
小太刀細黒／小太刀細青
¥9,240（税込）
KODACHI
全長60cm
重量210ｇ
筒直径4cm
65型エアーソフト剣
初心者から熟練者まで。
年齢性差問わず愛用。

小太刀太黒
¥9,240（税込）
KODACHI
全長60cm
重量210ｇ
筒直径5cm
75型エアーソフト剣
武道が好きな方、熟練者向け。

長剣細黒／長剣細青
¥11,550（税込）
CHOKEN
全長100cm
重量300ｇ
筒直径4cm
65型エアーソフト剣
初心者から熟練者まで。
年齢性差問わず愛用。
両手長剣、フリー長剣。

長剣太黒
¥11,550（税込）
CHOKEN
全長100cm
重量320ｇ
筒直径5cm
75型エアーソフト剣
武道家、熟練者向け。
男性仕様。
両手長剣、フリー長剣。

短刀黒 ¥9,240（税込）
TANTO
全長45cm
重量160ｇ
筒直径5cm
75型エアーソフト剣
武道が好きな方、熟練者向け。
護身の研究に。

杖 ¥19,635（税込）
JO
全長140cm
重量600ｇ
筒直径5cm
75型エアーソフト剣
武道が好きな方、熟練者向け。
中学生以上。
※持ち手部分3色（黒、青、赤）

棒 ¥26,565（税込）
BO 全長200cm 重量700ｇ 筒直径5cm
武道が好きな方、熟練者向け。高校生以上。
75型エアーソフト剣
※持ち手部分3色（黒、青、赤）

槍 ¥24,255（税込）
YARI 全長200cm 重量700ｇ 筒直径5cm
武道が好きな方、熟練者向け。高校生以上。
75型エアーソフト剣
※持ち手部分3色（黒、青、赤）

練習用公式小太刀(有芯)
¥7,508（税込）
KODACHI
全長60cm
重量150ｇ
筒直径5cm
ウレタンソフト剣
体験講習会イベント向け。
クラブ備品として
廉価版は¥2,625(税込)

得物六種



新面緑／新面青／新面黒
¥11,550（税込）
SHINMEN
高さ23cm×横幅20cm
重量(緑)230ｇ,(青)250ｇ,(黒)420ｇ
フリーサイズ
フェイスカバー透明
初心者、備品向け。

防具六種

新新面白／新新面赤／
新新面紺／新新面黒
¥15,015（税込）
SHINSHINMEN
高さ23cm×横幅20cm
重量370ｇ フリーサイズ
フェイスカバー透明
初心者から上級者まで。
頭部外側皮革製、内側布製

レザー旧面赤／レザー旧面黒／
レザー旧面紺／レザー旧面白
¥20,790（税込）
LEATHERMEN
高さ23cm×横幅20cm
重量440ｇ フリーサイズ
フェイスカバー透明
中級から上級者まで。
頭部外側皮革製、内側布製

レザー旧面フェイス加工
¥22,290（税込）
LEATHERMEN-FACE
頭部4色（赤、黒、紺、白）
高さ23cm×横幅20cm
重量450ｇ フリーサイズ
フェイスカバー黒
上級者向け。受注生産。
頭部外側皮革製、内側布製

楯
¥4,042（税込）
TATE
高さ43cm×(上辺16cm＋底辺
22cm)
重量340ｇ
打込み稽古に。
楯小太刀に。

籠手レザー製
¥3,696（税込）
KOTE-LEATHER
重量140ｇ
大人用

籠手布製
¥3,003（税込）
KOTE-NUNO
重量100ｇ
大人用



付属小物

専用ミニポンプ
¥1,280（税込）
サイズ10×13×6cm
重量230g
小太刀の場合8回押
持運び便利
コンパクトで丈夫
廉価版
￥525(税込)

ｴｱｰｿﾌﾄ剣キャップ
Aﾀｲﾌﾟ ¥105（税込）
小太刀細、長剣細･太

Bﾀｲﾌﾟ ¥105（税込）
小太刀太

鍔(ツバ)
Aﾀｲﾌﾟ ¥420（税込）
小太刀細･太、長剣細

Bﾀｲﾌﾟ ¥480（税込）
長剣太

のぼり旗1枚ばら
¥1,050（税込）
材質 テトロン
180cm×45cm
色 赤1色
文字 ｺﾞｼｯｸ白抜

のぼり旗10枚ｾｯﾄ
¥9,450（税込）

のぼり旗ｵﾘｼﾞﾅﾙ
10枚より。
別途製作費

審判旗紅白セット
¥1,050（税込）

審判用ﾈｸﾀｲ
¥1,680（税込）
赤一本線

公認審判員規定
ルールブック②
¥630（税込）
発行(社)日本協会
46項

競技規定
ルールブック①
¥1,050（税込）
発行(社)日本協会
107項

ラインテープ PT4W
¥2,520（税込）
40mm×60m
ポリプロピレン製
2巻入り

伝統藍染め
袖カット加工
軽量薄生地

メダル
¥1,365(税込）
ﾜｰﾙﾄﾞｲｰｸﾞﾙ
金銀銅
直径45cm

書籍
ｽﾎﾟﾁｬﾝをやろう！
¥1,050（税込）
マンガ解説入り

色帯
¥1,890（税込）
刺繍(最大8文字)込み
色：黒、水色、紺、紫、青、
茶、オレンジ、黄、緑、赤
サイズ：
0号(200cm),1号(210cm),
2号(225cm),3号(245cm),
4号(265cm),5号(285cm),
6号(300cm),7号(315cm)

侍衣(ｻﾑﾗｲ)道着
0～2号 ￥11,550(税込)
3～5号 ￥12,600(税込)
6～7号 ￥13,860(税込)

サイズの目安
0号(~130cm),1号(120~140cm),
2号(130~150),3号(140~160),
4号(150~170),5号(160~180),
6号(170~190),7号(180~200)

カラー道着オリジナルカット
別途製作費



保冷温バッグ MHCB
¥5,250(税込)
500mlﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ15本収納
縦23×横33×幅26cm
ドリンクやおしぼりに
ネーム入れ可

ゼッケン 中学生～一般用 GB ¥2,205(税込)／枚
ポリエステル、縦60×横55cm、11色

ゼッケン 小学生用 GBJ ¥2,100(税込)／枚
ポリエステル、縦52×横46cm、11色

メディカルバッグ MMDB
¥4,200(税込)
500mlﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ15本収納
縦22.5×横36×幅27cm
クリアポーチ付
ネーム入れ可

コールドスプレー CS420
¥735(税込)
内容量420cc
ノンフロンタイプ

トレーニングタイマー TRT10
¥36,750(税込)
幅54.5×奥行13.1×高さ24.5cm
重量2.8kg
多機能：タイマー、得点、プログ
ラムタイマー、ストップウォッチ、
時計

ｽﾎﾟﾁｬﾝ用バッグ FBAG3
¥2,835(税込)
ナイロン、68×23×23cm
肩ひも付き、内ポケット付き
ネーム入れ可

ｽﾎﾟﾁｬﾝ用バッグ MFB30V
¥2,835(税込)
ナイロン、64×22×25cm
肩ひも付き、ポケット付き
ネーム入れ可

ｽﾎﾟﾁｬﾝ用バッグ JB30G
¥3,045(税込)
ナイロン、69×24×23cm
肩ひも付き、ポケット付き
ネーム入れ可

パワードボイス PV06
¥31,500(税込)
22×12.1×9.8cm
重量330g
ウエスト55～100cm
5時間（ｱﾙｶﾘ乾電池4本）

大音量電子ホイッスル
EWMN 青赤黄
¥2,205(税込)
プラスティック
長さ12×幅2.9×高さ3cm
重量70g

ミニコンプレッサー
電動ポンプ MCS
¥23,100(税込)
18.7×13.6×17cm
重量2.0kg
電源コード

バッグ
ネーム入れ ¥525(税込)
例 近畿S.C.(丸ｺﾞｼｯｸ)

近畿S.C.(明朝体)
近畿S.C.(楷書体)

http://www.molten.co.jp/

