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※コロナ対策

面マスク

※コロナ対策

マウスクール

剣道マスク(飛沫ガード)

750 円(税込 825 円)

750 円(税込 825 円)

テクノマスク(２層)

アイガード

7０0 円(税込７７０円)

750 円(税込 825 円)

吟柄風

防具セットご注文には剣道マスクがサービスで付きます

６㎜織刺フルセット
合計 59,800 円
(税込 65,780 円)
フ
ル
セ
ッ
ト
購
入
で

5 ㎜合成フルセット
合計 6９,000 円

６㎜ウオッシャブルフルセット

合計 7９,000 円

(税込 7５,９00 円)

(税込 8６,９00 円)

※剣道衣を正藍一重ウオッシュ又はジャージ紺の 2 枚購入は 5200 円＋ 税がプラスとなります。
※袴を正藍染#6000W へ変更しますと 4900 円＋ 税がプラスとなります。
※垂ゼッケンが不要なときは 2000 円＋ 税がマイナスとなります。
※木刀・木刀用ツバ・ツバ止めゴムが不要な場合は 1800 円＋ 税がマイナスとなります。
※竹刀が 39 サイズの時は 560 円＋ 税がプラスとなります。

幼年･小学生向９点稽古セット

７㎜ 幼年･小学生向防具

垂ゼッケン：ハリロン

袴：ポリエステル 紺・黒・白
防具袋：不動少年用３ ＷＡ Ｙ バッグ

幼年向フルセット

Ｐ ツバ

鍔止ゴム 手拭い

竹刀袋：ナイロン２ 本入

上記９点セット 23,200 円

※フルセットでのご購入は防具
セール価格より更に 7,900～
9,700 円＋税がお買い得にな
ります。

防具セットのみ

39,000 円
(税込 42,900 円)

49,500 円
(税込 54,450 円)

徳用吟柄風完成品竹刀：２ ８ ～３ ６

セール価格

(税込 25,520 円)

※フルセットでのご購入は防具セール価格より更に
2,700～4,200 円＋税がお得になります。

(税込 91,300 円)

６㎜織刺 幼年･小学生向防具

幼年向防具セットのみ
29,000 円
(税込 31,900 円)

剣道衣：藍染紺又はジャージ紺・白

3 ㎜合成フルセット
合計 83,000 円

フルセット

小学生向防具セットのみ
30,000 円
(税込 33,000 円)

小学生向フルセット

58,000 円
(税込 63,800 円)

セール価格

50,500 円
(税込 55,550 円)

裏面へ続きます

竹刀と竹刀袋セット割引 ！ …37･38 サイズのみ
吟柄風竹刀

不動竹刀袋３本入

徳用竹刀

鍔･鍔止
1 組付き

竹刀袋＋ 吟柄風竹刀 1 本付き 4,700 円(税込 5,170 円)、竹刀袋＋ 吟柄風竹刀 2 本付き 6,400 円(税込 7,040 円)
竹刀袋＋ 徳用竹刀 1 本付き

4,500 円(税込 4,950 円)、竹刀袋＋ 徳用竹刀 2 本付き 6,000 円(税込 6,600 円）

各種剣道用品のご紹介
６㎜紺合成革甲手

ウオッシャブル甲手

剣道衣 藍染一重

夏用セットアップ剣道衣｢黄達磨｣

ジャージ
剣道衣

セール価格
サイズ：ＳＳ・Ｓ

ネットに入れて洗濯機で洗えます

Ｍ・Ｌ・ＬＬ

6,500～6,800 円＋税

Ｍ～Ｌ 11,500 円＋税

全サイズ 9,800 円＋税

袴 藍染＃6000

ＬＬ

5,900 円＋税

13,500＋税

袴 藍染＃10000

テトロンプリーツ加工

袴ハンガー

セットアップ袴「黄達磨」

吸汗速乾

ジャージ袴
プリーツ加工
9,900 円＋税

13,700 円＋税

5,800～6,200 円＋税

竹刀袋｢不動｣ナイロン３本入 37～39 用
木刀入付 ショルダー付
黒・紺

6,600 円＋税

７00 円＋税

八角小判竹刀 完成品
八角吟柄風

3,000 円＋税
防具袋 ｢不動｣ ３ＷＡＹバッグ
リュックボストン少年用

４,９50 円＋税
防具袋 ｢不動｣ ３ＷＡＹバッグ

32～36…2,260 円＋税、37～38…2,350 円＋税、39…2,960 円＋税
防具袋 ｢不動｣ 角型バッグ

※竹刀袋・防具袋は他にも各種取り揃えています

4,400 円＋税
防具袋 スーパーライトキャリー

武道具 一成堂

４,900 円＋税

14,800 円＋税

〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘１－６１－１
℡ 042-401-1618 Fax 042-401-1631
営業時間：AM10:00～PM7:00
定休日：毎週月曜日及び第一火曜日(祝日は営業)
ＵＲＬ：http://www5.plala.or.jp/isseido/
ネットで武道具＠一成堂 ＵＲＬ：http://isseido.info/
［クレジットカード使えます。 VISA・Master・楽天・JCB・AMEX・Diners］

