸し出す。只者ならぬ存在感を醸し出す。
鉄素材の特徴である錆びが、鉄素材の特徴である錆びが、
無機質な鉄の表情に経年変化として表れ、無機質な鉄の表情に経年変化として表れ、
時の積み重なりを感じながら愛着が一層増していく。時の積み重なりを感じながら愛着が一層増していく。

関市の職人が一つ一つ手作業で仕上げた逸品。関市の職人が一つ一つ手作業で仕上げた逸品。
滑らかな切れ味はもちろんのこと、滑らかな切れ味はもちろんのこと、
卓上に置けばその際立った存在感は卓上に置けばその際立った存在感は
造形美にあふれたオブジェのようです。造形美にあふれたオブジェのようです。

TPK-180TPK-180 長谷川刃物　ペーパーナイフ 41,800円

■ 全長：190mm　
■ 刃長：110mm
■ 鋼材：VG-10 ニッケルダマスカス101層

ATHRO (アスロ)

KD-101

KD-102

●持ちやすい柄の両面爪ヤスリが
付属。中目と仕上のと2種類の
ヤスリで爪を研ぎ磨くことができる。

●贈り物としても気品のある
化粧箱入り。

関兼常　ニッパー爪切　Pro-LKD-101 ¥8,800

鋭い切れ味は、手・足問わず、ぶ厚く
硬い爪でも楽々カットできます。
Pro-Lの刃の傾斜（角度）は、特に
足の巻き爪をカットする時などに
適しています。

関兼常　ニッパー爪切　Pro-SKD-102

緩やかなカーブで比較的長い刃は、
薄くて割れやすいデリケートな爪や、
赤ちゃんの小さくてやわらかい爪を切る
ような細かい作業に適しています。
またネイルチップ（付け爪）などの処理
にも最適。

●切った爪の飛び散り防止カバー付き。
●脱着可能なマグネット付きでしっかり取り付けできる。

AT-01 ATHRO 101層ダマスカス レターオープナー
9,900円

国産ソムリエナイフのブランドとして有名なATHRO。
高級なステンレス刃物鋼VG-10を芯材とした
101層ダマスカス鋼の幻想的な波紋。
さり気なくデスクに置くだけで高級感を演出します。

¥8,800

■本体：ハイカーボンステンレス鋼
　　　　　　(SUS440C)
■カバー：プラスチック、マグネット
■ヤスリ：ステンレス鋼

日本製日本製

日本製日本製

日本製日本製

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）
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BBQ-SET 本格BBQコンロ

【サイズ】
750×330×400mm（使用時）
420×100×400mm（収納時）

【重量】
7.7kg　（オプション焼板付：9.5kg）

【原材料】
本体：18-0ステンレス(SUS430)
焼網：18-8ステンレス(SUS304)

●オールステンレス製
　全てのバーツがステンレス製。錆びに強く、お手入れが楽にできます。
　刃物メーカーならではの金属加工技術が生かされています。
　もちろん日本製。
●焼網は線径2mmで太くて丈夫なステンレス製。
●サイドプレートを装着すれば、調理器具や調味料を置くことができます。
●オープンウインド設計で炭の補充が横から楽々にできます。
●2段階対応で焼き位置を切り替えでき、加熱の調節ができます。
●炭乗せ皿は、空気の通りをよくするために穴が18個あり、よく燃焼します。
●炭から落ちる灰は灰受け皿がカバー。後片付けと環境にも配慮。
●コンパクトに折り畳む事が出来て持ち運びにも便利です。

【オプション】

ハンマーとして
使えます。

「刃物のまち」岐阜県関市の刃物メーカーが作った

BBQ-P 専用焼板 8,250円

30,800円

■サイズ：300×400mm　■重量：1.8kg　■厚さ：2mm　
■原材料：18-0ステンレス(SUS430)

専用焼板は板厚2mmのステンレス製。過熱による変形も
少なく、淵の傾斜もちょうどよくて使いやすい焼板です。

【収納時のイメージ】

楽しいBBQをハイスペックなコンロで満喫！

BBQ-G 専用焼網 7,150円
【単品】　専用焼網の買い換えや、もう一枚替え網がほしい方



 (フェニックス)　2001年に創立。懐中電灯、ヘッドライト、自転車用ライト、キャンプ用
ランタンなど携帯用照明器具の研究開発、製造で躍進的な進歩を成し遂げ、今や100か国
以上の国で販売され数千万人のユーザーをもつ世界的トップブランド。アウトドア、
スポーツ、工場・産業、公的機関、軍事組織でも採用される卓越した性能と品質、そして
優れたコストパフォーマンスが魅力。ここではそのごく一部の商品を紹介しております。
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E03R 3,960円

E　シリーズ

■最大光束：260ルーメン
■最大照射距離：42m
■最長点灯時間：18時間
■リチウムポリマー電池200mAh内蔵
　付属のUSBケーブルで直接充電
■全長47×24×12mm
■本体重量：22 g E09R 5,940円

E18R 4,400円 E20 V2.0 5,940円E18R 9,020円

LD05 V2.0 6,600円

HM23 5,720円

LD30 12,980円

HM61R 13,860円

LD　シリーズ

HM　シリーズ

260 ルーメン

重さ約22gの金属製調小型キーライト。
毎日携帯する（EDC）のに便利で
信頼できる充電式ライト。

■最大光束：600ルーメン
■最大照射距離：124m
■最長点灯時間：70時間
■リチウムポリマー電池800mAh内蔵
　付属のUSBケーブルで直接充電
■全長79×19×18mm
■本体重量：45 g

600 ルーメン

コンパクトなボディで600ルーメン
の明るさ。EDCに最適な高性能ライト。

■最大光束：750ルーメン
■最大照射距離：136m
■最長点灯時間：70時間
■リチウムイオン充電池16340×1本（付属）
付属のマグネット式ケーブルで直接充電　
or/CR123A×2本（付属なし）
■全長60×21×20mm
■本体重量：33 g

750 ルーメン

マグネット式充電端子とバッテリー
インジケーターを搭載。特許取得の
光学レンズを使用。テール部には
マグネットを内蔵。

■最大光束：350ルーメン
■最大照射距離：126m
■最長点灯時間：200時間
■単三型電池（AA）×2本（付属）
■全長127×21×17mm
■本体重量：42 g

350 ルーメン

握りやすい手ごろなサイズ。片手
操作が可能なテールスイッチを採用。
単3形電池2本使用。

■最大光束：100ルーメン
■最大照射距離：54m
■最長点灯時間：70時間
■単4形電池（AAA）×2本（付属）
■全長135×14×14mm
■本体重量：30 g

100 ルーメン

医療用に使用されるウォームホワイト
LEDと特徴検査用のUVライトの2種類
の光源を備えたペンライト。

■最大光束：1600ルーメン
■最大照射距離：205m
■最長点灯時間：70時間
■リチウムイオン充電池18650×1本（付属）
　付属のUSBケーブルを電池に挿して充電
　or/CR123A×2本（付属なし）
■全長109×26×22mm
■本体重量：59 g

1600 ルーメン

タクティカルテールスイッチで、
5段階の調光機能を搭載。アルミ
製のボディ。低温環境での使用を
想定してCR123Aにも対応している。
テールにマグネット内蔵。

■最大光束：240ルーメン
■最大照射距離：63m
■最長点灯時間：100時間
■単3形電池（AA）×1本（付属）
■全長70×40×32mm
■本体重量：61 g

240 ルーメン

小型・超軽量ヘッドライト。
3段階の調光機能を搭載。スイッチ
1つで簡単かつ素早く操作可能。

■最大光束：1200ルーメン
■最大照射距離：145m
■最長点灯時間：300時間
■リチウムイオン充電池
　18650×1本（付属）
付属のマグネット式充電端子で
直接充電
　or/CR123A×2本（付属なし）
■全長101×46×36mm
■本体重量：100 g

1200 ルーメン

多機能ヘッドライト。ベルトから
外せばチェストランプにも。赤白2色
LED搭載。操作しやすい大型サイド
スイッチ。
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PD32 V2.0 9,680円

PD　シリーズ

TK　シリーズ
PD36 TAC 16,280円

PD40R V2.0 19,580円 TK16 V2.0 16,280円

SD20 17,820円
BC30R 2017

21,120円

CL23-GR
6,380円

CL26R-BK
9,900円

■最大光束：1200ルーメン
■最大照射距離：395m
■最長点灯時間：82時間
■リチウムイオン充電池18650×1本
　　　　　　　　　　　　　　　　（付属なし）
　or/CR123A×2本（付属なし）
■全長129×25×24mm
■本体重量：82 g

1200 ルーメン

マルチファンクションテールスイッチ
で片手で簡単操作。即時点灯、インス
タントストロボ機能搭載。
ハイパフォーマンスの万能ライト。

■最大光束：3000ルーメン
■最大照射距離：274m
■最長点灯間：160時間
■リチウムイオン充電池21700×1本（付属）
　付属のUSBケーブルを電池に挿して充電
　■全長140×27×26mm
■本体重量：92 g

3000 ルーメン

タクティカルフラッシュライトの
最高傑作。モードセレクタ内蔵型
テールスイッチを搭載。
警備や法執行活動などのプロ
フェッショナル用途に最適な
ツール。

■最大光束：3000ルーメン
■最大照射距離：405m
■最長点灯時間：88時間
■リチウムイオン充電池21700×1本（付属）
付属のUSBケーブルを直接本体に繋いで充電
■全長138×33×26mm
■本体重量：117 g

3000 ルーメン

機械式ロータリースイッチを
搭載し、正確な出力切り替えを
実現。本体に防水仕様の充電
端子を装備。バッテリー残量
インジケーターおよび低電圧
警告機能を搭載。

■最大光束：3000ルーメン
■最大照射距離：380m
■最長点灯時間：43時間
■リチウムイオン充電池21700×1本（付属）
付属のUSBケーブルを電池に挿して充電
■全長143×34×26mm
■本体重量：112g

3100 ルーメン

高機能・高性能で、緊急時や
タクティカル用途において
信頼性が高い。ステンレス製
ストライクベゼルを搭載する
ことで警備、防衛活動等にも
威力を発揮するタクティカル
ライト。

■最大光束：1000ルーメン
■最大照射距離：172m
■最長点灯時間：8時間
■リチウムイオン充電池18650×2本
　　　　　　　　　　　　　　（付属なし）
　or/CR123A×4本（付属なし）
■全長208×40×26mm
■本体重量：245 g

1000 ルーメン

水深100mでの使用が可能。片手操作
が可能な磁気ロータリースイッチを
バッテリー残量インジケーター搭載。
白・赤2色の切り替えができるLED。

■最大光束：1800ルーメン
■最大照射距離：161m
■最長点灯時間：36時間
■リチウムイオン充電池5200mAh×1本内蔵
付属のUSBケーブルを直接本体に繋いで充電
■全長114×51×32mm
■本体重量：222 g

1800 ルーメン

自転車用ライトの傑作。
OLEDディスプレイ搭載で
バッテリー残量を確認できる。
スムーズな脱着が可能なマウント。
有線式リモートスイッチで安心
操作。

■最大光束：300ルーメン
■最大照射距離：20m
■最長点灯時間：350時間
■単3型電池（AA）×1～3本（付属）
■全長85×55×55mm
■本体重量：140 g

300 ルーメン

雰囲気を盛り上げる
おしゃれなLEDランタン。
三脚用ネジ穴を搭載し、
ライトを固定可能。
白色・赤色の光源あり。
単3形電池1～3本使用。

CL23-RD
6,380円

CL26R-RD
9,900円

CL26R-GR
9,900円

■最大光束：400ルーメン
■最大照射距離：25m
■最長点灯時間：240時間
■リチウムイオン充電池
　18650×1本（付属）
付属のUSBケーブルを直接
本体に繋いで充電
　or/CR123A×2本（付属なし）
■全長97×49×49mm
■本体重量：116 g

400 ルーメン

耐寒性に優れた高機能
充電式LEDランタン。
三脚用ネジ穴を搭載。、
白色・赤色の光源で
段階的な調光が可能。

ダイビング用 自転車用
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●表示価格はすべて消費税込みです。

●発行日：2021年9月10日　(2021年2月1日改定版)　　

●本カタログに掲載された価格は、2021年11月1日現在の希望小売価格です。

●諸事情により予告なく価格が変更される場合があります。

●メーカー・職人の都合により商品のサイズや仕様が多少変更となる場合があります。

●諸事情により生産中止になることもあります。

●写真の色具合と実際の商品が多少異なる場合がございます。

●刃物をご使用の際には、ケガをしないよう注意を払ってご使用ください。

●本カタログに掲載してある写真および文章等の無断転載・複製を禁じます。

関兼常の包丁、キッチンツール、爪切り、ソムリエナイフ
などをご覧になりたい方は、『関兼常プロダクトガイド』
を参照してください。Vol.Vol.1313-2-2
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12,980円BUB-1085874 14,080円BUB-BB1-FP 10,780円BUB-1085872

フィッシング用プライヤー

BUBBAの公式HP

全長：216mm 全長：191mm 全長：165mm

心地よく軽やかに戻るスプリング内蔵。極めて手になじむハンドル。
ハードユースに耐えうる頑丈さ。専用ナイロンケース付。アメリカから上陸。

(中国製)

ブラック

オレンジWY-2

2,640円

STORMストーム
セーフティーホイッスル

WY-1

WY-2

(各) 販売終了22-41578

GORGE FOLDING SHOVEL

米ガーバー社の折りたたみ
シャベル。コンパクトに
折りたため、付属のナイロン
ケースに収納できる。
キャンプやアウトドアで活躍は
もちろん、防災用としても備え
て安心できるシャベル。
全長41.9 cm(折りたたんで23.5cm)
重量794g
原産国：アメリカ＆ポーランド

Smith&Wesson社製ポリスバトン
ベルトに装着可能な頑強なナイロンケース付きで、携帯に大変便利。
ハンドルの強化ラバーグリップは、大変滑りにくいパターンで、しっくりと
したグリップ感。バットキャップにはSmith&Wessonのロゴ入り。

SWBAT-16
SWBAT-21

SWBAT-24
SWBAT-26

（台湾製）（台湾製）

33段伸縮・ナイロンケース付段伸縮・ナイロンケース付Smith&WessonSmith&Wessonのロゴマークのロゴマーク

SWBAT-16 16”(全長41cm)
SWBAT-21 21”(全長53cm)
SWBAT-24 24”(全長61cm)
SWBAT-26 26”(全長65.5cm)

15,400円

15950円

16,500円

17,600円

畳んで25cm
畳んで24cm
畳んで21cm
畳んで17.5cm

（写真の上から）（写真の上から）

世界一の大音量！
米国海軍、警察でも採用
されている信頼の笛。
水中でも音を発すること
ができる。世界一の大音
量で、緊急時、防犯用、
マリンスポーツにも。
信頼のアメリカ製。
(約80mm×23mm)

WY-1
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