
〒420-0836 静岡市葵区東町36-10 寺田ビル1F 
 
TEL：054-254-6516　FAX:054-260-4026 
http://www.terada-budogu.info/ 
営業時間:10:00~19:00 
定休日:月曜日、年末年始、P有り　　　　　　　　　　　 
◆国一東町交差点　シラトリスポーツ本店際　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（静岡朝日テレビ横）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

令和3年度新学期セール

完成品 1本 2本
中高生：37～38寸 ¥2,600 ¥5,000
大学・一般：39寸 ¥3,700 ¥7,000

期間 2021/4/1(木)～7/31(土) 
※コロナ禍の状況により期間変動があります。
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◆単品セール実施中◆ とりあえず竹刀と竹刀袋をご準備されるお客様へ 
竹刀（吟風仕組、普及品タイプ） 

竹刀はすべてSSP認証付き　※すべてツバ、ツバ止め付き 
竹刀ご購入後の当店のアフターフォローはこれまで同様完璧です。

竹刀袋 アラベスク：軽量・機能的、かつ高級感があります 

37用2本入れ（木刀入れ付き）

定価 ¥4,400 → ¥3,700

内側にツバ、ツバ止めポケットあり

38～39用 3本入れ（木刀入れ付き）

定価 ¥5,800 → ¥4,800

内側にツバ、ツバ止めポケットあり

※木刀、ツバ、ツバ止めは別売 

※木刀、ツバ、ツバ止めは別売 
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◉別紙（申込書参照）8点パック対象商品 → さらにお買い得になります。 

◉別紙8点パック対象商品

★竹刀袋は上記以外にも各種ございます。 
店頭または当店カタログをご覧ください。

お問い合わせ 
　お電話は 
　  こちら

※価格はすべて税抜価格です。

http://www.terada-budogu.info/


★防具のニオイでお悩みの方へ

※価格は税別価格です。

一重織刺剣衣（紺/白）
定価¥8,500～¥8,900 
→¥7,300 
・ソフト着心地満点 
・すぐ使え、縮みなし。 
・ウオッシュ加工済み

★防具も含めてのお買い上げで、下記価格よりさらにお買い得となります。 
　別紙特別価格表（申込書）をご参照ください。

活人　織刺調ジャージ剣道衣（紺/白）
定価¥8,500 
→¥7,300 
・ジャージ生地を消臭効果 
　のあるミシン糸で縫製 
・ハイクール生地は吸汗 
　速乾性あり 
・軽量、洗濯簡単

袴（NEOテトロン袴）（紺/黒/白） 

定価¥9,400～¥9,900 
→¥8,400 
・裏ひだ縫い 
・しっかりした帯紐 
（糸五本縫い）

冠　ナノマジック袴（紺のみ） 

定価¥12,400 
→¥10,000 
・吸汗、速乾、消臭 
・速乾ポリエステル 
・帯紐は消臭糸 
・綿袴の風合い

アラベスクCPバッグ 

定価¥10,000 
→¥5,400 
・軽量、機能的 
　高級感あります

アラベスクスリーウェーバッ バックパック道具袋

定価¥11,000 
→¥6,200 

・最新型 
・超機能的 
・軽量

定価¥10,500 
→¥5,800 
・サイドポケット　 
　付き 
・パッド二つ付き 
・軽量、機能的

※8点パック対象商品 ※8点パック対象商品

※8点パック対象商品

※8点パック対象商品

◆8点パック関連商品◆
剣道衣、袴 

道具袋・ゼッケン 

垂用ゼッケン

定価¥3,500 
→¥3,200 
・文字縁縫い 
・最高級木綿生地
使用 
・行書もできます 
（＋300円）

剣道の防具は最初から臭うわけではありませ
ん。使い続けることによって、ニオイが発生す
るようになります。 
ニオイの原因は雑菌の繁殖です。雑菌が繁殖
し、そこに汗と一緒に流れ出した皮脂や汚れ
が加わって分解されることで、あの強烈なニオ
イを発生させます。 当店のクリーニングでは
防具を水で丸洗いします。汗の汚れや独特のニ
オイも綺麗に取り除くことができるため、定
期的なクリーニングをオススメします。 ※8点パック対象商品

※クラリーノ楷書



中学生向け防具 Aセット（6mm刺） 
! 使いやすさ・価格を追求したエントリーモデル。 

三階松ダイヤの胸バリエーションを追加しました。 
胸デザインが増えました。お手頃な価格。 
使いやすさ・見栄えを両立させた防具です。 

一式セット¥63,200- 
※メーカー希望小売価格¥117,600-

中サイズあり 　 下菱・中サイズあり
旭化成コントロール生地使用（面内輪・甲手裏子使用）

面

胴

面金ジュラルミン 
内輪コントロール 
アゴ4段・布団斜刺・角革付 

強化樹脂胴 

甲手

垂

紺股ナマコ 
裏子コントロール 
手の内東レ茶人工皮革

3段飾り 
先紐細加工

¥21,000 

¥18,400 

¥11,300 

¥12,500 

面

胴

面金ジュラルミン・下菱刺 
内輪コントロール 
アゴ人工紺革4段・裏トンボ柄 

ヤマト 

甲手

垂

紺股ナマコ 
裏子コントロール 
手の内東レ茶人工皮革

雲形織刺張5段・額刺 
へり　角革人工紺革

¥22,500 

¥21,300 

¥12,600 

¥13,400 

★胸胴飾り選べます 
（6タイプ）

面アゴ裏 

★胸飾りが選べます。（2タイプ）

迷ったら
コレ！！

面アゴ裏 

◆剣道防具一式◆ 長年使用されてきた4タイプと、国産防具2タイプの計6タイプ 

! 
中学生向け防具 Bセット（5mm刺） 

一式セット¥69,800- 
※メーカー希望小売価格¥125,800-

旭化成コントロール生地使用（面内輪・甲手裏子使用）



中学・高校生向け防具Cセット（3mm刺） 中学•高校生向け防具 活人セット
! ! 木綿を一切使用していない防具です。表面材料にHiCoolポリエステルを使用し、天日干しを可能にしました。 

活人織刺調ジャージ防具・中サイズあり

面

胴

IBBジュラルミン面金 
内輪コントロール 
アゴ4段・布団斜刺・角革付 

強化樹脂胴 

甲手

垂

紺股ナマコ 
裏子コントロール 
手の内東レ茶人工皮革

3段飾り 
先紐細加工

¥27,700 

¥29,800 

¥14,800 

¥16,400 

面

胴

面金ジュラルミン・斜刺 
脱着ホーワ付・耳抜き加工 

強化樹脂胴 
切りぶち

甲手

垂

手の内 
東レ茶ウルトラスエード 
パンチングあり

四段飾り、先紐細加工 
人工紺革雲形補強付

¥24,500 

¥22,500 

¥13,000 

¥15,300 

面アゴ裏 面アゴ裏 

（ジャージ防具） 
（5mm刺）

　  下菱・中サイズあり・IBBジュラルミン面金

★胸飾りが選べます。（2タイプ）

◆剣道防具一式◆ 長年使用されてきた4タイプと、国産防具2タイプの計6タイプ） 

人気商品
！！

使いやすさ、見栄えを追求して一新！ 
いいとこ取りの防具です。 

一式セット¥88,700- 
※メーカー希望小売価格¥164,200-

一式セット¥75,300- 
※メーカー希望小売価格¥125,900-

★胸胴飾り選べます 
（5タイプ）



◆剣道防具一式◆ 長年使用されてきた4タイプと、国産防具2タイプの計6タイプ 
中学・高校生向け国産防具1号セット(7.5mm刺し)

形はオーソドックスでも基本に忠実な防具です。

一式セット¥88,900- 
※メーカー希望小売価格¥127,100-

中学・高校生向け国産防具2号セット(5.5mm刺し)
! ! 長い伝統に裏付けされた正統派の防具です。

一式セット¥116,800- 
※メーカー希望小売価格¥167,200-

ຊ ຊ

面

胴

面金ジュラルミン　内輪木綿 
アゴ・ヘリ紺鹿革風人工革 
布団棒刺し

胸鬼雲飾り　一本足 
胴台黒樹脂

甲手

垂

頭総織刺地　一段飾り 
手の内ミクロパンチ

正紺織刺地　三段飾り 
ヘリ・角皮紺鹿革風人工革 

¥33,800 

¥17,800 

¥23,000 

¥14,300 

★ 国産甲手（峰シリーズ）のAまたはB（6mm刺、裏
面）に切り替えることもできます。 
※セット価格は変わります。

★ 国産甲手（峰シリーズ）のAまたはB（6mm刺、裏
面）に切り替えることもできます。 
※セット価格は変わります。

面

胴

面金IBBジュラルミン　内輪木綿 
アゴ・ヘリ紺鹿革風人工革 
布団ナナメ格子刺し

本革　一本足 
胴台黒樹脂

甲手

垂

頭総織刺地　二段飾り 
ナマコ付 
手の内ミクロパンチ

正紺織刺地　四段飾り 
ヘリ・角皮紺鹿革風人工革 

¥26,700 

¥25,500 

¥26,800 

¥37,800 



◆各セットの用語説明◆

◆採寸方法◆

◆オプション甲手◆

①中サイズ 
（対応防具：A・B・C・活人セット）
身長135～160cmの方に最適です。面、甲手の寸法だけ
でなく、胸（胴上部）をヘリ部、垂を普通サイズより小
さくしています。より体にあった防具を選んでいただく
ことが可能です。

②下菱刺 
（対応防具：B・Cセット）
「ノベ刺し＋斜刺し」を採用し、より使いやすい丈夫な
面を完成させました。

③ IBB面金 
（対応防具：Cセット）
面金の重心位置の変更に成功し、頭部にかかる衝撃を吸
収し（金属音を抑え）ます。重心移動での面との一体感
を増すことで軽くなります。

④ジャージ防具　人気商品 
（対応防具：活人セット）
衣類が変われば防具も変わります。木綿を一切使用して
いない防具です。表面生地にハイクールポリエステルを
使用。吸汗・速乾機能にすぐれ、天日干しを可能にしま
した。

面、甲手のサイズは下図を参考にご確認ください。

１．　　　国産、峰シリーズ

峰謹製甲手（6mm総織刺）

¥23,800- 

峰アスリート甲手（6mm織刺）

甲手「道」（6mm刺）

芯材にカシミアコットンを採用しています。

¥28,000- 

¥19,500- 

稽古を重ねていくに伴い、最も消耗度合いの激しい
甲手を国産で定評のある峰シリーズ甲手に切り替える
こともできます。 
お買い得価格で提供しております。

¥32,000-
※メーカー希望小売価格

¥38,000-
※メーカー希望小売価格

¥25,000-
※メーカー希望小売価格

B 

A 

C 

※価格はすべて税抜価格です。

正しい剣道に導く新たなるF型の甲手。 
（具の目ピッチ刺、手の内茶ミクロパンチ）

選手のために考えられた究極の甲手。甲手頭に可動性が高
まるような仕様がほどこしてあり、より握りやすくなって
います。（手の内白ミクロパンチ）

2 ．洗える甲手
次世代素材バイオメッシュ採用商品です。


