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竹本鎌製作所
1912年に初代菊松（代表の祖父）が兄弟で鎌鍛冶屋を始めたの
がはじまりで、戦争などで一度途絶えましたが、現代表の竹本
好明が中学卒業後、鎌鍛冶に弟子入りし、祖父の兄弟にも教え
を受け昭和35年に今の場所に竹本鎌製作所を立ち上げました。

焼入れ

歪み取り

Hardening

straightening

播州鎌の特徴「スキ仕上げ」
高級複合材を使用し、片刃に仕上げ、
スキ仕上げにした物が播州鎌の特徴です。
スキ仕上げとは刃の部分をさらに薄く削る作業。
刃を薄くする事で切れ味が向上し、草を切った
時の草離れがよくなり、研ぎ直しも簡単にでき、
切れ味がすばやく戻ります。
刃研ぎ
sharpening

Sukishiage = shave thin a iron

刈払鎌｜Karibaraigama

刈払鎌 鋸目付｜Karibaraigama Nokometsuki

※長尺柄

kku-1915
刈払鎌 薄
刃サイズ：195mm
柄：1 尺 5 寸（450mm）

kku-1815
刈払鎌 薄
刃サイズ：180mm
柄：1 尺 5 寸（450mm）

kku-1611
刈払鎌 薄
刃サイズ：165mm
柄：1 尺 1 寸（330mm）

kkn-1630
刈払鎌 鋸目付
刃サイズ：165mm
柄：3 尺（900mm）

kkn-1920
刈払鎌 鋸目付
刃サイズ：195mm
柄：2 尺（600mm）

kkn-1815
刈払鎌 鋸目付
刃サイズ：180mm
柄：1 尺 5 寸（450mm）

kkn-1611
刈払鎌 鋸目付
刃サイズ：165mm
柄：1 尺 1 寸（330mm）

ktu-1812
中厚鎌
刃サイズ：180mm
柄：1 尺 2 寸（360mm）

ktu-1611
中厚鎌
刃サイズ：165mm
柄：1 尺 1 寸（330mm）

中厚鎌｜Chuuatsugama

kks-2135
刈払鎌 背金付
刃サイズ：210mm
柄：3 尺 5 寸（1050mm）

kksl-2135
左 刈払鎌 背金付
刃サイズ：210mm
柄：3 尺 5 寸（1050mm）

kkt-1920
刈払鎌 中厚
刃サイズ：195mm
柄：2 尺（600mm）

kkss-1920b
刈払鎌 ステンレス
刃サイズ：195mm
柄：2 尺（600mm）
滑り止め黒

ktu-2115
中厚鎌
刃サイズ：210mm
柄：1 尺 5 寸（450mm）

ktu-1913
中厚鎌
刃サイズ：195mm
柄：1 尺 3 寸（390mm）

桑切鎌｜Kuwakirigama

薄鎌｜Usugama

※長尺柄

kkw-0930
桑切鎌（きのこ鎌）
刃サイズ：90mm
柄：3 尺（900mm）

kkw-1008
桑切鎌
刃サイズ：105mm
柄：8 寸ラッパ柄（240mm）

kki-1612k
木鎌
刃サイズ：165mm
柄：1 尺 2 寸尻付（360mm）
樫柄

kus-1912
薄鎌
刃サイズ：195mm
柄：1 尺 2 寸（360mm）

kus-1811
薄鎌
刃サイズ：180mm
柄：1 尺 1 寸（330mm）

kusl-1912
左 薄鎌
刃サイズ：195mm
柄：1 尺 2 寸（360mm）

kusl-1811
左 薄鎌
刃サイズ：180mm
柄：1 尺 1 寸（330mm）

kusl-1615
左 薄鎌
刃サイズ：165mm
柄：1 尺 5 分（315mm）

kuss-1912b
薄鎌 ステンレス
刃サイズ：195mm
柄：1 尺 2 寸（360mm）
滑り止め黒

kuss-1811b
薄鎌 ステンレス
刃サイズ：180mm
柄：1 尺 1 寸（330mm）
滑り止め黒

kkw-0908
桑切鎌
刃サイズ：90mm
柄：8 寸ラッパ柄（240mm）

木鎌｜Kigama

kki-1812k
木鎌
刃サイズ：180mm
柄：1 尺 2 寸尻付（360mm）
樫柄

kus-2113
薄鎌
刃サイズ：210mm
柄：1 尺 3 寸（390mm）

kki-1511k
木鎌
刃サイズ：150mm
柄：1 尺 1 寸尻付（330mm）
樫柄

kus-1615
薄鎌
刃サイズ：165mm
柄：1 尺 5 分（315mm）

播州改良鎌｜Banshu Kairyougama

その他の鎌｜Other Speciality Sickles

※長尺柄

kbk-1811
播州改良鎌
刃サイズ：180mm
柄：1 尺 1 寸（330mm）
オーク

kbk-1208
播州改良鎌
刃サイズ：125mm
柄：8 寸（240mm）
オーク

pko-105
ピッコロ鎌
刃サイズ：105mm
柄：4 寸 5 分（75mm）
オーク

pko-90
ピッコロ鎌
刃サイズ：90mm
柄：4 寸 5 分（75mm）
オーク

kko-1330
小草鎌 鋸目付
刃サイズ：135mm
柄：3 尺（900mm）

kko-1308
小草鎌 鋸目付
刃サイズ：135mm
柄：8 寸ラッパ柄（240mm）

ksr-1309
小力鎌
刃サイズ：135mm
柄：9 寸尻付（270mm）

ksn-1310
小鎌 鋸目付
刃サイズ：120mm
柄：1 尺（300mm）

ksns-1308b
小鎌 鋸目付 ステンレス
刃サイズ：120mm
柄：8 寸（240mm）
滑り止め黒

角鎌｜Kakugama

kku-1811
角鎌
刃サイズ：180mm
柄：1 尺 1 寸（330mm）

kku-1615
角鎌
刃サイズ：165mm
柄：1 尺 5 寸（315mm）

kur-1811
裏目鋸鎌
刃サイズ：180mm
柄：1 尺 1 寸（330mm）

kur-1808
裏目鋸鎌
刃サイズ：180mm
柄：8 寸（240mm）

kurs-1811b
裏目鋸鎌 ステンレス
刃サイズ：180mm
柄：1 尺 1 寸（330mm）
滑り止め黒

kurs-1808b
裏目鋸鎌 ステンレス
刃サイズ：180mm
柄：8 寸（240mm）
滑り止め黒

kku-1510
角鎌
刃サイズ：150mm
柄：1 尺（300mm）

kkk-1912
角度調整機能付
替刃式刈払鎌
刃サイズ：195mm
柄：アルミ柄（1200mm）

kkks-1912
角度調整機能付
替刃式ステン刈払鎌
刃サイズ：195mm
柄：アルミ柄（1200mm）

菊松｜Kikumatsu

刃の種類 | Type of blades

刃裏面：普通刃

刃裏面：鋸目付
製品：刈払鎌
品番：kkn

刃裏面：鋸目付
製品：裏目鋸鎌
品番：kur

刃裏面：鋸目付
製品：小鎌鋸目付
品番：ksn

部品・交換品 | Replacement blades
サクル｜Sakle

(Products designed by Hirara)

草刈をスタイリッシュに楽しく！をコンセプトにデザインして作ったオリジナルブランド
「サクル」。

kkk-19k
替刃 刈払鎌
全鋼
刃サイズ：195mm

Sakle
収穫・草刈鎌
刃サイズ：180mm 裏目
柄：330mm
ウォルナット

Sakle
草刈鎌
刃サイズ：180mm
柄：330mm
ウォルナット

kkks-19k
替刃 刈払鎌
ステンレス
刃サイズ：195mm

竹本鎌製作所
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