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ハンドカフ

ナックル

AW-78 AW-79

AW-82 ナックルSV ¥1,500- AW-84 ナックルBK ¥1,500-AW-83 ナックルGD ¥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-262

AW-263

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。

SW-201

SW-202

SW-203

SW-204

UZ-1

UZ-2

SW-201 スミス＆ウェッソン ハンドカフ (MODEL 100) SL ¥9,500-

SW-202 スミス＆ウェッソン ハンドカフ (MODEL 100) BK ¥9,500-

SW-203 スミス＆ウェッソン ハンドカフ (MODEL 300) SL ¥14,000-

SW-204 スミス＆ウェッソン ハンドカフ (MODEL 300) BK ¥14,000-

チェーンタイプよりもさらに頑強なヒンジ（蝶番）構造。

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-

UZIのロゴ入り
AW-76 シルバー手錠 ダブルロック ¥3,200-

AW-74 シルバー手錠 シングルロック ¥2,000-

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-262 メリケン バックル シルバー ¥2,900-

AW-263 メリケン バックル ブラック ¥2,900-

AW-254・255 カイザーナックルAB型 各¥2,800- AW-258・259 カイザーナックルO型 各¥2,800-

AB型 O型

AW-94 足錠 シルバー ¥5,000-

AW-75 ブラック手錠 シングルロック ¥2,000-

AW-64 ブラック手錠 ダブルロック ¥3,200-

AW-264 紐巻きナックル ¥1,900-
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警棒・木刀・ヌンチャク・三節棍・トンファー　etc.

AW-80・81・89・90・91・92用LEDライ

ト。グリップヘッドを交換するだけで

高輝度ＬＥＤライト付の警棒に。

SW-301 スミス&ウェッソン警棒26インチ ¥13,500 SW-302 スミス&ウェッソン警棒24インチ ¥13,000

SW-303 スミス&ウェッソン警棒21インチ ¥12,500 SW-304 スミス&ウェッソン警棒16インチ ¥12,000

世界最強と言われるASP社やMonadonok社の警棒と同等のスペック基準。ベルトに装着可能な頑強な

ナイロンケース付きで、携帯に大変便利。ハンドルの強化ラバーグリップは、大変滑りにくいパターンで、

しっくりとしたグリップ感。バットキャップにはSmith&Wessonのロゴ入り。

SW-301

SW-302

SW-303

SW-304

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65cm） 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53cm） 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40cm） ケース付 ¥5,000-

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 ¥8,200-

AW-281 日本製警棒 シルバー ケース付 ¥6,800- AW-282 日本製警棒 オールブラック ケース付 ¥6,800-

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-

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） ¥3,000-

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-

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-

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

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

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）

AW-70 シルバー警棒・三段式 大（全長61cm） ¥4,200-

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-80 新型警棒ブラックラバーハンドル 大（全長64cm） 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52cm） 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40cm） ケース付 ¥4,500-

AW-90

AW-91

AW-92
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AW-201

AW-203

AW-205
AW-206

AW-301 AW-302
AW-303 AW-304 AW-305

AW-220

AW-221

AW-222 AW-223 AW-224

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 ¥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-

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 ¥2,900-

AW-223 木製トンファ 2本組 茶 ¥2,900-

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

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-
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武士・戦・忍者もの

AD-25

AD-26

AD-27

AD-28

AD-29

AD-20

AD-21

AD-22

AD-23

AD-24

AD-30

AD-31

AD-32

AD-33

AD-15

AD-34

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-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-25 黒ゴム製手裏剣 Ｍ (9cm) 三角 ¥260-

AD-27 黒ゴム製手裏剣 Ｍ (9cm) 卍 ¥260-

AD-28 黒ゴム製手裏剣 Ｍ (9cm) 六角 ¥260-

AD-29 黒ゴム製手裏剣 Ｍ (9cm) 八方 ¥260-

AD-30 黒ゴム製手裏剣 Ｌ (11cm) 三角 ¥330-

AD-31 黒ゴム製手裏剣 Ｌ (11cm) 十字 ¥330-

AD-32 黒ゴム製手裏剣 Ｌ (11cm) 卍 ¥330-

AD-33 黒ゴム製手裏剣 Ｌ (11cm) 六角 ¥330-

AD-34 黒ゴム製手裏剣 Ｌ (11cm) 八方 ¥330-

AD-60 AD-63AD-62AD-61

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-

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-37

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-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 ¥600-

AD-11 クロム手裏剣 Ｍ (9cm) 十字 ¥600-

AD-12 クロム手裏剣 Ｍ (9cm) 卍 ¥600-

※AD-5～AD-63のご注文は小箱単位（12個）でお願い

WY-33 侍眼帯 ¥1,250- WY-34 本革眼帯 ¥1,350-

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

廃番

（各）800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：96mm

重量：47g

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

鉄扇

手裏剣

WY-32 忍者装束 （サイズ：XS、S、M、L、XL） ¥13,000-

忍者服一式

AD-60 ニッケル４インチ戦輪(チャクラム)  (10.5cm) ¥680-

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
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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 ¥6,500-

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-50 クボタンスパイク4本セット ¥1,500-

WY-55 忍者フットスパイク ¥2,200-

WY-63 忍者手甲鉤 ¥5,000- WY-64 陣鎌 ¥5,800-

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-

AC-109 兜（カブト）割 ¥11,500-
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十手

鍛練棒・手慣らし鉄扇　etc.

忍者刀・仕込杖・ステッキ　etc.

AC-100 十手掛台セット（AC-101、AC-104、AC-107のセット） ¥6,500-

AC-101 十手 特大（全長39cm） 赤房付 ¥1,900-

AC-102 十手 特大（全長39cm） 紫房付 ¥1,900-

AC-103 十手 大（全長32cm） 赤房付 ¥1,800-

AC-104 十手 大（全長32cm） 紫房付 ¥1,800-

AC-105 十手 特中（全長27cm） 赤房付 ¥1,650-

AC-106 十手 特中（全長39cm） 紫房付 ¥1,650-

AC-107 十手 二丁掛台（木製） ¥2,800-

AC-108 極上 藤巻十手（全長40cm） ¥11,000-

AC-108

AC-101

AC-102

AC-103

AC-104

AC-105

AC-106

AC-100

AC-99 与力 藤巻 十手 ¥3,800

AC-98 与力 十手 赤 ¥2,800-

AC-97 与力 十手 紫 ¥2,800-

AC-96 与力 十手 白 ¥2,800-

AC-95 与力 十手 黒 ¥2,800-

AC-94 実践用打払い鍔付き十手 ¥26,000-

WY-62 伸縮宝剣 ¥3,300-

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）

AB-127 忍者刀 大 ¥15,500-

AB-128 忍者刀 小 ¥14,500-

AB-132 仕込杖 白鞘 ¥14,000-

AB-133 仕込杖 茶石目鞘 ¥15,000-

AB-134 仕込杖 朱鞘 ¥15,500-

AB-127

AB-128

AB-132

AB-133

AB-134

AW-311 侍鍛練棒 ¥9,000-
AW-313 鍛練用六角鉄棒 二尺 ¥9,500-

AW-314 鍛練用六角鉄棒 四尺 ¥15,500-

AW-312 握り付き鍛練棒 ¥12,500-

AW-315 振り棒型六角鍛練鉄棒 三尺 ¥9,500-

AW-317 鉄扇紐巻 黒 手慣らし ¥9,000- AW-318 鉄扇紐巻 黒 芹沢鴨 ¥11,000-

AW-316 六角金剛杖 ¥14,000-

【 寸法 】

全長：250mm

直系：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

直系：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

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よって腰腹、手

の内の鍛練を主眼に置いた全身運動ができる鍛練用武具。

【 寸法 】

全長：600mm

直系：30mm

【 重量 】約4kg

【 材質 】鉄製メッキ仕上

【 寸法 】

全長：1,200mm

直系：30mm

【 重量 】約8kg

【 材質 】 鉄製メッキ仕上

【 寸法 】

全長：900mm

直系：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

直系：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。

芹沢鴨が愛用していたもの

を再現し『尽忠報国之士芹

沢鴨』の九文字を手彫り。

守護梵字刀



酉年生まれ 午年生まれ 卯年生まれ 子年生まれ

カーン サク マン キリーク
不動明王 勢至菩薩 文殊菩薩 千手観世音菩薩

戌・亥年生まれ 未・申年生まれ 辰・巳年生まれ 丑・寅年生まれ

キリーク バン アン タラーク
阿弥陀如来 大日如来 普賢菩薩 虚空蔵菩薩

8 7

AB-179 守護梵字刀 ¥23,000-

AB-180 仕込杖黒呂 松竹梅蒔絵入 ¥36,000-

守護梵字刀 生まれ年の干支によって決まる守護尊を表したとされる

守護梵字刀。

梵字の下には蓮の花が彩られている。

●全長：101cm

●刃渡：71cm

●柄長：24cm

●重量：995g

（鞘払い770g）

仕込杖黒呂『松竹梅』

●全長：92cm

●刃渡：48.5cm

●柄長：20cm

●重量：500g

（鞘払い290g）

乱れ刃紋

漆黒の黒呂塗りの鞘に美しい蒔絵が施された杖。

鞘を抜くと刀身が隠されている仕込杖になっています。
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スリングショット

防犯スプレー

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
※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ますようお願い申し上げます。

※表示の価格には消費税は含まれておりません。

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

SP-7

SP-1 SP-3SP-2 SP-4 SP-5

SP-6

D-98

D-92

ドイツの名門、カールホーネック社製ガススプレー。

ドイツ連邦犯罪捜査部に登録されいる安全性の高

い製品。簡単操作、ワンタッチ噴射、携帯に便利な

コンパクトサイズ。（スプレーによる後遺症は一切あ

りません。）

SP-1 OCガススプレー OC103 レディ ¥3,300-

SP-2 OCガススプレー OC133 トップヒット ¥4,000-

SP-3 OCガススプレー OC203 マン ¥4,000-

SP-4 OCガススプレー OC313スタンダード ¥5,300-

CNガススプレー
毒性の無い刺激剤を、LPGガスにて噴射。

OCガススプレー
辛いレッドペッパーエキスをLPGガスにて噴射。

自然の刺激物で動物にも効果を発揮。

SP-5 CNガススプレー CN701 ディプロマット ¥6,000-

SP-6 CNガススプレー CN101 レディ ¥2,700-

SP-7 CNガススプレー CN201 マン ¥3,300-

D-92 防犯カラーボール（2個入） ¥3,400-

D-98 防犯カラーボールミニ（6個入） ¥5,760-

レジ、カウンターなどの付近に設置し、もしも

強盗犯にぶつければ、犯人逮捕につながり

ます。

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-


