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獲物を追って野山を駆け回る。獲物を追って野山を駆け回る。
信頼できる仲間、愛犬、猟銃、そしてナイフ。信頼できる仲間、愛犬、猟銃、そしてナイフ。
獲物を捌いて、楽しく仲間と食す。獲物を捌いて、楽しく仲間と食す。

家族とキャンプ。家族とキャンプ。

渓流を上りながらフィッシング。渓流を上りながらフィッシング。

海で釣った魚、自ら捌いて食べる。海で釣った魚、自ら捌いて食べる。

自然と遊ぶ、楽しすぎる。自然と遊ぶ、楽しすぎる。

いつもナイフは欠かせない。いつもナイフは欠かせない。

KnifeKnife  SelectionSelection
Enjoy Hunting & Outdoor LifeEnjoy Hunting & Outdoor Life

Vol.Vol.1111

兼常作兼常作

せせらぎせせらぎ
SESERAGISESERAGI

清流にキラキラと輝くせせらぎの如く、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。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 牛革                                            

KB-266 200mm 70mm 130g

KB-267 185mm 65mm 重さ 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
全長

全長

刃長

刃長

刃厚

刃厚

定価 36,000円

28,000円

定価 28,000円

定価重さ

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



22表示価格は税抜きです。 Knife Selection Vol.11Knife Selection Vol.11

銀河に煌めく星団のごとき銀河に煌めく星団のごとき
美しきナイフ。美しきナイフ。
ハンターの心も研ぎ澄ます。ハンターの心も研ぎ澄ます。

KB-551KB-551

昴昴ドロップポイントドロップポイント
SUBARU-Drop-PointSUBARU-Drop-Point

KB-552KB-552

兼常作兼常作昴昴  スキナースキナー
SUBARU-SkinnerSUBARU-Skinner

兼常作兼常作

一本一本丁寧に鍛えられた一本一本丁寧に鍛えられた
美しい美しいVG-10VG-10ダマスカスブレード。ダマスカスブレード。
しっくりと手になじむハンドル。しっくりと手になじむハンドル。

関
　
兼
　
常

KB-551

KB-552

KB-551 全長 205mm 刃長 100mm 重量 約150g

KB-552 全長 218mm 刃長 重量 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                      　   

刃厚 4.0mm
刃厚 4.0mm

柄材

33,000円

定価 33,000円

定価

KB-553 全長 310mm 刃長 重量 約330g兼常作　昴　180        　      180mm 刃厚 5.0mm 定価 45,000円

KB-553

KB-553KB-553

兼常作　兼常作　昴昴  180180
SUBARU-180SUBARU-180

日本製日本製

2020 NEW !



CW-1

KB-159 刃長

鋼材 青紙2号 (芯金)          
柄材 山桜　　　　　　         

重さ 415g

シース 朴の木(革ベルト付)    

KB-160 全長 400g

KB-161 全長 365g

兼常作　山桜 270          
兼常作　山桜 240          
兼常作　山桜 210          

刃厚415mm 270mm 6.0mm
240mm
210mm

385mm

325mm 180mm
6.0mm
6.0mmKB-162 全長 330g兼常作　山桜 180          

6.0mm

兼常作　兼常作　山桜山桜
YAMA-ZAKURAYAMA-ZAKURA

KB-162

KB-161

KB-160

KB-159

355mm

全長

刃厚

刃厚

刃厚

重さ

重さ

重さ

刃長

刃長

刃長

定価 31,000円

定価 29,000円

定価 27,000円

定価 25,000円

関
　
兼
　
常

表示価格は税抜きです。

鋭く尖った細身のブレード。鋭く尖った細身のブレード。
山桜の柄を握ると信頼感に包まれる。山桜の柄を握ると信頼感に包まれる。

33 Knife Selection Vol.11Knife Selection Vol.11

CW-4

鋼材 青紙2号 (芯金)          
柄材

重さ 470g

シース 朴　桜巻(革ベルト付)

CW-3 全長

CW-2 全長

兼常作　狩猟匠桜巻　9寸

兼常作　狩猟匠桜巻　8寸

兼常作　狩猟匠桜巻　7寸

440mm 270mm 6.0mm
240mm
210mm

400mm

320mm 180mm
6.0mm
5.0mmCW-1 全長 350g兼常作　狩猟匠桜巻　6寸

6.0mm
350mm

全長

刃厚

刃厚

刃厚

重さ

重さ

重さ

刃長

刃長

定価 販売終了

定価 販売終了

定価 販売終了

定価 販売終了

樫　桜巻　　　          

刃長

刃長

刃厚

420g
370g

CW-2

CW-3

CW-4

兼常作 関伝古式和鉄製錬 兼常作 関伝古式和鉄製錬 狩猟匠桜巻狩猟匠桜巻

桜巻きの品格高い拵えが、桜巻きの品格高い拵えが、
　　気高いハンターに応える　　気高いハンターに応える

このシリーズは職人の都合によりこのシリーズは職人の都合により
生産中止になり、在庫がなくなり生産中止になり、在庫がなくなり
次第販売終了になります。次第販売終了になります。

日本製日本製

日本製日本製
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関
　
兼
　
常

兼常作 関伝古式和鋼製錬 兼常作 関伝古式和鋼製錬 

龍神火造匠・漆石目龍神火造匠・漆石目

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号号1515層ダマスカス鋼　（両刃）層ダマスカス鋼　（両刃）  
■ ■ 柄材：樫　黒漆石目仕上げ柄材：樫　黒漆石目仕上げ
■ ■ サヤ：黒漆石目木ザヤ　革ベルト付           サヤ：黒漆石目木ザヤ　革ベルト付           

黒漆石目仕上げの厳かな拵えは、黒漆石目仕上げの厳かな拵えは、
狩猟の魂と統合し、神聖な境地へと狩猟の魂と統合し、神聖な境地へと
ハンターを導くハンターを導く

CW-5 刃長210mm　厚さ5mm　重量約370g

CW-6 刃長270mm　厚さ6mm　重量約470g 65,000円

60,000円

兼常作 関伝古式和鉄製錬 兼常作 関伝古式和鉄製錬 鬼神狩猟刀匠鬼神狩猟刀匠

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号号1515層ダマスカス（両刃）層ダマスカス（両刃） 　 　■ 柄材：樫　■ 柄材：樫　
■ ■ サヤ：朴　革ベルト付           サヤ：朴　革ベルト付           

1515層ダマスカスの美しき波紋、層ダマスカスの美しき波紋、
　　青紙　　青紙22号の驚異的な切れ味号の驚異的な切れ味

CW-16 刃長210mm　厚さ6mm　重量約400g 37,500円

CW-17 刃長240mm　厚さ6mm　重量約460g 41,000円

CW-18 刃長270mm　厚さ6mm　重量約540g 45,000円

兼常作 関伝古式和鉄製錬 兼常作 関伝古式和鉄製錬 雷神狩猟刀匠雷神狩猟刀匠

■ ■ 鋼材：青紙スーパー　（両刃）鋼材：青紙スーパー　（両刃） 　 　■ 柄材：樫　■ サヤ：朴　革ベルト付           ■ 柄材：樫　■ サヤ：朴　革ベルト付           

究極の切れ味を誇る青紙スーパー鋼、究極の切れ味を誇る青紙スーパー鋼、
　　選ばれた男の狩猟刀　　選ばれた男の狩猟刀

CW-31 刃長210mm　厚さ6mm　重量約460g 37,500円

CW-32 刃長240mm　厚さ6mm　重量約500g 41,000円

CW-33 刃長270mm　厚さ6mm　重量約560g 45,000円

CW-5

CW-6

CW-18

CW-17

CW-16

CW-33

CW-32

CW-31

日本製日本製

日本製日本製

日本製日本製
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関
　
兼
　
常

兼常作兼常作

狩猟刀剣鉈狩猟刀剣鉈

■ 鋼材：SRK-8　（両刃） 
■ 柄材：樫
■ サヤ：木ザヤ（黒合皮巻）※1
　　　　　または革ケース　※2

愛用され続けるには愛用され続けるには
理由がある。理由がある。

CW-13 刃長210mm　厚さ5.5mm　重量約360g25,000円

CW-14 刃長240mm　厚さ5.5mm　重量約380g27,500円

CW-15 刃長270mm　厚さ6.0mm　重量約460g30,000円

CW-12 刃長180mm　厚さ5.5mm　重量約330g完売

KB-339 31,000円

KB-340 28,000円

KB-341 25,000円

KB-338 34,000円

革ケース仕様

(KB-340)

(KB-339)

(KB-338)

木ザヤ(黒合皮巻)仕様

■ ■ 鋼材：ステン鋼材：ステンVV金金22号号4949層ダマスカス（両刃）層ダマスカス（両刃）  
■ ■ 柄材：ウォールナット柄材：ウォールナット
■ ■ サヤ：牛革           サヤ：牛革           

軽快なパフォーマンスを軽快なパフォーマンスを
重視するハンターに。重視するハンターに。

兼常作 美濃傳古式 兼常作 美濃傳古式 積層鋼狩人積層鋼狩人

TS-27 刃長205mm　厚さ4mm　重量約330g 33,000円

この商品は生産が終了しており、
在庫がなくなり次第、販売終了
になります。

兼常作 兼常作 剛腕剛腕
                                  Go-wanGo-wan

■ ■ 鋼材：鋼材：S-85CS-85C　　2121層ダマスカス（両刃）層ダマスカス（両刃）  
■ ■ 柄材：パラコード巻き　■ サヤ：ナイロン           柄材：パラコード巻き　■ サヤ：ナイロン           

美しきダマスカスの波紋とは裏腹に美しきダマスカスの波紋とは裏腹に
剛腕のごときパワーを秘め、剛腕のごときパワーを秘め、
険しき道を切り開く怪力！険しき道を切り開く怪力！

KB-155 刃長268mm　厚さ4.5mm　重量約525g 38,000円

兼常作 関伝古式和鉄製錬兼常作 関伝古式和鉄製錬

本造腰鉈本造腰鉈 片刃 片刃

■ ■ 鋼材：白紙鋼材：白紙22号　（片刃）号　（片刃）
■ ■ 柄材：樫柄材：樫
■ ■ サヤ：朴　革バンド付   サヤ：朴　革バンド付   

信頼できる角鉈信頼できる角鉈
確かな切れ味。確かな切れ味。

CW-29 刃長210mm　厚さ6mm　重量約640g 22,500円

CW-15

CW-14

CW-13

KB-341

兼常作 兼常作 猪狩刀猪狩刀

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号　（両刃）号　（両刃）  
■ ■ 柄材：樫、ココボロウッド柄材：樫、ココボロウッド
■ ■ サヤ：牛革           サヤ：牛革           

匠の技による匠の技による
シャープな切味。シャープな切味。

TS-38 刃長210mm　厚さ6mm　重量約420g 32,000円

この商品は生産が終了しており、
在庫がなくなり次第、販売終了
になります。

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

※革ケースはP10のKB-661~KB-664になります。

※木ザヤ（黒合皮巻）仕様は、
職人都合により在庫がなくなり
次第終了となります。
革ケース仕様が後継モデルです。

※2
革ケース

※1 
木ザヤ(黒合皮巻)
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関
　
兼
　
常

兼常作 兼常作 解体狩猟匠解体狩猟匠

■ ■ 鋼材：鋼材：SKD-12SKD-12　刃物特殊鋼　（片刃）　刃物特殊鋼　（片刃）  
■ ■ 柄材：ローズウッド　柄材：ローズウッド　
■ ■ ケース：リネン布           ケース：リネン布           

業務用のハードな使用のために業務用のハードな使用のために
作られた解体用包丁。作られた解体用包丁。
持ち運びに便利なケース付。持ち運びに便利なケース付。

CW-34 皮ハギ 13,500円刃長170mm

CW-35 骨スキ　丸 12,000円刃長140mm

CW-36 腸サキ 16,500円刃長140mm

CW-37 頭オトシ 12,500円刃長148mm

CW-49 骨スキ　角 12,500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 15,000円

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

関兼常関兼常  暖炉暖炉
　　　 　　　 DanroDanro

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。

割込手斧割込手斧450g  450g  焼樫 曲柄焼樫 曲柄

全鋼手斧全鋼手斧450g 450g 白樫 曲柄白樫 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）

25,000円

CW-34

CW-35

CW-36

CW-37

CW-49

KB-157

KB-158

日本製日本製

日本製日本製
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関
　
兼
　
常

兼常作 関伝古式和鉄製錬兼常作 関伝古式和鉄製錬

多重鋼紐巻漆細工匠多重鋼紐巻漆細工匠

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号 号 1515層ダマスカス鋼 （両刃）層ダマスカス鋼 （両刃）  
■ ■ 柄材：樫　紐巻き黒漆仕上げ柄材：樫　紐巻き黒漆仕上げ
■ ■ サヤ：朴　紐巻き黒漆仕上げ、革ベルト付           サヤ：朴　紐巻き黒漆仕上げ、革ベルト付           

紐巻き黒漆仕上げの拵えは紐巻き黒漆仕上げの拵えは
握った掌に信頼を。握った掌に信頼を。

CW-23 刃長125mm　厚さ4mm　重量約170g 26,000円

兼常作 関伝古式和鉄製錬兼常作 関伝古式和鉄製錬

多重鋼赤漆細工匠多重鋼赤漆細工匠

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号　号　1515層ダマスカス鋼 （両刃）層ダマスカス鋼 （両刃）  
■ ■ 柄材：樫　赤漆石目仕上げ柄材：樫　赤漆石目仕上げ
■ ■ サヤ：朴　赤漆石目仕上げ、革ベルト付           サヤ：朴　赤漆石目仕上げ、革ベルト付           

赤漆石目仕上げの拵えは赤漆石目仕上げの拵えは
厳かな彩を与える。厳かな彩を与える。

CW-27 刃長125mm　厚さ4mm　重量約160g 26,000円

暁暁
AkatsukiAkatsuki

■ ■ 鋼材：白紙鋼材：白紙22号 （両刃）号 （両刃）  
■ ■ 柄材：樫柄材：樫
■ ■ ケース：朴　革ベルト付           ケース：朴　革ベルト付           

一番シンプルで一番シンプルで
一番選ばれている万能ナイフ一番選ばれている万能ナイフ

兼常作兼常作

KB-213 刃長125mm　厚さ3.5mm　重量約170g 15,000円

■ ■ 鋼材：鋼材：SRK-8SRK-8　（両刃）　（両刃）  
■ ■ 柄材：樫　柄材：樫　
■ ■ サヤ：牛革           サヤ：牛革           

人気の和式スキナー。人気の和式スキナー。

捌捌  其の二其の二
Sabaki-2Sabaki-2

兼常作兼常作

KB-250 刃長115mm　厚さ3.5mm　重量約210g 20,000円

朱烏朱烏
Shu-Karasu     Shu-Karasu     

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号号1515層ダマスカス （両刃）層ダマスカス （両刃）  
■ ■ 柄材：パラコード巻き柄材：パラコード巻き
■ ■ ケース：リネン布           ケース：リネン布           

野生のカラスのごとき鋭さ。野生のカラスのごとき鋭さ。

烏烏
KarasuKarasu

KB-254 刃長125mm　厚さ4mm　重量約190g 22,000円

KB-260 刃長125mm　厚さ3mm　重量約165g 22,000円

兼常作兼常作

兼常作兼常作

黒爪黒爪
Kuro-Tsume    Kuro-Tsume    

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号号1515層ダマスカス （両刃）層ダマスカス （両刃）  
■ ■ 柄材：パラコード巻き柄材：パラコード巻き
■ ■ ケース：リネン布           ケース：リネン布           

鋭い角、鋭い爪、鋭い角、鋭い爪、
獣と戦う獣と戦う
ハンターのハンターの
黒い武器。黒い武器。

黒角黒角
Kuro-Tsuno    Kuro-Tsuno    

KB-261 刃長120mm　厚さ3.5mm　重量約165g 27,000円

KB-262 刃長110mm　厚さ3.5mm　重量約165g 27,000円

兼常作兼常作

兼常作兼常作

KB-254

KB-260

KB-262

KB-261

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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関
　
兼
　
常

■ ■ 鋼材：鋼材：SRK-8 SRK-8 （両刃）（両刃）  
■ ■ 柄材：樫柄材：樫
■ ■ ケース：朴　革ベルト付           ケース：朴　革ベルト付           

少し幅広で、少し幅広で、
使いやすい万能ナイフ使いやすい万能ナイフ

暈し暈し
BokashiBokashi

磨き磨き
MigakiMigaki

KB-248 刃長125mm　厚さ4.0mm　重量約250g 17,000円

KB-249 刃長125mm　厚さ4.5mm　重量約260g 17,000円

漣漣
SazanamiSazanami

兼常作兼常作

扱いやすく、よく切れる。扱いやすく、よく切れる。

旬旬 其の二 其の二
Shun-2Shun-2

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号　号　1515層ダマスカス鋼　（両刃）層ダマスカス鋼　（両刃）  
■ ■ 柄材：樫　■ サヤ：朴　革ベルト付           柄材：樫　■ サヤ：朴　革ベルト付           

兼常作兼常作

KB-451 刃長115mm　厚さ3.5mm　重量約170g 17,000円

KB-452 刃長90mm　厚さ3.5mm　重量約150g 16,500円

KB-453 刃長70mm　厚さ3.5mm　重量約140g 16,000円

兼常作 兼常作 円長円長
EnchoEncho

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号　号　1515層ダマスカス鋼 （両刃）層ダマスカス鋼 （両刃）  
■ ■ 柄材：樫柄材：樫
■ ■ サヤ：朴、革ベルト付           サヤ：朴、革ベルト付           

万能の使いやすさ。万能の使いやすさ。

KB-447 刃長135mm　厚さ4mm　重量約150g 23,000円

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号 号 1515層ダマスカス鋼 （両刃）層ダマスカス鋼 （両刃）  
■ ■ 柄材：樫　柄材：樫　
■ ■ サヤ：朴　ベルト付           サヤ：朴　ベルト付           

継承される宿命を担った継承される宿命を担った
誇り高き一振り誇り高き一振り

鎧鎧
YoroiYoroi

KB-328 刃長160mm　厚さ5mm　重量約310g 23,000円

兼常作兼常作

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号 号 1515層ダマスカス鋼 （両刃）層ダマスカス鋼 （両刃）  
■ ■ 柄材：樫　柄材：樫　
■ ■ サヤ：朴　ベルト付           サヤ：朴　ベルト付           

漣漣
SazanamiSazanami

浜辺に打ち寄せる浜辺に打ち寄せる
漣のごとき波紋は、漣のごとき波紋は、

ハンターの心を虜にするハンターの心を虜にする

KB-414 刃長125mm　厚さ4mm　重量約260g 21,000円

兼常作兼常作

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号　号　1515層ダマスカス　（両刃）層ダマスカス　（両刃）  
■ ■ 柄材：パラコード巻き柄材：パラコード巻き
■ ■ サヤ：朴　革ベルト付           サヤ：朴　革ベルト付           

ハンターの遊び心をハンターの遊び心を
刺激する。刺激する。

KB-412 刃長160mm　厚さ4mm　重量約200g 27,000円

遊遊
AsobiAsobi

兼常作兼常作

KB-451

KB-248

KB-452

KB-453

KB-249

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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関
　
兼
　
常

風林火山風林火山

■ ■ 鋼材：白紙鋼材：白紙22号 （両刃）号 （両刃）  
■ ■ ケース：牛革        ケース：牛革        

KB-420 刃長65mm 8,500円

KB-421 刃長65mm 8,500円

KB-422 刃長75mm 8,500円

KB-423 刃長80mm 8,500円

兼常作兼常作 兼常作 美濃傳和鉄製錬 兼常作 美濃傳和鉄製錬 細工師匠細工師匠

■ ■ 鋼材：青紙スーパー鋼　（両刃）           鋼材：青紙スーパー鋼　（両刃）           

KW-17 刃長 85mm 16,500円

KW-18 刃長 90mm 16,500円

KW-19 刃長 85mm 16,500円

兼常作 奥飛騨百錬 兼常作 奥飛騨百錬 

細工師細工師
■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号　多層鋼　　（両刃）           号　多層鋼　　（両刃）           

匠匠シリーズシリーズ 石斑魚石斑魚シリーズシリーズ

様々な用途の作業に合わせて選ぶ贅沢な細工刀。様々な用途の作業に合わせて選ぶ贅沢な細工刀。

KW-4 刃長115mm 15,000円

KW-5 14,000円

KW-6 刃長 60mm 13,000円

刃長 90mm
KW-1 刃長100mm 15,000円

KW-2 15,000円

KW-3 刃長 45mm 15,000円

刃長 95mm

鮎鮎シリーズシリーズ

KW-7 刃長105mm 15,000円

KW-8 刃長 95mm 14,000円

KW-9 刃長 70mm 13,000円

KW-1 KW-2 KW-3 KW-7 KW-8 KW-9KW-4 KW-5 KW-6

KB-420

KB-421

KB-422 KB-423

KW-17

KW-18

KW-19

ナタ匠

切出匠

小技匠

風

林

火

山

剣刃

直刃

皮剥岐

日本製日本製

日本製日本製日本製日本製
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関
　
兼
　
常

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

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  　　　　　

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 3,800円

関兼常 剣鉈9寸用 革ケース 5,800円

関兼常 剣鉈8寸用 革ケース 5,500円

関兼常 剣鉈7寸用 革ケース 5,000円

関兼常 剣鉈6寸用 革ケース 4,800円

関兼常 4寸用 革ケース　　   4,200円

KW-20, KW-21, KW-22, KW-23, (KB-420, KB-421, KB-422, KB-423)KB-667 関兼常 革ケース 小刀用　　　 2,000円

CW-34　　

KB-606
ナイロンシース(大)       

3,500円 CW-35 ,CW-36, CW-37, CW-49                                                 

KB-607

ナイロンシース(小)       

3,500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
XXL

着丈

65
69
73
77
81

身幅

49
52
55
58
63

肩幅

42
46
50
54
57

袖丈

19
20
22
24
25

サイズ 価格品番

S 2,800円KB-901
MKB-902
LKB-903

XLKB-904
XXLKB-905

2,800円

2,800円

2,800円

3,500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 価格品番

S 2,400円KB-911
MKB-912
LKB-913

XLKB-914
XXLKB-915

2,400円

2,400円

2,400円

3,100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。
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■ 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 11,000円

刃長65mm　厚さ2.5mm　重量約32g

MK-120M しまふくろう・中 9,000円

しまふくろう

MK-021BKPM-M ラビット（マット） 15,200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 11,800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) 25,900円

刃長80mm　厚さ2.8mm　重量約85g

MK-533ANZ クロノス　(中) 23,700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

8,600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)

6,200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 クロノス　(大) 11,000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　　　　　　　　　 11,800円

M
O

K
I

　
モ
キ
ナ
イ
フ

Tsu
ge

　
柘
植

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 28,000円

fu
isu

ko

　
フ
ィ
ス
コ

■ ■ 鋼材：鋼材：MVS-8 MVS-8 ｽﾃﾝﾚｽｽﾃﾝﾚｽ  
■ ■ 柄材：ウォールナット、ココボロウッド柄材：ウォールナット、ココボロウッド
■ ■ ケース：牛革ケース：牛革

FUISUKOFUISUKO
フィスコ 岩魚フィスコ 岩魚((イワナイワナ))

FW-2 刃長55mm　厚さ3mm　重量約45g 8,000円

SEK
I-CU

T

　
セ
キ
カ
ッ
ト

SC-240SC-240

SC-242SC-242

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　ダマスカス（両刃）鋼　ダマスカス（両刃）  
■ ■ 柄材：ウォールナット柄材：ウォールナット
■ ■ ケース：牛革ケース：牛革

SC-240 21,000円

SC-242 18,500円

刃長155mm

SEKI-CUT SEKI-CUT 短刀ハンター（ダマスカス）短刀ハンター（ダマスカス）

刃長113mm

■ ■ 鋼材：武生白鋼材：武生白22鋼（鋼（33層鋼）　（両刃）層鋼）　（両刃）  
■ ■ 柄材：ウォールナット柄材：ウォールナット
■ ■ ケース：牛革ケース：牛革

SC-241 19,000円

SC-243 17,400円

刃長155mm
刃長113mm

SC-241SC-241

SC-243SC-243

SEKI-CUT SEKI-CUT 短刀ハンター（短刀ハンター（33層鋼）層鋼）

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

※※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。
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IC.CU
T

　
ア
イ
シ
ー
カ
ッ
ト

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

2204/2”2204/2”

BE-9BE-9

BE-10BE-10

2204/2” 刃長33mm 3,600円

BE-9 刃長75mm 5,600円

BE-10 4,500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

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

■ ■ 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 刃長73mm 12,000円

BE-66 刃長73mm 12,000円

BE-67 12,000円刃長73mm

525/WP525/WP
（スキナーハンター）（スキナーハンター）

OM-14OM-14
（ドロップハンター（ドロップハンターSS））

OM-15OM-15
（ボウイハンター）（ボウイハンター）

OM-16OM-16
（ボウイハンター（ボウイハンター6”6”））

OM-17OM-17
（ボウイハンター（ボウイハンター8”8”））

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

■ ■ 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

優れた完成度の優れた完成度の
ハンティングナイフ。ハンティングナイフ。

OM-14 刃長 75mm 9,800円

OM-15 刃長118mm 13,500円

OM-16 刃長152mm

OM-17 刃長200mm 長期欠品

525/WP 刃長105mm 14,000円

OM-91OM-91

OM-92OM-92

OM-93OM-93

■ ■ 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：牛革ケース：牛革

IC-CUT IC-CUT ハンターシリーズハンターシリーズ

気高い感性に気高い感性に
秘められた秘められた
熱き男の道具。熱き男の道具。

OM-91 刃長137mm 長期欠品

OM-92 刃長112mm

OM-93 刃長85mm 11,000円

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）は次回生産ロットより（インレイ）は次回生産ロットより
なくなります。なくなります。

10100/ST 刃長100mm 販売終了

■ ■ 鋼材：鋼材：AUS-6 AUS-6 ステンレスステンレス  
■ ■ 柄材：ローズウッド柄材：ローズウッド//真鍮真鍮
■ ■ ケース：なしケース：なし

IC-CUT  IC-CUT  
フォールディング ブラスフォールディング ブラス
※※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
長期欠品になります。長期欠品になります。

※※

※※

723/WP 刃長85mm 11,200円

723/WP723/WP
（ドロップハンター（ドロップハンターMM））

IC-CUT IC-CUT シルバームースシリーズシルバームースシリーズ

ナイフの価値はナイフの価値は
その実用性にある。その実用性にある。

■ ■ 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：黒リネンケース：黒リネン 200/WP 刃長110mm 8,400円

300/WP 刃長175mm 長期欠品

200/WP200/WP

300/WP300/WP

※※

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

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

※※※※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。

※※16,500円

長期欠品



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

KB-401 KB-402

砥石サイズ：170×53×25mm 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。

両面セラミック砥石

(65×40×9mm)

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。

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、さび止めに最適。
無臭の不乾性油なので、包丁など、
調理器具のお手入れ、保存にも
適している。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
で塗布が出来る。

SN-1

サビトール中目サビトール中目5150851508 800円

KB-403KB-403
900円

SM-25
(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 1,000円

ラストクリーンラストクリーン(140g)(140g)KB-402KB-402 1,100円

刃物椿　小刃物椿　小(100ml)(100ml)KB-401KB-401     800円

刃物椿　大刃物椿　大(245ml)(245ml)SN-1SN-1 1,200円

12,000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 10,000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 4,500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 3,000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 3,300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 2,600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))

AL-60AL-60 1,820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。

中砥中砥#1000/#1000/仕上砥仕上砥#3000#3000

QA-0124QA-0124 3,700円

荒砥荒砥#120/#120/中砥中砥#1000#1000

QA-0123QA-0123 3,100円

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 17,000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）
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メ
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用
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メ
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用
品

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 5,000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 3,000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 1,200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

サイズ：210×70×20mm

QA-0252QA-0252 9,800円QA-0251QA-0251 7,800円

ハンター砥石

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。

仕上砥#3000中砥#1000
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。）

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)

((ロゴマークがロゴマークがKANETSUNE SEKIKANETSUNE SEKIに変更になりましたに変更になりました))

バーディーセーム（大）バーディーセーム（大）



1414表示価格は税抜きです。 Knife Selection Vol.11Knife Selection Vol.11

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) 3,300円

3,300円

3,300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

3,300円

G.SAKAI  G.SAKAI  桜桜2  SAKURA 22  SAKURA 2

11431 桜2　カリンコブ　　　　
11430 桜2　ブラックマイカルタ 33,000円

33,000円

■■ブレード材：ブレード材：VG-10/420J2 VG-10/420J2 三層鋼三層鋼
■■ハンドル材：ハンドル材：
        11430 11430 ブラックマイカルタブラックマイカルタ
        11431 11431 カリンコブ　カリンコブ　
　 口金　 口金::レーザー透かし彫りレーザー透かし彫り
■■全長：全長：230mm 230mm 
■■ブレード長：ブレード長：114mm114mm　　
■■重量：約重量：約160g160g　　
■■刃厚：刃厚：4.5mm4.5mm　　革紐、革ケース付　　革紐、革ケース付

1143011430
((ブラックマイカルタブラックマイカルタ))

1143111431
((カリンコブカリンコブ))

11614 ブルー
11613 オレンジ
11612 グリーン
11611

イエロー

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

■■ハンドル材ハンドル材:G-10:G-10
■■全長全長:204mm:204mm
■■ブレード長ブレード長:91mm:91mm
■■重量重量:110g:110g
■■刃厚刃厚:2.5mm:2.5mm
■■革ケース付き革ケース付き

■■ブレード材ブレード材:DPS-15:DPS-15　　VG-10VG-10
　　(31(31層ダマスカス層ダマスカス))

G.SAKAI  G.SAKAI  
キャンパー炎キャンパー炎
ダマスカス ダマスカス G-10G-10

10355 チーク
10354 縞黒檀
10352 ココボロ

22,000円

22,000円

廃番

G.SAKAI  G.SAKAI  
ニューフォールディングハンター ニューフォールディングハンター (L)(L)

■■ブレード材：ブレード材：ATS-34ATS-34
■■全長：全長：210mm210mm
■■ブレード長：ブレード長：90mm90mm
■■重量：重量：160g160g
■■刃厚：刃厚：3mm3mm

11171 侍
11168 あまご
11167 カワセミ

5,280円

3,630円

5,280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
全長：全長：83mm83mm
ブレード長：ブレード長：33mm33mm
刃厚：刃厚：2mm2mm
重量：重量：15g15g

鋼材：鋼材：VG-10VG-10
全長：全長：96mm96mm
ブレード長：ブレード長：41mm41mm
刃厚：刃厚：2mm2mm
重量：重量：40g40g
日本製日本製

11615 ブラック
11616 16,000円

16,000円

■■ハンドル材：ハンドル材：FRNFRN
((ガラス繊維強化ナイロンガラス繊維強化ナイロン))
■■全長：全長：204mm204mm
■■ブレード長：ブレード長：91mm91mm
■■重量：重量：90g90g
■■刃厚：刃厚：2.5mm2.5mm
■■グラスファイバーグラスファイバー
　強化ナイロンケース付き　強化ナイロンケース付き

ブラック

G.SAKAI  G.SAKAI  
キャンパー炎ダマスカスキャンパー炎ダマスカス
FRNFRNハンドルハンドル

■■ブレード材ブレード材:DPS-15:DPS-15　　VG-10 (31VG-10 (31層ダマスカス層ダマスカス))

11180 プレッピー　シルバーカーボン 4,620円

G.SAKAI G.SAKAI 
PREPPY(PREPPY(プレッピープレッピー) ) シルバーカーボンシルバーカーボン

■■刃長：刃長：40mm40mm
■■重量：重量：20g20g
■■鋼材鋼材:VG-10:VG-10ステンレスステンレス
■■柄材：カーボンファイバー柄材：カーボンファイバー
■■日本製日本製

1035210352
((ココボロココボロ))

1035510355
((チークチーク))

1035410354
((縞黒檀縞黒檀))

柄材は天然木のため、実際の商品と写真の柄材は天然木のため、実際の商品と写真の
木目調が多少異なりますので予めご了承ください。木目調が多少異なりますので予めご了承ください。

1161111611
((ブラックブラック))

1161211612
((グリーングリーン))

1161311613
((オレンジオレンジ))

1161411614
((ブルーブルー))

1161511615
((ブラックブラック))

1161611616
((イエローイエロー))

G
.SA

K
A

I

　
ジ
ー
サ
カ
イ

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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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

    サビナイフサビナイフ3 3 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 8,800円

11495 黄 8,800円

11496 9,020円

11497 黄・ガットフック付 9,020円

11498 黒 11,000円

11499 黄

11500 黒・ガットフック付 11,220円

11508 青
11,000円

11501 11,220円

11509 青・ガットフック付 11,220円

黒・ガットフック付

11,000円

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 15,800円両刃　黒
11471
11470

15,800円両刃　黄

15,800円

15,800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

海水でもサビに強く、海水でもサビに強く、
かつ、よく切れる。かつ、よく切れる。
常識を超えた常識を超えたH-1H-1鋼。鋼。

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 13,000円

11436 朱 13,000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 11,800円

11511 黄 11,800円

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 13,000円

11437 朱 13,000円

G
.SA

K
A

I

　
ジ
ー
サ
カ
イ

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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G
.SA

K
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ー
サ
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イ

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

サビナイフサビナイフ8 8 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

1152811528

11524 黒・直刃 11,800円

11525 黄・直刃 11,800円

11526 朱・直刃 11,800円

11527 11,800円

11528 11,800円

11529 11,800円

黒・半波
黄・半波
朱・半波

11516 黒 9,500円

11517 黄 9,500円

11518 朱 9,500円

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 7,600円

黄 7,600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 9,317円

SA-27 デバ　L 10,648円

SA-26 サシミ　M
SA-25 サシミ　L 10,648円

SA-35 3,630円

SA-34 4,598円

SA-33 直刃 3,630円

SA-35SA-35

SA-33SA-33

SA-34SA-34

サシミ
ミニ

((刃長刃長110mm)110mm)
■■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

((刃長刃長165mm)165mm)

■■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

9,317円

((刃長刃長162mm)162mm)

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

11527 11,800円黒・全波

限定モデル！限定モデル！
なくなり次第終了です。なくなり次第終了です。

■ ■ 刃長：刃長：130mm130mm

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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佐 

治 

武 

士
　
作

■ ■ 鋼材：白紙多層鋼 （両刃）鋼材：白紙多層鋼 （両刃）  
■ ■ 柄材：オーク柄材：オーク//リザードスキンリザードスキン//籐巻籐巻
■ ■ サヤ：朴サヤ：朴//リザードスキンリザードスキン//籐巻籐巻((革ベルト付革ベルト付))

刃長：刃長：120mm120mm　　
厚さ：厚さ：4mm4mm　　
重量：約重量：約160g160g

SJ-1SJ-1 山野小刀型　トカゲ 廃番

■ ■ 鋼材：白紙多層鋼 （両刃）鋼材：白紙多層鋼 （両刃）  
■ ■ 柄材：オーク柄材：オーク//スネークスキンスネークスキン//籐巻籐巻
■ ■ サヤ：朴サヤ：朴//スネークスキンスネークスキン//籐巻籐巻((革ベルト付革ベルト付))

刃長：刃長：120mm120mm　　
厚さ：厚さ：4mm4mm　　
重量：約重量：約160g160g

SJ-2SJ-2 山野小刀型　ヘビ 31,500円

■ ■ 鋼材：白紙多層鋼 （両刃）鋼材：白紙多層鋼 （両刃）  
■ ■ 柄材：オーク柄材：オーク//レイスキンレイスキン//籐巻籐巻
■ ■ サヤ：朴（革ベルト付）サヤ：朴（革ベルト付）

刃長：刃長：120mm120mm　　
厚さ：厚さ：4mm4mm　　
重量：約重量：約160g160g

SJ-3SJ-3 山野小刀型　サメ 29,500円

■ ■ 鋼材：白紙多層鋼 （両刃）鋼材：白紙多層鋼 （両刃）  
■ ■ 柄材：オーク柄材：オーク//漆塗り漆塗り//籐巻籐巻
■ ■ サヤ：朴サヤ：朴//漆塗り（革ベルト付）漆塗り（革ベルト付）

刃長：刃長：120mm120mm　　
厚さ：厚さ：4mm4mm　　
重量：約重量：約160g160g

SJ-4SJ-4 カムイ型　漆（うるし） 22,000円

■ ■ 鋼材：白紙多層鋼 （両刃）鋼材：白紙多層鋼 （両刃）  
■ ■ 柄材：オーク柄材：オーク//籐巻籐巻
■ ■ サヤ：朴（革ベルト付）サヤ：朴（革ベルト付）

刃長：刃長：120mm120mm　　
厚さ：厚さ：4mm4mm　　
重量：約重量：約160g160g

SJ-5SJ-5 カムイ型　籐巻 18,000円

■ ■ 鋼材：白紙多層鋼 鋼材：白紙多層鋼 （両刃）（両刃）
■ ■ 柄材：オーク柄材：オーク
■ ■ サヤ：朴（革ベルト付）サヤ：朴（革ベルト付）

刃長：刃長：120mm120mm　　
厚さ：厚さ：4mm4mm　　
重量：約重量：約160g160g

SJ-6SJ-6 カムイ型　ミガキ 16,000円

■ ■ 鋼材：白紙多層鋼 （両刃）鋼材：白紙多層鋼 （両刃）  
■ ■ 柄材：オーク柄材：オーク//クロコダイルクロコダイル//籐巻籐巻
■ ■ サヤ：朴（革ベルト付）サヤ：朴（革ベルト付）

刃長：刃長：120mm120mm　　
厚さ：厚さ：4mm4mm　　
重量：約重量：約160g160g

SJ-7SJ-7 山野小刀型　ワニ 30,500円

■ ■ 鋼材：白紙多層鋼 （両刃）鋼材：白紙多層鋼 （両刃）  
■ ■ 柄材：オーク柄材：オーク//レイキンレイキン//籐巻籐巻
■ ■ サヤ：朴サヤ：朴//レイスキンレイスキン//籐巻（革ベルト付）籐巻（革ベルト付）

刃長：刃長：120mm120mm　　
厚さ：厚さ：4mm4mm　　
重量：約重量：約160g160g

SJ-8SJ-8 山野小刀型　黒サメ 31,500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

日本製日本製

日本製日本製
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■ ■ 鋼材：白紙多層鋼（両刃）鋼材：白紙多層鋼（両刃）  
■ ■ 柄材：オーク柄材：オーク//レイスキンレイスキン//籐巻籐巻
■ ■ サヤ：朴サヤ：朴//レイスキンレイスキン//籐巻（革ベルト付）籐巻（革ベルト付）

刃長：刃長：120mm120mm　　
厚さ：厚さ：4mm4mm　　
重量：約重量：約160g160g

SJ-9SJ-9 山野小刀型　赤サメ 31,500円

■ ■ 鋼材：白紙多層鋼（両刃）鋼材：白紙多層鋼（両刃）  
■ ■ 柄材：オーク柄材：オーク//オーストリッチオーストリッチ//籐巻籐巻
■ ■ サヤ：朴サヤ：朴//オーストリッチオーストリッチ//籐巻（革ベルト付）籐巻（革ベルト付）

刃長：刃長：120mm120mm　　
厚さ：厚さ：4mm4mm　　
重量：約重量：約160g160g

SJ-10SJ-10 山野小刀型　オーストリッチ 31,500円

■ ■ 鋼材：白紙多層鋼（両刃）鋼材：白紙多層鋼（両刃）  
■ ■ 柄材：オーク柄材：オーク//丹後ちりめん丹後ちりめん//籐巻籐巻
■ ■ サヤ：朴サヤ：朴//丹後ちりめん丹後ちりめん//籐巻（革ベルト付）籐巻（革ベルト付）

刃長：刃長：120mm120mm　　
厚さ：厚さ：4mm4mm　　
重量：約重量：約160g160g

SJ-11SJ-11 山野小刀型　丹後ちりめん 31,500円

■ ■ 鋼材：白紙多層鋼（両刃）鋼材：白紙多層鋼（両刃）  
■ ■ 柄材：スタッグ柄材：スタッグ
■ ■ サヤ：レザーサヤ：レザー

刃長：刃長：120mm120mm　　
厚さ：厚さ：4mm4mm　　
重量：約重量：約195g195g

SJ-12SJ-12 山野小刀型　ストレート 34,500円

■ ■ 鋼材：白紙多層鋼（両刃）鋼材：白紙多層鋼（両刃）  

■ ■ サヤ：レザーサヤ：レザー

刃長：刃長：90mm90mm　　
厚さ：厚さ：3mm3mm　　
重量：約重量：約130g130g

SJ-13SJ-13 文殊ドロップ 27,000円

■ ■ 鋼材：白紙鋼材：白紙33層鋼（両刃）層鋼（両刃）  
■ ■ 柄材：オーク柄材：オーク
■ ■ サヤ：朴サヤ：朴

刃長：刃長：150mm150mm　　
厚さ：厚さ：5mm5mm　　
重量：約重量：約210g210g

NO.21NO.21 狩猟刀 22,800円

■ ■ 鋼材：白紙全鋼（両刃）鋼材：白紙全鋼（両刃）  
■ ■ 柄材：柄材：
■ ■ サヤ：レザーサヤ：レザー

刃長：刃長：90mm90mm　　
厚さ：厚さ：mmmm　　
重量：約重量：約gg

NO.308NO.308 ほたるⅡ（大） 31,650円

■ ■ 鋼材：白紙鋼（片刃）鋼材：白紙鋼（片刃）  
■ ■ 柄材：オーク柄材：オーク
■ ■ サヤ：朴（革ベルト付）サヤ：朴（革ベルト付）

刃長：刃長：195mm195mm　　
厚さ：厚さ：6mm6mm　　
重量：約重量：約410g410g

NO.282NO.282 遊々ナタ　梨地　片刃 15,200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

日本製日本製

日本製日本製
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肥後守　豆 

■ 鞘長：55mm
■ 鋼材：割込SK鋼 
■ 柄材：真鍮

1-BR   豆 （茶色ホルダー付) 1,500円

肥
後
守 

【
永
尾
カ
ネ
コ
マ
】

肥後守　水飛沫 (みずしぶき)

2,800円

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

  水飛沫 黒 　　 

MZ-BK

MZ-PK

MZ-BL

肥後守　青紙割込

11 青紙割込　特大 (鞘120mm) 2,700円

10 青紙割込　大 (鞘100mm)  　 2,200円

9 青紙割込　中 (鞘90mm)　 　 2,000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 笹刃 (黒染) 4,300円

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

13-BK 剣型 (黒染) 5,700円

肥後守　剣型　(100mm)

13-GD

13-BK

1-BL 1,500円

1-RD 1,500円

  豆 （青色ホルダー付) 
  豆 （赤色ホルダー付) 

2 1,100円  豆 （鈴付）　　　　　　 

19-BR 青紙割込ポケットサイズ （茶色ホルダー付) 2,140円

19-BL
19-RD

青紙割込ポケットサイズ （青色ホルダー付) 2,140円

青紙割込ポケットサイズ （赤色ホルダー付) 2,140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
2,800円  水飛沫 ピンク   MZ-PK
2,800円  水飛沫 青　　  MZ-BL

12-GD 笹刃 (真鍮) 4,300円

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

13-GD 剣型 (真鍮) 5,700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



15-BK 特選鍛造 特大 桐箱入(黒染) 12,500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

2020表示価格は税抜きです。 Knife Selection Vol.11Knife Selection Vol.11

肥
後
守
　
【
永
尾
カ
ネ
コ
マ
】

■ 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 特別手造り鍛造(黒染) 6,300円

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

14-GD 特別手造り鍛造(真鍮) 6,300円 15-GD 特選鍛造 特大 桐箱入(真鍮) 12,500円

16-GD

17-BK

17-GD

16-BK
16-GD 特選多層鋼(真鍮)　大(鞘100mm) 　 13,800円

特選多層鋼(黒染)　大(鞘100mm) 　 13,800円

17-BK
17-GD 特選多層鋼(真鍮)　特大(鞘120mm) 17,500円

特選多層鋼(黒染)　特大(鞘120mm) 17,500円

22-GD 龍舞・真鍮　(黒龍) 　　　　　　　 16,300円

22-SV 龍舞・メッキ　(白龍 = 縁取り) 　 16,300円

22-BK 龍舞・黒染　(白龍 = 縁取り) 　 16,300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 龍舞　(リュウブ)

24 青紙 片刃 　 2,300円

23 VG10割込 　 4,000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

VG10割込

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



KT-508 ラッキー 一刀ナイフ

1,500円

KT-510 ラッキー　5徳ナイフ

2,200円

KT-511  コンビ S・F付 5徳引割ナイフ

2,300円

KT-512 コンビ S・F付 7徳引割ナイフ

3,000円

KT-513 黒プラ S・F付 7徳引割ナイフ

3,000円

KT-525 チタニウム S・F付5徳引割ナイフ 

6,400円

KT-531 茶合板 S・F付 5徳引割ナイフ

3,500円

KT-532 茶合板 S・F付 7徳引割ナイフ

4,500円

KT-526 チタニウム スプーン・フォーク（引割）

5,400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。
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国
産
マ
ル
チ
ツ
ー
ル

(重量：65g)(重量：172g)(重量：102g)

(重量：95g)(重量：70g)(重量：45g)

(重量：65g)(重量：147g)(重量：152g)



KT-404 プラ骨柄 電工ナイフ 800円KT-402 木柄 電工ナイフ 900円

KT-405 プラ骨柄 缶切付 電工ナイフ 1,200円KT-403 木柄 缶切付 電工ナイフ 1,400円

KT-407 茶合板柄 割込み 電工ナイフ 2,000円KT-406 木柄 鎌型 電工ナイフ 1,000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

2222表示価格は税抜きです。 Knife Selection Vol.11Knife Selection Vol.11

国
産 

電
工
ナ
イ
フ

■ 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

国
産 

切
出
ナ
イ
フ

KB-611 鬼伸印　桜鞘切出（鋼付） 1,400円

■ 全長：188mm
■ 刃長：50mm
■ 鋼材：鋼付SK-5

KB-612 兼常印　桜鞘切出（全鋼） 800円

■ 全長：183mm
■ 刃長：48mm
■ 鋼材：全鋼SK-4

KB-613 700円

■ 全長：178mm
■ 刃長：42mm
■ 鋼材：全鋼SK-4

力山印　桜鞘切出（全鋼）

KB-614 ちびっこ天使　プラス柄切出(各色) 450円

■ 全長：175mm
■ 刃長：40mm
■ 鋼材：ステンレス420J2

10-11 特製　桜鞘操小刀（鋼付） 3,800円

■ 全長：230mm
■ 刃長：123mm
■ 鋼材：鋼付　白紙

10-9 3,500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。

※

※在庫がなくなり次第販売終了になります。

※



110 Folding Hunter®　ホールディングハンター

120BRS 21,700円

120BKS

120 General　ジェネラル

18,400円

■刃長：95mm　■鋼材：420HC 　■柄材：ダイモンドウッド　
■ケース：牛革

■刃長：102mm　■鋼材：420HC　■ケース：牛革

■柄材：フェノリック（樹脂）

■ 柄材：ダイモンドウッド

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 14,000円

103 Skinner　スキナー

■刃長187mm　■鋼材：420HC 　■ケース：牛革

105BKS

■柄材：フェノリック（樹脂）■柄材：フェノリック（樹脂）

■ 柄材：ダイモンドウッド

13,000円 ■柄材：フェノリック（樹脂） 110BRS 13,000円

112BRS 12,000円

103BRS 17,500円 ■ 柄材：ダイモンドウッド

102 Woodsman®　 ウッズマン
■刃長：102mm　■鋼材：420HC　■ケース：牛革

105 Pathfinder®　 パスファインダー
■刃長：127mm　■鋼材：420HC　■ケース：牛革

118 Personal　 パーソナル
■刃長：114mm　■鋼材：420HC　■ケース：牛革

118BKS 14,000円

118BRS 17,000円

17,500円105BRS

（BK-51）（BK-50）

（BK-18）

（BK-5）

（BK-6）

112 Ranger®　レンジャー
■刃長：76mm　■鋼材：420HC 　■柄材：ダイモンドウッド　
■ケース：牛革

119 Special　スペシャル

■刃長152mm　■鋼材：420HC 　■ケース：牛革15,200円119BKS

21,500円119BRS

■ 柄材：ダイモンドウッド

12,200円

102BRS 16,000円

102BKS
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■ 柄材：ダイモンドウッド

■ 柄材：ダイモンドウッド

■柄材：フェノリック（樹脂）

110BRSFG 14,200円

（BK-3）

110BKS4 17,500円110 SLIM PRO スリムプロ

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

110BKS1 7,000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 6,300円112 SLIM SELECT スリムセレクト

■刃長：76mm　

16,000円112BKS6

■刃長：76mm　

■刃長：95mm　

842BLS 23,500円842 SPRINT OPS PRO スプリントOPSプロ

■刃長：79mm　■鋼材：S30V　■柄材：G10　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■柄材：フェノリック（樹脂）



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

18,500円192BRS

392 Omni Hunter™ 12PT  

392BKS 8,900円

10,000円

836BRS

836 Folding Selkirk　フォールディングセルカーク

14,000円

345BKS 7,000円

501RWS 11,000円

500RWS 12,000円

340BKS 6,600円

191BRG 21,500円

■刃長：48mm　■鋼材：420HC　■柄材：ステンレス

325 Colleague　カレグー

■鋼材：420HC　■柄材：強化ナイロン（ブラック）

Vantage™ Select　バンテージ セレクト

■刃長：67mm　

■刃長：83mm　

■鋼材：420HC　■柄材：強化ナイロン（ブラック）

500 Duke　デューク

501 Squire™　スクワイアー

■刃長：76mm　

■刃長：70mm　

■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

21,800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

オープン シーズン スキナー537 Open Season Skinner

10,000円

327SS

■柄材：ステンレス/チタンコーティング

5,100円

6,500円327TT

327CF 6,500円 ■柄材：カーボンファイバー加工

3,900円325SSS

503RWS 10,400円503 Prince®　プリンス
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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 14,000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

28,500円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



C10SBK エンデューラ4　波刃 13,000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。

C10PSBK エンデューラ4　半波 13,000円
C10PBK エンデューラ4　直刃 13,000円

C11SBK デリカ4　波刃 12,500円
C11PSBK デリカ4　半波 12,500円
C11PBK デリカ4　直刃 12,500円

C28SBK2 ドラゴンフライ2　波刃 10,000円
C28PBK2 ドラゴンフライ2　直刃 10,000円

LBKS3 レディバグ3　波刃 6,400円
LBKP3 レディバグ3　直刃 6,400円

C28S ドラゴンフライ　ステンレス　波刃 12,000円

C10PSBBK エンデューラ4 オールBK チタンコーティング　半波 15,000円

C11PSBBK デリカ4　オールBK　チタンコーティング　半波 14,000円

C10PGRE エンデューラ4　ZDP-189　直刃 19,500円

C11PGRE デリカ4　ZDP-189　直刃 18,000円

C28PGRE2 ドラゴンフライ2　ZDP-189　直刃 14,000円

LGREP3 レディバグ3　ZDP-189　直刃 8,200円

C10S エンデューラ4　ステンレス　波刃 16,000円
C10PS エンデューラ4　ステンレス　半波 16,000円
C10P エンデューラ4　ステンレス　直刃 16,000円

C11S デリカ4　ステンレス　波刃 15,000円

C11P デリカ4　ステンレス　直刃 15,000円
C11PS デリカ4　ステンレス　半波 15,000円

C11PGYW デリカ4　ウェーブ 14,000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：73mm　■鋼材：ZDP-189　■柄材：FRN(B.R.グリーン)　■バックロック

■刃長：57mm　■鋼材：ZDP-189　■柄材：FRN(B.R.グリーン)　■バックロック

■刃長：49mm　■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)

C28PBK2 (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)

(キーチェーン付)

(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 15,000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 12,000円

C28P
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C90PBK2 ストレッチ2　 直刃 15,000円 C90PGRE2 ストレッチ2　ZDP-189　 直刃 22,000円

C66PBK3 セントファンテ3 12,000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

■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) (クリップ付)

(クリップ付)

MBKP マンバグ　 直刃 8,000円

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

MBKS マンバグ　 波刃 8,000円 MGREP マンバグ　ZDP-189　 (直刃) 生産終了

■刃長：50mm　■鋼材：ZDP-189　■柄材：FRN(B.R.グリーン)　
■バックロック

(キーチェーン付)MBKS (キーチェーン付)

C91PBK 15,500円

C91PYL パシフィックソルト　直刃　イエロー 15,500円

C91PYL (クリップ付)

パシフィックソルト　直刃　ブラック

■刃長：97mm　■鋼材：H-1　■柄材：FRN　■バックロック

C91SBK 15,500円

C91SYL パシフィックソルト　波刃　イエロー 15,500円

パシフィックソルト　波刃　ブラック

C88PYL2 ソルト2 　FRN 　イエロー　直刃 15,000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 15,000円

C28PYL2 ドラゴンフライ2　ソルト　直刃 10,500円

C28PYL2 (クリップ付)

ドラゴンフライ2　ソルト　波刃 10,500円C28SYL2

LYLP3 レディバグ3　ソルト　直刃 7,200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 7,200円LYLS3

C118SYL セーバーソルト イエロー 15,000円

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

C118SBK

C118SBK (クリップ付)

セーバーソルト　ブラック 15,000円

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。
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C106PBK2 15,000円

C106PYL2 タスマンソルト2　直刃　イエロー 15,000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 15,000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

15,000円

C07GP4 ポリス4　G-10　K390 直刃 32,500円

■刃長：112mm　■鋼材：K390　■柄材：G-10　■バックロック

ソルトシリーズ

C106SBK2 (クリップ付)

(クリップ付)

(鋼材K390はステンレスではなくハガネです。)

■刃長：57mm　■鋼材：H-1　■柄材：FRN(イエロー)　■バックロック



■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。

CK105BL

Extreme Ops Linerlock

CKLPR 3,200円

CKLPB 3,200円

CK105BK 4,000円

CK105HD 4,000円

4,000円

■刃長：83mm　■鋼材：7Cr17　■柄材：アルミ　■バックロック

CK105H 4,000円

SW105BKEU 4,000円

Executive

Little Pal
■刃長：59mm　■鋼材：7Cr17　■柄材：ステンレス　■フレームロック

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

SW421 4,000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 3,500円

■刃長：83mm　■鋼材：7Cr17MoV　■柄材：アルミ　■ライナーロック
Extreme Ops Plus Linerlock

SW50B 6,000円

SW50BS 6,000円

■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

SWCK400 3,400円 ■刃長：56mm

Oasis Linerlock

（SW-19）

（SW-13）

CK423BS 6,700円

■刃長：76mm5,000円SWCK400L

CK423G 6,700円

CK423GS 6,700円

CK110B 7,000円

CK423B 6,700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

■刃長：71mm　■鋼材：7Cr17　■柄材：ステンレス/チタン加工　
■フレームロック

Extreme Ops Linerlock

Extreme Ops Backlock
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(クリップ付)
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COLUMBIA RIVER KNIFE AND TOOL（コロンビアリバーナイフ＆ツール）
多くの優れたデザイナーにより、次々とナイフとツールに革新をもたらすクリエイティブなアメリカの
ナイフブランド。その進化を見逃すわけにはいかない。

HOMEFRONT™ HUNTER
Designed by Ken Onion in Kaneohe, Hawaii

K265CXP ホームフロント　ハンター 17,500円
■刃長：91mm　■鋼材：1.4116 SS　■柄材：強化ナイロン　■ライナーロック

“Field Strip” technology. 
工具なしで簡単に分解・組み立てができる画期的な
ナイフ。隙間に入った汚れもきっちり取り除けます。

HUNT’N FISCH™
Designed by Larry Fischer in Boise, Idaho

ハンティン　フィッシュ2861
■■刃長：刃長：76mm76mm　■鋼材：8Cr13Mov　■柄材：G10　■革ケース

K250KXP ホームフロント　EDC 16,500円

K270GKP ホームフロント 24,800円

ビッグエディ3008N 4,600円

5,000円

2817 HVAS 15,000円

7090 クアトロ　Cuatro™ 11,800円
6920 マーヴェン　Maven™ 11,800円

2814 ノーマ　コンパクト 6,800円
2815 ノーマ 8,500円

2831 モスバック　ハンター 11,600円
2832 モスバック　バード&トラウト 10,000円

ヴィゼル5320 10,000円

9070 グッピー　（グレー） 7,000円
9070K グッピー　（ブラック） 7,500円

HOMEFRONT™ HUNTER
Designed by Ken Onion in Kaneohe, Hawaii

(クリップ付)

■刃長：90mm　■鋼材：1.4116 SS　■柄材：強化ナイロン　■ライナーロック

HOMEFRONT™ EDC
Designed by Ken Onion in Kaneohe, Hawaii

(クリップ付)

■刃長：90mm　■鋼材：AUS-8　■柄材：アルミニウム　■ライナーロック

HOMEFRONT™
Designed by Ken Onion in Kaneohe, Hawaii

(クリップ付)

■刃長：85mm　■鋼材：1.4116 SS　■柄材：強化ナイロン　■ライナーロック

HVAS™
Designed by Jesper Voxnaes in Loegstrup, Denmark

(クリップ付)

■刃長：85mm　■鋼材：8Cr13MoV　■柄材：ステンレス　■ライナーロック

VIZZLE™
Designed by Jesper Voxnaes in Loegstrup, Denmark

■■刃長：刃長：171mm171mm　■鋼材：　■鋼材：5CR135CR13　　■柄材：ポリプロピレン　■専用シース付き■柄材：ポリプロピレン　■専用シース付き

BIG EDDY™BIG EDDY™
Designed by Russ Kommer in Fargo, North DakotaDesigned by Russ Kommer in Fargo, North Dakota

■■刃長：刃長：230mm230mm　■鋼材：　■鋼材：5CR135CR13　　■柄材：ポリプロピレン　■専用シース付き■柄材：ポリプロピレン　■専用シース付き

BIG EDDY™ IIBIG EDDY™ II
Designed by Russ Kommer in Fargo, North DakotaDesigned by Russ Kommer in Fargo, North Dakota

(クリップ付)■鋼材：18Cr13MoV　■柄材：G10　■ライナーロック
Designed by Richard Rogers in Magdalena, New Mexico

17,500円

ビッグエディⅡビッグエディⅡ3010N

(刃長：81mm)

(刃長：94mm)

■鋼材：8Cr13MoV　■柄材：ポリアミド　■ライナーロック

NOMA™ 
Designed by Jesper Voxnaes in Loegstrup, Denmark

(刃長：70mm)

(刃長：84mm)

■鋼材：SK5　■柄材：G10　■ナイロンシース付き

MOSSBACK™
Designed by Tom Krein in Gentry, Arkansas

(刃長：81mm)

(刃長：72mm)

GUPPIE®
Designed by Launce Barber in Williamsburg, Virginia

■■刃長：刃長：50mm50mm　■刃材：2Cr13　■畳んだ状態で89mm

【マルチ機能】【マルチ機能】
・ナイフ・ナイフ
・ビットドライバー・ビットドライバー
・・LEDLEDライトライト
・・レンチ
・栓抜き
・カラビナ

(クリップ付)

(クリップ付)

9070K
(ブラック)

9070
(グレー)
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アメリカ製パラコード
耐荷重250kgの強度！

直径わずか約5mmの細いナイロンコード。
芯に7本のヨリ糸を束ねた特殊構造で強度を
実現。軽くて丈夫、コンパクトで持ち運びも
容易、耐水性も備えた高性能ロープ。
アメリカ製。

オリーブドラブオリーブドラブ

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)

タンタン ブラックブラックオレンジオレンジ

グレーグレー

6,000円22-41578

ブラックWY-1
オレンジWY-2

2,400円

STORMストーム
セーフティーホイッスル

WY-1

WY-2

(各)

（品番・単価・カラー）
10m巻 15m巻 30m巻
1,000円 1,500円 3,000円

オリーブドラブ OD-10 OD-15 OD-30
オレンジ OR-10 OR-15 OR-30
ブラック BK-10 BK-15 BK-30
タン TN-10 TN-15
グレー GY-10 GY-15
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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

輸
入
雑
貨

11,800円PD35-TAC

9,500円UC30-2017

9,000円LD22-2015

1,900円UC01

照度：最大1000ルーメン
18650リチウム電池×1個、又はCR123A×2個
(電池は付属しておりません)
全長137x25.4mm(ヘッド径)
本体重量：89 g

照度：最大300ルーメン
単三型電池×2個(Ni-MH、アルカリ)
　(電池付属)
全長155 x 21.5mm(ヘッド径)
本体重量：72 g

照度：最大1000ルーメン
18650リチウム電池×1個(付属)USB充電式
又はCR123A(2個）使用可(付属してません)
全長130x25.4mm(ヘッド径)　本体重量：77 g

照度：最大45ルーメン
Micro-USB充電式
(ケーブルは付属していません)
62×22.5×10mm　　本体重量：13 g

11,800円BUB-1085874 12,800円BUB-BB1-FP 9,800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。



(弾2種・替えゴム付属)

MS-21

30303030 レーザーホーク 2,400円

(MS-1)

30403040 ホールディング 2,800円 30553055 3,900円

(MS-2) (MS-3)
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 4,800円

(MS-4)

(MS-9)

31003100 1/4” スチールショット 1,000円 31383138 1,000円

(MS-5) (MS-6)
3/8” スチールショット

33303330 替えゴム 1,000円 33553355 1,300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 1,000円

4530345303 720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 1,000円

MS-22

6枚入り
サイズ：60×42×25mm　　重量：20g/枚

3060K3060K レーザーホーク キット 6,700円

1604316043 コブラ 7,100円 1700517005 ディアブロ Ⅱ 9,900円 1701817018 ブラック ウィドウ 3,800円

1600016000 替えゴム スーパー 2,000円 1604516045 替えゴム スタンダード 1,350円

BARNETT　バーネット
ハンティング（狩猟）の本場アメリカで、主にハンター用の本格的クロスボーを生産する老舗ブランド。
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。

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。

3030表示価格は税抜きです。 Knife Selection Vol.11Knife Selection Vol.11
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全長185mm

関兼常ブランドのキッチンバサミ

  　●信頼の「関の刃物」、精巧な作り。
 　 ●ギザ刃加工で滑らず切れる。
  　●耐熱温度110度のABS樹脂で
　　　食洗機にも対応。
　　●取り外し式のハサミは、細部まで
　　　きれいに洗えて衛生的。
　　　　　（KC-020SとKC-027S）

■刃部：ステンレス刃物鋼
■柄部：ABS樹脂　耐熱温度110度

関兼常ブランドの
『大きなレンズ付きルーペ付ツメキリ』
●日本製 大口径45mm拡大レンズでよく見え深爪防止に。
●脱着可能なレンズだから、爪切り以外でもルーペと
　しても使えて便利。
●刃の開きが大きく足の爪切に最適。
●刃物のまち「岐阜県関市」で作られた純日本製。

KC-053BK
黒

KC-053RD
赤

KC-019
キッチンバサミ（赤柄）キッチンバサミ（赤柄）（固定式）（固定式）

1,400円

KC-020S
キッチンバサミ（黒柄）キッチンバサミ（黒柄）（取り外し式）（取り外し式）

KC-027S
カニバサミ（朱色柄）カニバサミ（朱色柄）（取り外し式）（取り外し式）

1,700円

全長185mm 全長195mm
黒 1,650円

KC-053RD 赤 1,650円

1,500円 KC-053BK

約105×20×20 mm

●●表示価格はすべて消費税抜きです。表示価格はすべて消費税抜きです。

●●発行日：発行日：20192019年年99月月88日　日　（（20202020年年44月月11日改定版）日改定版）　　

●●本カタログに掲載された価格は、本カタログに掲載された価格は、20202020年年11月月11日現在の希望小売価格です。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。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。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。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。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。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。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。

『　Knife Selection　』

KC-343
全　長 225mm 刃　長 110mm
刃　厚

兼常作　波刃スプレッドナイフ 

35g1.2mm 重　量

YouTube 動画

ハイカーボンステンレスAUS-8を採用したこだわりの波刃
  
トマトやフルーツ類、チーズや
サンドウィッチなども波刃が
しっかりとらえてキレイな切り口
にカット。刃先が丸いので、
ブレード背側を使ってジャムや
バターを塗り広げる（スプレッド）
にも便利。

AUS-8 ステンレス鋼　
ケボニーメープル       

鋼材：
柄材：

繊細な切れ味が求められるフルーツや野菜の「飾り切り」
「細工切り」に最適
   
適度に鋭く尖った刃先、薄く
シャープに研ぎあげられた
AUS-8の本格的な切れ味。
ペンのようにもって使うにも
適したシンプルなハンドル形状。
小型のフルーツや野菜の皮むき・
飾り切り・細工などに最適。

KC-341
全　長 175mm 刃　長 60mm
刃　厚

兼常作　パーリングナイフ 

27g1.2mm 重　量

包
丁
・
ハ
サ
ミ
・
爪
切
り

33層ダマスカス鋼が織りなす美しい波紋。
サビに強く、かつよく切れるVG-10鋼を採用
した最高級包丁。

KC-103 三徳180mm 16,500円

KC-104 ペティ150mm 14,500円

KC-568 8,500円

最高級刃物鋼「青紙2号」を使用した最高の
切れ味の皮剥ぎ包丁。皮を剥ぐのに理想的な
曲線カーブ。（片刃）

皮ハギ90mm

関兼常の包丁・キッチンツール　
　　カタログ　無料進呈中！
     お気軽にご連絡ください！
     すぐカタログを発送します。

YouTube 動画

2,500円

2,100円
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