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AB-109 AB-111

AB-127 AB-132

参考上代 ¥26,000

参考上代 ¥12,500

P-1

参考上代 ¥11,500

仕込杖　茶石目鞘 仕込杖　朱鞘

AB-134

海軍指揮刀

AB-137

赤雲　(大刀)

参考上代 ¥11,500 参考上代 生産終了

AB-123 AB-125

AB-133 AB-159

五郎入道　正宗 孫六兼元（三本杉） 長船長光伊勢千子　村正

参考上代 ¥15,000 参考上代 ¥15,000参考上代 ¥15,000

AB-121

AB-106AB-105

参考上代 ¥32,000 参考上代

陣太刀・鯉 五郎入道　正宗　本拵 伊勢千子　村正　本拵

AB-122

AB-104

¥26,000

参考上代 ¥15,000

黒石目　(大刀) 金茶　(大刀)

参考上代 ¥12,500参考上代 ¥11,500

忍者刀・大

参考上代 ¥14,000

仕込杖　白鞘

参考上代 ¥11,000

模
造
刀
剣

刀剣
武具
カタログ



模造刀剣の標準的な仕様

(大刀)
●全長：約105cm前後

●刃渡：約73cm前後

●総重量：1200g前後

●刀身材質：亜鉛合金

●鞘：アガチス材

呂鞘

¥13,500 参考上代 ¥13,000参考上代 ¥13,000 参考上代 ¥13,000 参考上代

白雲 曙　(大刀) 白石目

AB-164 AB-165AB-162 AB-163

参考上代

紺石目　大刀

¥12,000¥13,500

AB-168 AB-169 AB-181

P-2

マーブル白 村正　上拵　ワクツバ　薄刃

参考上代 ¥39,000参考上代参考上代 ¥13,500 参考上代 ¥13,500

白金雲 金雲

参考上代 ¥13,000参考上代 ¥13,000

AB-161AB-160

AB-167AB-166

マーブル赤　(大刀) マーブル青

AB-113
白鞘 大刀 ¥13,500-
AB-114

白鞘 小刀 ¥9,500-

AB-142

二本掛台 ¥4,200-

AB-171
黒石目鞘（ツバ無）¥10,000

AB-175
横一本掛台 ¥4,200-

AB-138 （上） 槍・鞘なし 全長187cm （生産終了）

AB-139 （下） 薙刀・鞘付 全長190cm （生産終了）

AB-131 短刀（龍・鶴・亀） ¥7,500-

AB-177

桜巻き 仕込 ¥26,000

AB-119
ミニミニ 竜・金セット ¥14,500-

AB-120
ミニミニ 竜・黒セット
¥14,500-

AB-179 守護梵字刀 ¥23,000-

AB-180 仕込杖黒呂 松竹梅蒔絵入 ¥36,000-



逆刃刀　上拵

AF-37

¥57,000 ¥18,000

織田信長拵 豊臣秀吉拵

AF-18

AF-15

芹沢鴨拵

参考上代 ¥14,000

AF-11

坂本龍馬拵

参考上代

近藤勇拵　

AF-34

源義経拵 丹下左膳拵

沖田総司拵

AF-7

土方歳三拵

参考上代 ¥17,000

AF-20 AF-22 AF-30

参考上代 ¥19,000

AF-36

P-3

AF-38 AF-40

真田幸村拵鋸刃刀　上拵 柳生十兵衛拵

AF-46AF-45

参考上代 ¥64,000参考上代 参考上代参考上代

AF-47

石田三成拵

AF-8

山本勘助拵

参考上代 ¥22,000¥17,000 参考上代 ¥19,500

伊達政宗拵

参考上代 ¥15,000

宮本武蔵拵　(大刀)

¥18,000 参考上代 ¥15,000

AF-6

参考上代

斎藤一拵

¥18,000 参考上代 ¥14,500

AF-9

¥18,000参考上代 参考上代 参考上代 参考上代¥23,000 ¥13,500 ¥18,500
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AF-53

¥21,000

AF-71

参考上代 ¥24,500

¥17,000

AF-48

武田信玄拵

参考上代 ¥22,000

AF-54

AF-57 AF-58

逆刃拵刀～剣心写し～

¥15,500 参考上代

高杉晋作拵

AF-52

前田慶次郎利益拵

参考上代

AF-49

参考上代

AF-67

AF-56

上杉謙信　上拵 山本勘助　上拵

¥17,500

参考上代 ¥30,000

前田慶次郎　大輪鍔拵

参考上代

¥17,000 参考上代

AF-63

参考上代

武田信玄　上拵

参考上代 ¥30,500

直江兼続拵え”愛”

¥15,500

参考上代 ¥12,500参考上代 ¥29,500

坂本龍馬　海援隊拵

参考上代

AF-60 AF-61 AF-62

明智光秀拵

AF-66

加藤清正拵

参考上代 ¥19,000

桂小五郎拵

¥14,500 参考上代 ¥17,500

AF-55

¥17,500

黒斬剣 星斬剣

参考上代

姫鶴菊一文字

参考上代 ¥17,000

AF-68

直江兼続拵

¥19,000 参考上代

坂本龍馬"風神雷神鍔"拵

AF-70



参考上代 ¥21,500

徳川家康拵

AF-92

P-5

参考上代 ¥19,000

AF-87

今川義元拵

参考上代¥17,500 参考上代

AF-72

西郷隆盛拵（黒）

AF-91

¥18,000 参考上代 ¥24,000参考上代 ¥18,000

AF-73 AF-75

長曾我部元親拵 豊臣家宝刀　黄金拵え

参考上代 ¥22,500

AF-88

逆刃刀　茶色紐井伊直虎拵（中刀）

AF-24 三本掛台 ¥9,900
（掛台のみ。刀剣は含まれません）

AB-140 刀剣手入具（桐箱入）¥2,400-
AB-141 刀剣手入具（紙箱入）¥1,600-

AF-90 ミニ忍者刀 くノ一 ¥7,000-

AB-142 二本掛台 ¥4,200- AB-175 横一本掛台 ¥4,200-

AB-176 ミニ横掛台 ¥3,200-
（短刀掛台）

(全長：48cm 刃長：30cm 重量：540g)

AF-89 ミニ忍者刀 ¥7,000-

AB-144 太刀掛台

¥6,000

WS-51 ミニ横掛台 （ツヤなし） ¥2,800-
（短刀掛台）



P-6

●NO.220

ミニ陣太刀（金）、十手（赤） 横二本掛台セット

参考上代 ￥1,870円（税別）

●この資料の掲載されているもの以外にも、組み合わせにより各種様々なセットを販売いたしております。
詳しくは価格一覧表にてご覧ください。

●写真の写り具合などにより、色合い等が実際の商品と多少異なることがあります。あらかじめご了承ください。
●商品の用意に時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。

古くから刀剣、刃物の町として知られる「関」
の工房で作られております。
全国の観光地や、空港のお土産もの売り場
などで長年にわたって販売されております。

ミニミニ刀剣

●NO.3060

ミニ日本刀（金茶）大刀、十手（赤） 横二本掛台セット

参考上代 ￥2,640円（税別）

●NO.250

ミニ白鞘 大・小 横二本掛台セット

参考上代 ￥1,370円（税別）

●NO.310

ミニ豆太刀 大・小（赤房付） 横二本掛台セット

参考上代 ￥1,500円（税別）

●NO.110 （写真左）

ミニ陣太刀（金） 一本掛台セット

参考上代 ￥1,560円（税別）

全長：207mm、刃長：100mm、重量：21g

●NO.120 （写真右）

ミニ陣太刀（黒） 一本掛台セット

参考上代 ￥1,170円（税別）

全長：207mm、刃長：100mm、重量：21g

●NO.3001

ミニ日本刀（金茶）大刀 一本掛台セット

参考上代 ￥2,390円（税別）

全長：260mm、刃長：153mm、重量：26g

●NO.3101 （写真左）

ミニ日本刀（黒）大刀 一本掛台セット

参考上代 ￥2,340円（税別）

全長：260mm、刃長：153mm、重量：26g

●NO.3102 （写真左）

ミニ日本刀（黒）小刀 一本掛台セット

参考上代 ￥1,980円（税別）

全長：210mm、刃長：100mm、重量：18g

●NO.1100

ミニ忍者刀 一本掛台セット

参考上代 ￥1,170円（税別）

全長：210mm、刃長：100mm、重量：25g

大刀（全長：207mm、刃長：106mm、15g）

小刀（全長：170mm、刃長：80mm、12g）

大刀（全長：200mm、刃長：106mm、18g）

小刀（全長：167mm、刃長：80mm、15g）

陣太刀（全長：207mm、刃長：100mm、21g）

十手（全長：140mm、刃長：88mm、25g）
二本刀（全長：260mm、刃長：153mm、26g）

十手（全長：140mm、刃長：88mm、25g）

●NO.510

ミニ十手（大）赤房付

参考上代 ￥310円（税別）

全長：140mm、刃長：88mm、重量：25g

●NO.3002 （写真なし）

ミニ日本刀（金茶）小刀 一本掛台セット

参考上代 ￥2,000円（税別）

全長：210mm、刃長：100mm、重量：18g

●NO.5001（赤） ●NO.5002（青）

ミニ白さや耳かき

参考上代 各￥390円（税別）

全長：120mm、重量：8g

サヤを抜くとステンレス製のペー

パーナイフとして使用できます。
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武士・侍・戦・忍者もの

AC-109 兜（カブト）割 ¥11,500

AC-100 十手掛台セット（AC-101、AC-104、AC-107のセット） ¥5,000-
AC-101 十手 特大（全長39cm） 赤房付 ¥1,500-
AC-102 十手 特大（全長39cm） 紫房付 ¥1,500-

AC-103 十手 大（全長32cm） 赤房付 ¥1,400-
AC-104 十手 大（全長32cm） 紫房付 ¥1,400-
AC-105 十手 特中（全長27cm） 赤房付 ¥1,000-

AC-106 十手 特中（全長39cm） 紫房付 ¥1,000-
AC-107 十手 二丁掛台（木製） ¥1,900-
AC-108 極上 藤巻十手（全長40cm） ¥8,100-

AC-108

AC-101

AC-102

AC-103

AC-104

AC-105

AC-106

AC-100

AC-99 与力 藤巻 十手 ¥3,000

AC-98 与力 十手 赤 ¥2,300-
AC-97 与力 十手 紫 ¥2,300-

AC-94 実践用打払い鍔付き十手 ¥23,000-

AC-99 AC-98 AC-97 AC-96 AC-95

全長：約40.8cm
重量：約512g
刃材：鉄、クロームメッキ

より実戦向きな全長77cmの鍔付き十手
全長：77cm（60cm）

本体重量：950g
鉄製（本体）

AC-96 与力 十手 白 ¥2,300-
AC-95 与力 十手 黒 ¥2,300-

AD-20

AD-21

AD-22

AD-23

AD-24

AD-15

AD-16

AD-17

AD-18

AD-19

AD-5 AD-9 AD-8 AD-6 AD-7

AD-46 AD-47 AD-48 AD-49 AD-50

AD-51 AD-52 AD-53 AD-35 AD-36

AD-10 AD-11 AD-12 AD-13 AD-14

※AD-5～AD-63のご注文は小箱単位（12個）でお願いします。

AD-5 黒燻し手裏剣 Ｍ (9cm) 三角 ¥500-
AD-6 黒燻し手裏剣 Ｍ (9cm) 六角 ¥500-
AD-7 黒燻し手裏剣 Ｍ (9cm) 八方 ¥500-
AD-8 黒燻し手裏剣 Ｍ (9cm) 卍 ¥500-
AD-9 黒燻し手裏剣 Ｍ (9cm) 十字 ¥500-
AD-10 クロム手裏剣 Ｍ (9cm) 三角 ¥660-
AD-11 クロム手裏剣 Ｍ (9cm) 十字 ¥660-
AD-12 クロム手裏剣 Ｍ (9cm) 卍 ¥660-
AD-13 クロム手裏剣 Ｍ (9cm) 六角 ¥660-
AD-14 クロム手裏剣 Ｍ (9cm) 八方 ¥660-
AD-15 黒燻し手裏剣 Ｌ (11cm) 三角 ¥800-
AD-16 黒燻し手裏剣 Ｌ (11cm) 十字 ¥800-
AD-17 黒燻し手裏剣 Ｌ (11cm) 卍 ¥800-
AD-18 黒燻し手裏剣 Ｌ (11cm) 六角 ¥800-
AD-19 黒燻し手裏剣 Ｌ (11cm) 八方 ¥800-
AD-20 クロム手裏剣 Ｌ (11cm) 三角 ¥900-
AD-21 クロム手裏剣 Ｌ (11cm) 十字 ¥900-
AD-22 クロム手裏剣 Ｌ (11cm) 卍 ¥900-
AD-23 クロム手裏剣 Ｌ (11cm) 六角 ¥900-
AD-24 クロム手裏剣 Ｌ (11cm) 八方 ¥900-
AD-35 黒燻し文字入手裏剣 八方 (10cm) ¥800-
AD-36 クロム文字入手裏剣 八方 (10cm) ¥1000-
AD-46 黒燻し手裏剣 ＳＳ (2.5cm) 三角 ¥300-
AD-47 黒燻し手裏剣 ＳＳ (2.5cm) 十字 ¥300-
AD-48 黒燻し手裏剣 ＳＳ (2.5cm) 卍 ¥300-
AD-49 黒燻し手裏剣 ＳＳ (2.5cm) 六角 ¥300-
AD-50 黒燻し手裏剣 ＳＳ (2.5cm) 八方 ¥300-
AD-51 黒燻し手裏剣 Ｓ (6.5cm) 三角 ¥350-
AD-52 黒燻し手裏剣 Ｓ (6.5cm) 十字 ¥350-
AD-53 黒燻し手裏剣 Ｓ (6.5cm) 卍 ¥350-

（各）940円（税抜）

AD-64

AD-65

AD-66

AD-68 AD-69

最大幅：130mm

重量：55g

最大幅：100mm

重量：50g

最大幅：130mm

重量：55g

最大幅：100mm

重量：50g

AD-67

最大幅：96mm

重量：47g

十字型 BK
十字型 SV

星型 SV

星型 BK

ヒトデ型 BK

ヒトデ型 SV

最大幅：96mm

重量：47g

AD-61

AD-60 ニッケル４インチ戦輪(チャクラム)  (10.5cm) ¥680- (白・黒 各6個入り12個で1箱)

AD-61 黒燻し４インチ戦輪(チャクラム)黄 (10.5cm) ¥580-
AD-62 黒燻し４インチ戦輪(チャクラム)赤 (10.5cm) ¥580-
AD-63 黒燻し４インチ戦輪(チャクラム)白 (10.5cm) ¥580-

戦輪

AD-63AD-62AD-60

WY-32 忍者装束 （サイズ：XS、S、M、L、XL） ¥13,000-

忍者服一式

十手・兜割

手裏剣

黄・赤・白各4個入り
12個で1箱



武士・戦・忍者もの
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WY-35 忍者鉢金 ¥2,800-
WY-36 鉢金 紺帯 ¥9,300-
WY-37 鉢金 白帯 ¥9,300-

WY-33 侍眼帯 ¥1,450- WY-34 本革眼帯 ¥1,550-

WY-31 スチール扇 ¥6,700-

スチール製扇、黒無地

全幅：595mm 骨長：315mm

材質：骨部=ステンレス製 生地=ナイロン

重量：475g

素銅黒染め、鎚目鉢金

【 寸法 】 金部高：40mm 金部巾：190mm

【 材質 】 鉢金部：素銅黒染製 鉢巻部：綿

ステンレス製安価版鉢金

【 寸法 】 本体幅：145mm 本体高：50mm

布寸法：950mm×60mm

【 重量 】 全長：80g

【 材質 】 鉢金：ステンレス 鉢巻：綿

WY-36

WY-35普段は粋な扇子。

いざという時には
護身用具として
あなたを守る！

AC-110 八寸鉄扇 金地 ¥8,500-

AC-110

侍眼帯

鉢金鉄扇

WY-37

WY-46 サイ 2本組 SV ¥7,500- WY-48 サイ ラバー 2本組 ¥4,300-WY-47 サイ 2本組 BK ¥7,500-

WY-51 クボタン ブラック ¥1,200-
WY-52 クボタン シルバー ¥1,200-

WY-51

WY-52

WY-41
WY-40

WY-45 鎖鎌 ¥4,800-

WY-54 忍者ハンドクロー ¥3,700-WY-53 忍者スパイクセット ¥2,900-

WY-56 MONKEY-BALL ¥1,500-

WY-42 忍者カギ縄 ¥7,000-

WY-38

WY-39

WY-38 サムライチェーンS ブラック ¥2,600-
WY-39 サムライチェーンS シルバー ¥2,600-

WY-40 サムライチェーンL ブラック ¥2,800-
WY-41 サムライチェーンL シルバー ¥2,800-

WY-49 忍者キーチェーン ¥1,000-

WY-55 忍者フットスパイク ¥2,200-

WY-63 忍者手甲鉤 ¥5,000-

最大幅：143mm

高さ：290mm

総重量：560g

材質：亜鉛合金

WY-57 ラバーナイフ サバイバル型 ¥800- WY-58 ラバーナイフ 短刀型 ¥800-

WY-64 陣鎌 ¥5,800-

WY-62 伸縮宝剣 ¥3,300-

販売終了



ナックル
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木刀・鍛練棒・手慣らし鉄扇　etc.

AW-211 木刀 ツバ付 黒 全長102cm ¥2,500-

AW-212 木刀 ツバ付 茶 全長102cm ¥2,500-

AW-213 木刀 ツバ付 白 全長102cm ¥2,500-

AW-225 素振り木刀 小次郎 ¥4,000-

AW-226 ラバーポッケンブラック 大刀 ¥3,800-
AW-227 ラバーポッケンブラック 小刀 ¥3,300-

ラバーコーティング製忍者刀
全長：103cm
材質：木製芯にラバーコーティング

長めで重い素振りトレーニング用木刀。
全長：116cm 刀身幅：46mm 柄幅：40mm
重量：1,100g （木製）

六角鍛錬棒シリ－ズ かつて武士や武術家達が鍛錬に用いた武具を再現したいというコンセプトから生まれたのがこ

の六角鍛錬棒シリ－ズ。バ－ベルやダンベル等が特定の部位を鍛える為に造られているのに対し、素振りや体幹捻り等の動作に

AW-311 侍鍛練棒 ¥7,500-
AW-313 鍛練用六角鉄棒 二尺 ¥11,500-

AW-314 鍛練用六角鉄棒 四尺 ¥18,500-

AW-312 握り付き鍛練棒 ¥15,500-

AW-315 振り棒型六角鍛練鉄棒 三尺 ¥21,500-

AW-317
鉄扇紐巻 黒 手慣らし ¥11,500-

AW-316 六角金剛杖 ¥14,500-

【 寸法 】

全長：250mm

直径：35mm(六角部）

25mm（握り部)

【 重量 】約1.25kg

【 材質 】 鉄

（黒のツヤ消し焼付け塗装）

【 寸法 】

全長：380mm

直径：30mm

【 重量 】約2.5kg

【 材質 】 鉄

（黒のツヤ消し焼付け塗装）

＊グリップ部に滑り止めの

4本ライン入り

【 寸法 】

全長：600mm

直径：30mm

【 重量 】約4kg

【 材質 】鉄製メッキ仕上

【 寸法 】

全長：1,200mm

直径：30mm

【 重量 】約8kg

【 材質 】 鉄製メッキ仕上

【 寸法 】

全長：900mm

直径：30mm(握り部2.7ｃｍ)

【 重量 】約5kg

【 材質 】 鉄 (黒のツヤ消し焼付け塗装)

【 寸法 】

全長：1,000mm

直径：22mm

【 重量 】約3.4kg

【 材質 】 鉄

【 付属 】 紫房

【 寸法 】

全長：約300mm

厚み：約14mm

最大幅：約35mm

【 重量 】約1kg

【 材質 】 鉄（本体）

パラシュートコード（紐巻き）

【 製造国 】 日本

手慣らし鉄扇 とは、扇子を閉じた状態を木や鉄

で削りだした武具の事を指し、護身や鍛錬のために使用

されておりました。かの山岡鉄舟や芹沢鴨が用いていたの

がこれに当たり、山岡は木製を、芹沢は鉄製のを愛用し

ておりました。この鉄扇には振りやすいように柄部を紐巻き

にし、サイズは芹沢鴨が所持していたものと同様、一尺

（約30ｃｍ）に設定しております。場所を取らず、ゴルフや

野球でも重要な手首や前腕を鍛えることが出来ます。

AW-82 ナックル SV ¥1,500-
AW-83 ナックル GD ¥1,500-
AW-84 ナックル BK ¥1,500-

AW-85 ミニナックル SV ¥1,200-
AW-86 ミニナックル GD ¥1,200-
AW-87 ミニナックル BK ¥1,200-

AW-254 AW-255 AW-259AW-258

AW-254 カイザーナックル AB型 BK
¥2,800-

AB型 O型

AW-258 カイザーナックル O型 BK
¥2,800-



警棒・ヌンチャク・三節棍・トンファー　etc.
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AW-80

AW-81

AW-89

AW-90 強化ラバーグリップ ブラック警棒 大（全長65.5cm、重量520g） ケース付 ¥6,500-
AW-91 強化ラバーグリップ ブラック警棒 中（全長53.5cm、重量430g） ケース付 ¥5,600-
AW-92 強化ラバーグリップ ブラック警棒 小（全長41cm、520g） ケース付 ¥5,000-

AW-80 新型警棒ブラックラバーハンドル 大（全長65.5cm、重量520g） ケース付 ¥5,500-
AW-81 新型警棒ブラックラバーハンドル 中（全長53.5cm、重量430g） ケース付 ¥4,800-
AW-89 新型警棒ブラックラバーハンドル 小（全長41cm、重量330g） ケース付 ¥4,500-

AW-90

AW-91

AW-92

AW-280 日本製三段警棒 デラックスタイプ（ブラック） ケース付 ¥9,000-

AW-281 日本製警棒 シルバー ケース付 ¥7,300- AW-282 日本製警棒 オールブラック ケース付 ¥7,700-

AW-283 キーチェーンバトン ¥2,600-

AW-93 LED警棒用ライト（中） ¥2,700-

AW-96 LED警棒用ライト（大）
ASP社製警棒用 ¥2,700-

携帯に便利なコンパクトバトン
全長：320mm
重量：240g

日本製三段警棒鍔付、３６０度回転可能な専用皮ケース付
全長：480mm
重量：330g
ケース：上質本革製

全長：475mm
重量：320g
ケース：本革製

全長：475mm
重量：320g
ケース：本革製

AW-95 ワンタッチ警棒 全長52cm ケース付 ¥7,800-

AW-65 ブラックスプリング警棒三段式 小（全長42cm） （販売終了)

AW-66 シルバースプリング警棒三段式 小（全長42cm） ¥2,800-

AW-67 ブラックスプリング警棒三段式 大（全長53cm） ¥4,200-

AW-68 シルバースプリング警棒三段式 大（全長53cm） ¥4,200-

AW-73
警棒用ナイロンケース ¥700-

ワンタッチ操作の飛び出し式警棒
本革ケース付
全長：520mm
重量：585g

AW-70 シルバー警棒・三段式 大（全長61cm） （販売終了）

AW-201

AW-203

AW-205

AW-206

AW-208 AW-209

AW-217

AW-216

AW-201 ウッドヌンチャク12インチ ブラック L ¥2,100-
AW-203 ウッドヌンチャク12インチ ブルースリー L ¥2,300-
AW-205 ラバーヌンチャク12インチ チェーン付き L ¥1,700-
AW-206 ラバーヌンチャク12インチ ヒモ付き L ¥1,000-
AW-208 アルミ製コンバートバトン(大) ¥5,000-
AW-209 アルミ製コンバートバトン(小) ¥4,800-
AW-216 三段伸縮メタルヌンチャクC ¥4,800-
AW-217 三段伸縮メタルヌンチャクB ¥4,800-

(全長：約60.5cm) (全長：約40.5cm)

(全長：約35.8cm)



 

ハンドカフ
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AW-301 AW-302 AW-303 AW-304

AW-305

AW-220

AW-221

AW-222 AW-223 AW-224

AW-207 三節棍コンバーター ￥6,500-
AW-220 ラバー三節棍 鎖タイプ ¥6,600-
AW-221 アルミ三節棍 ¥8,200-

AW-218 二段伸縮軍用警棒 ¥7,500-
AW-219 ラバーグリップポリスバトン リングホルダー付 ¥3,900-
AW-222 木製トンファ 2本組 黒 ¥3,100-
AW-223 木製トンファ 2本組 茶 ¥3,100-
AW-224 ラバートンファ 2本組 ¥3,700-

AW-301 レザービリー（細）リストストラップ 全長23cm ¥2,900-
AW-302 レザービリー（太）リストストラップ 全長24cm ¥2,900-
AW-303 レザービリー（太）ハンドストラップ 全長25cm ¥2,900-
AW-304 レザースラッパー S ¥2,400-
AW-305 レザースラッパー L ¥3,100-

AW-207

AW-218
AW-219

UZ-1

UZ-2

米国の有数の銃器メーカー
であるUZI（ウージー）社製の
ハンドカフ。

UZ-1 UZI ハンドカフSV ¥3,800-
UZ-2 UZI ハンドカフBK ¥3,800-
UZ-4 UZI  ハンドカフ用ナイロンケース ¥2,500

UZIのロゴ入り

UZ-4

AW-78 AW-79

AW-76 シルバー手錠 ダブルロック ¥3,200-
AW-64 ブラック手錠 ダブルロック ¥3,200-AW-74 シルバー手錠 シングルロック ¥2,100-

AW-75 ブラック手錠 シングルロック ¥2,100-

AW-77 シルバー指錠 ダブルロック ¥2,500-

AW-78 手錠用レザーケース ¥2,600-
AW-79 手錠用レザーケース オープン ¥1,600-

AW-94 足錠 シルバー ¥5,000-
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スリングショット

MS-1 #3030 LASERHAWK スリングショット ¥2,400-

MS-2 #3040 FOLDING スリングショット ¥2,800-
MS-3 #3055 LASERHAWK FOLDING スリングショット ¥3,900-
MS-4 #3060LF LASERHAWK ADJUSTABLE スリングショット ¥4,800-

MS-5 #3100 1/4"スチールショット(6mm玉×250個) ¥1,000-
MS-6 #3138 3/8"スチールショット(9.5mm玉×75個) ¥1,000-

MS-7 #3330 替えゴム ¥1,000-
MS-8 #3355 LASERHAWK 替えゴム ¥1,300-
MS-9 #3060K LASERHAWK スリングショット キット ¥6,700-

(スリングショット + スチールショット大小２種 + 替えゴム)

MS-1

MS-2

MS-3

MS-4

MS-5 MS-6

MS-7 MS-8

MS-9

金属標的「達人くん」 6枚入り ¥720-
サイズ：60×42×25mm 重量：20g

MS-21 MS-22

MS-21 スリングショット スチール弾 5.5mm 300個入 （国産） ¥1,000-

MS-22 スリングショット スチール弾 9.5mm 100個入 （国産） ¥1,000-

株式会社 北正
〒501-3253
岐阜県関市栄町5-1-11

TEL：0575-24-1211
FAX：0575-24-1210

E-MAIL：info@kt-kitasho.co.jp

www.kt-kitasho.co.jp

【本カタログ掲載商品について】

●写真の写り具合などにより、色合い等が実際の商品と多少異なることがあります。また、職人の都合に
より、予告なく仕様を多少変更する場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し
上げます。

●刀剣には掛台は付属しておりません。（別売り）

●表示の価格には消費税は含まれておりません。

●価格が表示されていない商品はオープン価格です。別途お見積りさせていただきます。

●価格は諸事情により、予告なく改定することもありますので、予めご了承ください。


