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お取引先各位 
 

 

代表取締役 藤田 進 

959-1277 新潟県燕市物流センター1-13 

TEL：0256-63-7151 FAX：0256-64-3811 

 

 

藤次郎製品廃番のご案内 
 

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃は弊社製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。 

さてこの度、誠に恐縮ではございますが、藤次郎総合カタログに掲載となっております下記製品におきまして、諸

般の事情により在庫終了次第、廃番とさせていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。 

今後も弊社製品をご愛顧頂きますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。                           敬具 

 

掲載 品番 品名 備考 
P.20 FF-DE165 閃光 出刃 165mm 無くなり次第終了 

P.42 FD-709 PRO サーモンスライサー 300mm 廃番 

- FD-710 PRO サーモンスライサー 350mm 廃番 

P.43 F-790 ORIGAMI ダイアモンドシャープナー 無くなり次第終了 

P.44 F-1790 ORIGAMI BLACK ダイアモンドシャープナー 無くなり次第終了 

- F-1780 ORIGAMI BLACK 専用ナイフスタンド 無くなり次第終了 

P.48 F-269BK Color 牛刀サーモン 300mm 無くなり次第終了 

P.50 F-1001 青紙鋼霞流し 出刃 150mm 販売中止 

- F-1002 青紙鋼霞流し 出刃 165mm 販売中止 

- F-1003 青紙鋼霞流し 出刃 180mm 販売中止 

- F-1004 青紙鋼霞流し 出刃 210mm 販売中止 

- F-1020 青紙鋼霞流し 柳刃 240mm 販売中止 

- F-1021 青紙鋼霞流し 柳刃 270mm 販売中止 

- F-1022 青紙鋼霞流し 柳刃 300mm 販売中止 

- F-1023 青紙鋼霞流し 柳刃 330mm 販売中止 

- F-1010 青紙鋼霞流し 蛸引 240mm 販売中止 

- F-1011 青紙鋼霞流し 蛸引 270mm 販売中止 

- F-1012 青紙鋼霞流し 蛸引 300mm 販売中止 

- F-1013 青紙鋼霞流し 蛸引 330mm 販売中止 

P.51 F-960 青紙鋼 柳刃 240mm 販売中止 

- F-961 青紙鋼 柳刃 270mm 販売中止 

- F-962 青紙鋼 柳刃 300mm 販売中止 

- F-963 青紙鋼 柳刃 330mm 販売中止 

- F-970 青紙鋼 蛸引 240mm 販売中止 

- F-971 青紙鋼 蛸引 270mm 販売中止 

- F-972 青紙鋼 蛸引 300mm 販売中止 

- F-973 青紙鋼 蛸引 330mm 販売中止 

- F-965 青紙鋼 そぎ峰柳刃 240mm 販売中止 

- F-966 青紙鋼 そぎ峰柳刃 270mm 販売中止 

- F-967 青紙鋼 そぎ峰柳刃 300mm 販売中止 

- F-975 青紙鋼 丸峰出刃 150mm 販売中止 

- F-976 青紙鋼 丸峰出刃 165mm 販売中止 

- F-977 青紙鋼 丸峰出刃 180mm 販売中止 

- F-978 青紙鋼 丸峰出刃 105mm 販売中止 



 

P.52 F-897 白紙鋼 あじ切 105mm 販売中止 

- F-898 白紙鋼 あじ切 120mm 販売中止 

- F-899 白紙鋼 小出刃 105mm 販売中止 

- F-900 白紙鋼 小出刃 210mm 販売中止 

- F-901 白紙鋼 出刃 150mm 販売中止 

- F-902 白紙鋼 出刃 165mm 販売中止 

 F-903 白紙鋼 出刃 180mm 販売中止 

 F-904 白紙鋼 出刃 210mm 販売中止 

 F-905 白紙鋼 出刃 240mm 販売中止 

 F-906 白紙鋼 出刃 270mm 販売中止 

 F-937 白紙鋼 さけ切 240mm 販売中止 

 F-938 白紙鋼 さけ切 270mm 販売中止 

 F-939 白紙鋼 さけ切 300mm 販売中止 

P.53 F-933 白紙鋼 身卸し 180mm 販売中止 

 F-917 白紙鋼 身卸し 210mm 販売中止 

 F-934 白紙鋼 身卸し 240mm 販売中止 

 F-930 白紙鋼 柳刃 210mm 販売中止 

 F-908 白紙鋼 柳刃 240mm 販売中止 

 F-909 白紙鋼 柳刃 270mm 販売中止 

 F-910 白紙鋼 柳刃 300mm 販売中止 

 F-911 白紙鋼 柳刃 330mm 販売中止 

 F-912 白紙鋼 蛸引 240mm 販売中止 

 F-913 白紙鋼 蛸引 270mm 販売中止 

 F-914 白紙鋼 蛸引 300mm 販売中止 

 F-915 白紙鋼 蛸引 330mm 販売中止 

P.54 F-923 白紙鋼 うなぎ裂き 100mm 販売中止 

 F-916 白紙鋼 うなぎ裂き 180mm 販売中止 

 F-931 白紙鋼 うなぎ裂き 210mm 販売中止 

 F-932 白紙鋼 うなぎ裂き 240mm 販売中止 

 F-918 白紙鋼 角型薄刃 165mm 販売中止 

 F-919 白紙鋼 角型薄刃 180mm 販売中止 

 F-942 白紙鋼 角型薄刃 195mm 販売中止 

 F-935 白紙鋼 角型薄刃 210mm 販売中止 

 F-941 白紙鋼 かま型薄刃 195mm 販売中止 

P.55 F-691 白紙鋼 黒打 ペティナイフ 120mm 廃番 

 F-692 白紙鋼 黒打 ペティナイフ 150mm 廃番 

 F-693 白紙鋼 黒打 牛刀 180mm 廃番 

 F-694 白紙鋼 黒打 牛刀 210mm 廃番 

 F-695 白紙鋼 黒打 牛刀 240mm 廃番 

 F-698 白紙鋼 黒打 三徳 165mm 廃番 

 F-701A 白紙鋼 黒打 三徳 165mm 廃番 

 F-699 白紙鋼 黒打 菜切 165mm 廃番 

 F-702A 白紙鋼 黒打 菜切 165mm 廃番 

 F-689 白紙鋼 黒打 切付 240mm 廃番 

P.60 F-738 モリブデンバナジウム鋼 そば切 240mm 無くなり次第終了 

- F-748 モリブデンバナジウム鋼 そば切 270mm 廃番 

P.63 F-816 サーモンスライサー 305mm 廃番 

- F-819 ミートフォーク 無くなり次第終了 

P.72 M-310 木サヤ ペティ用 120/150mm 無くなり次第終了 

 M-311 木サヤ 三徳用 180mm 無くなり次第終了 

 M-312 木サヤ 菜切用 180mm 無くなり次第終了 

 M-313 木サヤ 牛刀用 180/210mm 無くなり次第終了 

 M-314 木サヤ 牛刀用 240mm 無くなり次第終了 

 M-315 木サヤ 牛刀用 270mm 無くなり次第終了 

 


