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この冊子に掲載されている商品は
なくなり次第、販売終了の商品です。
予めご了承ください。

44 別冊カタログ 2021-0

HIRO HIRO キャプテンスローカムキャプテンスローカム

■ ■ 鋼材：銀紙鋼材：銀紙11号ステンレス号ステンレス  
■ ■ 柄材：ウッドマイカルタ柄材：ウッドマイカルタ
■ ■ フルタングフルタング//フラットグラインドフラットグラインド
■ ■ ケース：牛革ケース：牛革

BE-13 刃長90mm　厚さ4mm　重量約150g
22,000円

原幸治原幸治 「なすび」 「なすび」
■ ■ 鋼材：鋼材：6A6Aステンレスステンレス  
■ ■ 柄材：黒蝶貝、黄蝶貝柄材：黒蝶貝、黄蝶貝

刃長40mm　厚さ1.5mm　重量約 22g
9,900円((日本製日本製)) ((日本製日本製))

（（20212021年年99月月1010日現在）日現在）

鮎鮎シリーズシリーズ

KW-7 刃長105mm 13,200円

KW-9 刃長 70mm 11,000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） 

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

（各）14,300円

KW-18 刃長 90mm

KW-19 刃長 85mm

剣刃

直刃

皮剥岐

((日本製日本製))
((日本製日本製))

KW-7KW-7

KW-9KW-9

KW-17KW-17

KW-18KW-18

KW-19KW-19

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

KH-13

■ ■ 全長：全長：180mm ■ 180mm ■ 刃長：刃長：80mm ■ 80mm ■ 重量：約重量：約80g ■ 80g ■ 鋼材：鋼材：3434層ダマスカス層ダマスカス  
■ ■ 柄材：柄材：ML-1 ML-1 天然木 ボコテ 天然木 ボコテ /  ML-2 /  ML-2 天然木 エボニー天然木 エボニーML-2 390/ME　スパイダー2 / エボニー 39,600円

世界世界100100本限定本限定
シリアルナンバー入り限定商品認定書付きシリアルナンバー入り限定商品認定書付き

ML-1ML-1

ML-2ML-2

19601960年創業のマニアゴ（伊）の老舗ナイフブランド年創業のマニアゴ（伊）の老舗ナイフブランド

美しい「木目金」美しい「木目金」
ボルスターボルスター

ML-1 390/MB　スパイダー2 / ボコテ　 39,600円

イタリア有名デザイナーイタリア有名デザイナー
Puddu(Puddu(ピッデュピッデュ))とと
コラボで製作された。コラボで製作された。

Limited EditionLimited Edition

SPIDER 2SPIDER 2
w/Mokumeganew/Mokumegane

(イタリア製)

((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました)) ((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))



■ ■ 鋼材：鋼材：440440ステンレス鋼ステンレス鋼  
■ ■ 柄材：天然スタッグ柄材：天然スタッグ//純銀純銀
■ ■ シース：牛革シース：牛革//純銀純銀

全長：全長：220mm220mm　刃長：　刃長：100mm100mm　　重量：約　　重量：約120g120g

GR-1 P6218/S10　クラッシック スタッグⅠ 55,000円

GR-7 P6245/10　クラッシック クラウンⅡ 17,600円

金具：純銀金具：純銀(GR-1(GR-1のみのみ))

GR-8 P6245/W10　クラッシック クラウンⅢ 19,800円

GR-9 P7342/W10　スタッグ カーヴィング 22,000円 GR-12 P7638H11　クラッシック アンテロープⅠ 20,900円

■ ■ 鋼材：鋼材：440440ステンレス鋼ステンレス鋼  
■ ■ 柄材：天然スタッグ柄材：天然スタッグ
■ ■ シース：牛革シース：牛革

全長：全長：220mm220mm　刃長：　刃長：100mm100mm　　重量：約　　重量：約75g75g

■ ■ 鋼材：鋼材：440440ステンレス鋼ステンレス鋼  
■ ■ 柄材：天然スタッグ柄材：天然スタッグ
■ ■ シース：牛革シース：牛革

全長：全長：250mm250mm　刃長：　刃長：100mm100mm　　重量：約　　重量：約125g125g

■ ■ 鋼材：鋼材：440440ステンレス鋼ステンレス鋼  
■ ■ 柄材：アンテロープ柄材：アンテロープ
■ ■ シース：牛革シース：牛革

全長：全長：240mm240mm　刃長：　刃長：110mm110mm　　重量：約　　重量：約110g110g

■ ■ 鋼材：鋼材：440440ステンレス鋼ステンレス鋼  
■ ■ 柄材：天然スタッグ柄材：天然スタッグ
■ ■ シース：牛革シース：牛革

全長：全長：220mm220mm　刃長：　刃長：100mm100mm　　重量：約　　重量：約80g80g

スタッグ柄に彫刻スタッグ柄に彫刻

両面に金のフショク両面に金のフショク

7548 P7548/W10　クラッシック アンテロープⅣ 20,900円

■ ■ 鋼材：鋼材：440440ステンレス鋼ステンレス鋼  
■ ■ 柄材：アンテロープ柄材：アンテロープ
■ ■ シース：牛革シース：牛革

全長：全長：240mm240mm　刃長：　刃長：110mm110mm　　重量：約　　重量：約130g130g

柄尻にコインのインレイ柄尻にコインのインレイ
柄尻にコインのインレイ柄尻にコインのインレイ

柄尻にコインのインレイ柄尻にコインのインレイ

GR-14 P6238/W10　クラッシック アンテロープⅢ 17,600円

■ ■ 鋼材：鋼材：440440ステンレス鋼ステンレス鋼  
■ ■ 柄材：アンテロープ柄材：アンテロープ
■ ■ シース：牛革シース：牛革

全長：全長：230mm230mm　刃長：　刃長：100mm100mm　　重量：約　　重量：約100g100g

片面に白のフショク片面に白のフショク

GR-16 P9765/09　ドロップハンター 27,500円

■ ■ 鋼材：鋼材：440440ステンレス鋼ステンレス鋼  
■ ■ 柄材：天然スタッグ柄材：天然スタッグ
■ ■ シース：牛革シース：牛革

全長：全長：210mm210mm　刃長：　刃長：90mm90mm　　重量：約　　重量：約190g190g

【　注　意　】柄材の天然のスタッグ（シカの角）及びアンテロープ
（羚羊の角）はそれぞれ個体差があります。色、形、重量、
サイズなど、画像および表記の数値とは多少の違いがあります。
あらかじめご了解ください。

1908年創業。ナイフ名門の地ドイツ・ゾーリンゲンで、古きよき
ヨーロッパの伝統的なデザインの高級ナイフを作って100年以上。
1960～80年代マイスター制度のもと、数少ない優秀な熟練の
匠達（マイスター）によって丹念に仕上げられたLinderナイフ。
ここで紹介するナイフはどれも20年以上前に生産されたもので、
当時の職人の吐息が聞こえてくるものばかりです。

LinderLinder  　　独 ゾーリンゲン製　高級鍛造ナイフ　　　　独 ゾーリンゲン製　高級鍛造ナイフ　　　　

GR-17 P9165/09　スモールハンター(UTAH) 26,400円

■ ■ 鋼材：鋼材：440440ステンレス鋼ステンレス鋼  
■ ■ 柄材：天然スタッグ柄材：天然スタッグ
■ ■ シース：牛革シース：牛革

全長：全長：190mm190mm　刃長：　刃長：85mm85mm　　重量：約　　重量：約150g150g

45 別冊カタログ 2021-0表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))



MaserinMaserin　　Vintage LineVintage Line
マゼリン　ヴィンテージライン マゼリン　ヴィンテージライン 
ソムリエナイフソムリエナイフ

コルクの長いヴィンテージワインもコルクの長いヴィンテージワインも
抜きやすい弧を描いた持ち手。抜きやすい弧を描いた持ち手。

EB-2 4,400円

■ ■ 全長：全長：123mm123mm
　　　　((ステンレス製ステンレス製))
　　　　((エボニー柄エボニー柄))

EB-1 4,400円

■ ■ 全長：全長：125mm125mm
　　　　((ステンレス製ステンレス製))

Maserin Legno　　
マゼリン　レグノ
 ソムリエナイフ

Maserin  MooseMaserin  Moose　　　　
マゼリン　ムース マゼリン　ムース 
コークスクリューコークスクリュー

EB-4 17,600円

■ ■ 全長：全長：240mm240mm
　　　　((ステンレス製ステンレス製))
((柄材：ブラックマイカルタ柄材：ブラックマイカルタ))

MooseMooseは「ヘラジカ」の意。は「ヘラジカ」の意。
遊び心あふれるデザインは、遊び心あふれるデザインは、
とっておきのワインを開けるとっておきのワインを開ける
とっておきの楽しい時をとっておきの楽しい時を
豪華に演出してくれます。豪華に演出してくれます。

ナイトアイズ ナイトアイズ 
3-in-1 LED Mini Flashlight3-in-1 LED Mini Flashlight
これは画期的なライトこれは画期的なライト！！
ヘッドを引き伸ばせばランタンヘッドを引き伸ばせばランタン
に早変わり。テールには赤いに早変わり。テールには赤い
警告灯もあるので、警告灯もあるので、11本で本で33役。役。
アウトドアの暗闇を明るくアウトドアの暗闇を明るく
照らしてくれる優れもの、超オススメ品。照らしてくれる優れもの、超オススメ品。
■■照度：照度：15 - 8015 - 80ルーメンルーメン22段階切り替え段階切り替え
■■アルカリ単三電池１本アルカリ単三電池１本((付属付属))
■■サイズ：サイズ：114mm×30mm114mm×30mm

(各) 2,200円

ブラックNL1A-01-R7
ブルーNL1A-03-R7
レッドNL1A-10-R7

グリーンNL1A-17-R7

自由に変形する足(？)。工夫次第で
様々なところに設置でき、いろんな
角度で照らしてくれる便利もの。
エスビナー®もついて携帯も便利。
サイズ : 60X27X12mm
重量 : 18g 　
使用電池 : CR2016×2(付属)
連続点灯 : 10～22時間

ナイトアイズ・バグリットナイトアイズ・バグリット      

   BG-BKBG-RD

BG-BUBG-GR

(各) 1,540円

ナイトアイズナイトアイズ
キーリットエスビナーキーリットエスビナーLEDLED
カラビナとLEDライトが一体化
した便利なキーリング。
エスビナー®6個付。
ストロボ点灯モードあり。
■電池：CR2016×2個
■重さ：29g
■大きさ：85×31mm

880円

KRS-03-01

1,540円

KRL-03-02

ナイトアイズ
キーラック

カラフルなプラスチック
製のエスビナー6個
付属のカラビナ型
キーラック。

■大きさ：78×39mm
■重さ：27g

((値下げしました値下げしました))

(中国製)

(中国製)

(中国製)

(イタリア製)

(イタリア製)

(イタリア製)

(中国製)
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YUS110 黒/赤

ペン回し用 
バタフライ ボールペン 
バタフライナイフのようにクルクル回す
アクションを楽しめるボールペン。
インクはあのFISHER SPACE PEN
を採用。スパイダルコ社。アメリカ製。
(全長 約20cm)

6,600円

YUSRBL

替えインク(青)
880円

((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))

(値下げしました)

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

(値下げしました)

(値下げしました)

R&W ROPE社製
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。

リアル・パラシュートコード　　
15m×2本セット
（カモグリーン）

CG15-2 2,640円

(値下げしました)



AW-19 1,980円

AW-36 1,540円AW-34 1,100円

AW-33 1,100円

AW-32 1,100円

AW-52 2,750円

AW-51 2,750円

AW-54 2,200円 AW-57 1,980円

AW-56 1,980円

AW-59 1,980円

AW-51AW-51

AW-52AW-52

((台湾製台湾製))　　

((台湾製台湾製))　　

■ ■ 刃長：約刃長：約84mm84mm
　 　 ((ステンレスステンレス))
■ ■ 柄：プラスチック柄：プラスチック

((台湾製台湾製))　　

■ ■ 刃長：約刃長：約52mm52mm
　 　 ((ステンレスステンレス))
■ ■ 柄：プラスチック柄：プラスチック

AW-32AW-32

AW-33AW-33

AW-34AW-34
((赤・波刃赤・波刃))　　

((黒・波刃黒・波刃))　　

((赤・直刃赤・直刃))　　

((台湾製台湾製))　　

■ ■ 刃長：約刃長：約80mm80mm
　 　 ((ステンレスステンレス))
■ ■ 柄：プラスチック柄：プラスチック

((波刃波刃))　　

((半波刃半波刃))　　

((半波刃半波刃))　　

■ ■ 刃長：約刃長：約78mm78mm
　 　 ((ステンレスステンレス))
■ ■ 柄：プラスチック柄：プラスチック

((台湾製台湾製))　　

■ ■ 刃長：約刃長：約73mm73mm
　 　 ((ステンレスステンレス))
■ ■ 柄：プラスチック柄：プラスチック

((台湾製台湾製))　　

■ ■ 刃長：約刃長：約40mm40mm
　 　 ((ステンレスステンレス))
■ ■ 柄：プラスチック柄：プラスチック

((台湾製台湾製))　　
■ ■ 刃長：約刃長：約45mm45mm
　 　 ((ステンレスステンレス))
■ ■ 柄：プラスチック柄：プラスチック

AW-56AW-56

AW-57AW-57
((ブラックブラック))　　

((クリアクリア))　　

KT-128 3,850円 KT-320 3,850円 KT-348 2,750円
( ( 日本製 日本製 ))　　

■■刃長：刃長：145mm145mm
■■鋼材：鋼材：SKSK鋼鋼((全鋼全鋼))
■■ローズ柄ヒルト付　ローズ柄ヒルト付　

■ ■ 刃長：刃長：57mm57mm
■ ■ 鋼材：ステンレス鋼材：ステンレス
■ ■ 柄材：スタッグ 柄材：スタッグ 

( ( 日本製 日本製 ))　　

■ ■ 刃長：刃長：65mm65mm
■ ■ 鋼材：ステンレス鋼材：ステンレス  
■ ■ 柄材：ボーン柄材：ボーン

( ( 日本製 日本製 ))　　

ロープ切ロープ切
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((値下げしました値下げしました))
((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました)) ((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

No.803 11,000円

■ ■ 全長：約全長：約160mm160mm　■ 刃長：約　■ 刃長：約55mm55mm　■ 刃厚：　■ 刃厚：2.5mm2.5mm
■ ■ 重量：重量：70g70g　■ 鋼材：　■ 鋼材：440440ステンレス　■ 柄：レザーステンレス　■ 柄：レザー
■ ■ 革ケース　■ 日本製革ケース　■ 日本製

専用のレザーケースはナイフ本体と専用のレザーケースはナイフ本体と
スナップボタンスナップボタン22か所で留めることがか所で留めることが
できる構造です。できる構造です。

((値下げしました値下げしました))



GK-26 （各）4,400円

OPN-1 1,320円

GK-25

GK-25GK-25
((半波刃半波刃))

GK-26GK-26
((直刃直刃))

■ ■ 刃長：刃長：70mm70mm
■ ■ 鋼材：鋼材：AUS6AUS6ステンレスステンレス  
■ ■ 柄材：柄材：AUS6AUS6ステンレスステンレス

( ( 台湾製 台湾製 ))　　

■ ■ 刃長：刃長：35mm35mm
■ ■ 鋼材：ステンレス鋼材：ステンレス  
■ ■ 柄材：プラスチック柄材：プラスチック

( ( フランス製 フランス製 ))　　

■ ■ 刃長：約刃長：約73mm73mm
　　　　((ステンレスステンレス))
■ ■ ナイロンケース付　ナイロンケース付　

AW-6 1,650円
( ( 台湾製 台湾製 ))　　

AW-13 6,600円 ((台湾製台湾製))　　

■ ■ 刃長：刃長：135mm135mm
　　　　((ステンレスステンレス))
■ ■ 柄：キャスト柄：キャスト

OT-40 1,980円

CHERISHCHERISHマスコットナイフマスコットナイフ
ハイヒールハイヒール

■ ■ 刃長：刃長：46mm46mm
■ ■ 鋼材：ステンレス鋼材：ステンレス  
■ ■ 柄材：ステンレス柄材：ステンレス

( ( 日本製 日本製 ))　　

OPINELOPINEL
ミニナイフミニナイフ

SK-123 1,980円

KT-137 2,200円

コンバットⅡコンバットⅡ

■ ■ 刃長：刃長：130mm130mm
　　　　((炭素鋼炭素鋼))
■ ■ 柄：キャスト柄：キャスト

ハンドル内に小物を収納できる汎用ハンドル内に小物を収納できる汎用
サバイバルナイフ。バットキャップにサバイバルナイフ。バットキャップに
小型コンパスを内蔵。小型コンパスを内蔵。

SK-120 1,980円

SK-120SK-120

SK-123SK-123

■ ■ 刃長：約刃長：約93mm93mm
　　((テフロンコートテフロンコート))
■ ■ 柄：プラスチック　柄：プラスチック　

((韓国製韓国製))　　

((台湾製台湾製))　　SK-78 1,100円

COBRA COBRA TOOL ROSTFREITOOL ROSTFREI
コブラミニコブラミニSVⅡSVⅡ　缶切りツール　缶切りツール

■ ■ 全長：約全長：約100mm100mm
　　　　((ステンレスステンレス))
■ ■ 革ケース付　革ケース付　

( ( 台湾製 台湾製 ))　　

((値下げしました値下げしました))
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AW-18 1,980円

AW-17 3,850円

AW-18AW-18

AW-17AW-17

((台湾製台湾製))　　

ステンレス製ステンレス製

・刃長：・刃長：135mm135mm

・刃長：・刃長：79mm79mm

パラトルーパーパラトルーパー
ナイフナイフ BE-46BE-46

AW-23AW-23

BE-46 2,970円

AW-23 3,190円

((台湾製台湾製))　　

■ ■ 刃長：約刃長：約100mm100mm
　　((テフロンコートテフロンコート))
■ ■ ステンレス製　ステンレス製　

未成年の方には販売できません。未成年の方には販売できません。

((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

((値下げしました値下げしました)) ((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))((値下げしました値下げしました))



KB-601KB-601

KB-603KB-603

CS-47CS-47

KB-603 5,500円剣鉈8寸用　革ケース　(間口40mm)　　　　　　　　

NO.800 1,650円
内寸(約)W26×H23×D92mm　革製
ビクトリノックス　ミディアムサイズ(91mm)アーミーナイフが入ります。

NO.800NO.800

GK-4C 1,320円
内寸(約)W25×H10×D80mm　革製
IC.CUT　折りたたんで80mmのフォールディングナイフが入ります。

全てのケースの裏側にベルト通しがあり、ベルトに装着できます。全てのケースの裏側にベルト通しがあり、ベルトに装着できます。

GK-4CGK-4C CS-26CS-26

CS-45CS-45 BE-41CBE-41C
CS-37CS-37

CS-26 550円

内寸(約W50×H25×D75mm)

CS-45 550円

内寸(約W45×D135mm)

BE-41C 440円

内寸(約W45×D135mm)

CS-37 440円

内寸(約W43×D110mm)

（上記（上記44点はナイロン製）点はナイロン製）

剣鉈用　革ケース・木サヤ剣鉈用　革ケース・木サヤ

ケース・ポーチケース・ポーチ

CK-11 1,650円

HIROHIRO　ノコギリ　ノコギリ

全長：全長：260mm260mm
刃長：刃長：135mm135mm

( ( 日本製 日本製 ))

( ( 日本製 日本製 )) ( ( 日本製 日本製 ))
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KC-218 5,500円パーリング　80mm

鋼材：鋼材：AUS-10 AUS-10 ステンレス鋼ステンレス鋼
柄材：柄材：POMPOM（プラスチック）（プラスチック）
口金：ステンレス（溶接）口金：ステンレス（溶接）
フルタング（全通し）フルタング（全通し）
日本製日本製

SX-32 11,000円 牛刀　240mm      

SX-23 14,850円 牛刀　240mm      
SX-24 17,050円 牛刀　270mm      
SX-25 18,700円 牛刀　300mm      

鋼材：モリブデン・ステンレス鋼鋼材：モリブデン・ステンレス鋼
柄材：柄材：18-818-8ステンレスステンレス
口金：ステンレス（溶接）口金：ステンレス（溶接）
日本製日本製

鋼材：AUS-8 ステンレス鋼
柄材：人工大理石（抗菌）
口金：ステンレス（溶接）
フルタング（全通し）
日本製

ハンドル材に人工大理石を使用。耐水性、耐久性に優れ、抗菌効果もあります。
よく切れサビにくいモリブデン・ステンレス鋼（AUS-8）のブレード。
口金はブレードに溶接され、フルタング（全通し）の業務用対応の包丁です。

GransheGranshe　　PRO 21 PRO 21 シリーズシリーズ GransheGranshe　　ECO PRO ECO PRO シリーズシリーズ

SX-23SX-23

SX-24SX-24

SX-25SX-25

兼常作兼常作　　AUS-10AUS-10（（POMPOM）シリーズ）シリーズ

スタイリッシュで衛生的な
オールステン包丁。

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

CW-14S 4,400円剣鉈8寸用　木サヤ　(刃幅35mm/6mm厚)　　　

CW-13S 3,850円剣鉈7寸用　木サヤ　(刃幅35mm/6mm厚)　　　

CW-12S 3,300円剣鉈6寸用　木サヤ　(刃幅35mm/6mm厚)　　　

KB-603KB-603

CW-14SCW-14S

CW-13SCW-13S

CW-12SCW-12S

TS-69STS-69S TS-70STS-70S TS-76STS-76S CW-48SCW-48S

TS-69S 1,980円小刀110mm用　革ケース　(間口24mm/4mm厚)
小刀用　革ケース小刀用　革ケース ( ( 日本製 日本製 ))

TS-70S 1,980円小刀95mm用　革ケース　(間口23mm/3mm厚)　

TS-76S 1,980円小刀110mm用　革ケース　(間口24mm/4mm厚）

CW-48S 1,980円小刀95mm用　革ケース　(間口23mm/3mm厚)　

（黒合皮巻き）（黒合皮巻き）

（値下げしました）（値下げしました）

（値下げしました）（値下げしました）

（値下げしました）（値下げしました）

（値下げしました）（値下げしました）



SPX-160 ¥1,760

PURE'X SUPER  ピュア’X スーパー 事務用ハサミ

SPX-140 ¥1,540

フッ素樹脂コーティング

PURE SUPER  ピュア スーパー 事務用ハサミ

■粘着テープがこびりつきにくいフッ素樹脂
コーティング加工で、　スムーズにカットできます。
■おしゃれでシンプルなフォルムは手によくなじみます。

■ステンレス製なのでサビに強く切れ味も長持ちします。
■おしゃれでシンプルなフォルムは手によくなじみます。

SP-160 ¥990SP-140 ¥880 SP-180 ¥1,100

PURE  ピュア

P-150 ¥770

■ステンレス製なのでサビに強く切れ味も長持ちします。
■おしゃれでシンプルなフォルムは手によくなじみます。

事務用ハサミ 150mm

事務用ハサミ 140mm 事務用ハサミ 160mm

事務用ハサミ 140mm 事務用ハサミ 160mm 事務用ハサミ 180mm

（日本製）

【ご注意】

ここに掲載されているピュアシリーズのハサミに
ついては、正規のパッケージに入っておりません。
簡易なビニール袋に入った状態でのお渡しに
なります。予めご了承ください。

HIRO HIRO ウッドクラフトナイフウッドクラフトナイフ

ココボロ・ホワイトオーク・竹で作られたココボロ・ホワイトオーク・竹で作られた
卓上ペーパーナイフ卓上ペーパーナイフ

HR-1 全長：約204mm 6,600円

DW-06-30
W72×D72×H65mm　160ｇ

1,320円 DW-04-30DW-03-25

Flex time Flex time 高級デスクツール高級デスクツール
ナイフブランドとして有名なナイフブランドとして有名なIC.CUTIC.CUT社が数十年前に製作した高級デスクツール。社が数十年前に製作した高級デスクツール。
重量感のあるマホガニー合板材を惜しげもなく使用し、寸分の狂いなくステンレスと重量感のあるマホガニー合板材を惜しげもなく使用し、寸分の狂いなくステンレスと
接合して作られている。オフィスのデスクで存在感を放つこと間違いなし。接合して作られている。オフィスのデスクで存在感を放つこと間違いなし。

W72×D72×H25mm　140ｇW72×D72×H25mm　170ｇ

1,320円 1,320円

ペン立てペン立て 貴重品・小物入れ貴重品・小物入れ クリップストッカークリップストッカー

((使用例使用例))

((使用例使用例))

SW-201 チェーン・SV 7,700円 SW-203 ヒンジ・SV 9,900円 SW-204 ヒンジ・BK 9,900円

Smith&Wesson社製ハンドカフ
米国の名門銃器メーカーであるスミス＆ウェッソン社製の
ハンドカフ。材質はいずれも超高強度カーボンスティールを
使用。信頼のアメリカ製で、米国の特殊部隊や警察が
実際に使用する実物。貴重品の入ったバッグの保管や
運搬、自転車のロック等にも使用可能。

チェーンタイプよりも
さらに頑強なヒンジ
（蝶番）構造。

((値下げしました値下げしました)) ((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))

((値下げしました値下げしました))（日本製）（日本製）

（日本製）（日本製）

（アメリカ製）

((台湾製台湾製))　　

AW-66 1,650円シルバースプリング警棒　小 (全長42cm)

AW-67 2,200円ブラックスプリング警棒　大 (全長53cm)

AW-68 2,200円シルバースプリング警棒　大 (全長53cm)

■ ■ ナイロンケース　サービス中ナイロンケース　サービス中
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(値下げしました)

(値下げしました)

(値下げしました)

(値下げしました)(値下げしました)(値下げしました)

(値下げしました) (値下げしました)

(値下げしました)

(値下げしました) (値下げしました) (値下げしました)

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）



KT-530 550円

ツール付爪切りツール付爪切り

爪切り・ハサミ・ナイフ・ヤスリ爪切り・ハサミ・ナイフ・ヤスリ
耳かき・毛抜き・甘皮切り耳かき・毛抜き・甘皮切り
((全長：約全長：約70mm)70mm)

KS-11 1,320円 KS-134 1,100円

TSUGE TSUGE 貴重品用ポーチ貴重品用ポーチ TSUGE TSUGE 非常持ち出しバッグ非常持ち出しバッグ

（財）日本防炎協会認定の（財）日本防炎協会認定の
難燃性素材を採用したワン難燃性素材を採用したワン
ショルダーバッグ。ショルダーバッグ。

KS-23 330円

KS-26 550円

TSUGE TSUGE エマージェンシーバッグエマージェンシーバッグ

米国米国NASANASA開発の特殊開発の特殊
素材を使用した素材を使用した耐風、耐風、
耐寒性に優れた寝袋。耐寒性に優れた寝袋。
防水加工も施してあり防水加工も施してあり
雨除けにもなる。コンパク雨除けにもなる。コンパク
トに畳んで収納可能。トに畳んで収納可能。
●●材質 アルミニウム蒸着材質 アルミニウム蒸着
ポリエステル●広げたサイズポリエステル●広げたサイズ
：幅：幅82×210cm 82×210cm 
●●重量：重量：70g70g

・畳んだサイズ：・畳んだサイズ：
    120×72×12mm120×72×12mm
・広げたサイズ：・広げたサイズ：
    1500×2100mm1500×2100mm

TSUGE TSUGE 
エマージェンシーブランケットエマージェンシーブランケット

(中国製)

(中国製)(中国製)(中国製)

軽くて丈夫なナイロン製（テフロン防水加工）。軽くて丈夫なナイロン製（テフロン防水加工）。
使い易く設計された収納ポケットは大変便利。使い易く設計された収納ポケットは大変便利。

CH-104 シルバー/ストラップ

CH-103 ブラック/ストラップ

CH-304 シルバー/ネックレス

CH-303 ブラック/ネックレス

氏名・住所・血液型既往症・常備服用して
いる薬など、手当てに必要な情報が記入で
きます。より的確な救急処置が可能になり救
命につながり命を結ぶ絆、家族を結ぶ絆とな
り得ます。

本体全長：約68mm
本体材質：アルミニウム／アルマイト塗装

IDホイッスル「絆」

(中国製)

事故・病気・災害時に自分の情報を記入して
おけるＩＤ用紙がカプセル内に入っています。

各550円

CH-304
（シルバー/ネックレス）

CH-103
（ブラック/ストラップ）

緊急時に助けを求める際に
活躍するホイッスル

MG100 LG 1,100円

軽くて温かいシンサレート
素材。カヴァーを外せば
ハーフフィンガーになるミトン。

米ハッチ社米ハッチ社
シンサレートミトンシンサレートミトン(L(Lサイズのみサイズのみ))

KS-67 880円

TSUGE  TSUGE  ホイッスルホイッスル33個入個入

高品質のホイッスル。高品質のホイッスル。((材質：材質：ABSABS樹脂樹脂))

(値下げしました) (値下げしました)

(値下げしました)

(値下げしました)

(中国製)

((日本製日本製))
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(値下げしました)

(値下げしました)

(値下げしました)

表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

スチール製のスリムなケースです。外装表面に
リブがあり耐久性にも優れています。凸凹の
あるスポンジが内蔵され、小さな工具・道具
を入れても中で動きにくくなっています。耐熱
塗装を施してありますのでサビにくく、また、塗
装も剥がれにくくなっています。

R-628-8 5,500円

アイガースリムデザインツールケース

(中国製)

（ツールは付属しておりません。）

■サイズ：39×17×5cm　■重量：1.2kg

DX-420 5,500円 DX-422 5,170円

デニックス
ナポレオンキャノン（1806年）

■サイズ：17cm　
■重量：470g

デニックス
南北戦争キャノン（1861年）

DX-424 5,500円 DX-426 6,820円

デニックス
スパニッシュキャノン（18世紀）

デニックス
中世投石武器（11世紀）

DX-3072 660円ミニアックス（レターオープナー）（16cm　25g）
DX-3071 660円ミニアックス（レターオープナー）（16cm　30g）
DX-3041 1,100円ミニバトルアックス（19.5cm　105g）　　　　　　
DX-3040 990円スカルミニアックス（20cm　80g）　　　　　　　　

（デニックス）1967年創業のスペインのメーカー。世界の歴史的な剣、
銃、大砲などの武器のアンティーク風のミニチュアを主に生産している。

■サイズ：19cm　
■重量：590g

■サイズ：16cm　
■重量：385g

■サイズ：14cm　
■重量：690g

DX-3040DX-3040 DX-3041DX-3041 DX-3071DX-3071 DX-3072DX-3072

DX-F3048 4,180円海賊サーベル（25cm　125g）　　　　　　　
DX-F3033 3,630円ミニサーベル（28cm　100g）　　　　　　　
DX-F3027 2,750円ミニカルル大帝スウオード（28cm　105g）

デニックス
レターオープナー

DX-F3027DX-F3027

DX-F3033DX-F3033

DX-F3048DX-F3048

デニックス
ミニチュアアックス

鋳造された金属部と
木材部の素材感は
ミニチュアながら魅力的
です。さりげなくデスクに
置けば愛着がわきます。

ダイキャスト製の
ブレードはナイフの
ようには切れません
が、レターオープナー
として使えます。
アンティーク調で雰囲気
が魅力的なアイテム
です。

(値下げしました)
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