
  30003000シリーズシリーズ　名匠兼常作 本割込　名匠兼常作 本割込DPDPゴールド 口金付黒合板柄ゴールド 口金付黒合板柄

鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金10号を挟み込んだ
ステン三層鋼包丁。脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れて
いる。長年のベストセラー。

■ 鋼材 : V金10号(VG-10) ステンレス/SUS410ステンレス　(三層鋼)
■ 柄材 : 黒合板 / 口金：ステンレス

  20002000シリーズシリーズ　名匠兼常作　本割込　名匠兼常作　本割込DP DP 口金付赤合板柄口金付赤合板柄

鋭い切れ味の武生特殊鋼の炭素鋼 白2をステンレスで挟み込んだ
ステン本割込包丁。脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れ
ている。     

■ 鋼材 :武生 白2 炭素鋼/SUS410ステンレス　(三層鋼)
■ 柄材 : 赤合板 / 口金：ステンレス

KC-141KC-141

KC-142KC-142

KC-143KC-143

KC-147KC-147

KC-148KC-148

KC-149KC-149

ステン三層鋼ステン三層鋼

ステン割込ステン割込

Kitasho Co.,Ltd.

初夏の楓の葉初夏の楓の葉

剣型 180mm

三徳 165mm

薄刃型 165mm

剣型 180mm

三徳 165mm

薄刃型 165mm



  10001000シリーズシリーズ　名匠兼常作 本割込　赤合板柄　　　　　　　 　　　名匠兼常作 本割込　赤合板柄　　　　　　　 　　

鋭い切れ味、武生特殊鋼の炭素鋼 白2をステンレスで挟み込んだ
ステン本割込包丁。シンプルなデザインと高い品質は、長年使い込めば
実感していただけます。信頼のロングセラー包丁です。

■ 鋼材 : 武生白2 炭素鋼/SUS410ステンレス　(三層鋼)
■ 柄材 : 赤合板

  800800シリーズシリーズ　名匠兼常作　本割込　赤合板柄　　名匠兼常作　本割込　赤合板柄　小型包丁　小型包丁　

鋭い切れ味、武生特殊鋼の炭素鋼 白2をステンレスで挟み込んだ
ステン本割込包丁。一般的な包丁よりやや小型で、軽くて使いやすい
シリーズ。シンプルなデザインと高い品質は、長年使い込めば実感
していただけます。信頼のロングセラー包丁です。

■ 鋼材 : 武生白2 炭素鋼/SUS410ステンレス　(三層鋼)
■ 柄材 : 赤合板

KC-311KC-311

KC-312KC-312

KC-313KC-313

KC-314KC-314

KC-315KC-315

ステン割込ステン割込

ステン割込ステン割込

Kitasho Co.,Ltd.

所狭しと競って伸びる「竹林」所狭しと競って伸びる「竹林」

剣型 180mm

三徳 165mm

薄刃型 165mm

中三徳 140mm

中薄刃型 135mm



  45004500シリーズシリーズ　兼常作 本割込 　兼常作 本割込 DPDPゴールド ワイン柄　  　　 ゴールド ワイン柄　  　　 

鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金2号を挟み込んだステンレス本割込
包丁。脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れている。長年のベストセラー。

■ 鋼材 : VG-2 ステンレス / SUS410ステンレス (三層鋼)
■ 柄材 : ワイン合板

  55005500シリーズシリーズ　兼常作 本割込　兼常作 本割込DPDPゴールド 黒合板柄　　ゴールド 黒合板柄　　

■ 鋼材 : VG-2 ステンレス / SUS410ステンレス　(三層鋼)
■ 柄材 : 黒合板

鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金2号を挟み込んだステンレス本割込
包丁。脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れている。長年のベストセラー。

KC-314KC-314KC-144KC-144

KC-145KC-145

KC-146KC-146

KC-316KC-316

KC-317KC-317

KC-318KC-318

KC-319KC-319

ステン三層鋼ステン三層鋼

ステン三層鋼ステン三層鋼

Kitasho Co.,Ltd.

「ワイン色の嵯峨菊」「ワイン色の嵯峨菊」
菊花展にて（関市文化会館）菊花展にて（関市文化会館）

剣型 180mm

三徳 165mm

薄刃型 165mm

三徳 165mm

薄刃型 165mm

剣型 180mm

中三徳 140mm



　　　　　　　　3500 3500 シリーズ　シリーズ　兼常作　本割込　赤合板柄兼常作　本割込　赤合板柄

鋭い切れ味、武生特殊鋼の炭素鋼 白2をステンレスで挟み込んだステン本割込
包丁。シンプルなデザインと高い品質は、長年使い込めば実感していただけます。

■ 鋼材 : 武生白2 炭素鋼 / SUS410ステンレス　(三層鋼)
■ 柄材 : 赤合板

鋭い切れ味、武生特殊鋼の炭素鋼 白2をステンレスで挟み込んだステン本割込
包丁。シンプルなデザインと高い品質は、長年使い込めば実感していただけます。

■ 鋼材 : 武生白2 炭素鋼 / SUS410ステンレス　(三層鋼) 
■ 柄材 : 黒合板

  25002500シリーズシリーズ　兼常作　本割込　黒合板柄　　　　　　　　　　　兼常作　本割込　黒合板柄　　　　　　　　　　

KC-323KC-323

KC-324KC-324

KC-325KC-325

ステン割込ステン割込

ステン割込ステン割込

KC-320KC-320

KC-321KC-321

KC-322KC-322

Kitasho Co.,Ltd.

見事な透かし彫りのある見事な透かし彫りのある
由緒ある門由緒ある門

三徳 165mm

薄刃型 165mm

剣型 180mm

三徳 165mm

薄刃型 165mm

剣型 180mm



1500 Series                                                                               1500 Series                                                                                 15001500シリーズシリーズ　兼常作　本割込 　兼常作　本割込 DPDP　黒合板柄　　　　　　 　　　黒合板柄　　　　　　 　　

鋭い切れ味、武生特殊鋼の炭素鋼 白2をステンレスで挟み込んだ
ステン本割込包丁。脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れて
いる。シンプルなデザインと高い品質は、長年使い込めば実感していた
だけます。信頼のロングセラー包丁です。

■ 鋼材 : 武生白2 炭素鋼 / SUS410ステンレス
■ 柄材 : 黒合板

鋭い切れ味、武生特殊鋼の炭素鋼 白2をステンレスで挟み込んだ
ステン本割込包丁。シンプルなデザインと高い品質は、長年使い込めば
実感していただけます。信頼のロングセラー包丁です。

KC-327KC-327

KC-328KC-328

KC-329KC-329

ステン割込ステン割込

Kitasho Co.,Ltd.

朱鞘に竹の蒔絵をあしらった短刀朱鞘に竹の蒔絵をあしらった短刀
関鍛冶伝承館にて関鍛冶伝承館にて

三徳 165mm

薄刃型 165mm

剣型 180mm

        兼常作 鍛造ステン兼常作 鍛造ステンVG-1VG-1ダマスカス鋼　胡桃柄　　　　　　 　　ダマスカス鋼　胡桃柄　　　　　　 　　

刀身全体に優雅に浮かび上がるダマスカスの紋様と、天然木の胡桃
（クルミ）の柄の風合いが美しい。よく切れサビにも強いV金1号を割込み、
熟練職人によって鍛造された包丁です。

■ 鋼材 : V金1号 ステンレス / ダマスカス鋼
■ 柄材 : 胡桃、プラスチック

KC-444KC-444

KC-445KC-445

三徳 165mm

菜切 165mm

ステン多層鋼ステン多層鋼



Kitasho Co.,Ltd.

KC-951KC-951

KC-952KC-952

KC-953KC-953

KC-954KC-954

KC-955KC-955
マグロのお刺身、色鮮やかな大葉とマグロのお刺身、色鮮やかな大葉と
菊の花びらを添えて 菊の花びらを添えて 

2018 New

ハンドルは和式、ブレードは洋式の和洋折衷型の包丁。
よく切れ高い定評のあるステンレス特殊鋼DSR-1K6を採用。
鎚目加工による凹凸は、食材の切り離れを助け、切れ味を助長
します。耐水性にも優れた赤合板丸柄は、手に握った感じも心地
よい包丁です。

■ 鋼材 : DSR-1K6　ステンレス鋼　鎚目磨き仕上げ
■ 柄材 : 赤合板 / 口金：プラスチック

牛刀 180mm

三徳 165mm

薄刃型 165mm

ペティ 120mm

筋引 210mm

　　　　　　　　KC-950KC-950シリーズ　シリーズ　兼常作 ステン兼常作 ステン1K6 1K6 鎚目磨き 赤合板丸柄鎚目磨き 赤合板丸柄

全ステンレス全ステンレス



  YS-900YS-900シリーズシリーズ　兼常作 スウェーデン鋼 口金付黒合板柄　   　　　　　　　兼常作 スウェーデン鋼 口金付黒合板柄　   　　　　　　

日本でも古くから親しまれているスウェーデンSANDVIC社の最高級
ステンレス炭素鋼「19C27」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁。
液体窒素で急激冷却処理（-70℃）するサブゼロ加工の熱処理を
施すことにより、高い硬度で錆に強く、また刃こぼれしにくく、研いだ
切味が長持ちします。
細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザイン
は、使う人を魅了し、長くご愛用頂ける包丁です。

■ 鋼材 : SANDVIC19C27ステンレス鋼　（硬質三層）
■ 柄材 : 黒合板 / 口金：SUS304 ステンレス

KC-152KC-152

KC-153KC-153

KC-154KC-154

KC-155KC-155

ステン三層鋼ステン三層鋼

Kitasho Co.,Ltd.

際立つ赤い葉際立つ赤い葉
兼六園（石川県）兼六園（石川県）

三徳 180mm

牛刀 185mm

薄刃型 165mm

ペティ 150mm



  YH-3000YH-3000シリーズシリーズ　兼常作 青紙 鍛造 鎚目梨地 口金付黒合板柄　兼常作 青紙 鍛造 鎚目梨地 口金付黒合板柄

鋭い切れ味、日立安来鋼の高級炭素鋼「青紙2号」をステンレスで
挟み込んだステン本割込包丁。鍛造による表面の鎚目の凹凸と、梨地
加工のザラツキ感は、食材の切離れをスムーズにし、一層切れ味を助長
します。細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザイン
は、使う人を魅了し、長くご愛用頂ける包丁です。

■ 鋼材 : 日立安来鋼青紙2号 炭素鋼 / SUS410ステンレス　(三層鋼)
■ 柄材 : 黒合板 / 口金：ステンレス

KC-921KC-921

KC-922KC-922

KC-923KC-923

KC-924KC-924

ステン割込ステン割込

Kitasho Co.,Ltd.

池のほとりで餌を探すシラサギ池のほとりで餌を探すシラサギ
兼六園（石川県）にて兼六園（石川県）にて

三徳 180mm

牛刀 200mm

薄刃型 165mm

ペティ 135mm
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