
 
令和 4年 4月吉日 

お得意先 各位 

土牛産業株式会社 

 

鍛造製品のステンレス、ブロンズ製品の一部再開のお知らせ 

拝啓 貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

さて、この度一時製造中止しておりました鍛造製品のステンレス、ブロンズ製品の一部再開をご案内させて

頂きます。 

新型コロナウィルスによる環境の激変に起因して、生産の安定を図る為に一時期製造中止しておりました

が、受注条件を一部変更いたしましてステンレス、ブロンズ製品の部分的再開をさせていただきます。 

生産の回復に向けて全社を挙げて取り組んでおります。お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご

理解賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

1. 再開対象製品 

■ ハンマー 

ブロンズグラス八角玄能    225g／300g／375g／450g  ※頭のみも含む 

ステンレス舟手玄能       小小／小／中／大         ※頭のみも含む 

ブロンズ舟手玄能         小小／小／中／大         ※頭のみも含む 

ステンレススチールパネ    小 すべり止／小 すべり無／中 すべり止／中 すべり無 

■ バール 

ブロンズインテリア用バール 200mm V型／平型 

 

2. 再開時期       令和 4年 5月 23日(月)より 

 

3. 受注条件       受注生産 

※調達、生産状況、ご注文のタイミングにより、受注後、1か月～3か月掛かる場合がございます。 

 

4. その他 

上記以外のステンレス、ブロンズ製品につきましても、再開準備が整い次第、あらためてご連絡申し上げ

ます。 

以上 

 



R4.4現在

■再開になる対象製品

　令和4年5月23日（月）より一時製造中止しておりました下記製品を再開いたします。

カタログ 品名 品番 カタログ 品名 品番

大工道具P.7 ステンレス スチールパネ　中　無 00607 大工道具P.12 ステンレス 舟手玄能　小 00281

大工道具P.7 ステンレス スチールパネ　中　止 00608 大工道具P.12 ステンレス 舟手玄能　中 00282

大工道具P.7 ステンレス スチールパネ　小　無 00609 大工道具P.12 ステンレス 舟手玄能　大 00339

大工道具P.7 ステンレス スチールパネ　小　止 00610 大工道具P.13 ブロンズ グラス柄八角玄能　２２５ｇ 81006

大工道具P.12 ブロンズ 舟手玄能　小小 80318 大工道具P.13 ブロンズ グラス柄八角玄能　３００ｇ 81007

大工道具P.12 ブロンズ 舟手玄能　小 80319 大工道具P.13 ブロンズ グラス柄八角玄能　３７５ｇ 81008

大工道具P.12 ブロンズ 舟手玄能　中 80320 大工道具P.13 ブロンズ グラス柄八角玄能　４５０ｇ 81009

大工道具P.12 ブロンズ 舟手玄能　大 80338 大工道具P.27 ブロンズ インテリア用バール　２００　Ｖ型 01291

大工道具P.12 ステンレス 舟手玄能　小小 00280 大工道具P.27 ブロンズ インテリア用バール　２００　平型 01292

※調達、生産状況、ご注文のタイミングにより、受注後、1か月～3か月掛かる場合がございます。

■一時製造中止品

　下記製品は、現在一時製造中止しております。恐れ入りますが、再開準備が整い次第、あらためてご連絡申し上げます。

カタログ 品名 品番 カタログ 品名 品番

大工道具P.8 ステンレス 角柄グラスパネ　中　無 00427 大工道具P.13 ステンレス 八角玄能　３００ｇ 00665

大工道具P.8 ステンレス 角柄グラスパネ　中　止 00428 大工道具P.13 ステンレス 八角玄能　３７５ｇ 00666

大工道具P.8 ステンレス 角柄グラスパネ　小　無 00429 大工道具P.13 ステンレス 八角玄能　４５０ｇ 00667

大工道具P.8 ステンレス 角柄グラスパネ　小　止 00430 大工道具P.13 ステンレス グラス柄八角玄能　２２５ｇ 01044

大工道具P.9 ステンレス リトルパネ　無 00161 大工道具P.13 ステンレス グラス柄八角玄能　３００ｇ 01244

大工道具P.9 ステンレス リトルパネ　止 00162 大工道具P.13 ステンレス グラス柄八角玄能　３７５ｇ 00262

大工道具P.9 ステンレス ミニパネ　無 00605 大工道具P.13 ステンレス グラス柄八角玄能　４５０ｇ 00263

大工道具P.9 ステンレス ミニパネ　止 00606 大工道具P.14 ステンレス 両口玄能　小小 00270

大工道具P.9 ステンレス エルパネ　無 00288 大工道具P.14 ステンレス 両口玄能　小 00271

大工道具P.9 ステンレス エルパネ　止 00289 大工道具P.14 ステンレス 両口玄能　中 00272

大工道具P.10 ブロンズ 技４５０　中　無 01060 大工道具P.14 ステンレス 両口玄能　大 00273

大工道具P.10 ブロンズ 技４５０　中　止 03229 大工道具P.14 ステンレス パイプ柄ブリキヤ鎚　１８ｍｍ 03581

大工道具P.10 ブロンズ 技４５０　小　無 01062 大工道具P.14 ステンレス パイプ柄ブリキヤ鎚　２１ｍｍ 03582

大工道具P.10 ブロンズ 技４５０　小　止 03232 大工道具P.24 ブロンズ 技（頭のみ）　中　無 01064

大工道具P.10 ブロンズ 技６００　中　無 01061 大工道具P.24 ブロンズ 技（頭のみ）　中　止 03228

大工道具P.10 ブロンズ 技６００　中　止 03230 大工道具P.24 ブロンズ 技（頭のみ）　小　無 01065

大工道具P.10 ブロンズ 技６００　小　無 01063 大工道具P.24 ブロンズ 技（頭のみ）　小　止 03231

大工道具P.10 ブロンズ 技６００　小　止 03233 大工道具P.24 ステンレス 技（頭のみ）　中　無 03209

大工道具P.10 ステンレス 技４５０　中　無 03211 大工道具P.24 ステンレス 技（頭のみ）　中　止 03210

大工道具P.10 ステンレス 技４５０　中　止 03212 大工道具P.24 ステンレス 技（頭のみ）　小　無 03215

大工道具P.10 ステンレス 技４５０　小　無 03213 大工道具P.24 ステンレス 技（頭のみ）　小　止 03216

大工道具P.10 ステンレス 技４５０　小　止 03214 大工道具P.24 ステンレス リトルパネ（頭のみ）　無 00159

大工道具P.10 ステンレス 技６００　中　無 03224 大工道具P.24 ステンレス リトルパネ（頭のみ）　止 00160

大工道具P.10 ステンレス 技６００　中　止 03225 大工道具P.24 ステンレス ミニパネ（頭のみ）　止 00363

大工道具P.10 ステンレス 技６００　小　無 03226 大工道具P.24 ステンレス ミニパネ（頭のみ）　無 00364

大工道具P.10 ステンレス 技６００　小　止 03227 大工道具P.24 ステンレス エルパネ（頭のみ）　止 00361

大工道具P.11 ステンレス 金鎚　２４ｍｍ 00276 大工道具P.24 ステンレス エルパネ（頭のみ）　無 00362

大工道具P.11 ステンレス 金鎚　２７ｍｍ 00277 大工道具P.24 ステンレス 両口玄能（頭のみ）　小小 00346

大工道具P.12 ブロンズ 舟手玄能　２１ｍｍ 80316 大工道具P.24 ステンレス 両口玄能（頭のみ）　小 00347

大工道具P.12 ブロンズ 舟手玄能　２４ｍｍ 80317 大工道具P.24 ステンレス 両口玄能（頭のみ）　中 00348

大工道具P.12 ステンレス 舟手玄能　２１ｍｍ 00278 大工道具P.24 ステンレス 両口玄能（頭のみ）　大 00349

大工道具P.12 ステンレス 舟手玄能　２４ｍｍ 00279 大工道具P.24 ステンレス 八角玄能（頭のみ）　２２５ｇ 00636

大工道具P.12 ブロンズ 下腹鎚　２４ｍｍ 81146 大工道具P.24 ステンレス 八角玄能（頭のみ）　３００ｇ 00637

大工道具P.12 ブロンズ 下腹鎚　２７ｍｍ 81147 大工道具P.24 ステンレス 八角玄能（頭のみ）　３７５ｇ 00638

大工道具P.12 ブロンズ 下腹鎚　小 81148 大工道具P.24 ステンレス 八角玄能（頭のみ）　４５０ｇ 00639

大工道具P.12 ブロンズ 下腹鎚　中 81149 大工道具P.24 ステンレス 舟手玄能（頭のみ）　２１ｍｍ 00350

大工道具P.12 ブロンズ 下腹鎚　大 81150 大工道具P.24 ステンレス 舟手玄能（頭のみ）　２４ｍｍ 00351

大工道具P.12 ブロンズ 下腹鎚　大大 81159 大工道具P.24 ステンレス 舟手玄能（頭のみ）　小小 00352

大工道具P.12 ステンレス 下腹鎚　２４ｍｍ 00411 大工道具P.24 ステンレス 舟手玄能（頭のみ）　小 00353

大工道具P.12 ステンレス 下腹鎚　２７ｍｍ 00412 大工道具P.24 ステンレス 舟手玄能（頭のみ）　中 00354

大工道具P.12 ステンレス 下腹鎚　小 00413 大工道具P.24 ステンレス 舟手玄能（頭のみ）　大 00337

大工道具P.12 ステンレス 下腹鎚　中 00414 大工道具P.24 ステンレス 金鎚（頭のみ）　２４ｍｍ 00344

大工道具P.12 ステンレス 下腹鎚　大 00415 大工道具P.24 ステンレス 金鎚（頭のみ）　２７ｍｍ 00345

大工道具P.13 ブロンズ 八角玄能　２２５ｇ 80983 大工道具P.24 ステンレス 下腹鎚（頭のみ）　２４ｍｍ 00356

大工道具P.13 ブロンズ 八角玄能　３００ｇ 80984 大工道具P.24 ステンレス 下腹鎚（頭のみ）　２７ｍｍ 00357

大工道具P.13 ブロンズ 八角玄能　３７５ｇ 80985 大工道具P.24 ステンレス 下腹鎚（頭のみ）　小 00358

大工道具P.13 ブロンズ 八角玄能　４５０ｇ 80675 大工道具P.24 ステンレス 下腹鎚（頭のみ）　中 00359

大工道具P.13 ステンレス 八角玄能　２２５ｇ 00664 大工道具P.24 ステンレス 下腹鎚（頭のみ）　大 00360

カタログ掲載品についてのお知らせ


