




SW-1410

陣太刀（金梨子地）袋付

（仕様）
全長：約105cm
刃渡り：約70.5cm 鎬
下緒/柄巻き：人絹
金具一式：金メッキ仕上げ













SW-1700(DR) マーブル（白）大小

（仕様）
全　長：大刀 約105cm 　小刀 約70cm
刃渡り：大刀 約70.5cm 　小刀 約46cm 
下緒/柄巻き：人絹白
金具一式：銅メッキ仕上げ

SW-1710(DR) マーブル（赤）大小

（仕様）
全　長：大刀 約105cm 　小刀 約70cm
刃渡り：大刀 約70.5cm 　小刀 約46cm 
下緒/柄巻き：人絹赤
金具一式：銅メッキ仕上げ



SW-1730(DR) マーブル（青）大小

（仕様）
全　長：大刀 約105cm 　小刀 約70cm
刃渡り：大刀 約70.5cm 　小刀 約46cm 
下緒/柄巻き：人絹青
金具一式：銅メッキ仕上げ

SW-1720(DR) マーブル（オレンジ）大小

（仕様）
全　長：大刀 約105cm 　小刀 約70cm
刃渡り：大刀 約70.5cm 　小刀 約46cm 
下緒/柄巻き：人絹焦げ茶
金具一式：銅メッキ仕上げ



SW-1740(DR) マーブル（金）大小

（仕様）
全　長：大刀 約105cm 　小刀 約70cm
刃渡り：大刀 約70.5cm 　小刀 約46cm 
下緒/柄巻き：人絹金
金具一式：銅メッキ仕上げ

SW-1750(DR) マーブル（紫）大小

（仕様）
全　長：大刀 約105cm 　小刀 約70cm
刃渡り：大刀 約70.5cm 　小刀 約46cm 
下緒/柄巻き：人絹紫
金具一式：銅メッキ仕上げ















（仕　様）

全長：大刀 約46cm 小刀 約38cm
刃渡り：大刀 約29cm 小刀 約20.5cm
鞘：ABS樹脂
下緒/柄巻き：人絹
鍔/諸金具：亜鉛ダイカスト
刀台：プラ製

        
Made in Seki-Japan　日本製

　　　　ミニミニ竜3点セット 　　　

SW-100MMDR 黒石目 SW-210MMDR 梨子地

SW-171MMDR マーブル（赤） SW-173MMDR マーブル（青）

SW-174MMDR マーブル（金）





（仕　様）
全長：大刀 約30cm 小刀 約24cm
刃渡り：大刀 約18cm 小刀 約12cm
鞘：黒塗り
下緒/柄巻き：人絹赤(R)・黒(B)・白糸(W) 柄：プラ

        鍔/諸金具：唐草模様 プラ製
刀台：プラ製

OT-1115/R・B・W ミニ太刀飾り 大小 台付

ミニ太刀飾り

OT-1115/R

OT-1115/B

OT-1115/W



懐剣刀 9寸シリーズ

SW-100K/WS-50 黒石目/短刀掛 全長：約47cm
刃渡り：約27cm
Made in Seki-Japan

SW-200K 金茶

SW-300K 呂鞘

SW-171K マーブル（赤）

SW-173K マーブル（青）

SW-180K 龍鞘



上杉謙信太刀拵

（仕様）
全長：約105cm
刃渡り：約70.5cm 鎬
刃紋：直刃
鞘：シルバー塗り
下緒/柄巻き：木綿茶
金具一式：金メッキ仕上げ

武田信玄太刀拵

（仕様）
全長：約105cm
刃渡り：約70.5cm 鎬
刃紋：直刃
鞘：金梨子地塗り
下緒/柄巻き：木綿
金具一式：金メッキ仕上げ
家紋：武田花菱



山本勘助太刀拵

（仕様）
全長：約105cm
刃渡り：約70.5cm
刃紋：直刃 鎬
鞘：黒石目塗り
下緒/柄巻き：木綿黒
金具一式：黒メッキ仕上げ

源義経太刀拵

（仕様）
全長：約105cm
刃渡り：約70.5cm
刃紋：直刃 鎬
鞘：春慶塗り
下緒/柄巻き：木綿黒
金具一式：黒メッキ仕上げ



沖田総司拵

（仕様）
全長：約105cm
刃渡り：約70.5cm
刃紋：互の目 樋入
鞘：春慶塗り
下緒/柄巻き：人絹黒
金具一式：黒メッキ仕上げ

坂本龍馬拵

（仕様）
全長：約105cm
刃渡り：約70.5cm
刃紋：直刃 鎬
鞘：黒石目塗り
下緒/柄巻き：人絹黒 黒鮫
金具一式：黒メッキ仕上げ



織田信長拵

（仕様）
全長：約105cm
刃渡り：約70.5cm 樋入
刃紋：国重写し
鞘：黒呂/金呂切り返し
下緒/柄巻き：木綿茶
金具一式：黒メッキ仕上げ

豊臣秀吉拵

（仕様）
全長：約105cm
刃渡り：約70.5cm 樋入
刃紋：兼元写し
鞘：朱金蛭巻き
下緒/柄巻き：木綿茶 黒鮫
金具一式：金メッキ仕上げ



近藤勇（虎徹）大小拵

（仕様）
全長：大刀 約105cm 小刀 約70cm
刃渡り：大刀 約70.5cm 鎬　小刀 約46cm 鎬
刃紋：互の目
鞘：黒石目
下緒/柄巻き：人絹利休茶 黒鮫
金具一式：黒メッキ仕上げ



平清盛太刀拵

（仕様）
全長：約105cm
刃渡り：約70.5cm 鎬 切先鋒両刃
刃紋：直刃
鞘：金梨子地塗り
下緒/柄巻き：人絹
金具一式：金メッキ仕上げ
家紋：揚羽蝶

源頼朝太刀拵

（仕様）
全長：約105cm
刃渡り：約70.5cm 鎬 切先鋒両刃
刃紋：直刃
鞘：黒石目塗り
下緒/柄巻き：人絹
金具一式：黒メッキ仕上げ
家紋：笹竜胆



真田幸村拵 黒呂鞘 真田幸村拵 朱鞘
（仕様） （仕様）
全長：約105cm 全長：約105cm
刃渡り：約74cm 樋入 刃渡り：約74cm 樋入

刃紋：湾れ（村正写し） 刃紋：湾れ（村正写し）

鞘：黒呂 鞘：朱呂

下緒：人絹茶糸 柄：人絹茶糸 下緒：人絹黒糸 柄：人絹黒糸 朱塗り

鍔：龍透かし 黒メッキ 諸金具：龍模様 黒メッキ 鍔：龍透かし 黒メッキ 諸金具：龍模様 金メッキ

六文銭家紋入（表側4個） 六文銭家紋入（表側4個）

真田幸村拵 六文銭家紋入



逆刃刀 大刀 逆刃刀 小刀
（仕様） （仕様）

全長：約105cm 全長：約70cm
刃渡り：大刀 約70.5cm 鎬 刃渡り：大刀 約46cm 鎬
刃紋：湾れ 刃紋：湾れ

鞘：黒石目 鞘：黒石目

下緒：人絹黒糸 柄：天然木 プラ鮫 人絹黒糸 下緒：人絹黒糸 柄：天然木 プラ鮫 人絹黒糸

金具一式：龍模様 黒メッキ仕上げ 金具一式：龍模様 黒メッキ仕上げ

逆刃刀 大刀・小刀



舞刀 2尺3寸5分 舞刀 1尺5寸

（仕様） （仕様）
全長：約105cm 全長：約73cm
刃渡り：約70.5cm 鎬 アルミ刀身 刃渡り：約47cm 鎬　アルミ刀身
鞘を払った重さ：約500g 鞘を払った重さ：約380g
刃紋：湾れ 刃紋：湾れ
鞘：黒呂鞘 or 黒石目 鞘：黒呂鞘 or 黒石目
下緒：人絹黒糸 柄：プラ 人絹黒糸 下緒：人絹黒糸 柄：プラ 人絹黒糸
鍔： 鶴透かし 黒メッキ仕上げ 鍔： 鶴透かし 黒メッキ仕上げ
諸金具：龍模様 銅メッキ仕上げ 諸金具：龍模様 銅メッキ仕上げ

舞　刀 































＊ケース無し

ミニ戦国武将シリーズ

徳川家康
SAB-1 SAB-2 SAB-3

武田信玄 織田信長

箱サイズ : 17x6.5x14H(cm)
本体サイズ: 10x6.5x18H(cm)

SAB-4 SAB-5 SAB-8
豊臣秀吉 明智光秀 真田幸村




