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We’re making sickle for
gardeners and farmers.

MADE IN JAPAN SICNE 1912

TAKEMOTO SICKLE MFG. HP: www.takemotosickle.com
竹本鎌製作所

〒675-1332 兵庫県小野市中町256 / TEL: 0794-63-1794 / MAIL: info@takemotosickle.com

私 達は農 家 や 園 芸 家 が 使う鎌を作っています。

鎌

鎌は草や芝を刈り取るのに用いる農具の一種。植物の切断のための湾曲した刃もしくは歯を持っており、
引いて刈るように内側に刃が付いている。鎌は農耕に関係する考古遺物として出土し、石器時代から使用
されていたと考えられている。大鎌（薙鎌）は鉄器時代以降に登場したものである。古代オリエント世界
においては紀元前3500年頃のシュメールの農民が用いたとされる粘土を焼いた鎌が現存し、紀元前1298
年 - 1235年頃の壁画には鎌を持つ人が描かれている。日本では農耕が開始された弥生時代に石包丁とと
もに手鎌が使用され、各地の遺跡から石製や金属製の手鎌が出土している。

菊松
KIKUMATSU

KIKUMATSU

刈払鎌｜Karibaraigama

先代から伝統と技術を受け継ぎ作り続けている竹本鎌製作所のグローバルスタンダードの鎌。
何十年も世界中の農家やガーデナーに使われています。これからも作り続けます。

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）

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）

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

竹本鎌製作所「菊松」
明治中期、播州地方で草刈鎌の生産が盛んになっていま
した。その時に、初代菊松が兄弟と共に草刈鎌の製造を
始めました。幾度の戦争で一度廃業しましたが , 孫の好
明が菊松の教えの下、竹本鎌製作所を立ち上げました。

TAKEMOTO SICKLE MFG. “Kikumatsu”
In the middle of the Meiji era, sickles production
was prosperous in the Banshu region of Hyogo
prefecture Japan.At that time, the ﬁrst Kikamatsu
began manufacturing sickles with their brothers.
However, they have gone out of business in several
wars. After the war, grandchild Yoshiaki launched
the Takemoto sickle factory under the direction of
kikumatsu. Now weʼre 3rd generation.

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

刈払鎌 鋸目付｜Karibaraigama Nokometsuki

桑切鎌｜Kuwakirigama

※長尺柄

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

※長尺柄

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）

中厚鎌｜Chuuatsugama

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）

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）

kkw-0908
桑切鎌
刃サイズ：90mm
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

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

木鎌｜Kigama

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）

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

その他の鎌｜Other Speciality Sickles

刃の種類 | Type of blades

※長尺柄

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

刃裏面：普通刃

刃裏面：鋸目付
製品：刈払鎌
品番：kkn

部品・交換品 | Replacement blades

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

kkk-19k
替刃 刈払鎌
全鋼
刃サイズ：195mm

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）

kkks-19k
替刃 刈払鎌
ステンレス
刃サイズ：195mm

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

TAKEMOTO BROS. (The 3rd Generation)

鎌職人三代目の兄弟が園芸家や農家等のフィードバックを元に作っているデザイナーズ
シリーズ。機能性と耐久性を追求し進化した鎌を日々研究しています。

Transplanting Sickle 移 植 鎌

竹本鎌製作所は金物の街と知られている兵庫県小野市の自社工場で５０種類以上の鎌を
作っています。いくつもの工程を経て一本一本丁寧にハンドメイド作っています。

Designed by Walnut & Co.

ルーツポーチの鉢内に張り付いた根を切るために竹本鎌製作所と
共同開発して作った移植鎌。刃の先端が丸いので鉢底を傷つける
ことなく作業が行えます。鎌刃は錆に強いステンレス製の両刃仕
上げ。耐久性のある厚みのある刃にしました。研げば切れ味が上
がります。もちろん雑草や草を刈る除草鎌としても使えます。
長く使えるいい道具です。ぜひご活用ください。
素材：ステンレススチール刃 / オーク柄
刃の長さ : 165mm / 柄の長さ：240mm

Sakle ｜サクル

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「サクル」

野菜の収穫や除草鎌としても使えます。

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

鉢の内側に張り付いた根を切ることができます。刃の先端が丸いので底を傷つけにくい。

薄鎌｜Usugama

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

播州改良鎌｜Banshu Kairyougama

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）

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

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

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

kku-1510
角鎌
刃サイズ：150mm
柄：1 尺（300mm）

角鎌｜Kakugama

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）

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

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

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

