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KC-014
全　長 370mm 刃　長 250mm
刃　厚

CHIC パン・ハム切ナイフ 250mm  
鋼　材 AUS-6 ステンレス鋼   　　
柄　材100g2.0mm 赤合板    　　　　　  重　量

KC-015
353mm 230mm

CHIC冷凍食品用ナイフ230mm  
420J2 ステンレス鋼   　　

120g2.0mm 赤合板    　　　　　  

刃　厚

鋼　材 AUS-8 ステンレス鋼

柄　材 黒合板

1.6mm

KC-033 430mm 300mm 160g

KC-034 483mm  350mm 180g

KC-035 530mm  400mm 185g

兼常作　カステラ切 300mm
兼常作　カステラ切 350mm
兼常作　カステラ切 400mm

全　長 刃　長 重量品　名品　番

KC-036 580mm  450mm 215g兼常作　カステラ切 450mm

KC-341
175mm 60mm

兼常作　パーリングナイフ             

AUS-8 ステンレス鋼   　　

27g1.2mm

ケボニーメープル    　　　　　  

KC-343
全　長 225mm 刃　長 110mm
刃　厚

兼常作　波刃スプレッドナイフ 

鋼　材 AUS-8 ステンレス鋼　   　　
柄　材

35g1.2mm

ケボニーメープル    　　　　　  

重　量

KC-093
205mm 80mm

関兼常　トマトスライサー            

420J2 ステンレス鋼   　　

38g1.0mm

　　　　　　　ポリプロピレン    　　　　　  

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。

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。

完熟トマトもキレイにスライス

  細かいギザギザのノコ刃が食材を確実に捉え、形が
　崩れやすい熟したトマトでもきれいにスライスできます。

   片刃  片刃  
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2,500円

2,100円

1,100円

11,000円

12,600円

15,000円

9,500円

参考上代　

2,500円

2,500円     片刃  片刃  
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KC-087
全　長 496mm 刃　長 360mm
刃　厚

ステン スイカ切 360mm (幅62mm)  
鋼　材 420J2 ステンレス鋼   　　
柄　材235g1.5mm ローズウッド    　　　　　  重　量

KC-065
310mm 180mm

業務用 ステン チーズナイフ 180mm  

125g1.5mm 黒合板　　    　　　　　  

ジグザグの刃  ジグザグの刃  

全　長 刃　長

刃　厚

鋼　材

柄　材重　量
420J2 ステンレス鋼   　　

■全長 : 190mm　■鋼材 : 420J2 ステンレス鋼　■柄材 : 黒合板

KC-017 Granshe グレープフルーツナイフ 92mm 1,200円

(12 本単位)      

バター & サンドウィッチ ナイフ 93mm　
■全長 : 240mm　■鋼材 : 420J2 ステンレス鋼　■柄材 : プラスチック

KC-070 700円

(12 本単位)  

KC-073

KC-075

KC-077

KC-072

KC-074

KC-076

ST-600 フルーツナイフ (103mm)  KC-071

KC-082

■ 鋼材：420J2 ステンレス鋼  ■ 柄材：山桜/プラスチック

(12本単位)  

■ 鋼材：420J2 ステンレス鋼  ■ 柄材：山桜/プラスチック

(12本単位)  

■ 鋼材：420J2 ステンレス鋼  ■ 柄材：山桜/プラスチック

(12本単位)   

(12本単位)      

■ 鋼材：AUS-6 ステンレス鋼  ■ 柄材：黒合板 

(12本単位)    

■ 鋼材：AUS-6 ステンレス鋼  ■ 柄材：黒合板 

(12本単位)    

■ 鋼材：420J2 ステンレス鋼  ■ 柄材：ローズウッド/プラスチック

(12本単位)     

■ 鋼材：420J2 ステンレス鋼  ■ 柄材：山桜/プラスチック

(12本単位)     

ST-700 フルーツナイフ (110mm)  

桜鞘 尖 フルーツナイフ (93mm)  桜鞘 鎌形 フルーツナイフ (88mm)  

桜鞘 ST-100 フルーツナイフ (93mm)  桜鞘 ST-100 角 フルーツナイフ (88mm)

桜鞘 ST-200 フルーツナイフ (105mm) ローズ鞘 尖 フルーツナイフ (95mm)  

2,100円

600円

1,000円

2,300円

650円

800円

650円 700円

■ 鋼材：420J2 ステンレス鋼  ■ 柄材：山桜/プラスチック

3,800円

6,200円

在庫無くなり次第終了
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KC-032

KC-031

■ 全長 : 185mm　■ 刃長 : 72mm

KC-019 関兼常 キッチンハサミ 　　　　　

■ 耐熱ABS 樹脂 (耐熱温度110℃) 
■ 鋼材：ステンレス鋼 (SUS420J2)
■ ギザ刃付ですべらず切りやすい

1,400円

(10 本単位)     ■ 全長 : 185mm　■ 刃長 : 72mm 

■ 取り外し式

■ 耐熱ABS 樹脂 (耐熱温度110℃) 
■ 鋼材：ステンレス鋼 (SUS420J2)
■ ギザ刃付ですべらず切りやすい

KC-020S 関兼常 キッチンハサミ 取り外し式 1,500円

(10 本単位)   

■ 全長 : 195mm　■刃長 : 75mm

■ 取り外し式

■ 耐熱ABS 樹脂 (耐熱温度110℃) 
■ 鋼材：ステンレス鋼 (SUS420J2)
■ ギザ刃付ですべらず切りやすい

KC-027S 関兼常 カニハサミ　　　　　　　 1,700円

生うずら卵専用

■ 全長 : 140mm　■ 鋼材 : ステンレス鋼　■ 柄材 : プラスチック

(12 本単位)
赤色のみに変更になりました。

KC-029 うずら卵割り器 プッチ　　　　　　 900円

2mm/1mm 
(厚切り・薄切り)

3.5mm/2mm 
(千切り・細千切り)

■ オールステンレス製
■ 全長 : 200mm×105mm
■ 刃長 : 75mm

スイッチピーラー 2本セットKC-030
スイッチピーラー 厚切り・薄切りKC-031
スイッチピーラー 千切り・細千切りKC-032

4,800円

2,400円

2,600円

■全 長 : 145mm　■ 鋼材 : ステンレス鋼　■ 柄材 : 赤合板 

(12 本単位)     

KC-062 CHIC 栓抜き  　　　　　　　　　 800円

■ 全長 : 205mm　■ アルミ合金ADC12

■ 全長 : 210mm 　■ アルミ合金ADC12 

(10 本単位)     

ミートハンマー 角型　　　　　　KC-060

ミートハンマー 丸型　　　　　　KC-061
(10 本単位)    

700円

700円

(10 本単位)   
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KC-038

KC-039

■ ステンレス鋼 / 水牛角・朴の木 

180mmKC-037 10,200円

盛り箸

165mmKC-089 10,000円

150mmKC-090 9,800円

■ ステンレス製　■ 全長 : 120mm　■ すべり止め付 (12 本単位) 

骨抜き 東型（丸）　    　　　　　KC-038
骨抜き 西型（角）　    　　　　　KC-039

1,100円

1,100円

■ 全長 : 215mm　■ 刃 : 95mm  420J2 ステンレス鋼　■ 柄材 : ブナ

■ 全長 : 155mm　■ 刃 : 64mm  420J2 ステンレス鋼　■ 柄材 : ブナ

■ 全長 : 205mm　■ 刃 : 95mm  420J2 ステンレス鋼　■ 柄材 : ケヤキ 

(12 本単位) 

オイスターナイフ（上）釘付　大KC-047
オイスターナイフ（上）釘付　小KC-048

オイスターナイフ ケヤキ柄　大KC-049

1,000円

700円

800円
(12 本単位)

■ 全長 : 238mm
■ 鋼材 : 420J2 ステンレス鋼
■柄材 : ブナ
        

■ 全長 : 173mm/6.81”
■ 鋼材 : 420J2 ステンレス鋼
■ 柄材 : ブナ

■ 全長 : 200mm
■ 鋼材 : 420J2 ステンレス鋼 
■ 柄材 : プラスチック

(6 本単位)     

KC-044 木柄ピザカッター 4インチ　　　

KC-045 木柄ピザカッター 2.5インチ　　　

KC-046 黒プラ柄ピザカッター 2.5インチ

1,600円

950円

1,300円

(6 本単位)     

(6 本単位)     

■ 全長 : 220mm　■ 刃 : 94mm  420J2 ステンレス鋼　■ 柄材 : PP樹脂

オイスターナイフ　プラ柄　大 KC-091 1,000円

(10 本単位) 

耐熱温度120℃

■ 全長 : 192mm　■ 刃 : 65mm  420J2 ステンレス鋼　■ 柄材 : PP樹脂

T型オイスターナイフKC-094 1,500円

(12 本単位) 

■ 全長 : 183mm　■ 柄材 : プラスチック

■ 全長 : 173mm　■ 柄材 : ローズウッド 

クルミ割　プラ柄W型 　　　　　KC-063

クルミ割　ローズ柄C型  　　　　KC-088

1,950円

1,500円

西型(角)

KC-047

KC-048

オイスターナイフ　プラ柄　小 KC-092 800円

KC-091

KC-092

■ 全長 : 155mm
■ 刃 : 75/130mm

     420J2 ステンレス鋼
■ 柄 : 天然木 2020 NEW !


