
両刃包丁

カスタムナイフ

4⽉24⽇(⼟)

25⽇(⽇)

募集要項

《コース別特別教室》

実施⽇

出刃包丁

5⽉30⽇(⽇)
1⽇のみ

両刃包丁

柳刃包丁 両刃包丁 和式ナイフ

11⽉27⽇(⼟)

28⽇(⽇)
9⽉26⽇(⽇)

1⽇のみ

10⽉24⽇(⽇)
1⽇のみ

6⽉27⽇(⽇)
1⽇のみ

3⽉28⽇(⽇)
1⽇のみ



1、はじめに

毎年2回、大人数で開催して参りました手造り鍛造ナイフ教室ですが、
新型コロナ感染症拡大を受け、昨年から各コース毎の開催となりました。
当組合でも検討を重ね、今年はさらに内容を変えて行わせて頂きます。
様々至らぬ点があるかと思いますが、職人・スタッフ一同お客様に楽しんで
頂けるよう取り組ませて頂きますので、どうぞよろしくお願い致します。

《教室詳細》

実施場所：タケフナイフビレッジ協同組合
受講料(税込)：ナイフコース各30,000円 / 両刃・片刃コース各20,000円

参加定員：①両刃・和式・カスタムナイフコース　6名ずつ 

　　　　　②出刃・柳刃コース　3名ずつ
　　　　　※各コースとも、応募数が定員を超えた場合は抽選にて参加者を決定します

支払方法：当日、売店にて現金支払い

応募資格：18歳以上～60歳未満の方、基礎疾患のない方
※これは、感染のリスクを少しでも減らすためです。

当組合の職人も、60歳以上は参加致しません。

少しでもリスクのあると思われる方は、大変申し訳ございませんが、ご参加をご遠慮頂

きたく存じます。お客様、そして職人の身を守るためには、お客様のご理解とご協力が

必要です。どうかよろしくお願い致します。

 《注意事項》

＊期間中の食事・移動手段は各自でご用意ください。(交通情報P7参照)

＊宿泊費はお客様負担で、ご予約は各自でお願い致します。(ホテル情報P8参照)

＊複数のコースに応募は可能ですが、参加は一人一回のみです。

＊グループでのお申込みは出来ません。各自ご応募をお願い致します。

＊過去のナイフ教室に参加された方で、クーポン券等をお持ちのお客様は、

　応募フォームにその旨をご記入下さい。※期限切れは要相談

＊20歳未満の方の参加には、別途保護者直筆の承諾書が必要になります。

　応募フォームに、必ずご記入ください。



各コース毎に応募フォームがあり、締切日はそれぞれ異なりますので、
お間違えの無いようお願い致します。
希望者が多い場合は、「抽選」となりますので、予めご了承ください。
応募フォームの各質問に答えて頂いた後、必ず送信を押してください。

☆参加者が決定次第、順次メールにて個別にご連絡いたします。
※迷惑メールに振り分けられる事もあるため、ご確認をお願い致します。

各コースの日程と応募の締め切り日は、下記の通りです。
各コースの内容は、4ページ以降をご参照下さい。

両刃包丁　令和3年3月28(日)
※応募〆切：2月25日(木) 23:59まで

カスタムナイフ　令和3年4月24日(土)・25日(日)
※応募〆切：3月15日(月) 23:59まで

出刃包丁　令和3年5月30日(日)
※応募〆切：4月15日(木)23:59まで

両刃包丁　令和3年6月27日(日)
※応募〆切：5月15日(土)23:59まで

柳刃包丁　令和3年9月26日(日)
※応募〆切：8月15日(日)23:59まで

両刃包丁　令和3年10月24日(日)
※応募〆切：9月15日(水)23:59まで

和式ナイフ　令和3年11月27日・28日(日)
※応募〆切：10月15日(金)23:59まで
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2.各コースの詳細

コースは、両刃�(3回)�、出刃、柳刃、カスタムナイフ、和式ナイフの5つです。

各コースとも参加経験は問いませんので、初めての⽅でも安⼼してご参加いただ

けます。ただし、カスタムナイフのみ、初めての⽅は「ヒルトなし」という制限

がありますので、予めご了承ください。

◆両刃包丁コース (1日)　定員6名

内容：手造り鍛造包丁を1丁製作
（180㎜以下のオリジナルの包丁が作れます）

＊使用材料　鋼材ー白紙(鉄)　柄－桜
＊出来上がりサイズ例
　ペティ150mm・三徳165mm・牛刀180mm

◆出刃包丁コース (1日)　定員3名

内容：手造り鍛造出刃包丁を1丁製作

＊使用材料　鋼材ー白紙(鉄)　柄－朴木
＊出来上がりサイズ　150～165㎜

◆柳刃包丁コース (1日)　定員3名

内容：手造り鍛造柳刃包丁を1丁製作

＊使用材料　鋼材ー白紙(鉄)　柄－朴木
＊出来上がりサイズ　　180～240㎜



◆カスタムナイフコース（2日間）　定員6名

内容：合わせハンドルを使ったカスタムナイフと
　　　革ケースを製作　
※実寸のデザイン画をご持参いただくと作業がしやすくなります。

＊使用材料　
     ▲鋼材ー白紙三枚合わせ(鉄) 　
　①板厚8㎜　幅40㎜　長さ190㎜
　②板厚5㎜　幅30㎜　長さ220㎜
　③板厚5㎜　幅55㎜　長さ370㎜

　 ▲鋼材ークラッド(白紙+ステン)　
　　- 板厚5㎜　幅48㎜　長さ230㎜
　

＊ハンドル材－ブビンガ等　革 - 牛革3㎜厚
＊出来上がりサイズ−刃渡り150mm以内

◆和式ナイフコース（2日間）　定員6名

内容：和式ナイフ(剣鉈)と革ケースを製作

＊使用材料
鋼材－白紙三枚合せ(鉄) 板厚5㎜, 幅35㎜, 長さ200㎜
口金－鉄の口輪    ハンドル材－樫　ピン－４㎜真鍮

＊出来上がりサイズー刃渡150㎜以内

注意：焼入れの際、材料が割れた場合は別材料にな
る場合があります。

＊ピン
- 4㎜真鍮
- 6㎜真鍮
- 6㎜ステンレス

＊パイプピン
- 6㎜真鍮
- 6㎜ステンレス

＊初参加の方は,
「ヒルトなし」タイプ
となります。
(写真右側のタイプ)



■注意事項■

・和式ナイフは、ある程度形や長さが決められております。

・銃刀法で禁止されている物は製作できません。

・作業性の良い服をご着用ください (スカート、サンダル等は厳禁）

　火花が出る作業もございますので、長袖の着用をおすすめします。

・軍手などの作業用品に関しましては、こちらでご用意致します。

・機械を使用する際は、必ず防塵めがね・マスク・軍手などを

　着用し、指導員の付き添いのもと、正しく使用してください。

・事故防止のためにも、指導員の指示には必ず従って下さい。

※傷害保険に加入しますが、わずかな保険ですので、各自十分にお気

をつけて作業をお願い致します。

  9:00   受付開始            
  9:30　作業開始　　　
12:00   昼食　　
13:00   作業再開　　  
16:30　終了・片付け
17:00　品評会・解散

●��両刃・出刃・柳刃コース��●������������������������������

3.�スケジュールについて�����������������������������������

＊進度により前後あり

- 受付・お支払い

●��カスタム・和式ナイフ��●����������������������

1日目

  9:00　受付開始                
  9:30　作業開始  　　
12:00　昼食　　　　
13:00　作業再開　　　  
16:00　終了・片付け　　　　　  
16:30　解散
  
  9:00　作業開始         
12:00　昼食                
13:00　作業再開        
15:30　終了・片付け　      
16:00　品評会・解散

- 受付・お支払い

＊進度により前後あり

＊進度により前後あり

2日目
※各コースとも、初日の受付開始

時間は9:00です。受付に少々お時

間がかかりますので《9:20》まで

には、会場にお集まり頂くよう、

よろしくお願い致します。                             



④レンタカー
ニッポンレンタカー武生駅前営業所
〒915-0071 　越前市府中1-12-30
電話：0778-24-9190

4.�⾞でお越しの⽅�������������������������

武生インターから約10分 

タケフナイフビレッジ

〒915-0031
福井県越前市余川町22-91
TEL: 0778-27-7120 
 

https://goo.gl/maps/GjQ9XxDu
6XKaSRzB9

①タクシー   
片道約500円 約20分
＊お得なタクシーチケットあり
→詳細はこちら
http://www.city.echizen.lg.jp/office/060/052/covid19
_sightseeing-support.html

②レンタサイクル(約1時間) 
4時間レンタル 500円
※詳細はこちら↓
http://welcome-
echizenshi.jp/tourism_detail/rentacycle/

③福鉄バス
入谷線「味真野神社前」下車
徒歩で約10分
※詳細はこちら↓
https://fukutetsu.jp/bus/timetable.php

＊駅から会場までの交通手段

《タクシー会社連絡先》
・小松タクシー       0120-22-0585
・武生タクシー       0120-22-0012
・丸越タクシー       0120-22-0700

https://goo.gl/maps/GjQ9XxDu6XKaSRzB9
http://www.city.echizen.lg.jp/office/060/052/covid19_sightseeing-support.html
http://welcome-echizenshi.jp/tourism_detail/rentacycle/
https://fukutetsu.jp/bus/timetable.php


5. ホテル情報

《プリンスホテルタケフ》
住所：〒915-0094 福井県越前市横市町39-8-3

電話： 0778-23-1001
＊会場から車で10分圏内  

http://www.hotel-pht.co.jp/

《ホテルルートイン武生インター》
住所：〒915-0041 福井県越前市葛岡町6字15－5

電話：0778-55-9000
＊会場から車で10分圏内

https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/fukui/index_hotel_id_676/

《ホテルクラウンヒルズ武生駅前》
住所：〒915-0071 福井県越前市府中1-2-3

TEL : 0778-23-8100
＊駅横  徒歩1分以内

https://breezbay-group.com/hch-takefu/

《スーパーホテル越前・武生》
住　所：〒915-0074 福井県越前市蓬莱町2-15

電　話：0778-55-9000
＊駅から徒歩で約5分

https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/takefu/

http://www.hotel-pht.co.jp/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/fukui/index_hotel_id_676/
https://breezbay-group.com/hch-takefu/
https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/takefu/


6. 総合窓口

会　場：タケフナイフビレッジ 
住　所：〒915-0031 福井県越前市余川町22-91
電　話：0778-27-7120 （受付時間9時-17時）
 F A X：0778-27-7100

長くなりましたが、ご一読頂きありがとうございました！
ささいなことでも構いませんので、何か疑問に思う点など
ございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

また、新型コロナウィルス感染症が拡⼤している場合、

当イベントをやむなく中⽌する可能性があります。

その際には、HP/SNS等で改めてご連絡させて頂きます。

皆様のご理解とご協⼒を、何卒宜しくお願い致します。

皆様のご参加を

⼼よりお待ちしております。


