
一般家庭用刈込鋏 一般家庭用として植木のお手入れ等にオールマイティに
お使いいただく為、技術を盛り込んで製作しました。

かね　　　のり

調質 コンパクト刈込鋏（大）B-17
■サイズ／刃渡：150mm　柄：450mm　重量：655g　全長：650mm
■材質／刃：刃物用炭素鋼　柄：樫
■入数／ 12　■JANコード／ 4953821 102391

調質焼入

調質 コンパクト刈込鋏（小）B-171
■サイズ／刃渡：150mm　柄：300mm　重量：535g　全長：505mm
■材質／刃：刃物用炭素鋼　柄：樫
■入数／ 12　■JANコード／ 4953821 102407

調質焼入

B-171

ちょい刈る 刈込鋏B-18
■サイズ／刃渡：135mm　柄：210mm　重量：445g　全長：370mm
■材質／刃：刃物用炭素鋼　柄：樫グリップ
■入数／ 12　■JANコード／ 4953821 102414

調質焼入

B-18

園芸ステンレス刈込鋏B-20
■サイズ／刃渡：150mm　柄：450mm　重量：715g　全長：640mm
■材質／刃：刃物用ステンレス鋼　柄：赤塗ムク
■入数／ 12　■JANコード／ 4953821 102506

B-20 B-27

調質 ステンレス刈込鋏B-27
■サイズ／刃渡：165mm　柄：450mm　重量：810g　全長：670mm
■材質／刃：刃物用ステンレス鋼　柄：樫
■入数／ 6　■JANコード／ 4953821 600392

調質焼入

刃先が細身で入り組んだ場所の枝を刈り整えるのに使
います。太い枝の刈り込みには適しません。

狭所用
（芽切）

一般用
（ステンレス）

10ミリ位までの枝をまとめて刈り整えるのに使います。 
新芽から枝までオールマイティに使える一番ポピュラーな道具です。

一般家庭用刈込鋏

※製品改良の為、仕様の一部を予告なく変更することがあります。　※各製品は全て手づくりの為、サイズには若干の誤差があります。 2019.10

製造販売元
五十嵐刃物工業株式会社

〒955-0814　新潟県三条市金子新田丙646番地1
電話：0256-32-5998（代表）　FAX：0256-34-8384
URL：http://www.kanenori.com/　E-mail：info@kanenori.com

調質 草刈用刈込鋏B-15
■サイズ／刃渡：165mm　柄：510mm　重量：860g　全長：705mm
■材質／刃：刃物用炭素鋼　柄：赤塗樫
■入数／ 6　■JANコード／ 4953821 600385

調質焼入

B-14

ミニ芝生刈込鋏B-14
■サイズ／刃渡：135mm　柄：210mm　重量：460g　全長：420mm
■材質／刃：刃物用炭素鋼　柄：椎
■入数／ 12　■JANコード／ 4953821 101127

B-15

B-30

調質 剪定型刈込鋏B-30
■サイズ／刃渡：165mm　柄：450mm　重量：795g　全長：655mm
■材質／刃：刃物用炭素鋼　柄：樫
■入数／ 12　■JANコード／ 4953821 100281

調質焼入

新芽、芝生、草など比較的柔らかい物を刈る場合に使
います。 下草を刈り易くする為に刃が少し反ってい
るのが特徴です。

芝・草刈用

15ミリ位までの太枝、草などの株を切るのに適しています。
主に枝の切断用ですが、一般用と同様オールマイティにも使えます。

剪定用
（強力型）



一般家庭用刈込鋏

B-4

150mm 普通刈込鋏 赤塗ムク柄B-3
■サイズ／刃渡：150mm　柄：450mm　重量：775g　全長：650mm
■材質／刃：刃物用炭素鋼　柄：赤塗ムク
■入数／ 12　■JANコード／ 4953821 101035

鍛造製品

150mm 普通刈込鋏 白樫柄B-4
■サイズ／刃渡：150mm　柄：450mm　重量：835g　全長：650mm
■材質／刃：刃物用炭素鋼　柄：樫
■入数／ 12　■JANコード／ 4953821 101042

鍛造製品

B-25

調質 花生垣 刈込鋏（大）B-25
■サイズ／刃渡：150mm　柄：450mm　重量：825g　全長：655mm
■材質／刃：刃物用炭素鋼　柄：染樫
■入数／ 12　■JANコード／ 4953821 100267

調質焼入

調質 花生垣 刈込鋏（小）B-251
■サイズ／刃渡：150mm　柄：300mm　重量：680g　全長：540mm
■材質／刃：刃物用炭素鋼　柄：染樫
■入数／ 12　■JANコード／ 4953821 100274

調質焼入

B-21

調質 195mm パーカー 普通刈込鋏B-21
■サイズ／刃渡：195mm　柄：450mm　重量：865g　全長：700mm
■材質／刃：刃物用炭素鋼　柄：樫
■入数／ 6　■JANコード／ 4953821 101400

調質焼入

調質 195mm パーカー 普通刈込鋏 尺７柄B-211
■サイズ／刃渡：195mm　柄：510mm　重量：905g　全長：755mm
■材質／刃：刃物用炭素鋼　柄：赤塗樫
■入数／ 6　■JANコード／ 4953821 101424

調質焼入

調質 165mm 普通刈込鋏B-22
■サイズ／刃渡：165mm　柄：450mm　重量：790g　全長：665mm
■材質／刃：刃物用炭素鋼　柄：染樫
■入数／ 6　■JANコード／ 4953821 102209

調質焼入

一般用 7～8ミリ位までの枝をまとめて刈り整えるのに使います。 
新芽から枝までオールマイティに使える一番ポピュラーな道具です。

B-23

調質 180mm 普通刈込鋏 尺７柄B-23
■サイズ／刃渡：180mm　柄：510mm　重量：955g　全長：745mm
■材質／刃：刃物用炭素鋼　柄：赤塗樫
■入数／ 6　■JANコード／ 4953821 102230

調質焼入

B-24 B-241

調質 195mm 又開刈込鋏B-24
■サイズ／刃渡：195mm　柄：450mm　重量：845g　全長：690mm
■材質／刃：刃物用炭素鋼　柄：樫
■入数／ 12　■JANコード／ 4953821 102308

調質焼入

調質 180mm 又開刈込鋏B-26
■サイズ／刃渡：180mm　柄：450mm　重量：855g　全長：675mm
■材質／刃：刃物用炭素鋼　柄：樫
■入数／ 12　■JANコード／ 4953821 102476

調質焼入

調質 195mm 又開刈込鋏 尺７柄B-241
■サイズ／刃渡：195mm　柄：510mm　重量：950g　全長：750mm
■材質／刃：刃物用炭素鋼　柄：赤塗樫
■入数／ 6　■JANコード／ 4953821 102322

調質焼入

調質 180mm 又開刈込鋏 尺７柄B-261
■サイズ／刃渡：180mm　柄：510mm　重量：905g　全長：735mm
■材質／刃：刃物用炭素鋼　柄：赤塗樫
■入数／ 6　■JANコード／ 4953821 102490

調質焼入

一般用 7～8ミリ位までの枝をまとめて刈り整えるのに使います。 
新芽から枝までオールマイティに使える一番ポピュラーな道具です。
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■材質／刃：刃物用炭素鋼　柄：樫
■入数／ 12　■JANコード／ 4953821 100281

調質焼入

新芽、芝生、草など比較的柔らかい物を刈る場合に使
います。 下草を刈り易くする為に刃が少し反ってい
るのが特徴です。

芝・草刈用

15ミリ位までの太枝、草などの株を切るのに適しています。
主に枝の切断用ですが、一般用と同様オールマイティにも使えます。
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