
林武 決算セール！ 
                                     平成２９年１２月２４日迄 

大垣市の「林武道具専門店」です 今年も日本製剣道具を中心に特別価格をご用意いたしました     

剣道具の新調を考えておられる方 来春新入学の方 この機会をぜひご利用ください   

なお 日本製剣道具の殆どはオーダーメイドで製作にお時間がかかりますのでお早目のご成約をおすすめします 

◇日本製剣道具を３０％以上お値引き！（金額は全て税込です） 

Ⓐ 織刺剣道具（日本製 5.5 ㎜刺 ｶﾀﾛｸﾞ非掲載品）      Ⓑ SK１０２Ⅰ(5.5㎜ 日本製) 

         日本製剣道具を多くの剣士      曙光を変えたい方はこちら            ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 飾り糸の色変え可                    

         に使って欲しくｶﾀﾛｸﾞに無い     ｶﾀﾛｸﾞ等を参考にｵﾘｼﾞﾅﾙｱｲﾃﾑ            甲手 総織刺製          

      商品を用意しました        を手に入れて下さい                                      

           飾りは 濃紺刺のみ 胴切ﾌﾞﾁ                          ﾒｰｶｰ価格  180,576円   

         セール価格  115,000円    セール価格  135,000円       セール価格   120,000円       

      防具袋 名札付 121,000円   防具袋 名札付 141,000円     防具袋 名札付 126,000円 

Ⓒ MUGEN(日本製 6㎜×2㎜格子刺)  Ⓓ 剣斬(日本製 6㎜刺)       Ⓔ 超 実戦型(日本製 4.5㎜刺)  

  

        面金 MUGEN印 ﾁﾀﾝ             面金 IBB                  面金 IBB ｼﾞｭﾗﾙﾐﾝ 

         甲手 磨拳 MUGEN 布団             甲手  磨拳                  甲手 磨拳(ｽﾅｯﾌﾟ仕立) 

 

         世界大会使用モデル            この布団厚は安心です             刺し幅 軽さは 

                                                     まさに実戦型！ 

ﾒｰｶｰ価格  350,136円       ﾒｰｶｰ価格  245,052円          ﾒｰｶｰ価格  260,496円 

セール価格   240,000円     セール価格   167,000円       セール価格  180,000円 

防具袋 名札付 246,000円         防具袋 名札付 173,000円       防具袋 名札付 186,000円 

（注）変り塗胴台への変更は、＋9,500円（税込）で可能です！  

◇良質な海外製剣道具はこちら！ 

Ⓕ 鷹Ⅰ(5㎜ﾅﾅﾒ刺 内輪着脱式)       Ⓖ 鷹Ⅱ(３㎜ﾅﾅﾒ刺 内輪着脱式)     Ⓗ 10㎜十字刺 

       内輪を洗えて清潔！          ﾍﾘ革・雲型張は                 十字刺は手刺のようで 

耳穴があり聞こえやすく        本格派の風格！                 玄人受けします 

空気圧から鼓膜を守ります       耳穴あり 

（濃紺刺 or ｴﾝｼﾞ刺） 

濃紺刺・ｴﾝｼﾞ刺からお選び下さい 

変り塗胴台への変更 ＋9,500 円 

セール価格  69,000円      セール価格  89,000円      セール価格    68,000円 

防具袋 名札付 75,000円           防具袋 名札付 95,000円      防具袋 名札付 74,000円 

Ⓘ 6㎜ﾋﾟｯﾁ織刺       Ⓙ２分手刺（ｸﾗﾘｰﾉ ﾍﾘ無し）  Ⓚ隼 1(6㎜ﾅﾅﾒ刺 内輪着脱式) 

                    単品価格                                      単品価格 

                 面  58,000円  胴 20,000 円                面  14,900円  胴 11,000円 
                           甲手 20,000円  垂 25,000 円                甲手  6,500円  垂  6,000円 

セール価格  50,000円       セール価格  120,000円      セール価格   33,000円 

防具袋 名札付 56,000円          防具袋 名札付 126,000円           防具袋 名札付  37,000円 

早期ご成約特典は裏面下！ 



 

◇林武のｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ甲手                   （金額は全て税込です） 

甲手づくりは林武の得意技です！使われる剣士の個性にあわせて素材や形を相談させていただきます。 

① 磨拳（まけん）スナップ仕立      ⇒ \24,000 手首の可動域の大きさはビックリです！ 
② 磨拳（まけん）            ⇒ \22,000 剣道する者がつくったなるほどの設計です 

③ 紺奴布団５㎜(手の内東レエクセーヌ)  ⇒ \15,000 定番のオーダーメイド紺奴 

④ 通称かたつむり(snail) NEW      ⇒ \20,000 指が曲がりやすくしっかり竹刀を握れます 

洗えるシリーズ 

⑤ ＡＫ（Araeru Kote）         ⇒ \13,000 甲手が柔軟剤の香りって？ 

⑥ 洗える甲手織刺製    NEW      ⇒ \20,000 お待たせしました！織刺製で洗えます 

⑦ 洗えるかたつむり    NEW      ⇒ \20,000 新作も洗える素材でつくってみました 
林武の甲手は手首を動かしやすく設計してあります。その「冴え！」をこの機会にぜひ！<m(__)m> 

 

（12月感謝ｾｰﾙ企画中！） １２/16.17 12/23.24  店舗併設道場にて 

 

◇単品商品の一部です 

面               甲手（ﾒｰｶｰ品）              垂 

5mm ﾐｼﾝ刺        ⇒ \20,000     5㎜総織刺(手の内茶)        ⇒ \10,800      5㎜ﾍﾘ人工皮革  ⇒ \10,000 

5mm ﾐｼﾝ刺 （内輪着脱式）⇒ \28,000       5 ㎜総合成皮革(手の内茶)      ⇒ \12,500        5㎜四段飾    ⇒ \15,000 

3mm ﾐｼﾝ刺        ⇒ \27,000       3 ㎜総合成皮革(手の内いぶし鹿革)  ⇒ \18,000        3㎜五段飾    ⇒ \18,000 

3mm ﾐｼﾝ刺 （内輪着脱式）⇒ \34,000 

     胴 竹刀袋                     防具袋 

黒樹脂胴(2本足 濃紺･ｴﾝｼﾞ)     ⇒ \18,000  ﾅｲﾛﾝﾜﾝﾀｯﾁ２本入（横ﾊﾞﾝﾄﾞ付 黒 紺）⇒ \ 2,700   ﾅｲﾛﾝﾘｭｯｸ（黒 紺 赤）⇒ \ 4,300 

50 本型黒樹脂胴(大ｻｲｽﾞ 濃紺･ｴﾝｼﾞ) ⇒ \20,000   ｱﾗﾍﾞｽｸ３本入（木刀入付 黒）⇒ \ 3,000    軽快ﾊﾞｯｸﾞ(黒 紺 赤）⇒ \ 5,000 

  ｱﾗﾍﾞｽｸ５本入（木刀入付 黒）⇒ \ 3,800      ３ＷＡＹ (黒 紺 赤）⇒ \ 6,000 

                                                                                               ｱﾗﾍﾞｽｸﾎﾞｽﾄﾝｻｲﾄﾞﾎﾟｹｯﾄ付 ⇒ \ 7,000 

その他 随時メーカーと連携を取りアウトレット品の照会も行っておりますので 「お値打ちな面が欲しい！」 

などお気軽にお問合せ下さい<m(__)m> 

 

                                      林武道具専門店 
                             

 ≪所在地≫  

住 所 〒503-0011 大垣市曽根町二丁目６２番地１ 

                            (国道２１号線中川町交差点を北へ 信号 6つ経て「未来精工(株)跡地」の東側) 

                            電 話（0584）74-8282 ＦＡＸ（0584）74-8283 

ホームページ  http://www.hayashibudougu.jp/ 

                            Ｅ－mail    info@hayashibudougu.jp 

                             ≪営業時間≫  

平日・土曜日 ９：００～１９：００ 

                            日曜・祝日 １０：００～１７：００（大会出店等により変更になることがあります） 

                                                                          休業日 第１・３月曜日（祝日の場合は営業します） 

  

 

 

◇剣道具セット早期ご成約特典《 29.11.23（木）までのご注文でいずれか 》 

   現金にてご決済いただける方（ご注文から 2週間以内にご決済） 竹刀仕組（並竹仕組）2本無料(ⒾⓀは 1本) 

  クレジットｶｰﾄﾞにてご決済いただける方（ご注文から１週間以内にご決済） カード決済手数料（5％）無料 

  （※ ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞのご利用はご来店が必要です ボーナス払いはご利用いただけません） 
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