カトラリー制作シリーズ【彩】
カトラリー制作キット

ククサハンドメイドキット

カトラリー制作をやってみたい
という方にオススメ！木彫制作に
必要な道具が揃っております。
手作りカトラリーで、食卓に彩を！

完成イメージ

完成イメージ

【内容】
・カトラリー彫刻刀
（平丸9 、丸刀3 、丸スクイ9（㎜）
）
・カトラリー細工のみ 12、18（㎜）
・カービングナイフ ・木材（ヒノキ・ホオ）
・小道具鋸天道 ・紙やすり
（#240、800）
・布製のみ袋付き ・作り方説明書付き

￥19,250（￥17,500）
ククサベーシックセット
すでに彫刻刀は十分にお持ちの方には
ククサ半加工材とヤスリのセットがオススメ！

￥16,500（￥15,000）

カトラリー彫刻 6 本セット

カトラリー制作キットに封入の彫刻刀セット。
材料や鋸などすでにお持ちの方にオススメです。

￥3,080（￥2,800）

ハイス木彫小刀

～忍び刀～

ヒノキスプーンセット

木彫やアウトドアなどでよく使われる小刀を、以前からご要望
の多かった待望のハイス鋼にて製造いたしました。
見た目の忍者っぽさから
「忍び刀」
と命名いたしました。
抜群の切れ味と刃持ちのよさで頼もしい相棒になること間違いなし！

スプーン制作に必要な基本的な彫刻刀 3 本に
彫りやすく荒加工済みのヒノキ材料が 2 個付属。
初心者の方もスプーン作りをすぐに始められます。

【オリジナルレザーケース】
【刃の付け角度】
革職人さんが制作した完全オリジナル
従来の小刀とは刃の付け角度が違い
力が逃げにくいので作業性が違います。 レザーケース付属。高品質ヌメ革使用
で味わいが出ます。安全で収納性も抜群！
・刃先材質：ハイス鋼（鋼付） 全長：190mm
・刃幅：27ｍｍ 刃渡り：65ｍｍ
・ケース：天然皮革 ・グリップ：パラコード

右・左

￥12,870 （￥11,700）

￥6,600（￥6,000）

【付属の彫刻刀】
さじ部の外側に便利な平丸、柄の成形に
は印刀左、
さじ部の内側用に丸スクイを
セットしており、木彫の基本が学べます。

【内容】
・カトラリー用彫刻刀 平丸9 、印刀左9 、丸スクイ9（㎜）
・木曽ヒノキ加工材2個 ・耐水ペーパー＃240、＃800
・桐箱、作り方説明書付き

￥3,850 （￥３,500）

カトラリー細工のみ

カービングナイフ

12ｍｍ

スプーンの内ぐり用に特化した形状。
絶妙な曲がりで内側にフィットします。
柄は短めで力を込めやすい。

両刃で長めの刃渡りと、握りの良い柄。
ダイナミックな彫りを楽しめます。

・刃先
・柄

鋼：ハイス鋼三層鋼 刃幅：9mm
先出寸法：35ｍｍ
材質：サクラ 長さ：135ｍｍ

18ｍｍ

￥4,400（￥4,000）

・刃先 鋼：刃物鋼青紙2号 先出寸法：約35～40ｍｍ
・柄 材質：ケヤキ 長さ：110mm 口金付き

各￥3,190 （￥2,900）

カトラリー彫刻刀

内彫り
18mm

木彫皿の内側を彫るのに便利。
深めの丸で首長の刃先を大胆に曲げました。

・刃先 鋼：ハイス鋼 刃幅：18mm
先出寸法：約 60ｍｍ
・柄 材質：サクラ 長さ：180mm

丸刀 3ｍｍ

平丸 9ｍｍ

低価格ですが高級鋼「青紙 2 号」の鋼付きで
初～中級者まで幅広くお使い頂けます。

丸スクイ 9mm

￥3,630（￥3,300）

・刃先 鋼：刃物鋼青紙 2 号 先出寸法：25 ～ 30ｍｍ
・柄 材質：シラカバ 長さ：145mm
丸刀 3、平丸 9ｍｍ

丸スクイ 9mm

￥825（￥750）￥1,045（￥950）

※価格は税込み表示です。予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

木彫カトラリー制作にあると便利な道具のご紹介！

木彫用道具一覧

カービングベンチ（木彫作業台）

フックナイフ

ビギナーズナイフ

版画作業台からさらに進化！
木彫に特化した使いやすい
機能を搭載しております。
一台三役の便利な作業台です。
当て板

本体

ネジ類

刃先がフック型で、側面についた刃で
凹んだところを彫ります。

コルク板

シャープニング
クロス

動画

すべり止めマット

・刃先材質：刃物鋼青紙（鋼付） 長さ：60ｍｍ
・柄 材質：ケヤキ 長さ100mm ・カバー付

丸みのある柄で、初心者でも使いやすい。
両刃なので利き手を選びません。

・刃先材質：刃物鋼青紙 三層鋼 長さ：60ｍｍ
・柄 材質：ケヤキ 長さ100mm ・キャップ付

（￥3,500）

（￥2,000）

商品内容

ハイス豆鉋
反型
平型
【木彫に特化したサイズ】 【当て板がクランプに】

サイズは縦横 200mm の正方形。当て板のねじを緩めれば固定用
カトラリーや動物彫刻などに
クランプに。手で押さえにくか
ピッタリのサイズ！当て板も
ったスプーンも一層彫りやすく。
35mm の高さで固定しやすい。 すべり止めマットでさらに安定！

【簡易研ぎ台として】

・刃先：ハイス鋼（二層鋼）幅14×長さ55（mm）
・台木：黒檀製 22×22×80（mm）

付属のシャープニングクロスを
使うことで、切れ味が落ちた彫
刻刀の刃先をリフレッシュ！
お手軽に刃先を直せます。

￥4,620

組み立て方、使い方詳細は
動画にてご覧ください！ →

（￥4,200）

豆鉋としては珍しいハイス鋼（鋼付）
。
全鋼と違って研ぎもラク。
さらに最高硬度での熱処理を施し
ておりますので切れ味は抜群。
刃持ち良く、長くお使い頂けます。
台木も黒檀製で高級感あり！

平型
反型

動画

木彫材料
クルミ加工材

木彫カトラリー向きの木材である
クルミ（ウォルナット）の加工材。
ほど良い硬さで彫るとツヤが出ます。

四角皿
梅皿
六角皿

スプーン

【スプーン】
全長：160mm
さじ部：長さ55×幅35×厚10ｍｍ／軸幅12mm
【四角皿】
一辺：120ｍｍの正四角形 厚：12mm
【六角皿】
一辺：50ｍｍの正六角形 厚：12mm
【梅皿】
Φ96mmの円に収まる梅型 厚：14mm
（ペーパー #240 ／作り方説明書付き）

動画

各￥1,540 （￥1,400）

作例：スプーン

カトラリー用角材

作例：皿

台が360°
回転。
切断や接着などに。

滑り止めマット
作業台の下に敷くマットです。
簡単に使えて安全に作業が出来ます。

ヒノキスプーン材

・サイズ：300×235×1（mm）
・材質：発泡PVC

￥220（￥200）
作例：スプーン

作例：スプーン

大きめのスプーンセットやヘラ
なども作れる角材。

・材質：木曽ヒノキ
・サイズ：200×32×22（ｍｍ）

各￥594（￥540）

木彫スプーンセットの半加工材
単品2個セットです。

・材質：ヒノキ ・サイズ：さじ部28／軸12
・厚み：さじ部14／軸8 ・全長105(mm)

￥550 （￥500）

スプーン制作の動画は
この QR コードから。
（道刃物 Youtube
チャンネル）

ケブラー彫刻手袋
素材：ケブラー長繊維 50% ／ウーリーナイロン 35%
金属糸 15%
サイズ：S、M、L
各

￥2,200（￥2,000）

※価格は税込み表示です。予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
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