
30名様からご回答（33名中）
製品に関してのご意見・ご感想 MuthosHomuraからの回答

1 カッコいいです。大満足です。早くキャンプで使ってみたいです。 嬉しいご感想ありがとうございます。キャンプの友として末永くご愛用ください。

2
実用品、コレクションアイテム両方を兼ね備える見た目で大変良い物だと思いました。

ナイフ自体は勿論ですが、未使用時でも所有感を堪能できる工芸美を目指した製品となります。
お喜びの声が聞けてスタッフ一同嬉しく感じております。

3

ナイフの品質は素晴らしいと思います。とても高級感があり、仕上げもさすが三条産の出来です
ね。購入してよかったです。個人的には、もう少し刃渡りが⾧い方がよかった(２～3cmくらい)
のと、重心が後5mmほど刃先側にあった方が良いかなと思いました。重心がグリップ側にありま
すね。

刃渡りについては今後ロングバージョン（17cm弱:Bravo1.5相当）の展開試作開始しました。
重心については柄の内部をくり貫くことでの刃先側重心も検討したのですが内部空間があること
での破損や水が溜まることでの木柄腐食などを懸念して柄部分の軽量化を敢えて行わない仕様と
なったためグリップ重心となっております。

4

ナイフの刃先が面ごとに違う発想が面白い、バトニングで使ってみたい。発送の箱も豪華でびっ
くりした。

お喜びの感想、ありがとうございます。特にフェザリングに特化した初期設計なのですが、鉈や
斧よりもバトニングで使いやすいというご感想多く戴いております。極厚刃と２面刃の効果は絶
大のようです。是非実践でご活用ください。

5 末永く使えそう。所有感がある。 持つことへも喜びを感じられる設計意図があり、設計者冥利に尽きます。

6

木箱が取り出しにくい（蓋が開けにくい）、シースの色が濃い（黒い）方が良かった、柄と刃⾧
のバランスでもう少し刃の方が⾧いとカッコ良いと思う、の３点以外全て良い。

木箱についてはフィット感重視となるため取り出し時にはご不便お掛けします。シースについて
は今後別仕様追加も検討しております。Long刃バージョンの展開ご期待ください。

7

ナイフは非常に満足感の高い完成度になっていた。シースは細部が少し雑（神経質でなければ感
じない程度）で軽量化を目指してるキャンパーには少し嵩張ることがネックになるか。

ナイフの高い評価、ありがとうございます。シースに関しては標準品としては無骨かつ肉厚の耐
久面を重視した仕様となることご了承ください。使えば使うほど味が出てきます。

8

厚みのあるフルタングと美しい異形の刃がとても素敵です。2本買って1本観賞用にすれば良かっ
たかなと思いました。シースは素材、デザインに意気込みを感じますが実用的には少し華美で
もったいない。普段使い出来る汎用シースがあればそちらを利用します。

お褒めの言葉ありがとうございます。観賞用としての付加価値もくみ取っていただき、設計冥利
に尽きるご感想いただき感謝いたします。シースについては実用性のあるものは耐久面の懸念
あったことから、弊社考えとしましては耐久性かつ本物仕様を最初に提供することで、実用では
汎用仕様も選べる方がご購入者様へのメリットがあると考えた設計となります。本格シースは
オーダーメイドでしか作ることが難しいための拘りとなります。

9

価格は高いが物の良さを感じる。シースに入れたとき刃と反対側に力がかかった状態だとシース
から抜けてしまい危なさがある。また、抜けるときナイフを止める帯が切れてしまう。

シースについてはダブルストッパーとなり、充分に開放した上での出し入れをお願い致します。
本ナイフの形状としましてシース保管時の固定が難しい（ナイフ輪郭が引っ掛かる凹凸少ない）
ため、様々検討と工夫した上でのダブルストッパーとなります。

10
ずっしりとした重量感があって、使うのが楽しみです。

重量があり、非常に切れることから落下時の怪我だけは十二分にご注意いただきお楽しみいただ
けると幸いです。

11 とても満足しています、 嬉しいお言葉ありがとうございます。

12

デザイン、重量、感触が全て期待以上です。購入してよかったです。皮のケースも良い色になる
よう使い込んでいきたいです。

インターネットでの実物を見ないで購入する昨今ですが、期待以上とのご感想いただき大変嬉し
く思っております。今後も末永くご愛用いただけると幸いです。



製品に関してのご意見・ご感想 MuthosHomuraからの回答

13

ナイフはあくまでも道具であるので飾りつけた美しはいらない。その点このナイフは機能性とそ
れに裏付けされた機能美が美しいと思う。欲を言えば人差し指の置き所にひと工夫あると嬉し
い。手の大きさにもよるが、小指の位置をハンドルの窪みに合わせると、人差し指がかなり刃に
近いので、人差し指の置き所に工夫があっても良いと思います。

本製品の機能美の評価いただきありがとうございます。ハンドル部分については設計時悩んだ部
分となります。様々な体格の方に対してできるだけ１つの形状で正解とするためユニバーサルデ
ザインの考えを取り入れ、ハンドル形状の試作を重ねた経緯あります。最終的には極力流線形と
することが誰にとっても握りやすい形であったため本形状となりました。

14
独特なフォルムがステキですし、重量感がいい

ご評価いただきありがとうございます。あくまで刃が主体ですが、柄との一体感も持たせた　金
属6:木柄4という比率のデザイン設計となっております。

15

大変満足な商品が届きました。待っている間の期待通りで大変満足しています。まだ実戦投入は
していないので楽しみです。

大変ご満足していただき製造者冥利に尽きます。見ても良し、使っても尚良しの本製品、是非と
も更なる喜びを感じて戴けたら幸いです。

16
使うのが勿体無いですね。メンテの方法や研ぎ方の方法もアップして欲しいデス

3月中にメンテ方法や研ぎ方の動画を弊社Youtubeチャンネルでご案内致します。特にConvex側
は硬い砥石での磨きはせずに、皮砥での磨きを推奨しております。

17

ハンドルの握り具合フィット感について、指一本ずつを意識した形状が好みです。シースはフ
ラップを閉じていてもナイフが取り出せてしまいます、少し緩いです。総じて満足しています。

本ナイフの形状としましてシース保管時の固定が難しい（ナイフ輪郭が引っ掛かる凹凸少ない）
ため、様々検討と工夫した上でのダブルストッパーとなります。少し緩い点についてはご了承お
願い致します。

18

未使用なのに鋼部分の背面に傷がありました。そういう仕様ではないと思われたので「ナイフ本
体」については、低い評価としました。

大変申し訳ございませんでした。傷の大きさや深さなども気になるため、交換のご案内差し上げ
させて戴いております。製品については全数外観とペーパー切断テストを実施してから梱包おこ
なっておりますが、不手際ありまして申し訳ございませんでした。

19

まさに最新技術によって生み出されたナイフと感じました。ナイフ自体とても頑丈で非常に美し
い。研ぎも完璧で大満足です。ありがとうございました!

お褒めの言葉ありがとうございます。工業製品として安定供給できるなかで、本物をとことん追
求した製品となっております。末永くご愛用いただけると幸いです。

20
重厚感があり、所有欲を満足させてくれます。アウトドアで使うのがもったいない位。

アウトドアで使わない時間も楽しんでいただける仕様となっております。使うのがもったいない
とのこと、製造者として工芸美を評価いただけて幸せです。

21 良いナイフです 嬉しいお言葉ありがとうございます。

22

まだ キャンプを始めたばかりですが  1本しっかりしたナイフが欲しかったので 今回YouTubeで
FUKUさんのペグハンマーを購入してとてもいい商品だったので ナイフも紹介していたので とて
も気になりました 本当に使い込んで行く内に自分の物にしていきたいです 少しグリップが太く感
じますがこれから使い込んでいい物にしたいです 交換用やまた違ったグリップが出る事を楽しみ
にしています

Fukuさんの『ソロハンマー.S』に続き、弊社製品ご購入いただき誠にありがとうございます。グ
リップ太さに関しましては個人差（手の大きさ）に左右されるため、ジャストフィットではな
かったようで申し訳ございません。今後交換グリップの展開行って参りますが、細目バージョン
も検討させていただきます。

23 握った感じが、WEB画像の見た目より良かった WEB＜実物とのこと、嬉しい限りです。

24
注文時より色々と改良されていて更に良くなっていた

試作と量産では制約や数を作って初めてわかる不具合などもあり、仕様変更多々あり申し訳ござ
いませんでした。いずれも改良という形で終えることができたと思っております。

25

試しにバドニングに使用しましたが、斧より楽に割ることが出来ました!大切に使用させていた
だきます。

２面刃+極厚刃がバトニングに最適とのお声も戴いております。斧と違って振り下ろさないで開始
できるバトニングで安全かつ楽しいキャンプにお役立ていただけると幸いです。



製品に関してのご意見・ご感想 MuthosHomuraからの回答

26

パラコードをつけたかったので、パラコードをつけるとディスプレイボックスに入りにくいのが
少し気になりました。シースはジャストフィットで良かったのですが、腰にかけながらはややキ
ツイかと感じました。そのうち馴染むかもしれませんので使い込んでみます!

ディスプレイボックスはウレタンとなっております。もし常時パラコードを付けるようでしたら
ウレタンに切込みを入れてパラコードありでも保管できる形にカスタマイズいただけると幸いで
す。シースは育てていく製品ですので、馴染む前は硬さが強いかもしれません。

27
カッコいいです。キャンプで使うのに自慢の逸品です。満足してます。

ありがとうございます。是非キャンプで使って周りの人にも自慢（宣伝）していただけるとあり
がたいです。

28

製品は大変良いです。もう少しお求めやすいと嬉しいですが。
本製品は、人によっては過剰とも思える細部までトコトン拘った本物を目指しました。価格につ
いては決してお求めやすい価格とはなりませんでしたが、ご購入されて後悔しないような製品の
質をご提供しておりますので今後とも宜しくお願い致します。

29

使い勝手が良く満足です。コンベックス側のアールが絶妙で、革砥でのストロップで簡単にタッ
チアップ出来ます。

Convexで充分なRを出すために極厚ブレードとなった経緯があり、ご満足いただけて大変嬉しい
です。

30

ナイフ自体はとてもいいですが、ディスプレイボックスはオプションでいいかな。あと、シース
も腰に掛けられなくていいので、もう少しシンプルな物の方が嬉しいです。

貴重なご意見いただき誠にありがとうございます。ディスプレイボックス、シースに関しまして
は、初期の購入段階で弊社が考える本物かつ最上のものがすべて揃っているパッケージングをコ
ンセプトとしておりますことご理解いただければ幸いです。



21名様からご回答（33名中）
ECサイト・サービスに関してのご意見・ご感想 MuthosHomuraからの回答

1 満足してます。 嬉しいお言葉、誠にありがとうございます。

2
ナイフのを使用してのバトニングや調理、メンテナンスの動画。ナイフ砥ぎなどのサポート窓口
の充実を希望します。

動画に関してはメンテナンス動画を追加する予定です。サポート窓口など、今後充実するよう対
応して参ります。

3
特に不満はありません。ただ、メッセージの「ご支援者各位様」の表現が気になりました。「ご
支援者各位」が正しい表現です。「各位」には、様や殿の敬称が含まれていますので、重複とな
ります。

敬称に関するご指導・ご鞭撻いただきありがとうございます。皆様に不快とならないよう丁寧に
丁寧を重ねた結果、間違った日本語となっておりました。この度のご指摘含めまして、不慣れな
点や不適切な表記あればすぐに直してまいりますので今後ともMuthos Homuraを宜しくお願い致
します。

4 会員向けサイトが４月からって、ちょっと遅く感じる 誠に申し訳ございませんが今暫くお待ちいただけますよう宜しくお願い致します。

5
メンバーシップカード裏のQRコードではメンバーサイトに飛べない。又は、まだ環境が整ってい
ない?いつ頃メンバーサイトは稼働するのか

誠に申し訳ございませんが、4月OPENとなるよう現在制作⇒修正とブラッシュアップの最中とな
ります。OPEN時にはMakuakeご購入者様へはアナウンスさせていただきますので、今暫くお待
ちいただけますよう宜しくお願い致します。

6 ナイフビギナーのために使い方、メンテナンスサービスの案内をお願いします。 3月中に動画配信予定となります。

7 刃の研ぎはお願いしたいと思っています。 ご用命お待ちしております。

8
マクアケを初めて利用したが、途中経過などを常に知らせてくれるので安心して購入できる。ま
た魅力的な商品があれば利用したい。

ありがとうございます。今後も他社にはない本物を世に出してまいりますのでご期待ください。

9
まだ、利用してないのでなんとも言えないが、カスタムハンドルや刃研ぎ等利用したいと思いま
す。

ありがとうございます。カスタムについては今後展開してまいりますので、楽しみにしてくださ
い。

10 特にありません ありがとうございます。

11 途中経過もメールで連絡してくれていたので大変満足しています。 嬉しいお言葉、誠にありがとうございます。

12 内容は充分だと思います。 嬉しいお言葉、誠にありがとうございます。

13 特にありません。 ありがとうございます。

14 大満足! 嬉しいお言葉、誠にありがとうございます。

15
メンバーズサイトの事がよくわからない。どこでIDとパスを入れるのでしょうか。会員専用ペー
ジが有るようですがどこ?

誠に申し訳ございませんが、4月OPENとなるよう現在制作⇒修正とブラッシュアップの最中とな
ります。OPEN時にはMakuakeご購入者様へはアナウンスさせていただきますので、今暫くお待
ちいただけますよう宜しくお願い致します。

16
まだ 使って無いので でも使う内に色んな疑問や修理が出るかもしれないので メーカーがサポー
トや相談先があるのは安心しました

弊社ECサイトよりお問い合わせいただければサポート致しますのでご活用ください。（土日はお
休みとなりますので返信遅くなる場合ございますことご了承お願い致します）

17 new　item等の情報発信 新商品の情報についても会員サイトで展開していく予定です。

18 内容もわかりやすく良いと思いました。 嬉しいお言葉、誠にありがとうございます。

19 大満足です。 嬉しいお言葉、誠にありがとうございます。



ECサイト・サービスに関してのご意見・ご感想 MuthosHomuraからの回答

20 製品説明が親切でわかり易い
嬉しいお言葉、誠にありがとうございます。今後も皆様の一助となるサイト、サービスの展開お
こなって参りますので応援よろしくお願いいたします。

21 使ったことがありません。
カスタム、アフターサービスなど展開おこなってまいりますので、ご活用いただけると幸いで
す。



27名様からご回答（33名中）
今後のMuthos Homuraに関するご要望（ほしい製品など） MuthosHomuraからの回答

1 手斧やナタとか欲しいですね。
現在AXE、ノコギリ機能を付与できるマチェットを試作中ですので、今後の展開にご期待くださ
い。

2
カスタムパーツ、メンテナンス商品など。
キャンプで使う手斧、ノコギリ。

メンテナンス用品については基本的には既製品をお勧めさせていただく予定です。カスタムパー
ツ、新製品（AXE、ノコ機能付マチェット）なども展開していきます。

3
もう少し刃渡りの⾧いナイフが欲しいです。またシースは皮がもう少し薄くて、ベルト通しの部
分がボタンで開閉でき、ベルトを嵌めたまま着脱可能だと良いと思いました。

現在刃渡り17cm近いロングタイプの試作をおこなっております。展開ご期待ください。シースに
ついてのご意見ありがとうございます。製作ロットの兼ね合いもありますが、今後の展開時の参
考とさせていただきます。

4 フォールディングナイフ 現時点では優先アイテムとはなっておりませんので、今後の検討リストには追加しておきます。

5 鉈、焚き火台を作ってほしい。
焚火台については構想中となります。市場に他社製品が溢れる中での差別化できる商品が生み出
せるかどうか、今後の展開にご期待ください。

6
交換用の柄、同シリーズでのキャンプ用品展開（テーブルやシェラカップ、焚き火台などロゴが
カッコ良いので…）

ブランドロゴマークについて気に入っていただき嬉しい限りです。弊社ブランドの独自シェラ
カップなども現在試作中となります。今後の展開にご期待ください。

7 鉈、包丁 包丁については今年中には販売を予定しておりますのでご期待ください。

8
コンパクト・軽量かつ洗礼されたデザインのキャンプギア。コレクター心をくすぐられるデザイ
ンのギアを楽しみにしています!

軽量化についても重要なファクターと捉え、商品開発おこなっております。他に埋もれることが
ないような良い意味で尖った製品も展開して参りますのでご期待ください。

9
グリップスワニー等、グローブメーカーとのコラボや和歌山のオレンジさんとの企画展開など、
今後のご活躍を期待しています。

コラボ商品などに関しては現時点では全くの白紙となりますが、皆様が誇れるようなブランドと
なるべく、日々精進して参ります。

10 大型のナイフや斧など 両アイテムとも試作中ですので、今後の展開にご期待ください。

11 ソムリエナイフ 現時点では優先アイテムとはなっておりませんので、今後の検討リストには追加しておきます。

12
焚き火台。FIREBOXのような機能性重視で無骨だがデザインが洗練されたものや、AUTEC CAMP
のTRY AND GRILLのようなソロ特化の安っぽく無い焚き火台が出たら購入を検討すると思いま
す。

焚火台については構想中となります。市場に他社製品が溢れる中での差別化できる商品が生み出
せるかどうか、今後の展開にご期待ください。

13 特にありません ありがとうございます。

14 同じシリーズで手斧を出してくれたら揃えたいと思いますね。
AXEは2023年中に少量でも発売までもっていきたいと思っておりますので、今後の展開にご期待
ください。設計はナイフの異形刃とは異なり、対称刃となります。

15 いろいろな物を出してください がんばります!期待していてください。

16 今のところ本品で満足しています。 嬉しいお言葉ありがとうございます。

17
今回のナイフでほとんどの場面に対応できるかもなのですが、手斧や鉈、折り畳み式の円匙が出
れば検討したいと思います。

AXEとマチェットは試作中となります。鉈に関しましては本製品と用途が被ることから、鉈では
なく更に⾧いマチェットを検討しております。

18 ナイフの柄の種類を増やして欲しいです。ブラック希望です。 ナイフの柄オプションについては今後のカスタムで展開検討させていただきます。

19 今回購入のナイフを生涯の1本にしたいので、今後のメンテ等よろしくお願いします。
嬉しいお言葉ありがとうございます。メンテナンス動画含めましてサポート致しますので宜しく
お願い致します。

20 これからも FUKUさんとのコラボ楽しみにしています 欲しい商品はフライパンですかね
コラボ商品などに関しては現時点では全くの白紙となりますが、皆様が誇れるようなブランドと
なるべく、日々精進して参ります。カトラリーや調理器具関係もいずれ展開して参りますのでご
期待ください。



今後のMuthos Homuraに関するご要望（ほしい製品など） MuthosHomuraからの回答

21 一生物のアイテムの充実を希望
拘り抜いた一生物のアイテムを今後もご提供して参ります。皆様へ自信をもってご提供できるま
でには試行錯誤が他社の数倍もかかるためスピード面では遅くなってしまいますが、末永く弊社
ブランド応援いただけると幸いです。

22 これからも他にはない唯一無二の商品を期待しています!
嬉しいお言葉ありがとうございます。他に埋もれることがない、唯一無二の本物を今後も提供し
て参りますので応援宜しくお願い致します。

23 メンテナンス方法のサイトや動画があるとありがたいです。 3月中に動画配信予定となりますので今暫くお待ちください。

24 もう少し刃渡りのある製品もほしいと思います。
Bark River KnivesのBrabo1.5相当のナイフを企画中です。刃形状はProminence MH-001と同
様に左右非対称刃となります。

25 手斧とか、ナタとかほしいです。
AXEとマチェットは試作中となります。鉈に関しましては本製品と用途が被ることから、鉈では
なく更に⾧いマチェットを検討しております。

26 貴社の現在の開発姿勢での製品企画に期待しています。 嬉しいお言葉いただき、誠にありがとうございます。

27 今回のナイフのような拘った製品を期待しています。 今後も拘り抜いた製品開発行って参りますのでご期待ください。


