
  キッチンツールキッチンツール

■全長 : 353mm　■鋼材 : 420J2 ステンレス鋼　■柄材 : 赤合板 

■全長 : 370mm　■鋼材 : AUS-6 ステンレス鋼　■柄材 : 赤合板 

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

        片刃    片刃     

        片刃    片刃     

■鋼材 : AUS-8 ステンレス鋼  ■柄材 : 黒合板兼常作 ステン カステラ切

KC-033KC-033 300mm KC-034KC-034 350mm KC-035KC-035 400mm

KC-036KC-036 450mm

KC-087KC-087

KC-014KC-014

ステン スイカ切 360mm (幅62mm)

CHIC パン・ハム切ナイフ 250mm

KC-015KC-015 CHIC 冷凍食品用ナイフ 240mm

KC-017KC-017 Granshe グレープフルーツナイフ 92mm

■全長 : 310mm　■鋼材 : 420J2 ステンレス鋼　■柄材 : 黒合板 

KC-065KC-065

バター & サンドウィッチ ナイフ 93mm　

■全長 : 195mm　■鋼材 : 420J2 ステンレス鋼　■柄材 : ローズウッド 

KC-069KC-069
■全長 : 240mm　■鋼材 : 420J2 ステンレス鋼　■柄材 : プラスチック

KC-070KC-070

業務用ステンチーズナイフ 180mm　

ローズ柄ステンオランダ型チーズ切 85mm

■鋼材 : 420J2 ステンレス鋼  ■柄材 : ローズウッド 

(12 本単位)  

（津保吉金）

(12 本単位)   

Kitasho Co.,Ltd.

(12 本単位)    

■ 全長 : 205mm　■ アルミ合金ADC12 ■ 全長 : 210mm 　■ アルミ合金ADC12(12 本単位)   

ミートハンマー 角型　　　　　　KC-060KC-060 ミートハンマー 丸型　　　　　　KC-061KC-061

(12 本単位)     



KC-073KC-073

KC-075KC-075

KC-077KC-077

KC-072KC-072

KC-074KC-074

KC-076KC-076

ST-600 フルーツナイフ (103mm)         KC-071KC-071

KC-082KC-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)      

■ 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：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)       

洋包丁用洋包丁用 和包丁用   和包丁用   

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)         

KC-611KC-611

KC-612KC-612

KC-613KC-613

KC-614KC-614

KC-623KC-623

KC-624KC-624

KC-616KC-616

KC-617KC-617

KC-618KC-618

KC-619KC-619

KC-620KC-620

KC-621KC-621

牛刀240mm用 (KC-101, 201, 213)　　 

牛刀210mm用 (KC-102, 202, 214)  　　 

三徳180mm用 (KC-103, 123, 133, 203, 215)    

ペティ150mm用 (KC-104, 124, 204, 216)  

パーリング80mm用 (KC-106, 118, 206, 218)        

牛刀270mm用 (KC-107, 112, 207, 212)  

柳刃270mm用 (KC-401, 431, 501)　　

柳刃240mm用 (KC-402, 432, 502)  　　

柳刃210mm用 (KC-403, 433, 503)        

出刃210mm用 (KC-411, 511)        

出刃165mm用 (KC-412, 512)        

出刃120mm用 (KC-413, 513)        

KC-611KC-611 KC-612KC-612 KC-613KC-613

KC-623KC-623

KC-624KC-624 KC-616KC-616KC-614KC-614 KC-617KC-617 KC-618KC-618 KC-620KC-620KC-619KC-619 KC-621KC-621

Kitasho Co.,Ltd.

関兼常　関兼常　木　鞘　木　鞘　（包丁と同時にご注文をお勧めします。お手持ちの包丁には合わないことがございます。）（包丁と同時にご注文をお勧めします。お手持ちの包丁には合わないことがございます。）  


	ページ 1
	P30-KC2018-Tool-Acce-2-J.pdf
	ページ 1


