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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 25,000円 原産国 日本

兼常作 短冊刀 TANZAKU-TOU  
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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

36,000円

28,000円

28,000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。

2 Knife Selection Vol.12表示価格は税抜きです。



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

33,000円

33,000円

定価

KB-553 310mm 約330g兼常作　昴　180        　      180mm 5.0mm 45,000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
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表示価格は税抜きです。

兼常作 山桜 YAMA-ZAKURA series 山桜の柄を握ると自然と共存する使命感を覚える。

全長

約355mm

刃長

約210mm

重量

約365g
約325mm 約330g約180mm

鋼材 青紙2号 / 三層鋼  

山桜        

ケース 朴 （革ベルト付）

刃厚

約6.0mm
約6.0mm

柄材27,000円

25,000円

定価
日本製日本製

日本製日本製

CW-31

CW-32

KB-160 約385mm 約240mm 約400g兼常作　山桜 240 約6.0mm 29,000円

鋼材 SRK-8 / 三層鋼  

樫        

ケース 牛革シース

柄材

兼常作 剣鉈 KEN-NATA series 実用性に秀でたスタンダード剣鉈。

KB-159

CW-33

KB-160

KB-161

KB-162

ハンターの要望に応え、ほかの剣鉈よりも細身の刀身形状にし、切っ先が鋭く尖っています。

KB-161 兼常作　山桜 210

KB-162 兼常作　山桜 180

KB-159 兼常作　山桜 270 約415mm 約270mm 約415g約6.0mm 31,000円

全長

約360mm

刃長

約210mm

重量

約360g
約345mm 約330g約180mm

刃厚

約5.5mm
約5.5mm

28,000円

25,000円

定価

KB-339 約410mm 約240mm 約380g兼常作　剣鉈 240 約5.5mm 31,000円

KB-340 兼常作　剣鉈 210

KB-341 兼常作　剣鉈 180

KB-338 兼常作　剣鉈 270 約460mm 約270mm 約460g約6.0mm 34,000円

研磨された表面はすべりが良く、手入れもしやすいので使い勝手がよく、いつも信頼できる剣鉈。

KB-338

KB-339

KB-340

KB-341
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兼常作 剛腕 GO-WAN 

ブッシュマチェットの最高峰、
険しき道を切り開く怪力。

ブレードの中程より先の身幅が広くなり、
トップへヴィでパワーがあります。
耐荷重250kgのアメリカ製のパラコードを
ハンドルに編み込んで巻いてあります。
高炭素鋼S-85Cを芯材にした21層ダマスカス鋼。

KB-155

全長 約430mm 刃長 約268mm
刃厚 約4.5mm

S-85C / 21層ダマスカス鋼        　　

柄材

ケース

重量 約525g 

パラコード （アメリカ製） BK                
ナイロンシース　　                        

鋼材

軽快なパフォーマンスを
重視するハンターに。

20年以上前に製造されたナイフ。
再生産の予定はありません。
在庫がなくなり次第販売終了となります。

柄の上部半分を貫通している「背通し」の
ブレード構造。錆びにくくよく切れる
ステンレス鋼VG-2を芯材にした
49層ダマスカス鋼。

片刃の大型角鉈の定番品

定価 38,000円 原産国 日本

比較的大型の角鉈。片刃のブレードを打てる
鍛冶職人が激減するなかで希少な逸品。
鋭い切り込みが出来る薄く研ぎあげられた片刃。
ブレードの重さと長い刃渡りでスムーズに切割る
ことができます。

兼常作 積層鋼狩人　　　　　　　　　 TS-27

全長 約330mm 刃長 約205mm
刃厚 約4.0mm

VG-2 / 49層ダマスカス鋼   　     　　

柄材

ケース

重量 約330g 

ウォールナット　　　　　　　               

牛革シース　　　　                        

鋼材

定価 33,000円 原産国 日本

兼常作 本造腰鉈 片刃 CW-29

全長 約420mm 刃長 約210mm
刃厚 約6.0mm

白紙2号 / 付け鋼（片刃）     　　

柄材

ケース

重量 約640g 

樫　　　　　　　　　　　　                

朴（革ベルト付）                        

鋼材

定価 22,500円 原産国 日本

表示価格は税抜きです。

兼常作 剛腕　GO-WAN

兼常作 積層鋼狩人

兼常作 本腰鉈　片刃



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60g

8,500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-423
KB-422

KB-420

KB-421
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鋼材 SRK-8 / 三層鋼 (約6mm厚)  
樫        

ケース 木ザヤ　黒合皮巻

柄材

兼常作 狩猟刀剣鉈 シリーズ

実用性に秀でたスタンダード剣鉈。

全長

約360mm

刃長

約210mm

重量

約360g
約345mm 約330g約180mm

CW-14 約410mm 約240mm 約380g

CW-13
CW-12

研磨された表面はすべりが良く、手入れもしやすい
ので使い勝手がよく、いつも信頼できる剣鉈。

在庫がなくなり次第終了となります。

CW-14

CW-13

CW-12

8,500円

8,500円

8,500円

鋼材 白紙2号 / 三層鋼(約3mm厚)  
ケース 牛革シース

25,000円

22,500円

定価

CW-14 27,500円

CW-13
CW-12

原産国 日本

KB-421
KB-422
KB-423

KB-420

原産国 日本

兼常作　金鹿　KONROKU KB-508

全長 約200mm 刃長 約90mm
刃厚 約2.5mm

VG-10 / 33層ダマスカス鋼         　　

柄材

ケース

重量 約155g 

（なし）　　                       

鋼材

定価 16,500円 原産国 日本

マホガニー合板　　　　　　　         　　

美しい33層ダマスカスの波紋、
ニッケルシルバーのボルスター

クラッシックなスタイルのフォールディングナイフに
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。汎用性が高いやや
細身のドロップポイント。
ずっしりと心地よい質感と重さ。

兼常作 金鹿　KONROKU



表示価格は税抜きです。

兼常作 龍神火造匠 漆石目 黒漆石目仕上げの厳かな拵えは、狩猟の魂と統合し、
神聖な境地へとハンターを導く。

CW-5

CW-6

CW-5
全長

約355mm
刃長

約210mm
重量

約370g

CW-6 約455mm 約470g
兼常作　龍神火造匠　漆石目　中

約270mm

鋼材 青紙2号 / 15層ダマスカス

樫　黒漆石目仕上げ  

ケース 黒漆石目木ザヤ 革ベルト付

刃厚

約5.0mm
約6.0mm

柄材60,000円

65,000円

定価

日本製

兼常作　龍神火造匠　漆石目　大

兼常作 多重鋼紐巻漆細工匠 (CW-23) 日本の伝統と誇りを感じることができる
上品な拵えが、持つ人の尊厳を際立たせる。

CW-23
全長

約240mm
刃長 重量

約180g

CW-27 約240mm 約160g
兼常作　多重鋼紐巻漆細工匠

約120mm

刃厚

約4.0mm
約4.0mm

終了品

終了品

定価

兼常作　多重鋼赤漆細工匠　

約120mm

兼常作 多重鋼赤漆細工匠 (CW-27)　

CW-23

CW-27

柄

樫　紐巻黒漆仕上

樫　赤漆石目仕上

鞘 （革ベルト付）

朴　紐巻黒漆仕上

朴　赤漆石目仕上

鋼材 青紙2号 / 15層ダマスカス

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。
気品高い黒漆石目仕上げの拵えは、野山の自然の恵の尊さを知るハンターの崇高な
精神と共に良きパートナーとなる。

青紙2号を芯材にした極めてよく切れるブレード。黒打ちの荒々しさと15層
ダマスカス鋼が織りなす美しい刃紋。

日本製
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継承される宿命を担った
誇り高き一振り

繊細さと豪快さを併せ持つシルエット、
やや長めの160mmのブレード。
美しいダマスカスの波紋が浮かぶ青紙2号を
芯材にした15層ダマスカス鋼は類稀な切れ味。

KB-328

全長 約295mm 刃長 約160mm
刃厚 約5.0mm

青紙2号 / 15層ダマスカス鋼   　　

柄材

ケース

重量 約330g 

樫　　　　　　　     

朴（革ベルト付）　　  

鋼材

浜辺に打ち寄せる漣のごとき刃紋は、
ハンターの心を虜にする

身幅が広く飾り気のないシンプルさが実用性で
高い評価を得ています。
美しいダマスカスの波紋が浮かぶ青紙2号を
芯材にした15層ダマスカス鋼は類稀な切れ味。
美的意識が高いフランスでもベストセラーと
なっています。

KB-414

全長 約265mm 刃長 約125mm
約4.0mm

青紙2号/15層ダマスカス鋼   　　

柄材

ケース

重量 約270g 

朴　　（革ベルト付）     

鋼材

刃厚

樫     

兼常作 円長 ENCHO　　　　　　　　 

やや細身で先が尖ったシルエットの
美しい和式ナイフ

KB-447

全長 約260mm 刃長 約135mm
約4.0mm

青紙2号 / 15層ダマスカス鋼   　　

柄材

ケース

重量 約185g 

朴　　（革ベルト付）     

刃厚

鋼材

樫     

定価

兼常作 鎧 YOROI 
終了品 原産国 日本

定価

兼常作 漣 SAZANAMI　
　終了品 原産国 日本

定価 23,000円 原産国 日本

鋭く尖った切っ先、幻想的に浮かぶダマスカスの
美しい刃紋、青紙2号の類稀な切れ味。
「円長」の由来は、江戸時代に仏像を彫りながら
諸国を行脚した円空の直弟子「円長」にちなんで
つけられたものです。

表示価格は税抜きです。

兼常作 鎧　YOROI

兼常作 漣　SAZANAMI

兼常作 円長　ENCHO



表示価格は税抜きです。

少し幅広で使いやすい万能ナイフ

KB-249

KB-248

KB-248
全長

約260mm
刃長

約125mm
重量

約275g

KB-249 約260mm 約250g
兼常作　漣 磨き

約125mm

鋼材 SRK-8 / 三層鋼 

樫  

ケース 朴（革ベルト付）

刃厚

約4.5mm
約4.0mm

柄材終了品

終了品

定価

兼常作 旬 其の二 SHUN-2 series 細工をする際にも扱いやすい軽快な操作性。
飾り気のないシンプルさが実用性で高い評価。

KB-451
全長 刃長 重量

KB-452 兼常作　旬 其の二（中）

刃厚 定価

CW-23

CW-27

兼常作 漣 磨き SAZANAMI-MIGAKI  (KB-248)  

兼常作 漣 暈し SAZANAMI-BOKASHI  (KB-249)

兼常作　漣 暈し

KB-453

兼常作　旬 其の二（大）

兼常作　旬 其の二（小）

約245mm 約115mm 約3.5mm 約170g 　終了品　

約210mm 約90mm 約3.5mm 約150g 16,500円

約190mm 約70mm 約3.5mm 約140g 16,000円

鋼材 青紙2号 / 15層ダマスカス鋼

樫     

ケース 朴（革ベルト付）

柄材

日本製

日本製

ベストセラーの「KB-414 漣」をアレンジし、鋼材を白紙相当の
SRK-8にする事でコストを抑え、ブレード表面の仕上げを磨き
と暈しで表情に変化を加えたナイフ。KB-414同様人気の
ナイフです。

青紙2号を芯材にした極めてよく切れるブレード。黒打ちの荒々しさと15層ダマスカス鋼が
織りなす美しい刃紋が自然に溶け込む。ブッシュクラフトにも適した操作性が魅力。

KB-451

KB-452

KB-453
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関兼常 販売本数NO.1 
一番シンプルで一番選ばれている
万能ナイフ

和式ナイフの伝統的スタイルで海外でも
ベストセラーを継続しています。飾り気のない
シンプルさが実用性で高い評価を得ています。
白紙を芯材とした差三層鋼。粗さが残る黒打ち
鎚目ブレード。汎用性が
高いシルエットでちょうど
使い勝手のよい長さ
125mmのブレード。

KB-213

全長 約240mm 刃長 約125mm
刃厚 約3.5mm

白紙2号 / 三層鋼   　　

柄材

ケース

重量 約170g 

樫　　　　　　　     

　朴（革ベルト付）　　  

鋼材

兼常作 捌 其の二 SABAKI-2　　

皮剥ぎに適した湾曲したブレード
和式スキナーナイフ

汎用性が高いシルエットで使い勝手のよい
長さ115mmのブレード。SRK-8を芯材とした
三層鋼、実用性重視のシンプルなシルエット。
タイトな革ケース仕様。

KB-250

全長 約245mm 刃長 約115mm
約3.5mm

SRK-8 / 三層鋼   　　

柄材

ケース

重量 約210g 

牛革　　　　　　　　　  

鋼材

刃厚

樫     

定価

兼常作 暁　KATSUKI 
　終了品 　原産国 日本

定価 終了品 原産国 日本

表示価格は税抜きです。

兼常作 暁　AKATSUKI

兼常作 捌 其の二　SABAKI-2
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兼常作 遊 ASOBI 

遊び心をくすぐる
パラコード巻きの
青紙ダマスカスブレード

トップヘビーな小型マッチェット風、
ククリのミニサイズのような独特のシルエット。
耐荷重250kgのアメリカ製のパラコードを
ハンドルに編み込んで巻いてあります。
美しいダマスカスの波紋が浮かぶ
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。

KB-412

全長 約280mm 刃長 約150mm
刃厚 約4.0mm

青紙2号 / 15層ダマスカス鋼   　　

柄材

ケース

重量 約200g 

パラコード OD（アメリカ製） 

朴（革ベルト付）　　     

鋼材

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 27,000円 原産国 日本

定価 22,000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 27,000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

表示価格は税抜きです。

兼常作 遊　ASOBI

兼常作 朱烏 SHU-KARASU (KB-260)

兼常作 烏 KARASU (KB-254)

KB-260KB-260（写真上）は刃紋が浮かぶ暈し仕上げ（写真上）は刃紋が浮かぶ暈し仕上げ
KB-254KB-254（写真下）は粗さが残る黒打ち（写真下）は粗さが残る黒打ち
青紙青紙22号を芯材にした号を芯材にした1515層ダマスカス鋼は層ダマスカス鋼は
類稀な切れ味。類稀な切れ味。

兼常作 黒爪 KURO-TSUME (KB-262)

兼常作 黒角 KURO-TSUNO (KB-261)

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。



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 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 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）

25,000円

CW-34

CW-35

CW-36

CW-37

CW-49

KB-157

KB-158

日本製日本製

表示価格は税抜きです。 13 Knife Selection Vol.12

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）



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 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

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　　　 2,000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

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 価格品番

S 2,800円KB-901
MKB-902
LKB-903

XLKB-904

2,800円

2,800円

2,800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

2,400円

2,400円

2,400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。

表示価格は税抜きです。 14 Knife Selection Vol.12




