
一本一本丁寧に鍛えられた美しい一本一本丁寧に鍛えられた美しいVG-10VG-10ダマスカスブレード。しっくりと手になじむハンドル。ダマスカスブレード。しっくりと手になじむハンドル。

11表示価格は税抜きです。 Knife Selection 2017Knife Selection 2017

■ ■ 鋼材：鋼材：VG-10 / 31VG-10 / 31層ダマスカス層ダマスカス  
■ ■ 柄材：マホガニーマイカルタ柄材：マホガニーマイカルタ
■ ■ ヒルト：真ちゅうヒルト：真ちゅう
■ ■ ケース：牛革           ケース：牛革           

銀河に煌めく星団のごとき美しきナイフ。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。ハンターの心も研ぎ澄ます。

KB-551KB-551

昴昴ドロップポイントドロップポイント
SUBARU-Drop-PointSUBARU-Drop-Point

2017 New

KB-552KB-552

昴昴  スキナースキナー
SUBARU-SkinnerSUBARU-Skinner

KB-505KB-505

生粋生粋
KissuiKissui

■ ■ 鋼材：鋼材：VG-10VG-10　　3131層ダマスカス層ダマスカス
■ ■ 柄材：ココボロウッド柄材：ココボロウッド
■ ■ ケース：（なし）           ケース：（なし）           

ひときわ目を引くひときわ目を引く
黒染めのダマスカス黒染めのダマスカス3131層の波紋層の波紋
天然木ココボロウッドの天然木ココボロウッドの
豊かな表情がユーザーの豊かな表情がユーザーの
愛着を助長する愛着を助長する

小粋小粋
KoikiKoiki

KB-506KB-506

金鹿金鹿
KonrokuKonroku

■ ■ 鋼材：鋼材：VG-10VG-10　　3333層ダマスカス層ダマスカス  
■ ■ 柄材：マホガニーマイカルタ柄材：マホガニーマイカルタ
■ ■ ケース：（なし）           ケース：（なし）           

美しきダマスカス美しきダマスカス3333層の波紋層の波紋
洋白のボルスター、精巧な造り洋白のボルスター、精巧な造り

KB-551 刃長100mm　厚さ4mm　重量約150g 33,000円

KB-552 刃長112mm　厚さ4mm　重量約170g 33,000円

関兼常関兼常

関兼常関兼常

関兼常関兼常

KB-505 刃長 32mm　厚さ2mm　重量約 27g 10,500円

KB-506 刃長 65mm　厚さ3mm　重量約110g 28,000円 KB-508 刃長90mm　厚さ2.5mm　重量約155g 16,500円

兼常作兼常作

兼常作兼常作



22表示価格は税抜きです。

CW-1CW-1

CW-2CW-2

CW-3CW-3

CW-4CW-4

兼常作 関伝古式和鉄製錬 兼常作 関伝古式和鉄製錬 狩猟匠桜巻狩猟匠桜巻

兼常作 関伝古式和鋼製錬 兼常作 関伝古式和鋼製錬 龍神火造匠・漆石目龍神火造匠・漆石目

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号　（両刃）号　（両刃）  
■ ■ 柄材：樫　桜巻き柄材：樫　桜巻き
■ ■ サヤ：桜巻き木ザヤ　革ベルト付           サヤ：桜巻き木ザヤ　革ベルト付           

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号号1515層ダマスカス鋼　（両刃）層ダマスカス鋼　（両刃）  
■ ■ 柄材：樫　黒漆石目仕上げ柄材：樫　黒漆石目仕上げ
■ ■ サヤ：黒漆石目木ザヤ　革ベルト付           サヤ：黒漆石目木ザヤ　革ベルト付           

Knife Selection 2017Knife Selection 2017

桜巻きの品格高い拵えが、桜巻きの品格高い拵えが、
　　気高いハンターに応える　　気高いハンターに応える

黒漆石目仕上げの厳かな拵えは、黒漆石目仕上げの厳かな拵えは、
狩猟の魂と統合し、神聖な境地へと狩猟の魂と統合し、神聖な境地へと
ハンターを導くハンターを導く

CW-5CW-5

CW-6CW-6

CW-1 刃長180mm　厚さ5mm　重量約350g 43,500円

CW-2 刃長210mm　厚さ6mm　重量約370g 47,000円

CW-3 刃長240mm　厚さ6mm　重量約420g 50,000円

CW-4 刃長270mm　厚さ6mm　重量約470g 54,000円

CW-5 刃長210mm　厚さ5mm　重量約370g 57,000円

CW-6 刃長270mm　厚さ6mm　重量約470g 63,000円



33表示価格は税抜きです。 Knife Selection 2017Knife Selection 2017

CW-18CW-18

CW-16CW-16

CW-17CW-17

兼常作 関伝古式和鉄製錬 兼常作 関伝古式和鉄製錬 鬼神狩猟刀匠鬼神狩猟刀匠

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号号1515層ダマスカス　（両刃）層ダマスカス　（両刃）  
■ ■ 柄材：樫柄材：樫
■ ■ サヤ：朴　革ベルト付           サヤ：朴　革ベルト付           

1515層ダマスカスの美しき波紋、層ダマスカスの美しき波紋、
　　青紙　　青紙22号の驚異的な切れ味号の驚異的な切れ味

CW-31CW-31

CW-33CW-33

CW-32CW-32

兼常作 関伝古式和鉄製錬 兼常作 関伝古式和鉄製錬 雷神狩猟刀匠雷神狩猟刀匠

■ ■ 鋼材：青紙スーパー　（両刃）鋼材：青紙スーパー　（両刃）  
■ ■ 柄材：樫柄材：樫
■ ■ サヤ：朴　革ベルト付           サヤ：朴　革ベルト付           

究極の切れ味を誇る青紙スーパー鋼、究極の切れ味を誇る青紙スーパー鋼、
　　選ばれた男の狩猟刀　　選ばれた男の狩猟刀

CW-16 刃長210mm　厚さ6mm　重量約400g 34,000円

CW-17 刃長240mm　厚さ6mm　重量約460g 37,500円

CW-18 刃長270mm　厚さ6mm　重量約540g 41,000円

CW-31 刃長210mm　厚さ6mm　重量約460g 34,000円

CW-32 刃長240mm　厚さ6mm　重量約500g 37,500円

CW-33 刃長270mm　厚さ6mm　重量約560g 41,000円

兼常作 兼常作 猪狩刀猪狩刀

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号　（両刃）号　（両刃）  
■ ■ 柄材：樫、ココボロウッド柄材：樫、ココボロウッド
■ ■ サヤ：牛革           サヤ：牛革           

匠の技による匠の技による
シャープな切味。シャープな切味。

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号号1515層ダマスカス　（両刃）層ダマスカス　（両刃）  
■ ■ 柄材：黒檀、ウォールナット柄材：黒檀、ウォールナット
■ ■ サヤ：牛革           サヤ：牛革           

鍛え尽くした鋼に鍛え尽くした鋼に
冴えわたる名匠の技。冴えわたる名匠の技。

兼常作 美濃傳古式 兼常作 美濃傳古式 火造狩猟匠師火造狩猟匠師

TS-38 刃長210mm　厚さ6mm　重量約420g 32,000円 TS-62 刃長200mm　厚さ6mm　重量約470g 52,000円



44表示価格は税抜きです。 Knife Selection 2017Knife Selection 2017

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号　（両刃）号　（両刃）  
■ ■ 柄材：黒檀、樫柄材：黒檀、樫
■ ■ サヤ：牛革           サヤ：牛革           

驚異的なパワーを生み出す驚異的なパワーを生み出す
独特のアングル。独特のアングル。

兼常作 美濃傳古式百錬 兼常作 美濃傳古式百錬 狩人匠狩人匠

兼常作 兼常作 剛腕剛腕
                                  Go-wanGo-wan

■ ■ 鋼材：鋼材：S-85CS-85C　　2121層ダマスカス　（両刃）層ダマスカス　（両刃）  
■ ■ 柄材：パラコード巻き柄材：パラコード巻き
■ ■ サヤ：ナイロン           サヤ：ナイロン           

美しきダマスカスの波紋とは裏腹に美しきダマスカスの波紋とは裏腹に
剛腕のごときパワーを秘め、剛腕のごときパワーを秘め、
険しき道を切り開く怪力！険しき道を切り開く怪力！

■ ■ 鋼材：ステン鋼材：ステンVV金金22号号4949層ダマスカス　（両刃）層ダマスカス　（両刃）  
■ ■ 柄材：ウォールナット柄材：ウォールナット
■ ■ サヤ：牛革           サヤ：牛革           

軽快なパフォーマンスを軽快なパフォーマンスを
重視するハンターに。重視するハンターに。

兼常作 美濃傳古式 兼常作 美濃傳古式 積層鋼狩人積層鋼狩人 兼常作 美濃傳古式 兼常作 美濃傳古式 摩鬼利摩鬼利 片刃 片刃

■ ■ 鋼材：玉鋼鋼材：玉鋼VV特特22号　付け鋼　（片刃）号　付け鋼　（片刃）  
■ ■ 柄材：天然木ブナ柄材：天然木ブナ
■ ■ サヤ：木ザヤ           サヤ：木ザヤ           

マタギの魂が宿る名品。マタギの魂が宿る名品。

兼常作 関伝古式和鉄製錬兼常作 関伝古式和鉄製錬

本造腰鉈本造腰鉈 片刃 片刃

■ ■ 鋼材：白紙鋼材：白紙22号　（片刃）号　（片刃）  
■ ■ 柄材：樫柄材：樫
■ ■ サヤ：朴　革バンド付           サヤ：朴　革バンド付           

信頼できる角鉈信頼できる角鉈
確かな切れ味。確かな切れ味。

兼常作 関伝和鉄製錬 兼常作 関伝和鉄製錬 摩鬼利匠摩鬼利匠 片刃 片刃

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号　号　22層鋼　（片刃）層鋼　（片刃）  
■ ■ 柄材：ココボロウッド柄材：ココボロウッド
■ ■ サヤ：牛革           サヤ：牛革           

強烈な食い込みと耐久性を強烈な食い込みと耐久性を
誇る片刃の決定版。誇る片刃の決定版。

CW-29 刃長210mm　厚さ6mm　重量約640g 22,500円 KW-11 刃長210mm　厚さ6mm　重量約420g 37,000円

TS-27 刃長205mm　厚さ4mm　重量約330g 33,000円 OM-56 刃長200mm　厚さ7mm　重量約580g 39,000円

TS-63 刃長240mm　厚さ6mm　重量約510g 33,000円 KB-155 刃長268mm　厚さ4.5mm　重量約525g 38,000円



55表示価格は税抜きです。 Knife Selection 2017Knife Selection 2017

CW-12, KB-341

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  　　　　　

KB-254, KB-260, KB-261, KB-262, KW-1, KW-2, KW-4, KW-7, CW-35

KB-605

KB-605

KB-661
KB-662
KB-663
KB-664

KB-662

KB-661

KB-663

KB-664

KB-666

CW-21, CW-23, CW-27, KB-250, KB-251, KB-451, KB-551, KB-552KB-666

関兼常 ロゴ入 ナイロンシース 3,000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

KW-20, KW-21, KW-22, KW-23, (KB-420, KB-421, KB-422, KB-423)KB-667 関兼常 革ケース 小刀用　　　 2,000円

KB-667

関兼常 専用シース関兼常 専用シース

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。

CW-34　　

KB-606
ナイロンシース(大)       

2,800円 CW-35 ,CW-36, CW-37, CW-49                                                 

KB-607
ナイロンシース(小)       

2,800円

　　　　　　　　　　　　　　　　適　合　モ　デ　ル

KB-606 KB-607
（270×62mm） （297×65mm） （315×72mm）

CW-12CW-12

CW-14

CW-13

兼常作兼常作

狩猟刀剣鉈狩猟刀剣鉈

■ 鋼材：SRK-8　（両刃） 
■ 柄材：樫
■ サヤ：木ザヤ（黒合皮巻）　※

愛用され続けるには愛用され続けるには
理由がある。理由がある。

CW-15

CW-13 刃長210mm　厚さ5.5mm　重量約360g 25,000円

CW-14 刃長240mm　厚さ5.5mm　重量約380g 27,500円

CW-15 刃長270mm　厚さ6.0mm　重量約460g 30,000円

CW-12 刃長180mm　厚さ5.5mm　重量約330g 22,500円 ※この商品の木ザヤ（黒合皮巻）は、職人都合により、
在庫がなくなり次第順次、革ケース仕様に切り替わる
予定です。予めご了承ください。

革ケースは下記のKB-661~KB-664になります。
KB-339 31,000円

KB-340 28,000円

KB-341 25,000円

KB-338 34,000円

革ケース仕様

CW-12



66表示価格は税抜きです。

KB-508KB-508

Knife Selection 2017Knife Selection 2017

兼常作 美濃伝百錬 兼常作 美濃伝百錬 円長彫匠円長彫匠

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号　号　1515層ダマスカス鋼 （両刃）層ダマスカス鋼 （両刃）  
■ ■ 柄材：樫柄材：樫
■ ■ サヤ：朴、革ベルト付           サヤ：朴、革ベルト付           

万能の使いやすさで万能の使いやすさで
ロングヒット。ロングヒット。

兼常作 関伝古式和鉄製錬兼常作 関伝古式和鉄製錬

多重鋼桜巻細工匠多重鋼桜巻細工匠

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号　号　1515層ダマスカス鋼 （両刃）層ダマスカス鋼 （両刃）  
■ ■ 柄材：樫　桜巻き柄材：樫　桜巻き
■ ■ サヤ：朴　桜巻き、革ベルト付           サヤ：朴　桜巻き、革ベルト付           

桜巻きの品格高い拵えが桜巻きの品格高い拵えが
使い手の誇りとなる。使い手の誇りとなる。

兼常作 関伝古式和鉄製錬兼常作 関伝古式和鉄製錬

多重鋼赤漆細工匠多重鋼赤漆細工匠

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号　号　1515層ダマスカス鋼 （両刃）層ダマスカス鋼 （両刃）  
■ ■ 柄材：樫　赤漆石目仕上げ柄材：樫　赤漆石目仕上げ
■ ■ サヤ：朴　赤漆石目仕上げ、革ベルト付           サヤ：朴　赤漆石目仕上げ、革ベルト付           

赤漆石目仕上げの拵えは赤漆石目仕上げの拵えは
厳かな彩を与える。厳かな彩を与える。

兼常作 関伝古式和鉄製錬兼常作 関伝古式和鉄製錬

多重鋼紐巻漆細工匠多重鋼紐巻漆細工匠

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号 号 1515層ダマスカス鋼 （両刃）層ダマスカス鋼 （両刃）  
■ ■ 柄材：樫　紐巻き黒漆仕上げ柄材：樫　紐巻き黒漆仕上げ
■ ■ サヤ：朴　紐巻き黒漆仕上げ、革ベルト付           サヤ：朴　紐巻き黒漆仕上げ、革ベルト付           

紐巻き黒漆仕上げの拵えは紐巻き黒漆仕上げの拵えは
握った掌に信頼を。握った掌に信頼を。

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号 号 1515層ダマスカス鋼 （両刃）層ダマスカス鋼 （両刃）  
■ ■ 柄材：樫　柄材：樫　
■ ■ サヤ：朴　ベルト付           サヤ：朴　ベルト付           

継承される宿命を担った継承される宿命を担った
誇り高き一振り誇り高き一振り

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号 号 1515層ダマスカス鋼 （両刃）層ダマスカス鋼 （両刃）  
■ ■ 柄材：樫　柄材：樫　
■ ■ サヤ：朴　ベルト付           サヤ：朴　ベルト付           

(CW-30(CW-30後継モデル後継モデル))

鎧鎧
YoroiYoroi

漣漣
SazanamiSazanami

(CW-39(CW-39後継モデル後継モデル))

浜辺に打ち寄せる漣のごとき波紋は、浜辺に打ち寄せる漣のごとき波紋は、
ハンターの心を虜にするハンターの心を虜にする

在庫がなくなり次第、在庫がなくなり次第、
サヤが銅板なしの仕様にサヤが銅板なしの仕様に
変更になります。変更になります。
（後継品番：（後継品番：KB-447)KB-447)

CW-7 刃長135mm　厚さ4mm　重量約150g 20,000円 CW-21 刃長125mm　厚さ4mm　重量約230g 24,000円

CW-27 刃長125mm　厚さ4mm　重量約230g 24,000円CW-23 刃長125mm　厚さ4mm　重量約230g 24,000円

KB-414 刃長125mm　厚さ4mm　重量約260g 17,500円KB-328 刃長160mm　厚さ5mm　重量約310g 20,000円

兼常作兼常作兼常作兼常作



77表示価格は税抜きです。 Knife Selection 2017Knife Selection 2017

■ ■ 鋼材：鋼材：SRK-8SRK-8　（両刃）　（両刃）  
■ ■ 柄材：樫　柄材：樫　
■ ■ サヤ：牛革           サヤ：牛革           

人気の和式スキナー。人気の和式スキナー。

CW-34CW-34

兼常作 兼常作 解体狩猟匠解体狩猟匠

■ ■ 鋼材：鋼材：SKD-12SKD-12　刃物特殊鋼　（片刃）　刃物特殊鋼　（片刃）  
■ ■ 柄材：ローズウッド　柄材：ローズウッド　
■ ■ サヤ：リネン布           サヤ：リネン布           

業務用のハードな使用のために業務用のハードな使用のために
作られた解体用包丁。作られた解体用包丁。
持ち運びに便利なケース付。持ち運びに便利なケース付。

CW-35CW-35
CW-36CW-36

CW-37CW-37

暁暁
AkatsukiAkatsuki

■ ■ 鋼材：白紙鋼材：白紙22号 （両刃）号 （両刃）  
■ ■ 柄材：樫柄材：樫
■ ■ ケース：朴　革ベルト付           ケース：朴　革ベルト付           

一番シンプルで一番シンプルで
一番選ばれている万能ナイフ一番選ばれている万能ナイフ KB-249KB-249

漣漣
SazanamiSazanami

■ ■ 鋼材：鋼材：SRK-8 SRK-8 （両刃）（両刃）  
■ ■ 柄材：樫柄材：樫
■ ■ ケース：朴　革ベルト付           ケース：朴　革ベルト付           

少し幅広で、少し幅広で、
使いやすい万能ナイフ使いやすい万能ナイフ

KB-248KB-248

暈し暈し
BokashiBokashi

磨き磨き
MigakiMigaki

CW-49CW-49

捌捌  其の二其の二
Sabaki-2Sabaki-2

KB-453KB-453扱いやすく、扱いやすく、
よく切れる。よく切れる。

旬旬 其の二 其の二
Shun-2Shun-2

■ ■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号　号　1515層ダマスカス鋼　（両刃）層ダマスカス鋼　（両刃）  
■ ■ 柄材：樫　■ サヤ：朴　革ベルト付           柄材：樫　■ サヤ：朴　革ベルト付           

KB-452KB-452

KB-451KB-451
(KB-251(KB-251後継モデル後継モデル))

(KB-253(KB-253後継モデル後継モデル))

(KB-252(KB-252後継モデル後継モデル))

CW-34 皮ハギ 12,500円刃長170mm

CW-35 骨スキ　丸 11,000円刃長140mm

CW-36 腸サキ 15,500円刃長140mm

CW-37 頭オトシ 11,500円刃長148mm

CW-49 骨スキ　角 11,500円刃長150mm

兼常作兼常作

兼常作兼常作

兼常作兼常作
兼常作兼常作

KB-250 刃長115mm　厚さ3.5mm　重量約210g 17,500円

KB-451 刃長115mm　厚さ3.5mm　重量約170g 15,000円

KB-452 刃長90mm　厚さ3.5mm　重量約150g 14,500円

KB-453 刃長70mm　厚さ3.5mm　重量約140g 14,000円

KB-213 刃長125mm　厚さ3.5mm　重量約170g 13,500円

KB-248 刃長125mm　厚さ4.0mm　重量約250g 15,000円

KB-249 刃長125mm　厚さ4.5mm　重量約260g 15,000円
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KB-254KB-254

朱烏朱烏
Shu-KarasuShu-Karasu

■■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号号1515層ダマスカス （両刃）層ダマスカス （両刃） 
■■ 柄材：パラコード巻き柄材：パラコード巻き
■■ ケース：リネン布ケース：リネン布 

野生のカラスのごとき鋭さ。野生のカラスのごとき鋭さ。

KB-260KB-260

烏烏
KarasuKarasu

黒爪黒爪
Kuro-TsumeKuro-Tsume

■■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号号1515層ダマスカス （両刃）層ダマスカス （両刃） 
■■ 柄材：パラコード巻き柄材：パラコード巻き
■■ ケース：リネン布ケース：リネン布 

鋭い角、鋭い爪、獣と戦う鋭い角、鋭い爪、獣と戦う
ハンターの黒い武器。ハンターの黒い武器。

黒角黒角
Kuro-TsunoKuro-Tsuno

兼常作 関伝古式和鉄製錬兼常作 関伝古式和鉄製錬

飛切り匠多重鋼紐巻き飛切り匠多重鋼紐巻き

■■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号　号　1515層ダマスカス　（両刃）層ダマスカス　（両刃） 
■■ 柄材：パラコード巻き柄材：パラコード巻き
■■ サヤ：朴　革ベルト付サヤ：朴　革ベルト付 

ハンターの遊び心をハンターの遊び心を
刺激する。刺激する。

KB-420KB-420 KB-422KB-422
KB-421KB-421

KB-423KB-423

風林火山風林火山

■■ 鋼材：白紙鋼材：白紙22号 （両刃）号 （両刃） 
■■ ケース：牛革ケース：牛革 

(KW-20 ~ KW-23 (KW-20 ~ KW-23 後継モデル後継モデル))

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号号
　　1515層ダマスカス　（両刃）   層ダマスカス　（両刃）   

KW-3KW-3KW-2KW-2

KW-1KW-1匠匠シリーズシリーズ
石斑魚石斑魚シリーズシリーズ

■■ 鋼材：青紙鋼材：青紙22号号
　　1515層ダマスカス　（両刃）層ダマスカス　（両刃） 

KW-4KW-4

KW-5KW-5 KW-6KW-6

様々な用途の作業に様々な用途の作業に
合わせて選ぶ贅沢な細工刀。合わせて選ぶ贅沢な細工刀。

KB-254 刃長125mm　厚さ4mm　重量約190g 22,000円

KB-260 刃長125mm　厚さ3mm　重量約165g 22,000円

KB-261 刃長120mm　厚さ3.5mm　重量約165g 24,000円

KB-262 刃長110mm　厚さ3.5mm　重量約165g 24,000円

KW-26 刃長160mm　厚さ4mm　重量約200g 23,000円

KB-420 刃長65mm 8,500円

KB-421 刃長65mm 8,500円

KB-422 刃長75mm 8,500円

KB-423 刃長80mm 8,500円

KW-4 刃長115mm 13,500円

KW-5 12,500円

KW-6 刃長 60mm 12,000円

刃長 90mm

KW-1 刃長100mm 13,000円

KW-2 14,500円

KW-3 刃長 45mm 12,500円

刃長 95mm

兼常作兼常作

兼常作兼常作

兼常作兼常作

兼常作兼常作

兼常作兼常作
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兼常作 兼常作 鮎鮎シリーズシリーズ 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：青紙鋼材：青紙22号号
　　1515層ダマスカス　（両刃）層ダマスカス　（両刃） 

■■ 鋼材：青紙スーパー鋼材：青紙スーパー
　　　　　（両刃） 　　　　　（両刃）  

KW-7KW-7

KW-8KW-8

KW-9KW-9

KW-17KW-17

KW-18KW-18

KW-19KW-19
KW-7 刃長105mm 14,500円

KW-8 刃長 95mm 12,500円

KW-9 刃長 70mm 12,000円

KW-17 刃長 85mm 16,500円

KW-18 刃長 90mm 16,500円

KW-19 刃長 85mm 16,500円
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