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  爪切り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　爪切り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

KC-055
KC-056

KC-057

※業者様は(小箱単位)での注文でお願いします。

Kanetsune チラーヌ爪切　大
KC-050 約105×18×22 mm1,870 円

Kanetsune チラーヌ爪切　中
KC-051

約84×17×17 mm

1,815 円
Kanetsune チラーヌ爪切　小
KC-052

約60×11×16 mm

1,430 円

■取り外し式レンズ
(直径42mm　2倍)             

関兼常 大きなレンズ付き　ルーペ付ツメキリ
KC-053 1,815 円

約105×20×20 mm ※(10個単位)
(色指定がない場合は黒・赤　各5個入) 

関兼常　はがね爪切り
KC-057 880 円
KC-056 990 円
KC-055 1,100 円 大　約100×14×20 mm

中　約 80×16×16 mm
小　約 67×13×13 mm

※(12個単位)

関兼常　メタルクローム爪切り
KD-051

約66×16×17 mm

1,540 円
※(12個単位)

関兼常　ニッパー爪切　Pro-LKD-101
■全長：約115mm×65mm×15mm
■刃形：カーブ刃（傾斜：約45°）
■刃長：約12mm
■刃開口：約23mm
■重量：約74g

8,800 円 

関兼常　ニッパー爪切　Pro-SKD-102
■全長：約115mm×60mm×15mm
■刃形：カーブ刃（傾斜：約25°）
■刃長：約14mm
■刃開口：約35mm
■重量：約50g

8,800 円 

緩やかなカーブで比較的長い刃は、
薄くて割れやすいデリケートな爪や、
赤ちゃんの小さくてやわらかい爪を切る
ような細かい作業に適しています。
またネイルチップ（付け爪）などの処理
にも最適。

鋭い切れ味は、手・足問わず、ぶ厚く
硬い爪でも楽々カットできます。
Pro-Lの刃の傾斜（角度）は、特に足の
巻き爪をカットする時などに適しています。

KC-050RD

KC-050BL

KC-051GR

KC-051RD KC-051BL

KC-052GR

KC-052RD KC-052BL

KC-053BK

KC-053RD

45 関兼常プロダクトガイド表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

※(12個単位)
※(12個単位)※(12個単位)



■Blade : Stainless steel  

KD-011
(大  シルバー)

■本体：ハイカーボン鋼クロームメッキ
■カバー：ステンレス

ニューチラーヌ爪切
KD-011 大　約95mm×17mm×20mm

中　約80mm×16mm×18mm

小　約62mm×13mm×14mm

KD-012
(大  ゴールド)

KD-013
(中  シルバー)

KD-014
(中  ゴールド)

KD-015
(小  シルバー)

KD-016
(小  ゴールド)

足のつめきり
約95mm×17mm×22mm

■本体：ハイカーボン鋼クロームメッキ
■カバー：ステンレス

KD-022
( 大 )

KD-024
( 小 )

クローム爪切
KD-022 大　約67mm×17mm×20mm

KD-024 小　約48mm×15mm×12mm

■本体：ハイカーボン鋼　
　 ダブルニッケル・クロームメッキ
■カバー：プラスチック

KD-026
( 大 )

KD-028
( 小 )

ブラック爪切
KD-026 大　約67mm×17mm×20mm

KD-028 小　約48mm×15mm×12mm

■本体：ハイカーボン鋼　
　 黒染め加工
■カバー：プラスチック

KD-030
( 大 )

KD-032
( 小 )

ゴールド爪切
KD-030 大　約67mm×17mm×20mm

KD-032 小　約48mm×15mm×12mm

■本体：ハイカーボン鋼　
　 24金メッキ
■カバー：プラスチック

KD-034
( 大 )

KD-036
( 小 )

クローム爪切　直刃
KD-034 大　約67mm×17mm×20mm

KD-036 小　約48mm×15mm×12mm

■本体：ハイカーボン鋼　
　 ダブルニッケル・クロームメッキ
■カバー：プラスチック

KD-037

ステンレス鋼爪切り
KD-037 約78mm×14mm×14mm

■本体：ステンレス刃物鋼　
■ヤスリ：ステンレス
■ピン：鉄
■ヤスリとめ：しんちゅう

2,090 円
1,980 円
1,760 円 2,145 円

1,925 円
1,485 円

1,980 円
1,485 円

2,585 円
1,925 円

2,035 円
1,485 円 2,530 円

KD-018
(シルバー)

KD-020
(ゴールド)

「足のつめきり」は、
刃の開きが約4.6mmと
広いので、かなりぶ厚い
爪でも楽にきることができる。

直刃タイプは、爪にかかる
負荷が軽減され、薄い爪や
割れやすい爪を切る際に
効果を発揮する。

KD-012
KD-013 KD-014
KD-015 KD-016 KD-018 KD-020

※(12個単位)

※(12個単位)

※(12個単位) ※(12個単位)※(12個単位)

※(12個単位)

※(12個単位)

(シルバー) (ゴールド)(シルバー) (ゴールド)
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46 関兼常プロダクトガイド表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

※業者様は(小箱単位)での注文でお願いします。

(パッケージ)



■Blade : Stainless steel  

  SMART CUT SMART CUT スマートカット シリーズ　　　　　　　　　スマートカット シリーズ　　　　　　　　　 G
room

in
g Tools

 

48 関兼常プロダクトガイド表示価格はすべて税込みです。（総額表示）

■約105×20×20mm
■ハンドル：エストラマー樹脂
■刃体：ステンレス

■キャップ：PP材
■原産国：刃体を中国で製造し、
日本にて柄部等の最終仕上げ         

SMART CUT ネイルクリッパーKD-001 3,300 円 SMART CUT スパット爪切りKD-02 2,200 円

■全長：約100mm
■本体：ステンレス
■原産国：パキスタン（企画：日本）

・大きく開く細い刃先が巻き爪に最適です！
・小さめのハンドルが女性の手にフィットします。

・約60ｇと軽く扱いやすい爪切りです。
・熟練職人の刃付けでスパット切れる。
・収納時に安全なキャップ付     

SMART CUT スマートニッパーKD-05 4,400 円

■全長：約130mm
■本体：ステンレス
■原産国：パキスタン（企画：日本）

・1本1本丹念に仕上げた刃先が
　足の爪や巻き爪でも滑らずも
　スパッと切れます。
・刃先が細いので爪のキワにも刃が
　スット入ります。
・小さめの本体と軽いバネ圧で扱い
　やすい爪切りです。
・右利き・左利き関係なく使えます。     

SMART CUT スパット爪切りKD-03 3,080 円

■全長：約110mm
■本体：ステンレス
■原産国：パキスタン（企画：日本）

・1本1本丹念に仕上げた刃先が、確実に甘皮を
　キャッチして薄い甘皮も簡単に切れます。
・ダブルスプリング採用で軽いタッチで切ることができます。
・右きき・左ききどちらでも使えます。

SMART CUT ロング刃ニッパー爪切りPK-04 4,400 円

■全長：約140mm
■本体：ステンレス
■原産国：パキスタン（企画：日本）

大きく開く22ｍｍの食い切り刃は
巻き爪でも良く食い込みます。

SMART CUT ロングハンドルつめきり　はさみタイプPK-12 2,240 円

■全長：約160mm
■本体：ステンレス
■原産国：パキスタン（企画：日本）

・角度を付けた刃先と長いハンドルで、比較的楽な姿勢で
足の爪を切ることができます。
・刃の先端までよく切れるよう に精密な刃付け加工。
・刃先が鋭角で爪の間に刃が入りやすいので巻き爪にも。     

SMART CUT タコ・うおの目スライサーPK-10 1,760 円

■全長：約140mm
■材質：柄/アルミニュウム　ホルダー/ステンレス　刃/ステンレス
■原産国：パキスタン（企画：日本）

・中空アルミハンドルなので軽くて丈夫で使いやすい。
・ブレードはゾーリンゲン製で切れ味抜群。 

・替え刃もあるので安心です。（別売り。PK-11）

タコ・うおの目スライサー　替刃10枚入PK-11 858 円

SMART CUT 八角ハンドルの耳かきPK-9 1,320 円 SMART CUT みみツボ押し付　耳かきPK-13 1,320 円

SMART CUT ヘラと円盤のツイン耳かきPK-14 1,320 円 SMART CUT 純チタン製耳かきPK-15 3,080 円

■全長：約140mm
■材質：ステンレス
■原産国：パキスタン（企画：日本）

■全長：約140mm
■材質：ステンレス
■原産国：パキスタン（企画：日本）

■全長：約140mm
■材質：チタニウム（H460003種）
■原産国：パキスタン（企画：日本）

軽く丈夫なチタニウム製。金属臭もなく、
金属アレルギーを引き起こしません。

少し大きめのヘラ
みみツボ押し付き

■材質：ステンレス刃物鋼
■原産国：ドイツ

ドイツ型ニッパー
（食い切り刃）

■全長：約145mm
■材質：ステンレス
■原産国：パキスタン（企画：日本）


