
180mm ¥5,800 210mm ¥6,100 240mm ¥7,300 270mm ¥8,500 240mm ¥7,200

販売価格 ¥4,060 販売価格 ¥4,270 販売価格 ¥5,110 販売価格 ¥5,950 販売価格 ¥5,040

270mm ¥7,800 120mm ¥3,900 150mm ¥4,200 180mm ¥5,800 180mm ¥5,800

販売価格 ¥5,460 販売価格 ¥2,730 販売価格 ¥2,940 販売価格 ¥4,060 販売価格 ¥4,060

135mm ¥10,300 80mm ¥9,500 180mm ¥12,000 210mm ¥13,200 170mm ¥12,000

販売価格 ¥7,210 販売価格 ¥6,650 販売価格 ¥8,400 販売価格 ¥9,240 販売価格 ¥8,400

160mm ¥12,000 180mm ¥7,700 210mm ¥8,200 240mm ¥12,600 270mm ¥14,600

販売価格 ¥8,400 販売価格 ¥5,390 販売価格 ¥5,740 販売価格 ¥8,820 販売価格 ¥10,220

120mm ¥5,800 150mm ¥6,200 240mm ¥9,000 270mm ¥10,700 180mm ¥8,400

販売価格 ¥4,060 販売価格 ¥4,340 販売価格 ¥6,300 販売価格 ¥7,490 販売価格 ¥5,880

210mm ¥11,400 240mm ¥12,400 270mm ¥15,300 300mm ¥17,500 240mm ¥12,900

販売価格 ¥7,980 販売価格 ¥8,680 販売価格 ¥10,710 販売価格 ¥12,250 販売価格 ¥9,030

270mm ¥15,900 120mm ¥11,700 150mm ¥13,000 180mm ¥16,100 210mm ¥24,000

販売価格 ¥11,130 販売価格 ¥8,190 販売価格 ¥9,100 販売価格 ¥11,270 販売価格 ¥16,800

240mm ¥25,600 270mm ¥28,400 300mm ¥32,000 180mm ¥25,600 210mm ¥32,000

販売価格 ¥17,920 販売価格 ¥19,880 販売価格 ¥22,400 販売価格 ¥17,920 販売価格 ¥22,400

250mm ¥4,300 195mm ¥17,200 210mm ¥20,800 165mm ¥7,000 180mm ¥7,000

販売価格 ¥3,010 販売価格 ¥12,040 販売価格 ¥14,560 販売価格 ¥4,900 販売価格 ¥4,900

165mm ¥3,800 165mm ¥3,800 240mm ¥11,200 270mm ¥13,800 300mm ¥15,200

販売価格 ¥2,660 販売価格 ¥2,660 販売価格 ¥7,840 販売価格 ¥9,660 販売価格 ¥10,640

150mm ¥14,600 180mm ¥19,200 120mm ¥6,600 210mm ¥6,600

販売価格 ¥10,220 販売価格 ¥13,440 販売価格 ¥4,620 販売価格 ¥4,620

堺孝行刃物 　　 江戸川小岩道具工房館で販売中

12311 12312 12313 12314 12323
牛刀 Ｓ/Ｓ ＰＣ柄 牛刀 Ｓ/Ｓ ＰＣ柄 牛刀 Ｓ/Ｓ ＰＣ柄 牛刀 Ｓ/Ｓ ＰＣ柄 筋引 Ｓ/Ｓ ＰＣ柄 

12324 12302 12304 12361 12362
筋引 Ｓ/Ｓ ＰＣ柄 ペティ Ｓ/Ｓ ＰＣ柄 ペティ Ｓ/Ｓ ＰＣ柄 三徳 Ｓ/Ｓ ＰＣ柄 巾広菜切 Ｓ/Ｓ ＰＣ柄

07421 07430 07424 07425 07422
ペティ ダマスカス45層 ペティ ダマスカス45層 牛刀 ダマスカス45層 牛刀 ダマスカス45層 三徳 ダマスカス45層

07423 16611 16612 16613 16614
菜切 ダマスカス45層 牛刀 TUS 牛刀 TUS 牛刀 TUS 牛刀 TUS

16602 16604 16623 16624 16661
ペティ TUS ペティ TUS 筋引 TUS 筋引 TUS 三徳 TUS

06302 06303 06304 06305 06323
正夫 霞研水牛柄 正夫 霞研水牛柄 正夫 霞研水牛柄 正夫 霞研水牛柄 蛸引 霞研水牛柄

06324 06333 06335 06337 06339
蛸引 霞研水牛柄 出刃 霞研水牛柄 出刃 霞研水牛柄 出刃 霞研水牛柄 出刃 霞研水牛柄

03003 03004 03005 03063 03065
正夫 特上 正夫 特上 正夫 特上 薄刃 特上 薄刃 特上

36000 20043 20044 07202 07203
波刃パン切ステンレス イノックス 中華(ツバ付) イノックス 中華(ツバ付) ゴ－ルド三徳型文化包丁 ゴ－ルド三徳型文化包丁

07219 07220 04603 04604 04605
三徳型文化包丁 牛刀型文化包丁 正夫 MV鋼PC柄 正夫 MV鋼PC柄 正夫 MV鋼PC柄

＊商品名が青塗はステンレス鋼( 錆びにくい )、黄塗は日本鋼( 切れ味が良く研ぎやすい )商品です。

＊表示価格は全て 税抜き です。

04635 04637 07079 07305
出刃 MV鋼PC柄 出刃 MV鋼PC柄 あじ切 立研 ステンレス菜切


