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衝撃吸収型面金

IBB 面 金
頂点を極めるIBB面金！ 全日本剣道選手権者多数使用！
〈IBB面金の特色〉材料の組み合わせにより

IBB面金の
重心

①面金の重心位置の変更に成功
②頭部にかかる衝撃を吸収（金属音を抑える）
③重心移動での面との一体感を増す
（軽くなる）
面は剣道家の大切な頭部を保護します。特に面金は重大な事故を防止するものとして、
より良い面金が

17m/m

求められています。 面金はいたずらに軽くすれば良いとは限らず、軽くすればする程に、竹刀の打突に
よる衝撃力が強く感じられます。けれども重い面金は頸椎部にかかる負担が多くなります。この両者相反
する特性の良いところを取り入れて、長年の研究開発・実験を重ねて完成したのがIBB面金（最適理想

7m/m

重心面金）
です。 IBBとは、
アイデアル・ベスト・バランスの略称で面に於ける最も理想的な位置に重

従来の面金の
重心

心を置くように設計された面金です。従来の当社の面金に比べて、重心位置を上方に17㎜、後方に7
㎜ずらすことに成功しました。IBB面金では面の重心と頭部の重心を一致させる事により、面との一体
感を更に増し、体の動きに無駄が生じません。強度では直進突や圧力に対して、物見部分（目の当たる
ところ）
で1㎜拡大するのに、当社従来比でジュラルミン面金11.5㎏、
オールチタン面金25.3㎏も強度
を増大させており、耐衝撃力による力積値
（痛さを感じる力の値）
の減少に多いに役立っています。

衝撃吸収

衝撃吸収

IBBプロチタン面金
〈師範用〉

〈一般〜高段者用〉

IBBチタン面金に、バランスだけで
なく面金のカシメ傷を取ることで面
を打たれた時のズレがすぐ戻るよう
になっています。良いものを長く使
いたい頂点を目指す剣道家にお
勧めいたします。

通常のオールチタン面金に材料
工夫を施し、最適重心設計された
元祖IBB面金です。
高校生トップクラスの生徒から一
般剣道家まで幅広くご愛好いただ
いております。

面金を

衝撃吸収・分散

IBBチタン面金

オー ルチタンから
オー ルチタンから
オー ルチタンから
ジュラルミンから
IBBジュラルミンから

〈一般〜高段者用〉オリジナル
面金

面金に「必要不可欠なもの（Necessary）」
である3つの要素、①強度、②バラ
ンス、③重量（軽量化）
を最適化し、
①チタン、②ジュラ、③軟鉄の3つ
の材料をバランスよく使用している
松勘独自開発の最先端面金です。

IBBプロチタンにすると
IBBチタンにすると
IBB「N3」にすると
IBBジュラルミンにすると
IBB「N3」にすると

IBB 面金に抗菌機能を

衝撃吸収

IBB「N3」面金

76-MTIP
76-MTIT
76-MTN3
76-MJIJ
76-MIJN3

70,000円+税 高
16,500円+税 高

差額無し

2,500円+税 高
15,000円+税 高

特殊材料の使用により、本来のジ
ュラルミン面金の強度不安を解消
した画期的な面金です。
強度UPされただけでなく、最適重
心設計により面との一体感が通
常のジュラルミン面金と違います。

重 量：
ジュラルミン…… 280g
IBBジュラルミン… 310g
IBB「N3」………… 325g
オールチタン…… 360ｇ
IBBチタン………… 450ｇ

当社のジュラルミン

その効果は抗菌というよりむしろ殺菌に近く非常に
強力です。特に面 金 周 辺の内 部に浸み込む汗や
唾液対策に威力を発揮します。金属の抗菌処理の
殆どが光に感 応するのに対し、光の当らない暗 部
（防具袋の中）
でも効果を発揮する方式を取ってい
ますので、面の臭さや抗 菌 対 策には最 適な面 金と
言えます。他の抗菌、消臭素材とうまく組合わせて
頂く事で、完璧に近いものが可能です。

面金を

〈一般用〉

IBB抗菌チタン面金

持たせました

オールチタンから
ジュラルミンから

IBBジュラルミン面金

76-MTKT
IBBチタン抗菌コートにすると
IBBジュラルミン抗菌コートにすると 76-MTKJ

面金にはすべて

アルマイト加工
（腐食止め・耐摩耗性・
表面硬度を向上する加工）

を施してあります。
40,000円+税 高
13,500円+税 高
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最高級手刺 師範用

手刺防具

時を刻んで生まれる比類なき芸術品

剣道

M-A

［日本製〜正絹飾り糸使用］

最高級手刺

〈オーダー品〉納期：8ヶ月〜12ヶ月
職人の技が冴える松勘の最高級品。見て楽しく、
着けてその風格を感じる。まさに武道具の芸術品。
鍛えぬいた剣士の体には鍛えぬかれたこの逸品。

1.3分額刺
面

00011

面金IBBプロチタン・アゴ紺鹿革
布団グノ目

560,000円+税
胴

00012

手もみクロザン革・垂擦れ防止革
本漆塗60本呂色

380,000円+税
甲手

00013

紺鹿革2段ナマコ
手の内茶鹿革

280,000円+税
垂

00014

紺鹿革6段・額刺・角革

390,000円+税

00015
1,610,000円+税
セット

最高級紐付
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極上手刺 師範用

極上手刺

1.5分額刺
面

00111

IBBチタン面金・布団グノ目

410,000円+税
胴

00112

手刺防具

〈オーダー品〉納期：4ヶ月〜6ヶ月
M-Aの品格を受け継ぎ、厳選素材で使い易さを
追求した、気品あふれる極上品。

剣道

気品あふれる極上品

M-B

［日本製］

手もみクロザン革・垂擦れ防止革
本漆塗60本呂色

360,000円+税

変り塗をご希望の方は、P24を
ご参照ください。

甲手

00113

紺鹿革ナマコ・手の内茶鹿革

180,000円+税

2段ナマコは 6,000円+税高

垂

00114

紺鹿革6段・額刺・角革

280,000円+税

00115
1,230,000円+税
セット

最高級紐付

垂擦れ防止革〈M-A・M-B共通〉
日々の激しい稽古・試合の中で、垂前帯の
紺革や段飾りが胴べり下部（閉じ革部）
の
摩擦により痛んでしまいます。
この胴べり下
部に牛クローム革
（垂擦れ防止革）
をあてる
ことにより摩擦が少なくなり、
より長く防具を
使っていただくことが可能になります。

〈M-A・M-B共通〉
胸飾りが選べます。

1 ゴバン×ダイヤ

2 総刺し斜めゴバン

3 鬼雲斜めゴバン

4 四つ雲ゴバン

5 松雲ゴバン×二重亀甲
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日本製甲手

剣道

もはや「握る」という感覚を忘れてしまうかもしれない。

日本製甲手

丞 JYO〜「傍らから両手をそえて助ける。上へ上へと進む。」
追求したのは、すでに握りこまれている甲手。
既成概念の一切を捨て、現代剣道における手の内の動作を研究。
細部まで徹底した造りにより、はめた瞬間吸い付くような、それはまるで長年使い込んだ
安心感すら覚えるほど……
「躍動」を意識し、伝統と革新が調和する限界域の甲手が今ここに。
松勘の匠が挑みます。

一分八厘 手刺

150,000円+税

品番 00133
日本製紺革 武州紺反 ＃8800
手の内・特殊加工茶革
※納期4〜5ヶ月
※特大サイズ（22×24㎝）
以上の価格は2割増となります。

7mm十字 ミシン刺

90,000円+税

品番 00144
日本製紺革 武州紺反 ＃8800
手の内・特殊加工茶革
※納期4〜5ヶ月
※特大サイズ（22×24㎝）
以上の価格は2割増となります。
握りの要とも言われる小指部分。
絶妙な針使いから生み出される「一見すると」
異様な曲線が、繊細な握りを可能にしています。
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高段者用

松AAA

〈受注生産〜オーダー品（デザイン自由）〉納期：4ヶ月〜5ヶ月
多様化するニーズの中で｢高級｣という言葉の意味が変わりはじめている。所有して満足するだけの高級から、
厳選素材仕様で圧倒的な｢使い易さ｣を感じる｢高級｣へ。見て使って興奮さえ覚える松勘のオーダーメイド防具。

剣道
手刺防具

手縫極上クロザン面革
特製 紺紐付

垂擦れ防止革
日々の激しい稽古・試合の中で、垂前帯の紺革や
段飾りが胴べり下部
（閉じ革部）
の摩擦により痛ん
でしまいます。この胴べり下部に牛クローム革（垂
擦れ防止革）
をあてることにより摩擦が少なくなり、
より長く防具を使っていただくことが可能になります。

写真：1.5分松AAA

■面金オプション

松ＡＡＡ 1.2分
面

00121 布団のべ刺

326,000円+税

胴

00122 本漆塗60本呂色

313,000円+税

面金オールチタン・アゴ紺鹿革
手もみクロザン革・垂擦れ防止革

変り塗をご希望の方は、P24をご参照ください。

甲手

00123 紺鹿革ナマコ・手の内茶鹿革… 152,000円+税

垂

00124 帯紺一枚革仕様・のべ刺……… 244,000円+税
00125 ………………………… 1,035,000円+税

セット

IBBプロチタン面金の場合
松AAA 1.2分面

松ＡＡＡ 1.5分

松AAA 1.5分面

396,000円+税
382,000円+税

IBBチタン面金の場合
松AAA 1.2分面
松AAA 1.5分面

342,500円+税
328,500円+税

面

ン・アゴ紺鹿革
312,000円+税
00151 面金オールチタ
布団グノ目

■鮫 アゴ・胸オプション〈高級サメ革使用〉

胴

00152 本漆塗60本呂色

● 面・胸セット

手もみクロザン革・垂擦れ防止革

313,000円+税

変り塗をご希望の方は、P24をご参照ください。

甲手
垂
セット

00153 紺鹿革ナマコ・手の内茶鹿革… 149,000円+税
00154

帯紺一枚革仕様・額刺…………

239,000円+税

00155 ………………………… 1,013,000円+税

76-SS1

（46,000円+税 高）
●面

76-SA1

●胸

76-SM1

（23,000円+税 高）
（23,000円+税 高）
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