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０．はじめに 

 
 
手短にご挨拶。 

 
百秀武道具店（ひゃくしゅうぶどうぐてん）の店長、宇賀雄一郎と申します。 
この度は本商品のご購入をありがとうございました。 

 
今手にして頂いているマニュアルですが簡単に実現した訳ではありません。構想２年、どうしてもお願いしたかった今回の職

人さんへ依頼し、４ヶ月間ずっと後待ちました。当店のある四国から京都まで直接車を走らせ熱意を伝え、何とか撮影を了解

いただきました。その３日後には、今度は、レンタルしたビデオカメラ２台、撮影用ライト、三脚、材料をもってまた京都まで車

を走らせ、一日がかりで撮影させていただきました。撮影に予想外に時間がかかり、帰りのホテルは予約していなかったので、

ファミレスの駐車場でまさかの車中泊。車に積んであった一杯の撮影機材や防具に挟まれて足を折りたたんだまま寝たのは

今となっては良い思い出です。本当に職人さんのご協力無しには実現できなかったと思います。 

 
職人さんとっても大切な技術を公開することに抵抗があったはずです。職人さんは中学を卒業してからすぐに職人の道へ、

今年で職歴としては４２年（！）になるそうです。この DVD から少しでも職人さんの熱意が伝わればと思います。 

 
甲手の修理にはいろいろな方法があります。この職人さんの仕事が唯一のやり方というつもりはありません。ですが大切な事

は新しい技術を学ぶ時には 初に「良い仕事」を見ないと意味が無いということ。独学ではダメです。 初からプロの本物の

仕事を見て正しい方法を学んでいただきたいのです。甲手の修理だけでなく、剣道でもゴルフでも良い師に教えていただく

ことが 短で 善、唯一の道です。 

 
正直、この技術を公開することには悩みました。誰にでもお教えしたい訳ではありません。 
甲手の張替えで生計を立てている人だっているのです。ですが私自身、剣道の稽古をする身として、自分で直した甲手で稽

古をするというのは本当に嬉しいものです。また普段、仕事や勉強で忙しい中、部屋にこもって黙々と甲手の修理をしている

時間も剣道家にとって至福の時間だとさえ思うのです。自分の道具を自分で修理することはとても楽しい事なのです。だから

こそご協力いただいた職人さんには本当に感謝しきれません。 

 
お約束をお願いします。 
この DVD の内容を誰にでも簡単に技術を公開することはお止め下さい。（動画サイトへのアップもご遠慮願います） 
「門外不出」は大切な技術を教えていただいた職人さんへマナー、感謝の意味でも必ずお約束願います。 

 
その代わり、お約束いただける方には精一杯サポートします。 
いくら DVD を見て練習しても上手くいかない方、DVD ではなく実際に職人さんにお会いして教えていただきたい方、 
別途有料にはなりますが、当店にご連絡いただければ今回の職人さんをご紹介させていただきます（職人さんにも了解を得

ています）。DVD を「ハイ、見て終わり」では勿体無いです。私もこのマニュアルを作成した意地とプライドがあります。お金の

問題ではありません。必ずあなたにも技術を習得いただきたく思います。 
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この DVD をご覧いただくと、技術が身につくだけでなく、実際に職人さんが甲手の修理されている様子を見ることができます。

これだけでも大変な価値です。甲手は「手の内を張り替えるより、買い替えた方が安い！」と言われていますが、実際に修理

されている様子をご覧になると大変な作業がお分かりいただけると思います。張替えはどんなに腕が良い職人でも大変な仕

事です。仕事の途中で針が曲がったり、糸が切れたり、そもそも手の内の張替えにはこんなに時間がかかるものなのだとお

分かりいただけるはずです。 

 
恥ずかしながら、店長の私が一人で撮影してきたので画像は悪いです。ピントがぼけている箇所だってあります。 
編集だって私がパソコンでやりました。音切れ、画質、手ブレなどについてはご容赦ください。 

 
それでも是非、DVD の動画で仕事の様子をご確認ください。百聞は一見にしかず。動画の方が分かりやすいです。DVD は

長時間なので冊子を目次代わりにお使いいただき、必要な部分のみご覧いただいてもかまいません。一度見て終わりではな

く、大切な箇所は何度も繰り返しご覧いただくと必ずお分かりいただけるはずです。 

 
余談ですが甲手を修理する際には甲手の持ち方も大事です。必要な箇所は２画面にして片方にアップ画像、もう片方の画

面には全体画像を入れていますのでその部分もご参考ください。 

 
 
やるからにはどうぞ楽しんでください！取り組みが変わります。 

初の一つが仕上がった時には本当に感動モノです！！ 
 平成２７年７月２１日 午後１７時３３分 お店にて 
                                            百秀武道具店 店長 

                                              
 
 著作権について  
当商品は著作権法で保護されている著作物です。 
当商品の著作権は、筆者：宇賀雄一郎に付随します。 
筆者の書面による事前許可なく、 
本商材の一部、または全ての複製・転売・転載・アップロードを禁じます。 

 
 免責事項  
当商品は、筆者の経験や考えをまとめたものであり 
すべての人に同一の効果・影響を保証するものではありません。 
また、当商品の内容に対していかなる損害を受けることになりましても 
発行者・頒布者は一切の責任を負いません。 
すべて自己責任の上、ご使用ください。                                        
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１．古い⼿手の内を取り外します   ＜収録動画５分＞ 

 
 

甲手の修理は必ず甲手が乾いた状態で行います。  

 
 
 

１−１   まずは甲⼿手ヘリの端を千枚通しとプライヤで外します 

 

 
 
 
穴が２個のものと３個のものがあります。どちらも穴にヘリを通して固定していますので千枚通しとプライヤで丁寧に引き抜

きます。 
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１−２   ⼀一般的な外し⽅方 

  

 
１．	 まずは包丁でヘリを「まつってある細い糸」を切り、ヘリを開きます。 
 
 

 
２．ヘリが開いたところで、 手でヘリ革を引っ張りながら、「ヘリ革を固定している太い糸」を包丁で切ります。 
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３．これでヘリ革は取れましたが、まだ手の内の革が付いたままです。 

後に、手の内を取り付けている太い糸を切って外していきます。 
 
 
 
 
 
 

この方法は「ヘリのまつり糸」「ヘリを止めている太い糸」「手の内を止めている糸」とそれぞれ３回も

糸を切っている必要があるので時間と手間がかかります。ただ、甲手の作り、仕組みを理解するの

には良い方法です。  
 
ただ仕事としては次の職人さんの外し方の方が早くて楽です。  
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１−３   職⼈人さんの外し⽅方 

  

 
 
 
１．まず大胆にハサミで手の内に２箇所切り目を入れます。目的は手の内を開いて甲手の内部の作業をダイレクトにしやす

くすることです。親指側。 
 
 

 
 
２．人差し指〜小指側にも同様に切り目を入れます。 
 



【自分で出来る！手の内張替えマニュアル／百秀武道具店】 
 

 10 / 60 無断転載・複製を禁ず 百秀武道具店 
 

 
 

３．	 手の内に見事な切り目が・・・・ 
 
 

 
 
４．これでダイレクトに「手の内を止めている太い糸」を切ることが可能になりました。（この解説は動画をご覧頂いたほうが分

かりやすいです） 
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５．この方法なら手の内に甲手ヘリが付いた状態で一気に手の内を取り外すことができます。（３度の手間が１度で済みま

す） 
 
まつってある細い糸は付いたまま手の内が外れます 
 
  
 
 

直接手の内を固定している糸を切ることで効率よく手の内を外せます  
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１−４   余計な⽷糸はプライヤで取り除いておきます 

 
 

 
 
この一手間で仕上がりがきれいになります。 

 
※飛び散った糸は掃除機でこまめに吸って仕事場はきれいにしておきましょう。 

 
 
 

手の内を外した際に、甲手頭の内側に穴が空いていることも多いです。手の内を外したこのタイミン

グで穴を塞いでおくのが一番。大人の甲手も子供の甲手も仕事の内容は同じです。  

 
 

  



申し訳ありませんが、

サンプル版はここまでです！

是非ご注文ください！

張替えが自分でできるようになると

本当に楽しいですよ！

※ダウンロード版はサンプル材料は付きません


