


F■〕《L  ど務多 FX AIRCUNS(FXエ アーガンズ)

FX AIRG∪ NS AB社は、1999年 6月に設立された空気銃メーカーです。

大好評のボブキャットが改良され「ボブキャットマーク2」 に進化しました。最大の特徴はレギュレーター付に
なり、弾速が残圧に関係なく一定になつたことです。実射テストでも高い精度が報告されています。

ダストカバー付の注入□や引き易くなつた
レバー等、綱かい部分も改良されています。

from SWEDEN

FXボブキャットマーク2

ライトでコンパクトな
5.5mmモデル

FXボブキヤットマーク2

FX 30BC■7 MK2
標準ポンプ付¥498ヮ 000※

FRPタンク、MDEアダプター付 ¥607ヮ 000※
※スコープは別売りです。

この全長でも銃身は長いまま !

ドロップの少ない弾道で使い易さ抜群 !

F×ボブキャットマーク2(55mm)の標準仕様

●5 5mm/全長:84 5cm、 銃身長:62 3cm、 重量3フ kg

プレチャージ式、34/20/1 2ft/bs、 5連発

推奨弾 18グレイン
※データは目安です。

FX 30BC■7 MK2
標準ポンプ付 ¥498り 000※重量感漂う

6.35mmモデル FRPタンク、MDEアダプター付 ¥607り 000※

※スコープは別売りです。

FXボブキャットマーク2(6 35mm)の 標準仕様

●6 35mm/全長:94フ cm、 銃身長:フ 2 6cm、 重量4 0kg

プレチャージ式、48/24ft/lbs、 5連発

推奨弾254グレイン
※データは目安です。

TOKYO」UHOオリジナリレ

ポブキャット専用銃カバー

猟場での移動時に必要な防水ナイロン製の銃カバーです。
特徴のある形をしているボブキヤット用に作りました。

スコープを付けていても少し大きめに作つてありますので、

楽に入ります。ゴムバンド付。韓国製。100cm× 50cm

TOKYO」UHOオリジナリレ

ポブキャット専用銃ケース

FXボブキャットがスコープ付でぴつたり収まるケースです。

全面パッド入りですので衝撃から銃を保護します。

便利な小物入れポケット、ショルダーストラップ付。韓国製。

¥3,800

●55mm用
90cm×40cm

¥12,000

●6 35mm用
100cm×41cm
¥14,000

プレチャージ式空気銃には、危険な高圧ガスが使用されているため、正規部品と正しいメンテナンスサポートが必要です。また、日本

向けに特別生産された製品と他国向け製品の規格は異なり、並行個人輸入品はメーカー保証が受けられないだけでなく、メーカーのPL保険適用対象外となる場

合があります。こ購入の際には、くれぐれも御注意下さい。また中古銃をお求めの際には弊社保証対象品であるかは、銃No等を銃砲店にお問合せ下さい。
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FXロ イ ヤ リレ 3505.ら mmモ デル
FXロイヤル250をアップグレードしたモデリレです。
シリンダー容量の増大に伴い、発射弾数の増加と
弾速の安定化が実現されました。

日本特注モデル
充分なパワーと発数を可能に!

FXロイヤリレ3506.35mmモデル
強力なパワーを求める方にオススメのモデルです。

最大限に増量されたシリンダーでエアをたくさん消費する

6.35mmでも従来のモデルより有効発射段数も多くなつています。

55mm

FXロイヤル350(55mm)モ デルの標準仕様

●5 5mm/全長:110 8cm、 銃身長:68 0cm、 重量3 2kg
プレチャージ式、37/20/1 3ft/bs、 5連発

推奨弾 18グレイン

※データは目安です。

FX■OyALE 350
¥435ヮ 000※

¥544フ 000※
※スコープは別売りです。

標準ポンプ付

FRPタンク、MDEアダプター付

a35mm

FX■OYALE 350
¥445,000※
¥554,000※

※スコープは別売りです。

標準ポンプ付

FRPタンク、MDEア ダプター付

F×ロイヤル350(6 35mm)の標準仕様

●6 35mm/全長:115cm、 銃身長:フ 2 3cm、 重量3 55kg

大

更 尋 ぁ        

で

 1霧 基 婁 葬
賃

/1 4ft/1bSヽ 5連発

FXグラディエーターマーク2
エアライフルのレギュレーターは、シリンダーと発射バルプの間に

設けることにより、弾速を一定に保つ機能があります。ブレチャー

ジ式で|よ残圧による弾速の差が抑えられるため安定した弾速がよ
り多く得られるメリットがあります。パワー調整付。

エアレギュレーター付属 !

安定した弾速を追求

FX GユДDJ■70F‖K2
標準ポンプ付 ¥485,000※

FRPタンク、MDEアダプター付 ¥594り 000※
※スコープは別売りです。

※頑強な構造上バレルアタッチメントは必要ありません。

F×グラディエーターマーク2レギュレーターモデルの標準仕様

●55mm/全 長:112 8cm、 銃身長:68 0cm、 重量4 05kg
プレチャージ式、36/20ft/lbs、 5連発

推奨弾 16または 18グレイン

※データは目安です。
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酵締s FX AIRCUNS(FXエ アーガンズ) from SWEDEN

FXサイクロン
パワー、命中精度、操作性……すべてを高次元でバランス

させた輸入空気銃人気ナンバーワンモデルです。非常に

安定した初速が命中精度につながつています。全天候型

55mm/45mm

FX CycLONE
標準ポンプ付  ¥385,000※

FRPタンク、MDEアダプター, ¥494,000※
※スコープは別売りです。

シンセティックストックです。

FXサイクロン ウッド
人気のFXサイクロンの高級ウォールナットストック仕様で

す。主な仕様はFXサイクロンと同じです。シンセティック銃

床より、全長が9mm長く、重量が約200g重くなります。

FXサイクロンの標準仕様

●55mm/全 長:103cm、 銃身長:60 7cm、 重量2 8kg

プレチャージ式、35/20/1 2ft/lbs、 5連発

●45mm/全 長:103cm、 銃身長:60 7cm、 重量2 8kg

プレチャージ式、20/12/8ft/bs、 5連発

推奨弾 16または18グレイン

※データは目安です。

標準ボンプ付

FRPタンク、MDEア ダプター付

FX CycLONE W00D
¥425,000※

¥534,000※
※スコープは別売りです。

ベストセラーの空気銃
つたらこれ!おすすめです!

55mm/45mm

チェッカリングが美しい|

高級感漂うウッドモデル
※ウッドストックはロットにより異なります。

FXサイクロンウッドの標準仕様

●55mm/全 長:104cm、 銃身長i60 7cm、 重量3kg

プレチャージ式、35/20/1 2ft/lbs、 5連発

●45mm/全 長i104cm、 銃身長i60 7cm、 重量3kg

プレチャージ式、20/12/8ft/lbs、 5連発

推奨弾 16または18グレイン

※データは目安です。
※空気銃の写真のスコープは一部を除き弊社では取り扱つておりません。

FXサイクロン人気の理由
FXサイクロンの人気を支える装備

●大容量シリンダーにより、フルパワー(35ft/bs)でも
30発以上安定した弾速で発射可能。

●銃口付近の乱気流の発生を抑え、パワーと命中精度を

両立させる、シュラウド付き二重構造の銃身。

●二重構造の銃身は静粛性にも寄与します。
●左右兼用設計のストックに加え、レバーも簡単に左側に移設出来る、左利き
の八ンターにも優しい構造(レバーの移設は当社にお任せください)。

●着脱式5連丸形弾倉標準装備。 ●安全装置付き。
●発射のための操作はパイアスロン銃方式で、スコープを覗いたまま5発を3
秒で撃てる速射性があり、ゲームを半矢にした時や、鳥の群れに遭遇した時
に威力を発揮します。
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8藝鸞拶望8参l暮ら1二票χ逹穐判こ確認でき、鵡での不意
な空気切れを防げます。

※あくまで簡易メーターですので、充填時にはポンプのメーターでこ確認く

ださい。

●ワンタッチでパワーを3段階に切り替えられるマルチパワー方式。獲物の



FXトルネード 丁5

55mm/45mm

FX
標

FRPタンク、MDEアダプター付¥399,000※
※スコープは別売りです。

より愛着を感じる美しいウッドモデル |

・※ウッドストックはロットにより異なります。

トルネード丁5の標準仕様

●55mm/全 長:100 8cm、 銃身長:57 8cm、 重量2 36kg
プレチャージ式、2フft/lbs、 5連発

推奨弾 16または18グレイン

※データは目安です。残圧メーターは付きません。

トルネードの標準仕様

●55mm/全 長:100 8cm、 銃身長:57 8cm

重量2 35kg、 プレチャージ式、2フft/lbs 単発

●45mm/全 長:100 6cm、 銃身長:57 8cm

重量2 37kg、 プレチャージ式、1 8ft/bs 単発

推奨弾 16または18グレイン

※データは目安です。残圧メーターは付きません。

標準ポンプ付¥290,000※
FRPタンク、MDEアダプター付¥399り 000※

※スコープは別売りです。

トルネードウッドの標準仕様

●55mm/全 長:100 8cm、 銃身長:57 8cm

重量2フ kg、 プレチャージ式、27ft/lbs、 単発

●4 5mm/全長:100 6cm、 銃身長:57 8cm

重量2 7kg、 プレチャージ式、1 8ft/bs、 単発

推奨弾 16または18グレイン
※データは目安です。残圧メーターは付きません。

トルネ…ド5連発モデル
マガジン付に進化しました!

FXトリレ:ネード 丁5 ウッド
※左右兼用ストック

※ウッドストックはロットにより異なります。

標準ポンプ付 ¥330,000※
FRPタンク、MDEアダプター付 ¥439ヮ000※

※スコープは別売りです。

トルネード丁5ウッドの標準仕様

●55mm/全長:100 8cm、 銃身長:57 8cm、 重量2 7kg
プレチャージ式、27ft/bs、 5連発

個性のあるウッドモデル 推奨弾16または18グレイン
※データは目安です。残圧メーターは付きません。

余裕の5連発 !

FXトルネード
軽量、コンパクト、高命中精度を目標に開発されたモデルです。流体力学的に命中精度を改善する

シュラウデッドバレルを装備し、パワーも狩猟用

空気銃の必要最低限値を大きく

上回る27ftノ lbsと余裕の設計です。

抜群の命中精度、余裕のパワー
プロ指向の単発モデル !

55mm/45mm

FXトリレネード ウッド
※左右兼用ス トック

FX 70RNAD0 75
標準ポンプ付¥250,000※

FRPタンク、MDEアダプター付¥359ヮ 000※
※スコープは別売りです。

※空気銃の写真のスヨープは一部を除き弊社では取り扱つておりません。
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FX AIRGUNS(FXエアーガンズ ) from SWEDEN

FX MONS00N
標準ポンプ付¥450り 000※

FRPタンク、MDEアダプター付¥559ヮ 000※

モンスーンの標準仕様

●55mm/全 長:109cm、 銃身長 64 3cm、 重量2 94kg
プレチャージ式、30ft/bs、 5連発

推奨弾 16グレイン
※データは目安です。残圧メーターは付きません。

引き金を引くだけでいいので楽チン!5連発 !

標準ポンプ付¥490,000※
FRPタンク、MDEアタプター付¥599ヮ 000※

モンスーンウッドの標準仕様

●5 5mm/全長i108cm、 銃身長:64 3cm、 重量3 35kg
プレチャージ式、30ft/lbs、 5連発

推奨弾 16グレイン
※データは目安です。残圧メーターは付きません。

FXモンスーンウッド

美しいウォーリレナットストックを

装着したモデルです !

FXインディベンデンス
エアを銃に内蔵されたポンプで蓄気できます。しかも単発でよい

場合はたつた3回で1発分のエアをチャージでき、パワーも驚きの

30ft/bsが 出ます。ポンプの回数を増やせば従来のプレチャー

ジ銃と同じように発射可能弾数は多くなります。

FX JNDEPENDENCF
本体のみ ¥455,000※

※スコープは別売りです。

画期的なプレチャージエアライフルです。弾倉は定評の 5連
発で操作はサイドレバー方式。チャージ用ポンプレバーも

大きく使いやすく作らねています。パワー調整付。

F×インディペンデンスの標準仕様

●55mm/全 長:110 8cm、 銃身長:67 8cm

重量3 7kg、 プレチャージ式、30/18/1 2ft/1bs、 5連発

推奨弾 16または 18グレイン

※データは目安です。

I

エアチャージ用ポンプ内蔵の連発式 !

※商品によつては受注発注となるものもこざいます。

シリンダーメーター FXモンスーン、トルネードのシリ黎莉椰
¥25,000

ンダー先端に残圧計を取付ける

キットです。

※認定工場での取付が必要です。
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DAYSTATE(デイステート) from ENGLAND

プレチャージエアライフルのパイオニア、デイステート社が送り出す、最新のハイパワーエアライフ
ルです。30年にもなるエアライフルのノウハウと60年近いショットガンの知識をイタリアンデザイ
ンのボディに詰め込んだニュージェネレーションモデルです。□径は5.5ミリですが、25.4グレイン

弾を使用して60ft/lbsの 八イパワーモデルです。

ウリレバリン

ノヽンツマンリーガリレ

エアーレンジャー
プラックエデイション

デイステート社伝統の

美しいウォールナット仕様

パワーと美しさをi丼せ持つ

ハイエンドモデル !

人気モデルのハンツマンが最新のテクノロジーを盛り込み

リニユーアルしたモデルです。チタニウムバルブや増量され

たシリンダーなどでよリー層魅力が増しました。

口径:55mm  5連発
全 長:110 0cm 銃身長:63 5cm
重量(スコープ非装着時)  4 25Kg
シリンダー最大許容圧   250 Bar
発射可能弾数   20@60ft/bs

口径:55mm  5連発
全 長:94 8cm 銃身長:4フ フcm
重量(スコープ非装着時)  3 14Kg
シリンダー最大許容圧   230 Bar
発射可能弾数   20@38ft/bs

wOrverine
高性肯ヒポンプ付¥680,000※
MDE√男彼乳¥789,000※

※スコープは別売りです。

推奨弾254グレイン
※左右兼用
※データは目安です。

推奨弾 18または254グレイン
※右撃ち専用
※データは目安です。

‖unisman Regar
標準ポンプ付¥420,000※

MDE∫賜彼η¥529,000※
※スコープは別売りです。

ハイパワーのカービ  !

景t≦9李F果尾」虐軍ζり33ず :[曇

'ア

ДルRanger Brack EJ言わ‖
パレルアタッチメントが標準装備になりました。                性育ヒポンプ付¥550,000※

MDE√騎V｀ ¥659,000※
※スコープは別売りです。

口径:55mm  5連発
全 長:104 0cm 銃身長:56 3cm    推奨弾 18または254グレイン
重量(スコーカ眼着時) 3 8Kg      ※左右兼用
シリンダー最大許容圧   250 Ba「       ※デ_夕は目安です。
シリンダー定格圧(最高)/(最低)250 Bar/190 Bar
発射可能弾数   40@50ft/bs

■lr Ranger
高性能ボンプ付 ¥550,000※
MDE「雰Y2ミ ¥659,000※

※スコープは別売りです。

口径:55mm  5連発                 ｀

全 長:104 2cm  銃身長:56 3cm   推奨弾 18または254グレイン

重量(スコーカト装着時) 3 8Kg      ※左右兼用
シリンダー最大許容圧   250 Bar      ※データは目安です。
シリンダー定格圧(最高)/(最低)250 Bar/190 Bar
発射可能弾数   40@50ftttbs
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大容量シリンダーのハイパワーモデル !

ハイパワーで数多く撃ちたい、という欲張りな八ンター向けの大容量シリンダー

付モデル。デイステート社オリジナルの美しいサムホールウッドストックです。
エアーレンジャー

※このページのスコープは一部を除き弊社では取り扱つておりません。



IVANIX(エバニックス) from KOREA
E∨ANI×社は韓国ではトップクラスのメーカーであり、世界30カ国へ毎月輸出をしています。品質管理は徹底さ

れ、パニツも自社製です。メーカー協力のもと、性能は今までのモデリИこ劣らない廉価版モデルの発売が可能に

なりました。もちろん従来通り安心のサポートも含まれています。

レ イ ン ス トー ム ウ ッ ド

残圧メーター、安全装置等、必要
なものはすべてついています。注

入□防塵カバーなどアイデア盛り

だくさんです。ストックは人気の高
いウッドです。

レインストーム ブラック
残圧メーター、安全装置等、必要

なものはすべてついています。注

入□防塵カバーなどアイデア盛り

だくさんです。ストックは木に着色

したものです。

大容量シリンダー、サムホール付

木製ストック、サイドレバー、残圧
メーター等、他社の製品にもひけ

をとらないスペックを誇るモデル

です。パワーは余裕の40ft/lbs
です。

RArNSTORM W00D
標準ポンプ付¥285,000※

FRPタンク、MDEアダプター付¥394ヮ 000※

低価格で高性能
多くのユーザーによつて実証済み!

※スコープは別売りです。

レインストームウッドの標準仕様

●55mm/全 長99 3cm、 銃身長:54 5cm、

重量3 17kg、 プレチャージ式、30ft/lbs、 5連発

推奨弾 16または18グレイン

※データは目安です。

レインストームブラックの標準仕様

●5 5mm/全長99 3cm、 銃身長:54 5cm、

重量3 19kg、 プレチャージ式、30ft/bs、 5連発

推奨弾 16または18グレイン
※データは目安です。

WJNDy crTγ
標準ポンプ付 ¥380,000※

FRPタンク、MDEアダプター付 ¥489り000※
※スコープは別売りです。

ウインディシティの標準仕様

●5 5mm/全長:101 3cm、 銃身長:56 4cm、

重量3 21kg、 プレチャージ式、40ft/lbs、 5連発

※パワーはメーカー開発目標値です。

推奨弾 18グレイン    ※データは目安です。

RAJNSTORM Bユ ACκ
標準ポンプ付¥285,000※

FRPタンク、MDEアダプター付¥394,000※
※スコープは別売りです。

シンプルイズベスト
実用主義のあなたへ

!

大容量カーボン複合容器の

シリンダー付ハイパワーモデル

ウインディシティ

体力に自信のない方でも楽々に空気銃の充填が出来ます。

カーボンFRP容器
(4.フリットリレ300気E)
¥128,000
・重量約5kg・胴囲43 5cm
。長さ55 5cm
・∃―クパルブ(Aクランプ)

付属品
・ダンボール ・梱包ベルト
・携帯バック ・バルブキャップ

標準ポンプ

¥61,000
弊社で販売するプレチ

ャージ空気銃に、右の標

準ポンプが含まれてい

ます。※FXインディペ

ンデンスには付属され

ません。

高性能ポンプ

Y71,000
吸気パルプの切り替えで、ポン

プ回数は増えるが、押す力が軽

減する方式とポンプする力は増

えるが1回当たりの充填量が多

くなる方式の2通りが選べま

す。※高圧モデルにはこちらの

ポンプが付属します。
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COMETA(コメタ)   from SPAIN
コメタ社は1874年倉」業のスペインの銃器メーカーで銃身を始めす
べてを自社で生産しています。伝統的な技と最先端テクノロジーを組

み合わせたエアライフルは、各国で高く評価されています。

オリオン 呈奈πttЪ璽粥肝 ダ啜窮隣2轟、細 l盗言獅諧壺
~  

。RJON
標準ポンプ付¥198,000※

※写真のモデルは∃―ロッパ仕様です。日本仕様とは異なります。

コメタ社にて最終調整中 !

詳細が分かり次第発表いたします !

FRPタンク、MDEアダプター付¥307,000※

口径:55mm/全長:100Cm/銃身長:56cm

重量:3 3Kg/プレチャージ式 30+ft/lbs/5連発

推奨弾:18グレイン
※データはメーカー予定値です。

ユyNX
標準ポンプ付¥248,000※

FRPタンク、MDEアダプター付¥357,000※

口径:55mm/全長:110 2cm/銃 身長:63 4cm

重量:3 75Kg/プ レチャージ式 30ft/1bS/5連発

推奨弾:16グレイン
※データはメーカー予定値です。

AIR ARMS(ェアーアームス)

ウッディーなイングリッシユスタイル !

セーフテイ、パワー調整ノブ装備

from ENGLAND

S510ハイパワー

サイドレバー

S510カービン
サイドレバー

S510 HP SL
¥350,000※
¥459,000※
※スコープは別売りです。

S510八イパワーサイ ドレバーの標準仕様

●5 5mm/全長 :110 3cm、 銃身長 :65 2cm

重量3 4kg、 プレチャージ式、30 ft/bs、 5連発

推奨弾 16または18グ レイン

※データは目安です。

※パワー調整なしの、より八イパワーなモデルも在庫しております。5.5mm18グレイン弾で35ft/lbsで すも

S510 CARBrNE HP Sユ
標準ポンプ付¥330,000※

FRPタンク、MDEアダプター付¥439,000※

S510カービンサイドレバーの標準仕様

●5 5mm/全長:95 5cm、 銃身長:51 3cm

重量2 9kg、 プレチャージ式、28 ft/1bs、 5連発

推奨弾 16または18グレイン

※データは目安です。

標準ポンプ付

FRPタンク、MDEア ダプター付

ベストセラーだつたS410が使いやすく生まれ変わりまし

た。軽く操作できるサイドレバー、パワー調整が可能にな

り、外見も洗練されたスマートなものになりました。

猟場での取り回しを徹底的に

追求したコンパクトモデル !
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鶴

プレチャージ式空気銃にエア

タンクから圧縮空気を移充填

するゲージ付きアダプターで

す。従来のものよリホースが

約20cm長くなり、根元部分

が折れにくいように強化され

ています。(Aクランプ)

¥31,000

<房」売>ホースのみ ¥7,500

各社 フィリングコネクター

旧AAフィメールコネクター¥7,700

新AAフィメールコネクター¥6,000

FXフィリングコネクター  ¥4,400
※旧ボブキャット専用コネクターは写真と異なり
¥9.500となります。

DAYSTATEフィリングコネクター

軽量で取り扱いが楽なFRP複含容器です:

注意i低温下 (寒冷地等)では圧が下がりますので御注意下さい。
<FRP複合容器4フリットル使用例>
サイクロンの場合  難しい計算はここでは省略して…

])160か ら220気圧へ毎回60気圧上げる場合、約26回分使えます。

2)180から200気圧へ毎回20気圧上げる場合、約98回分使えます。

弊社では、再検査と充填の送り先として下記の2カ所をこ紹介いたします。

※詳細は直接お問い合わせ願います。

◎有限会社サンライト高圧

住所:〒224‐0061 神奈川県横浜市都筑区大丸24‐ 12
電話:045‐ 941¨6661 FAX:045¨942‐8588
◎有限会社豊和精機製作所

住所:〒349‐ 1134 埼玉県カロ須市北下新丼214番地

電話:0480‐88…2207 FAX:0480‐ 77‐4909

プラグ&キヤップセット
ツト

¥8,800

NⅨフィリングコネクター

ウィンディシティ用

COMETAフィリングコネクター

Y5,000

Y5,000

∞

プラグ キャップ キャップ ¥3,000
キャッププラグ

プレチャージ式空気銃で、エアタン  プレチャージ式空気銃で、エア充填用

クの充填穴にゴミがつまり、故障す  フイリングコネクターヘのゴミ付着を

ることを防ぐプラグ。プラスチック製   防ぎ、故障することを防ぐキャップ。取

で軽量な上、取り付け時に銃のデザ   リ外しはリング部の突起を押すとコネ

インを損ねる事がない。F×シリーズ  クターが押し出される仕組み。FXシ

など9mm径のコネクター用。     リーズなど9mm径のコネクター用。

・空気充填済

重量約5kg・胴囲43 5cm
長さ55 5cm
∃―クパルブ(Aクランプ)

付属品
・ダンボール 梱包ベルト
・パルブキャップ

携帯バック

再検査について

エアタンクは法令により再検査することが義務付けられております。

FRP複合容器の再検査期間は3年毎です。

吏用期限について

=RP複合容器は高圧ガス保安法によつてラベルに表示されております。製造

千月より15年経過した容器へのガス充填、貯蔵、移動は禁じられております。

各社 空気銃替マガジン
寒い猟野において、少なくとも予備に1個か2個を常備していれば、半矢を逃

さないだけではなく、手袋や、かじかんだ手で弾を詰める必要がなくなります。

ボブキャット、インディペンデンス、ロイヤ

ル、グラディエーターMK2、 モンスーン、

トルネード丁5共通の替マガジンです。
※モンスーンの弾倉はセミオート用ですので

こ注文の際に「モンスーン用」とお伝え下さしヽ。

5.5rnrn/6.35nlrrl

告 ¥15,400
FX社製のサイクロン、グラディエーター

共通の替マガジンです。
4.5mm
5.5mm

各 ¥8,200

AA社製のS410、 S510共通の替マガジン

です。

5.5mm/4.5mm  
各 ¥9,900

COM巨丁A社製の55mmの替マガジンです。

¥9,000

DAYSttAT巨 社製の5 5mm替マガジンです。

ウルバリン用
  各 ¥22,000

その他用

圧∨ANIX社製の55mm旧タイプの替マガジンです。

¥5,200

E∨ANIX社製の55mm新タイプの替マガジンです。

¥7,200
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↑」SB社の工場内を大公開1厳密なチエックを経て日本へ運ばれます。

」SB社 空 気 銃 弾 日本はもちろん全世界の空気銃射撃で実証された最高の空気銃]単です。

55mm 16グ レイン

FXプレミアムペレット
トウキ∃ウジユウホウプロデュースにより、欧州で生産されているオリジナ

ルペレットです。高精度なので、F×空気銃はもちろんのこと、世界で流通し

ている殆どの空気銃の性能を100%発揮する弾です。性能は日本国内、

欧米でも評価されています。

ブレミアムペレット5 5mm 500発 入¥3,800

ブレミアムペレット45mm 500発入¥3,300

マッチS1004.5mm弾 」SB 5.Omm弾

N cco o Campttan選 手がロンドン

オリンピックでも銀メダルを取るなど

欧米でも評価の高いエアライフル、
エアビストル競技専用ペレットです。

826グレイン

…
マッチS100 45mm 500発 入

¥3,200

45mm 844グ レイン

チェコ」SB社製造の50mm
鉛弾です。50mm口径モデル

用に待望の新入荷です。

1373グ レイン

」SB5 0mm 500発 入

¥3,600

ジャンボヘビー500発入
55mm 18グレイン

ジャンボモンスター200発入
55mm 254グレイン

ジヤンボヘビー ノ ジャンボモンスター
ヘビータイプのエアライフリレ用鉛弾。デイステート社のモデルをはじめ高

パワーを生かす為に2種類の重さを用意しました。※エアライフルの性能

は弾の重量により変化しますのでこ注意下さい。また、銃種により使用で

きない場合があります。

ジャンボヘビー500発入 ¥4,500

ジャンボモンスター200発入¥2,400

チェコ」SB社製造の6 35mm
鉛弾です。FXロイヤル250など

635□径モデルに最適です。

254グレイン

KING(キング)350発入

¥4,500

現在、日本では空気銃弾に対しての

材質規制はありませんが環境問題

に敏感な欧米ではすでに非鉛弾が

開発されています。1190グレイン

ジャンボヘビー非鉛弾 250発

¥4,900

□径6 35mmの 重量弾です。

3395グレインありますので、

高いパワーが必要なとき、お使

い下さい。

キングヘビー 300発入

¥5,000

K:NG 6.35mm(キ ング) ジャンボヘビ…非鉛弾 キングヘビー 6.35mm

空気銃弾マッチボツクス

5.5mm(64発収納)黒

¥2,700

4.5mm(100発 収納)青

¥2,600    '

ケース内のトレーに1発ずつ収納されて

いるので、弾同士がぶつかり合つて変形

する心配がありません。中国製。

ペレットポーチ
エアライフル用ペレット(弾)の缶が

すつぽり入るポーチです。これでフ

タが開いて中身が飛び出す事はあ

りません。標準的な直径9 5cm、 厚

さ2 5cmの缶がちょうど入ります。

色 黒、オリーブ  各 ¥1,100

空気銃用負環(M)

Mサイズ(30～ 64cm)

プレチャージ式空気銃のシリンダー

に無加工装着できる負環です。日

本製です。

(シリンダー径31～34mm)
¥9,500

空気銃用負環 (L)
シリンダー径40mm程度の空気銃用です。

¥14,000

オリジナル・ノヾイボッド・セット
プレチャージ空気銃用

プレチャージ式空気銃に無

加工で装着できるようにオリ

ジナル空気銃用負環とバイ

ポッドを組み合わせて完成

させました。(シ リンダー径

31～ 34mm)

サイズ(15～ 33cm) ¥25,500

Y29,500
※オリーブは日本製です。
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手入れ用品など 特化した商品以外は全銃砲で使えます。
プレチャージ空気銃は、装薬銃よりも構造が複雑でデリケートなものです。また、バルブや0リング
が数多く使用されていますので、使用するオイルやグリスも膨潤率についての注意が必要です。

VFG
ク リー ニ ン グ ペ レ ッ ト
弾の代わりに発射して銃身をク
リーニングします。手間無く簡単
にクリーニングできます。

45mm

55mm

6 35mm

書pr9oo

TOKYO」UHO
スーパーグリス の能グリス)

レスポ摩耗防止オイル

金属摩擦、磨耗の激しい擦動部に強力な被膜を形

成し、摩擦抵抗を大幅に減少させます。通常のオイ

ルのように低温で固くなつたり、高温で乾燥するこ

ともありません。焼き付き、かじりも防止します。

¥1,000

DACガンクリーニングキット

空気銃用

コストパフォーマンスに優れた

3本継ぎのクリニニングロッドです。

空気銃用5.5mm用  ¥3,000
(∨FGアダプター付き)

ニングフェルト
銃身を傷めにくい空気銃専用の

クリーニングフェル トです。□

ッドの先に取付けて使用します。

55/45mm

脅¥【 1,400

VFGブラス
ク リー ニ ン グ フ ェリレト

銃身を傷めにくい『真鍮繊維』を含

んだ空気銃専用のクリーニングフ

ェル トです。ロッドの先に取付け

て使用します。55/45mm

書pr2,400

VFGア ダ プ タ ー

お手持ちのクリーニングロッドで

クリーニングフェル トを使用する

際、必要なアダプターです。

55mm用

¥700

レスポオイリレ ガンオイリレ

産業用高性能オイルとして脚光

を浴びている「レスポ」を配合し

防錆潤滑、洗浄に抜群の威力を

発揮する高性能オイルです。

内容量:220ml

¥1,300

NCターゲット
弾の当つた周辺が蛍光緑のリング状に変化する画期的な標的紙です。

弾痕がはつきりと大変見やすくなります。シール式なので簡単に貼る

事ができます。

あらゆる空気銃に必須のアイテムで

す。シリコンタイプのグリスでも膨

潤率はゼロではありませんが、この

スーパーグリスは、あらゆる温度、

圧力下で全くのゼロです。本体内

外部はもちろん、ポンプ、フィリング

コネクターに使用することにより、

0リ ングやバルブを長持ちさせる

事ができます。
    ¥1,000

こちらの商品は

射撃場業者様のみの

販売となります。
リセットターゲット

4つの金属プレート的をすべて当

てた後も標的まで行つて直したり、

□―プを引いてリセットしなくて

も、上部の的を射てば自動的に的

はリセットされます。エアライフル

用プレートは径4 4cm
※エアライフルは最低9ft/lbs

以上のパワーが必要です。

¥7,000

クラッシユターゲット

直径 16ミリのクレイと同じ材

質の的が 10ヶ付いた的です。

エアライフル弾で当てると害」

れます。50mで使用します。

※射撃場で使用確認して下さい。

1枚 ¥230

※的径は同じですが、デザインが変更される場合があります。
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⑥     O GttMBA/レ ナトガンバ

250年の歴史と25回の世界チャンピオン

21世紀を代表する射撃銃

レナト・ガンバSTD
マズルジャンプを極力抑える低重心設計の射撃銃です。ワンピース構造の

ボスロッキングのフレームは鋼材からの肖」り出しという贅沢で頑丈な造りを

採用しています。スペアトリガーアッセンブリーが標準装備され、いざという

時に工具なしでワンタッチ交換ができます。

トラップ 30H (ボ ックスロッ

¥1り 160,000

(ボ ツクスロツク・黒)

¥1,160,000

レナト・ガンバ レナト・ガンバ

コンコリレドST
¥840,000

トラッフ 30‖ スキート28‖

レナ ト・ガンバ STD(白 ) 800-114 ¥1,160,000 800-113 ¥1,160,000

レナ ト・ガンバ STD(黒 ) 800-112 ¥1,160,000

タイプ 1/サイドロック

タイプ 2/サイドロック 800-126 ¥7,200,000

タイプ 3/サイドプレート 800‐ 124 ¥3,840,000 800-123 ¥3.840,000

タイプ 4/ボ ックスロック 800‐ 122 ¥2600000

タイプ 5/ボックスロック ¥2,520,000

タイプ 6/ボ ックスロック 800-118 Y2.280.000 Y2,280,000

タイプ 7/ボ ックスロック 800-116 ¥2,080,000 ¥2,080,000

コンコルドG‐ 1 800-146 ¥880,000 ¥880,000

コンコル ドSTD 800-139 ¥840,000 Y840,000

商品価格一覧表  ※口径はすべて 12番です。
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BLASEF/ブ レーザー M「adeFn CfRMANγ
アメリカ、∃―ロッパでブレーザーの名を一躍有名にした直動式ボルトライフルです。ボルト八ンドルを上下することな

く、そのまま手前に引いて戻すだけで撃てます。すぐれた点は速射性だけではありません。ボルトロッキングは直接銃身

にロックされ、スコープマウントも同様に銃身に取り付ける為、高い精度を誇り

ます。安全面も独自のセーフティーで暴発を防いでいます。またボルト2本で

銃身が取り外せ、コンパクトになるのもユニークな点です。ドイツ製。

A丁丁ACHE(アタッシュ)

・貴金属の一種であるルテニウムをコーティング(メッキ)したモデル
・耐触性と耐久性に優れ、なによりその独特な濃いグレーの色合い

が重厚さをかもし出しています。

ボルトアッセンブリー、トリガーガード、ボルト八ンドル、レシーバー

にルテニウムコーティング

フリレーテッドバレル、ウォーソレナットグレード8

・フルーテッドバレル ・ウォールナットグレードフストック
エボニーフォアエンドチップ
つや消しブラックレシーバー ・ウッドサイドプレート
分解収納式八―ドケース、スリング付

銃身長 58 4cm(23イ ンチ)

重さ 3 3kg

¥2,270,000
※マグナムロ径はプラス¥80,000(税別)となります。
※スコープは付属しません。

口径
243win、 270win、
308win、 3006
300winMag

銃身長 58 4cm(23イ ンチ)

重さ 3 3kg

¥1,770,000
※マグナムロ径はプラス¥80,000(税別)となります。
※スコープは付属しません。

口径
243win、 270win
308win、 3006
300winMag

プロフェッショナル

モデルR8

フロント&リアサイト付
ウォールナットグレード2

グリップ部分は滑りにくいラバータイプ

手入れが簡単で傷つきにくく丈夫なワンピース

シンセティックストック

口径
243w n、 270win、  銃身長 58 4cm(23イ ンチ)

308w n、 3006   重さ 3 3kg
300w nMag

¥790,000
※マグナムロ径はプラス¥80,000(税別)となります。
※スコープは付属しません。

□径:243win/270win/308win/30-06
300winmag

銃身長i58cm(23イ ンチ)、 重さ3 3kg

308w n/243w n/270win/30‐ 06 ¥950,000

革新のライフル

モデルR8
圃
1.下方着脱式弾倉採用、弾倉交換スピードアップ。
2.R93ゆずりの直動式ボルトで連射可能。
3トリガーアッセンブリーが簡単に着脱可、万が一の時も保安性が高い。

RUttHENIUM(ルテニウム)

R93がさらに進化しました!R93ライフリレでヨーロッパ、アメリカ

での評価が高いドイツプレーザー社の最新モデルR8です。

13 !http:〃 WWW.guns.cO.ipト ウキヨゥジュゥホウ 雷 o3… 3320‐ 6777
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モデルR93

SttDウッド

A丁丁ACHE(アタッシュ)

他モデルも取り寄せ出来ますので

ぜひお問い合わせください。

掲載モデル以外の超高級モデルの受注も

増えています !

(3モデル共通事項)

専用オリジナルスコープマウントは別売りです。

ル

グリップ部分は滑りにくい材質を使用した、

ワンピースシンセテイックストック

頑丈で耐久性の高いストックの八―ドな八ンター向けモデル

スタンダードグレードストック付
R93のベーシックモデルです。

308,3006

¥500,000

300win mag

¥560,000

308.3006

¥620,000

300win mag

¥680,000

銃身長 57 7cm
全長 102cm
重さ 3 0kg

銃身長 65 0cm
全長 109cm
重さ 3 1kg

(ス コープは付属しません)

(ス コープは付属しません)

308.3006

¥1,250,000

300win mag

¥t釧 0,000菫唇きば
(ス コープは付属しません)

銃身長 57 7cm
全長 102cm
重さ 3 0kg

銃身長 65 0cm
全長 109cm
重さ 3 1kg

銃身長 57 7cm
全長 102cm
重さ 3 0kg

銃身長 65 0cm

モデルF3

コンペティシヨントラップ

機構 :上下三連、口径 :12番、銃身長 i30イ ンチ、

八イビズサイト、テーパーリブ105ミ リ～85ミ リ、

コンペティションスポーティング/スキート

機構 :上下三連、口径 :12番、銃身長 :28イ ンチ、

八イビズサイ ト、テーパーリブ105ミ リ～85ミ リ

薬室 :3イ ンチ、重量 :3 6kg

スポーティング(交換チョーク5本付)¥980,000

フルーテッドバレル  チタニウムコーティングボルト
八イグレードウォールナットストック
ウッドサイドプレート&ウ ッドボルトボール
R93の高級バージ∃ン。スタイリッシュなモデルです。

・分解収納式八― ドケース付。

専用サドルマウントベース(R93、 R8共通) ¥70,000
専用サドルマウントリング(R93、 R8共通)

30ミリ(M)(H)
1インチ(M)(H)

¥18,000

マガジンインサート(R93用 、R8用 ) ¥15.000

直動式ボルトライフルで有名なブレーザーが作る高品質なドイツ製上下三連銃です。独自の

IBSシステムによる切れ味鋭いトリガーと2の矢のかかりの早さで多くの国際大会で活躍して

います。アジャスタブルバランサー内蔵ですので、好みのバランスが簡単に選べます。安心の

二重セーフティー付。高級ケース付。

薬室 i3イ ンチ、重量 i37kg
内蔵チ∃―クIM、 F∪ LL付

¥950,000

スキート(交換チ∃―クスキート2本付)¥950,000
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KELBLYワS/ヶルプリー ルrade fn υ5ハ

カスタムライフルメーカーの中でも、注目を集めている会社です。日本では、「ストールバ
ンダアクシ∃ン」で知られているメーカーでもあります。究極の精度を求めるため、アクシ
∃ン、ストックまで自社で生産しています。近距離から超遠距離まで、世界最高峰を目指し
ているライフリレです。

アトラスハンティングライフリレ

当社スタッフが日本のフィーリレド向けにアレンジしたモデルです。

ケルブリーオリジナリレストック、アクシ∃ン、シーレントリガー付

全長:114cm、 銃身長 24インチ、口径:300W nMag/300w n shortMag/3006/308win
※マウントリング、ベース、スコープ別売

¥850,000
※ケルブリーオリジナリレマウントリングもこ用意しております。お問い合わせ下さい。

性能ライフルの

代  可

別売 デタッチャブルマガジン

¥28,000

‖‐S PFeCrSron/H_sプレシジョン Madefn υ5ハ

※従来の納期はこ注文から2年かかつていましたが、日本で人

気のセッティングとポピュラーな口径を先行発注することで、お

待たせしないでお求めいただくことが可能になりました。

PHRボリレトアクションライフリレ 価格 オープンプライス

プロフェッシ∃ナルノヽンター向けの、銃身も含めて全てのコンポーネントを自社生産した八イクオリティーライ

フリレです。アルミ製ベディングブロックをインサートしたシンセテイックストックが命中精度の要です。24インチ

フルーテッドバレリレ、デタッチャブソレマガジン付 (スコープは付属しません)

全長:110～ 108cm、 銃身長:61 3cm、 重量i385kg、 回径:300WinMag/300wln shortMag/3006/308win

サボット の原点
であり に最高峰

7AR‐‖UN7/ターハント

価格 オープンプライス
(スコープは付属しません)

ルrade fn υsハ
ターハント

シ∃ンのスラッグ専用銃です。八一フライフリン

グの採用で、100ヤード5発 1.5インチというライフル並みの命中

精度を実現しました。全長:108cm、 銃身長:61 0cm(23イ ンチ)

重量i33kg、 回径:20番、薬室i3インチ、マズルブレーキ付属

個[1各  ¥444,000

シーレン社製クロモリカスタムバレルを標準装備した、命中精度

に優れたライフルです。シンセティックストック(ウ ッド柄)採用で

耐候性にも優れた、まさに理想の八ンテイングライフルです。

全長:108cm、 銃身長:55 7cm(22インチ)

重量:3 2kg、 口径:308/3006
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広■口nロロEX】聞F/マロッキ

イタリアの血統

イナーシャ(慣性)式で人気のS112の20番バージ∃ンです。

S120の 上級グレードです。レシ

ーバーはシルバーで美しい飾り

彫亥」があしらわれ。ストックも上

級グレードが使われています。

※仕様はS20と同じです。

機構i3連慣性式オート、口径:20香、

銃身長:66 04cm(26イ ンチ)、 薬室:3インチ

重量12 7kg、 付属品:チ∃―ク5本セット

¥295,000

機構i3連慣性式オート、口径:20香 、

銃身長:66 04cm(26イ ンチ)、 薬室 3インチ

重量12 7kg、 付属品:チヨーク5本セット

¥375,000

マロッキS120

マロッキS120グレードI

マロツキ■20スラッグ

マロッキS112

20番のスラッグ専用ガスオートです。24インチ銃身は照星照門

付きでスムースボアですが、話題のソーベストレサボットも使用で

きます。レシーバーにはマウントリング用のベース付きです。

機構i3連ガスオート、口径:20番、全長112 3cm

銃身長:61cm(24イ ンチ)、 薬室:3イ ンチ

重量:2 63kg、 シンセティックストック

スラッグモデル

Y250,000

新システム(イナーシャ式)により、反動が軽く照

星、照門付きで見やすく連射性に優れています。

機構i3連慣性式オート、口径|

薬室i3イ ンチ、重量:2 95kg

12番、全長il16 4cm、 銃身長24インチ、

スコープ取付に便利なベース付です。
スラッグモデル

¥270,000

S112自動銃の大きな特徴は、イナーシャ(慣性)式を採用した事です。ガ

スオート式と違い構造が単純になり故障が少なくなります。またガスによ

る汚れもなく手入れも簡単です。シックなウッドモデルとチークピースに

ソフトラバー付で丈夫で手入れの楽なシンセテイックモデルが選べます。

ウッドモデル

¥270,000

シンセティックモデル

¥260,000

機構:3連慣性式オート、口径:12香、銃身長:26

/28インチ、薬室i3インチ、付属品:チヨーク5本

セット(スチールシ∃ット対応)、 重量:2 95kg

マ ロッキ  ライ フリレドチ ョー ク S112用 。長さ90mmの交換チ∃―ク。ライフリング入り。12香用。

¥12,100

口径 :12番 、スポーティング 28:

※スポーティングには高級チョークが5本付属。

長さが自分 に合わせて 自由自在に変え られる !

マロッキ
EEラ

リレ100  ボスロッキング、絶妙のパランス、ガンスミス不要の銃床フィット !

ブラック 802-313 ¥740,000

クローム| 802-314 ¥820,000

Φ⇔銃床の高さ、

口径 :12番 トラップ 3α
l
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MANNLJCHEF/マ ンリカ

オーストリアに本拠を置くステイヤーマンリカ社は100年近い歴史を持つ∃―ロッパ屈指の銃器メーカーです。拳銃から軍用ライフル

までカバーしていますが、日本では八ンティングライフルで昔から根強い人気があります。独自のSBS(セーフティボルトシステム)は異

常高圧に対して安全性が高く、高い評価を得ています。※他モデルもお問い合わせください。

キングシステム(HCS)採用のトラディシ∃ナルなスタイル

の、飽きのこない美しいライフルです。セットトリガー付き。

11 5cm  ¥1,230,000308/3006

300win mag
フmmRemmag

銃身長56cm、 全長 1

重量約3 3kg

銃身長63cm、 全長1

重量約3 6kg
¥1,350,000

独特のスタイルでフアンも多いマンリカフルス トック。

CIA55′CF帆1570"
クラシックフルストック

308/3006 銃身長51cm、 全長106cm
重量約3 4kg、 弾倉内4発

(共通事項)

ヨーロピアンウォルナット
オープンサイト付き

デタッチャブルマガジン

¥450,000

PRO″tJNTFR 5乃 4′″ιF55

プロハンターステンレス

※写真はサイドプレートに彫亥」の

入つている写真の銃です。マンリカ

の最高グレードのシリーズです。あなたの好みで回径、ウッドグ

レード、サイドプレートの彫亥」など選べます。自分だけのエレガ

ントなライフルに仕上げて下さい。詳細はお問合せ下さい。

※価格は応相談

実用性が高いシンセス トックのプロハンターステンレス。

308/3006 銃身長60cm、 全長115cm (共 通事項)

重量約3 5kg、 弾倉内4発   シンセティックストック

300winmag R 
「8711翁慇えき磐

m ]7(柔
[ブ
リレマガジン

¥350,000

PRO Alハ Sメ

“

Ⅳ

プロアラスカン

ピースベース付。口径3006、 全長 115cm、 銃身長60cm、 重量3 5kg

¥380,000

ステンレスノヾレリレ&
システムの本物のプロ仕様。グラスファイバーカモフ

~ ラストックは表面をソフトに加工してありますのでブッシュ等でも

音がしません。デタッチャブルマガジン4発+1発、セットトリガーウィーバー式2

マロッキクラシックダブルス
グレード1(争モデル) ¥264,000
独特の美しいブルー仕上げとエングレービングが高級感を漂わせます。

モデル99同様のインスタアジャストシステムを採用しています。

マロッキZER0 3スポーティング

マロッキ社の長年の経験を生かした美しいラインのバランスの良い上下三連銃で

す。工具なしで引き金位置を4段階に調整できるインスタアジャストシステム付。

機構:上下三連、口径:12香、銃身長:28イ ンチ

薬室:23/4インチ、付属品:チヨークセット    ¥380,000

※告グレード

ロ径12番のみ
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‖OSSEEFG/モスバーグ
伝統と革新技術のコラボレーション

1919年創業のMOSSBttRG社 は、アメリカで最も古い現存の家族経営の銃メーカーであつたことは

あまり知られていません。MOSSBttRG社 は倉」業以来、技術革新の先駆者として今日まで至っています。

現在の銃器には常識の事でも、それはその音、MOSSBttRG社 が苦労して開発した技術であつたかもし

れません。

ATRライフル ディアーサグス

回径3006(#27178)

ATRライフリレ

ロ径308(#26252)

サボットスラッグ専用ポンプ銃!

Mode1500 SLUGSTER
12番 (#54244)

待望のサボットスラッグ専用自動銃 !

Mode1930 SLUGSTER
12番 (#85114)

美しいモッシーオークカモフラストック(シンセティック)付で、22"銃身はフル
ーテッドに仕上げてあります。マウントベース付。弾倉+薬室で計5発。

全長107cm、 重量3.15kg、 国径3006

¥127,000

シンセティックストックに22"銃身付。フロント、リア、サイト付のベーシックモデ

ルです。弾倉十薬室で計5発。全長107cm、 重量3kg、 口径308win

¥115,000

スラッグ銃身は、反動を軽減するポーティッドバレル

信頼性の高いポンプ式

廉価版ながら、命中精度に定評のある1/2ライフリングの24'サボットスラッグ銃身のポンプ銃。

左右兼用ウッドストック、ガンブルー仕上げ、ライフルサイトも標準装備です。

弾倉容量2発 。薬室も余裕の3インチです。3 28kg

12番 ¥160,000

速射性能重視なら自動銃

廉価版ながら、命中精度に定評のある1/2ライフリングの2イ
:サポットスラッグ銃身付の自動銃。

左右兼用アメリカンブラックウォールナットストック、表面艶消し処理、ライフルサイトも

標準装備です。弾倉容量2発 。薬室も余裕の3インチです。3 4kg

12番 ¥235,000

MARLJN/マーリン アメリカ西部開拓伝統のレバーアクション

Mode11895
□径 410番

1836年コネチカット州生まれのJohn M Maninは、南Jヒ戦争時に八―トフォードにあるCOL丁社で修行の後、1870
年に独立、ニューヘイブンでリボルバーとデリンジャーの生産を開始した。その後、余りに有名な傑作モデル 1891、

1893(現在の39と336)を生産。かの有名なパッフアロー・ビルやアニー・オークレ
=に

も愛用された。

散弾銃の許可で所持ができるウェスタン !

"が

ド
レバーアクションの傑作、モデル1895をベースに、散弾銃の許可で所持できるように、

弊社がマーリン社に生産依頼した特別仕様銃です。

チューブ式2連マガジン付、左右兼用です。全長:102 5cm銃身長:55 5cm重 量:3 5kg

数量限定生産モデル         ¥180,000

MADE:N USAに こだわつたメーカーです。

クイックサイトマーリン用 ベースリングセット

マーリン336、 1895用のベース、マウントリング
のセットです。リング径 1イ ンチ 高さM。 (左写真)

クイックサイトモスバーグ用マウントベース(2ヶ l組 )

モスバーグM500、 M930用の専用ウィーバータイプ

マウントベースです。1、 2、 3のマウントリングが

使用できます。※M500かM930か指定して下さい。

M500
M930

¥2,000

クイックサイト

¥5,700

http:〃 www.guns.co.jpト ゥキョゥジユウホウ雷o3‐ 3320‐ 67771 18



S「M7ARGE7/シ ムターゲット

実際の射撃に近いシミュレーターで安全に適正かつ効果的な指導が出来ます !

スウ正一デンのシムターゲット社が開発、日本でのフィッティングとプロデュースをトウキョウジュウホウが行つているシューティングシミュレ
ーターです。安全にどなたでもお使いいただけますので、トレーニングを始め、講習や、スポーツ施設で使つて学んでいただくのに適していま
す。実際に、輸入先のスウェーデンでもそのような活用がされています。

従来のおもちゃのようなシミュレーターと異なり、散弾銃、ライフル銃のあらゆる状況をシミュレーションして楽しむだけではなく、実際の射
撃、狩猟の問題点を解決する事ができます。PCには射撃のデータが蓄積されますので、銃の軌跡の確認により、銃のスウィングがスムーズで

なかつたり、引き止まりをしていたことも簡単に確認する事ができ、装弾やライフル実包の号数、初速を入力することにより、ヒットするポイン

トでの]単速が自動的に計算されますので、リードやドロップの確認もできる優れものです。

シムターゲットは、PC、 プロジェクター、

およびシステムの総合販売になります。

※設置料、運送料等別途

◎公的機関にも導入実績あります。

(長野県営総合射撃場、兵庫県猟友会姫路支部、その他)

オープンプライス

含まれるもの

|::阜 :lξI発
或 夕

|

※お問合せ頂ければお見積もり致します。

メニュー画面 こちらに襲いかかってくるクマ トラップ競技

散弾銃のパターンの表示 3Dアニメーションによる狙点と着弾点の表示 バイアスロン(立射)

後方からの全体図

ENS10N
ENGINEERING

南アフリカで開発された、軍、警察で正式採用されている本格的なシミュレーターです。宮庁で使われているシミュレーターは高価だという常識を覆し、ゲー

ム感覚ではなく、精度の高いプロフェッシ∃ナルな製品が初めてお求め易い価格で実現されたといつても過言ではありません。南アフリカというと、資源、ワイ

ン、マンデラ氏しか思い浮かべないかもしれませんが、日本で乗られているベンツのCクラスの右八ンドル車は南アフリカ製で、CTスキヤンを発明し、ノーベ

ル賞を受賞したのは、南アフリカ人のアランコーマック氏、世界初にして最大の石炭液化精製、世界初の心臓移植手術など、イノベーシヨンの拠点です。シミ

ュレーターの核となるのは、南アフリカが得意分野とする、1丁とレーザーの応用技術のイノベージョンで、ハイテクながらお求め安い価格でこ提供できるのは

、右肩上がりの経済なあ 比較的に安い賃金にあります。

オープンプライス

含まれるもの

う戦瘤栽算|
ディメンシ∃ンは、PC、 プロジェクター、

およびシステムの総合販売になります。

※設置料、運送料等別途
トレーニングビデオも付属

ノヽンドガン アサルトライフリレ 港の銃撃戦
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※お問合せ頂ければお見積もり致します。



ハイビズ

ファイバーオプティック、磁石を組み合わせたサイトの開発で一大

センセーシヨンを巻き起こした革命的サイトメーカーです。

マグネット照星   マグネット照星   マグネット照星

M300        M400        M500
対応リブ幅:5782mm  対応リブ幅82 11 3mm  対応リブ幅:11 3144mm

¥5,000         ¥5,000          ¥5,000

※M300、 400、 500よサイトの色はレッドとグリーンの2色入り。

スラッグ照門
(TS2002)
リブに取り付ける照門

対応リブ幅:8mmま で

¥4,400

スラッグ照門
(丁S1002)
リブに取り付ける照門

対応リブ幅:98mmまで

¥4,400

ミニコンプ

照星のネジ穴を利用して
取り付ける最小の光る照
星です。競技用、上級者
向け。わずか1 3cmで す
がよく光ります。

¥5,000

トライビズ
ディアーサイト
リブ付きの銃に取り付けるサイト

対応リブ幅44‐ 1lmm

¥7,200

フレーム
グリーン/レッド
競技用ネジ式の小型単色サイト

ネジ穴取付式    .
¥3,800

トライコンプ
競技用ネジ式の三角形のサイト

ネジ穴取付式

¥6,600

※サイトの色はレッドと
グリーンの2色入り。

コンプサイト
競技用ネジ式の小さめなサイト

ネジ穴取付式

¥6,600

※サイトの色はレッドと
グリーンの2色入り。

ライフル照星380/420
光るライフル照星

高さ:380 965mm
420 10 66mm

¥6,000

※サイトの色はレッドと
グリーンの2色入り。

マグニコンプサイト

新しいタイプのトンネル型

コンプサイト。ネジ穴取付式

¥8,800

傷期確
リブ幅の異なる複数の銃もこれ1つでカバー
できます。幅45mmから1lmmまで対応。3
種類のベース付。
光るライトパイプは三角形(グリーンレッド)

丸形(グリーンレッド)の 4本付です。

¥5,800

※パイプの色はクリーン
とレッドです。

対応リブ幅

T030055～ 8 3mm

T035084～ 9mm

T04009～ 1lmm

ツーインワン

オレンジとグリーン、2色が1本になつています。

好みやその時の状況により向きを変えるだけで

す。形も丸型と三角がついていますので4種類

から選べます。装着は定評の強カマグネットで加

工なしにリブヘ取付けられます。銃のリブ幅に合

わせてお求め下さい。

¥5,500

照星のネジ穴を利用して取り付Lる
交換用の光る照星です。狩猟、射撃
どちらでも使用できる邪魔にな うな
い小さめのモデルです。

¥4,000

・・ [ず 、覇

※グリ ンホワイト ツド
3色パイプ付

※サイトの色はレッドと
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オプティカル0サイトに革命 !

パララックスが小さいので

弾のパタ…ンが予想出来る!

イージーヒットA～H
ビギナーからプロ射手まで、正確な据銃で ヘッドアップや利き目のスイッチを防

止する新しいタイプの蛍光ファイバーオプティックシ∃ットガンサイトです。初矢

はもちろんのこと、二の矢を撃つ時にも据銃のズレ防止に役立ちます。また、八

ンティングタイプは、速射性に優れた70mmです。
各 ¥4,500

コード番号   タ イ プ 名     直 径  全 長  カ ラー (1色 )

光るサイトで大人気のイージーヒットの最新モデルです。従来の「イージーヒット」とド

ットサイトの原理を組み合わせたものでLEDや電気を使うことなく太陽光だけでスク

リーンにリング状のドットを浮かび上がらせます。あとはスクリーンのセンターにドット

を合わせて引き金を引くだけです。銃身のリブに取り付けるタイプです。

リブ幅55mm～ 100mmまで対応、重さ50g

イージーヒットサイトリブ

¥31,500

このサイトリブを使えば自然に正しい射撃フォームになり命中率もアッ

プします。秘密は30cmの長さの発光部です。射手からは1本の線に見

えますので自分の目から的に向かつて1直線になるように狙うだけです。

簡単な原理ですが驚くほど効果的です。接着テープ付ですから銃の加

工なしで取り付けられます。銃身長によつての調整可能。

本体:長さ71cm 幅70mm 厚さ3mm 強化プラスチック製

¥22,000

791-178  A)スポーツ・シューテイング  25mm  130mm オレンジ

791‐ 179  B)不ポーツ・シユーテイン′  25mm  130mm ィリーン

791‐ 180  0スポ~ツ
'シ ューティング  30mm  130mm オレンジ

791‐ 181  D)スポーツ・シユーテイング  30mm  130mm クリーン

791-182  Ё)イ ン`ティング (コ ンパクト) 25mm  70m甲  オレンジ

791‐ 183  F)ハンティング (コ ンノヽクト) 2.5mm  70mm グリーン

791‐ 184  G)八 ンティング (コ ンパクト) 70mm  オレンジ

791‐ 185  H)ハ ンティング (コ ンパクト) 70m■ |`グ リーン

某ナショナルチームのコーチも大量購入した注目のサイト!

ドクターサイトⅢ
SIGHttRONI

MDシリーズ

サイトロン軍用規格ドットサイト

各国のスペシャルフォースの意見を取り入れたシリーズです。光感知セ

ンサーで周りの明るさによリドットの明るさを調整する
・
A∪TO'モード、

ナイトビジョン使用時等、明るすぎない
°
N∨

Ⅲ
モードを搭載しています。

「MD33‐ver 2」「MD-30」 はチューブ径と全長が違います。

SDシリーズ
MDシリーズをベースに耐久性や防水性はそのままで

｀
A∪ TO・モー

ド
'N∨・モードを省略。マニュアルの光量調整で0～ 11段階の明るさ

調整が可能。「SD‐ 33」「SD‐ 30」 はチューブ径と全長が違います。

☆共通セット品20mmウィーバータイプマウントリング、延長フード、バトラー

キャップ、保護フィルター、八ニカムフィルター、CR2032電池×1 その他共通事項 :実銃対応、完全防水、日本製

ドイツ製の小型ダットサイトです。ダットサイズは

遠距離射撃や精密射撃に適した3 5MOAと近

距離射撃や移動射撃に適した7 0MOAから選
べます。CR2032電池×1。

46mm×254mm× 24 3mm、 重さ25g

¥71,800
※ウィーバー/ピカティニー用アダプター別売

¥15,800

コード 商品名 唐率 対物レンズ チューブ摺 レチクル /全長、重量 価格

540‐253 MD33ver.2 1倍 30mm 33mm
5MOA(0～ 8段階調光/AUTO/N V2段階)

112mm、 150g Y50,000

540‐254 MD30 1倍 25mm 30mm
〃

120mm、 130g ¥30,000

540‐255 SD33 1倍 30mm 33mm 5MOA(0～ 11段階調光)

112mm、 150g ¥30,000

540‐256 SD30 1倍 25mm 30mm
120mm、 130日 ¥20,000
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レッド・アイ・レーザーボアサイト
レーザー。ボアサイト|よ、簡単に設計生産出来るようで出来ないものです。設計の

段階で、CIPやSAAMに準拠するあらゆる銃器の薬室内径や銃身の精度と許容
範囲を予め計算に入れ、生産に至つては高度な肖」り出しの精度が要求されるから
です。特にレッド・アイ社の製品は抜群の精度で生産されているためその信頼性|よ

倉」業以来現在に至るまで培われています。

※替電池 1個 ¥400

散弾用 410、 20、 12番
特にスラッグ銃や、バック
ショットのグルーピングの
位置確認、射撃銃のベンド
やクロスの確認にも有効です。

各番径¥45,000

FX社空気銃 /

ライフル22口径用
とでも精度が要求される
新開発された製品です。
シュラウド付銃身使用可。

※サイクロン、トルネード、
トルネードT-5用です。

|と同じものが銃口に入つている状態

¥54,000

ライ フル用

243Win,270Win,
300W n Mag,30‐ 06

30‐ 30Win、 308Win,
7mm Rem Mag

猟銃等講習会 (初心者講習)考査
絶対合格テキスト&予想模擬試験3回分

碗       初           記

試           で

を            て

SPORTSGUNガイドブックが

時代を見据え、電子媒体ヘ

スポーツガンは「電子媒体」として生まれ変わりました。銃と射撃、狩猟用品などの総合カタログのデータベース化、動画を採り入れたよリリアルな情報伝達、

旬な情報をタイムリーに伝えるべく記事もリアルタイムに更新出来ます。

銃砲所持許可取得の要点 猟銃等講習会試験対策例題集Ⅱ

います。半成2/年の銑ノ」沃改

正にもしつかり対応。専用サポー

トHPで 1青 報の変更も確認でき

ます。 ¥2,000 ¥500
※上記のテキスト・問題集は当カタログ発行時 (平成27年度7月 )現在、平成27年 6月の出題方法の変更には対応しておりません。

年2回発刊
「Cuns&Shooting」 山賊ダイアリー

日本国内で所持可能なライフル、シ

∃ットガンの紹介とその実射レポート

国内八ンティング取材を実施するほ

か、アメリカおよび∃―ロッパ在住の

海外ライターによる実銃やハンティ

ングのレポートを100ページ以上の

ポリュームでこ紹介。A4版

※画像はvo 7です。   ¥2,500

初めて銃を所持

しようとする人向

けのガイドブック

です。71ページ

(社)日 本猟用資

材工業会刊

エアライフル八ンタ

ーの知りたい事がす

べて紹介されていま

す。初心者にもベテラ

ンにも見るだけで楽

しい内容です。ビデオ

とD∨ Dのセットです。

¥3,800

http://www口 sportsgun.net

※画像は第6巻です。

猟銃等講習会の

試験問題の模擬

問題集。A4判 66
ページ

¥800

現役猟師兼マンガ家の

岡本健太郎氏が描く、狩

り&ジビエ日記です。男

性は勿論、女性誌にも紹

介されるなど、幅広い層

に支持されています。

第 1、 2巻

第3～ 6巻

２

２

５

６

５

５

￥

￥

空気銃狩猟入門編
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自然光でレチクルが光る !

スコープ上部の採光部より光を取り込み、レチクル部がオレン

ジ色に発光します。10mでもピントの合うフロントフォーカス

付きです。チューブ径 1インチ、重さ620g、 対物レン40mm、
倍率3～9倍、射距離入リレチクル、レンズフード付。※このモ

デノИこは電気によるレチクリレ発光機能は付いておりません。

FF3日 12X44
明るさが11段階に調整できる

イルミネ…ションレティクリレ:

FF3-9× 40の倍率上限が12倍になつたモデル。スコープ上部

の採光部より光を取り込み、レチクル部がオレンジ色に発光しま

す。光が少ない場合は、電池によリレッドに発光可能(11段階)。

10mでもピントの合うフロントフォーカス付きです。チューブ径

1イ ンチ、重さ630g、 対物レンズ40mm、 倍率3～ 12倍、射距

離入リレチクル、レンズフード付。           v● E

空気銃用で常に―番人気 !

近距離でも焦点が合わせられるため、

用として最も人気があります。

(写真は、DX 40のものです。

空気銃用マウント付)

空気銃

Omでもピントの合うフロントフォーカスと

ブレットドロップ・コンペンセイターを装備し

ています。コーティッドレンズを使用。写真の

レンズフードは、取り外しできます。レチクルのセンターのみ赤く発光するタイプで

輝度は 11段階に調整可能。 対物レンズは

44mmで明るい30mmチューブです。10mで
も焦点が合うフロントフォーカス付。3倍から

12倍の可変倍率。フード、マウントリング付。空

気銃用。
          ¥35,000

(3¨9倍x対物40mmスコープ

DX 40¥20,000
1インチチユーブ)

DX 50¥25,000
(3Ⅱ9倍 x対物50mmス コープ 1イ ンチ チュープ)

¥27,000 ¥35,000

SiGHttRON:

SIシリーズ
SS3.5日 10×44LRMDスコープ

サイトロンスコープの最上位モデルです。サイドフォーカス、30mm径の頑

丈なボディでレンズ全てに7層マルチコートを施してあります。チューブ径

30mm、 長さ353mm、 重さ581g、 対物レンズ44mm、 倍率35～ 10倍

ズーム、サイドフォーカス、ミルドットレチクル、フード付、完全防水 (日本製)

¥98,000
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大型のタクティカルノブに精密なガラスレチクルを搭載。

ZAC丁フRevcoatを施した最新の光学系により、高解像八イコントラスト

の像を提供します。チューブ径30mm、 長さ380mm、 重さ620g、 対物レ

ンズ50mm、 倍率6～24倍ズーム、サイドフォーカス、ミルドットレチクリレ、

8晋ぎ堪西建。LRMDスコープ

フード付、完全防水 (日本製) ¥105,000



スワロフスキーオプティックが作る双眼鏡は光学性自日まもちろん、耐久性、操作感などどれをとつて
も「最高」を目指して作られています。その製品は世界中のプロフェッシ∃ナルに愛用されています。

SWAltOVS厠
OP丁 IK

スワロフスキー

SCL 8×42
∃―ロッノ

=ア
メリカの八ンターた

ちに好評のモデル。この価格帯の
ライバル機種と比べても抜群の性
能。8倍モデル。

¥220,000

スワロフスキー

CL POCKET 8× 25

スワロフスキーラインナップの中
で最もコンパクト。視野も広く使い
やすいモデルです。8倍モデル。

¥90,000

※この他のモデルも多数だ いますのでカタログをこ請求下さい。

Kenkoレーザーレンジフアインダー

6× 23角度計付 KLR500A
最大500m先までの距離が計測可能なレーザーレンジフアインダー。

距離だけでなく角度計測機能が付き、より便利になりました。

重量 190g
フ2×41× 104mm
リチウム電池(CR2 3∨)別売 ¥30,960

倍率 6倍

対物レンス 23mm

最短合焦距離 5m

測定距離 5～500m

測定可能 角度0～ 90°

精度 ±lm

サイトロン双眼鏡

S1825/S11025 SIGHttRON:

現。外装はエラストマー素材で滑

りにくく手になじみます。      ※外観は2機種共通です。

コー ド番号 540-247

商品名 双眼鏡 S1825 双眼鏡 S:1025

倍率 8倍 10倍

対物レンズ 25mm 25mm

サイズ 109×43× ]17mm 109× 43× 117mm

質量 360g 360g

価格 ¥10,095 ¥10,742

サイトロン

TR¨X8×21DH
SIGHttRON
八イキングや登山などのアウトドア活動

から、コンサートやスポーツ観戦まで幅

広く気軽にお使いいただけるダ八(ル

ーフ)プリズムタイプ双眼鏡です。コン

パクトに折り畳める2軸タイプですから

携帯性も抜群です。レンズにはマゼンタ

コーティングを採用。透過率を高め、明

るい視野を確保しています。

¥3,200

PULSAR
CHALLENGER CSl× 20HMKIT

軽くて非常に耐久性のあるコンパクトボディの単眼ナイトビジ

∃ンスコープ。ヘッドマウントが標準装備なので

手持ちでもヘッドマウントに

取付ても使用できます。

¥72,800

マルチミニ   .
銃につけても気にならない小さなオープン

ドットサイトです。ドットの形が4つ選べ、輝度

もフ段階に調整出来ます。20ミリウィーバー

タイプベース用。重さ122g、 長さ79mm、

サフアリ TAS… SA821
倍率8倍、対物有効径21mm。 わずか180g
の軽量のミルスケール内蔵双眼鏡。折りたた

倍率8倍、対物有効径21mm。 重さわずか

フ2gの超軽量 コンパクトなミルス

ケール内蔵のカモフラージュ

モノキュラーです。手のひら

にすつぽりと収まり、携帯に

大変便利です。

94× 30×30mm

¥4,600

8倍 2]mm 126m 69

むとポケットに入るサイズです。

8倍 21mm 129m 26mm

高さ54mm

¥13,200
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LEAPERS
リーバース

U6245 6～ 24倍×50mm対物レンズ

1イ ンチチューブ、フロントフォーカス、
全長38 6cm、 対物レンズ径50mm、
重さフ42g、 サンシェード付属、
使用電池CR2032

U394 3～ 9倍×40mm対物レンズ

1インチチューブ、フロントフォーカス、
全長32cm、 対物レンズ径40mm、
重さ590g、 使用電池CR2032

20年前、ミシガン州の小さなガレージでハンティング/シ

ユーティングのアクセサリーを作り始めたのがリーノく―ス

のスタートでした。今では2つの大きなビルを持ちアメリ

カ、EU、 アジアヘと販路を広げています。

U4165 4～ 16倍×50mm対物レンズ

1インチチューブ、フロントフォーカス、
全長37 8cm、 対物レンズ径50mm、
重さ719g、 サンシェード付属、
使用電池CR2032

UTGトゥル…ハンターlEス コ…プ

ライフル銃からエアライフルまで使える本格

的なフルサイズ八ンティングスコープです。フ

ロントフォーカスで、45mから合いますので

近距離での使用もOKです。lEイ ルミネーシ∃

ンレチクルは赤、緑、あるいは36色のカラー

が選べます。赤、緑は明度も選択可。使いやす

いワイヤータイプのミリレドットレチクルです。

ゼロロッキングですので、一度スコープを合

わせてリセットできますので調整が楽に行え

ます。マルチコートのレンズは明るくクリアで

光量が落ちても視界を保ちます。倍率は、近、

中、遠距離用に3タイプ用意しました。対物レ

ンズ径が違いますが、基本機能は共通です。

UTGバグバスターlEス コ…プ
M392 3～ 9倍×32mm対物レンズ

全長わずか21cmのショートタイプで軽くコン

ノくクトなスコープです。3mからフォーカスが

合い、倍率3～9倍で対物レンズも32ミリです

ので、エアライフルにピッタリで機動性もアッ

プします。IEイルミネーシ∃ンレチクルはシチ

ュエーシ∃ンにより赤か緑、あるいは36色が選
べ背景にレチクルが溶け込むこともありませ

ん。レチクルはワイヤータイプミルドットです。

ゼロロッキングシステムになつていますのでゼ

ロイン後の調整も容易です。1インチチューブ

フロントフォーカス、全長20 8cm、 対物レン

ズ径32mm、 重さ390g。 サンシェード付属、

使用電池CR1632

¥38,500

レイルアダプター

エアライフリレ用のマウントベ

ースに装着して、一般的なウィ

ーバー/ピカティニー(20mm
幅)用 に変更するものです。取

り付け、取り外しも簡単です。

2ケセット。

¥2,800

ウィーバー /ピカティニーマウントリング

コー ド番号 790-845 790-846 790-847 790-848

商品名 25M4 25H4 30M4 30H4
リング径 1インチ 1イ ンチ 30mm 30mm

高さ M(14mm) H(21mm) M(14mm) H(21mm)

価格 ¥3,800 ¥3,800 ¥4,100 ¥4,100

航空機用アルミニウムを使用し

たマウントリング1ケにつき6ケ

のネジを使用した頑丈なマウン

トリングです。スコープチューブ

径1イ ンチと30mm用。サドル

高は「M」 が14mm、「H」 が

21mmです。

※サドル高…スコープの底面からマウントリングの底面の長さ。

航空機用アルミニウムを使用した世界的にポピュラーな20mm幅ベース用のマウントリング

です。銃側には使いやすいナット締めを使用。チューブ径 1インチ用と30mm用、サドル高も

「L」「M」「H」 3種類揃えてあります。

M30L4       M30M4          M30H4

コード番号 790-849 ′ 790-850 790-85」 790-852 790-853 790-854

商品名 M25L2 M25M4 M25H4 M30L4 M30M4 M30H4
リング径 1インチ 1イ ンチ 1インチ 30mm 30mm 30mm

高さ L(10mm) M(14mm) H(18mm) L(9mm) M(14mm) H(22mm)

価格 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,800 ¥4,800 ¥4,800

※M25L2のみスコープ

側のネジが2カ所止めに

なります。

M25L2
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S‖ B L2060× 85
HD‐ S

¥84,000

S‖ BL2060× 85
HD¨A

対物レンズにはED(特殊低分散)ガラスを採用。色収差のないクリ

アな像をお楽しみいただけます。また、集光力に優れた大口径

85mmの対物レンズと、フルマルチコーティングの採用により、タ

方など薄暗い環境でも対象を捉えることが可能です。バードウォー

ッチングから各種アウトドア活動、また、コンパクトデジタルカメラを

併用した超望遠撮影まで、幅広くお使いいただけるスコープです。

重量 1870g

e大口径85mmEDレンズの採用により色収差を良好に補正しています。

●レンズの全ての空気接触面にマルチコーティングを施すことで、透過率

を最大に高め、コントラストが高く明るい視界を得ることが可能です。

●本体は防水構造で窒素ガスを充填していますので、雨天時の使用でも

安心です。また、温度差がある環境でもレンズ内部が曇りません。

●デュアルフォーカサーの採用により、微妙なピント合わせも容易に行う

ことができます。

●弓|き 出し式のフードを内蔵。有害な光線を効果的にカットすることで、フ

レアの発生を防ざます。

●回転式の三脚座を装備。デジタルカメラを使用した写真撮影の際に大

変便利です。

●アンク
｀
ルタイプとストレートタイプの2種類をこ用意。目的に合わせて

お選びいただけます。

●ストラップ付の本体カバーを標準装備。取付けたままでスコープの使

用が可能です。

セレストロン
スボッティングスコ…プ

″
`J:,11'1″

・

標的射撃の弾痕、着弾を確認するのに適し

た倍率の大変お買い得なスポッティングス
コープです。倍率は15～45倍で調整。三

脚とソフトケース、アルミニウムケースも

付属しています。直視型8,200

¥22,850

1521～ 169

1521～ 169

SPORTS MATCH UEKロ スポーッマツチ
英国で、1972年創業のスコープマウント専門メーカーです。エアライフルや22回径のライフル用

を得意とし世界的に有名なメーカーで最新のCNCマシンを使用して英国で作られています。

スコープチューブ径 1イ ンチ用と30mm用。

ライフル用(ウィーバー/ピカティニー)

マウントリング

20mm幅のベース用のマウントリングです。エアライフル用

と同様に頑丈な作りです。スコープ胴径1インチ用です。

HT076

コー ド番号 790-841 790-842 790-843 790-844

商品名 T04C HT08C T035C HT036C

リング径 1イ ンチ 1インチ 30mm 30mm

高さ 17mm 24mm 15mm 21mm

価格 ¥5,800 ¥5,800 ¥9,000 ¥9,000

生涯保証 品質

※高さはスコープ底面からから止めツメまでの長さ。

コー ド番号 790-871 790-872

商品名 T054C HT076
リング径 1イ ンチ 1インチ

高さ 16mm 23mm

価格 ¥7,800 ¥8.800
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☆☆☆カタログ初登場☆★☆
チェコの Meopta(メ オプタ)社は 1933年創業の光学機器メー

カーです。ライフルスコープのみならず、航空産業や生命科学

産業など多くの分野で最先端の光学製品を創り出しています。

およそ 2500人の従業員が日夜最先端の研究と開発を行つて

います。

ZDシリーズグァ額板孫萬    盆,再己空    ょ乱貿が継
シューターに愛用されています。

ZD 6‐24×56RD
チューブ径 :30mm
重量 :8659
イルミネーション付
対象レチクル :MilDot2

¥320′000
:

謬

ZD 4‐16×44RD
チューブ径 :30mm
重量 :800g
イルミネーション付

対象レチクル :MilDotS

OШ
メオプタ社

Moostar Rl
チューブ径 :30mm
重量 :740g
イルミネーシ ョン付

対象 レチクル :MilDot

4‐16x44 RD

¥205′000
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¥238′000

メオ ス タ ー   Meostar R lシ リーズはメオプタ社ライフルスコープのラインナップ中、

Rlシリー‐ズ "程重≦層藉′蓬窪百真れこ嘉「
に愛用されています。

1面

格を遥かに凌駕す

Moostar Rlr 3‐12x56 RGD
チューブ径 :30mm
重量 :650g

イルミネーション

(赤、緑)付
対象レチクル :4⊂

¥208′000



メオスターR2シリーズ
八イエンド八ンタースコープとして開発された Meostar R2シ リーズ

は、6倍のズームレシオや抜群の光透過性を備え、他を寄せ付けない性

能を誇ります。

R22.5‐15x56 RD
チューブ径 :30mm
重量 :650g

イルミネーション付
対象レチクル :4K

¥258′000

光学性能。耐久性に一切の妥協をせず、かつ価格を低く抑えることに成功した N/1eoP「oシ リー

ズは、ビギナーからベテランまで全てのレベルのノヽンターを魅了する性能を備えています。

最初に試していただきたい逸品です。チユーブ径:25.4mm(共通)

MooPro 3‐9x42
重量

4婁リケ ;13:zplex ¥98′ 000

MooPro 4‐ 12x50
重量
4-12x50:516g
対象レチクル:Zplex ¥1lo′ 000

MeoPro 6‐18x50
重量

舞蟹じ黙プ″
'MilDot¥125′

000
※下記はメオプタ チクリレです。

メオプロシリーズ

MilDot MilDotS Zplex

8段階調光、自動調光機能もついた

小型・軽量の高性能ドットサイ ト

※ウィーバー・ピカティニーベースに取付けの場合は、

アダプターが必要です。G」売)¥15′ 800

Moosight‖130
ドットサイズ :3MOA
重量 :36.6g

8段階調光機能

自動調光機能

オー トオフ機能
¥51′000
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☆★☆カタログ初登場☆★☆
SWAROVSK1 0PTIK/ス ワロフスキーオブティック
∃―ロッパの八イエンドスコープメーカーの中でも根強い人気を誇るオーストリア
製のスコープです。世界中で大人気のスワロフスキーガラス製品と同様に、スコー
プレンズのクリアな視界は1度のぞけば違いが分かります。レチクル電源がオート
でON/OFFする最新モデルZ6など世界中の八ンターが憧れるブランドです。

Z6/Z6iセカンドジェネレーションシリーズ

Z6ノZ6il.フロ10×42
あらゆるタイプの銃に適したライフルスコープです。
森林平地 山岳地帯などで獲物を追つて猟をするタ

スワロフスキーオプティックの代表的なレチクルは以下です。

OP丁 IK

※この他のモデルも多数こざいますのでカタログをこ請求下さい。

KI

イプに特に適しています。
適応レチクル/Z64A

Z6i4AJ,CDJ.4A-3001
長さ:321/324mm

重さ:470/510g

チューブ径 :30mm

Z6ノZ6i2日 12X50
一般的な猟に使えるよう設計されたライフルスコー
プ。口径が大きいので夕暮れ時など暗いフィールドで
も対応し、開けた猟場での遠距離射撃や森林地帯で
動く標的にも対応します。
適応レチクリレ/Z614A,4A-300

Z6i4AJ,4A-300 1 BRXJ
長さ:520/360mm
重さ:520g

チューブ径 :30mm

Z6ノZ6i2.5日 15×56P
大口径による明るさが強みで、光が乏しい状況での狩
猟に適しています。6倍ズームによって倍率 15倍の視
野を得ることができ、長距離射撃に威力を発揮します。
高い解像度(HD)レンズと視差補正により、どのような
距離でも非常に精度の高い視断を保証します。
適応レチクリレ/Z6:4A.4A300

Z6i4AJ.4A-3001.BRXJ
長さ:364/367mm

重さ:635/675g

チューブ径 :30mm

Z6ノZ6i5日30×50P
今までは最高倍率24xのモデルで最も人気がありま
した。このモデルは最高倍率30xlこ再設計、視差補正
とHDレンズにより、さらに長距離射撃に威力を発揮
します。

適応レチクリレ/Z6:P ex,BRH
Z61:4A14A-300-1,BRXJ

長さ:395/398mm
重さ:600/640g

チューフ在 :30mm

Z3シリーズ

Z33日 10×42
スリムで堅牢、しかも高性能光学系を持つクラシックタ
イプのライフルスコ

「

プ。様々なシチュエーシ∃ンに適
したモデルで、そのシャープなデザインはあらゆるタイ
プの銃にマッチします。

¥186,000

Z6:¥252,000
Z6i:¥342,000

Z6:¥272,000
Z6i:¥357,000

Z6:¥294,000
Z6i:¥384,000

Z6:¥305,000
Z6i:¥399,000

適応レチクル/4A,BRXJ
長さ:321 mm

重さ:360g

チューブ径 :1インチ

4A     4A― 1    4A…300   4A… 300¨ |
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BRH    BRX― | Plex CD― |



マイナス60℃から120℃への急激な気温変化でも曇

らず、水深20mの水圧にも耐える究極のミリタリース

ペックライフルスコープです。クリアな視界を実現する

4層マルチコートレンズは特に薄暮時に威力を発揮し

ます。NXSはイリレミネーションレティクリレを装備した、

スコープの□一リレスロイスと呼ばれる逸品です。
※一部のモデルは受注後の発注となる場合があります。

SHVシリーズ
高品質、高性能の代名詞ともいえるナイトフォーススコープですが、この新しいSHV
シリーズは全てのイ予程を見直し、妥協なしでパフォーマンスはそのまま価格を低くお

さえたシリーズです。SHVの名はシューター (S)、 八ンター (H)、 バーミンター (V)

の頭文字で全てのジヤンルをカバーするモデルです。

ナイトフォース
3… 10×42 SHV
a喜 |:;:rm

毛れ蒻;;♀器/MoAR

ナイトフォース
4‐ 14×56 SHV
量喜:;::『

m

遭l己翡|;♀器/MoAR
※イルミネーションオプション

ナイトフォース
5-20×56 SHV
量喜::::『

m

毛れ翡i3♀ m/MoAR
※イルミネーションオプション

¥198′000 ¥298′000

※特典を適用させていただくために必ず銃砲店のお客様であることをお伝え下
さしヽ。「○○銃砲店様からの紹介で・・ 」とお申し付け下さしヽ。

威颯雹ら1,Z

ЛEttK

銃砲店様からご紹介されたお客様
なら特典がごぜいきけ f

もぢうん鏡砲PF持者の有でなくて

も家族や親戚の方、知ιl合いの方
でも結構です ′

¥220′000

《おすすめプランシステム内容》

■コントローラー・・・ 1台 ■ALSOKラ イト・・・

■開閉センサー・・・ 2個 ロセンサー送信機・・2個

※在宅ALSOK警 備なしのプランです。

1個

月々4,940円 (税別)

から始められます !

※   麗0籠で められるブランです.  憾レン蘇護となります。

引則田ロラン 月々 2,800円 (税別)

※初期費用として工事費と機器費が必要となります。

(工事費30,800+機 器■ 95,400円 =合 計1261200円  すべて税扇

※セキュリティ機器は10年 間無料保 EIEと なります。

大切な銃を盗難から守りましょう !
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※一部モデルは受注後の発注となる場合があります。

/ナイトフォース

倍率:4～ 16倍
対物レンズ径:42mm
クリックイ直:250MOA、 l Mi Rad
チューブ径i34mm
重さ:850g、 全長:320mm
レチクル:MOAR/ML― R
イリレミネーシ∃ン:なし
ゼロホールド付

倍率:5～ 25倍
対物レンズ径:56mm
クリックイ直:250MOA、 l Mi―Rad
チューブ径:34mm
重さ:1077g、 全長i363mm
レチクル:MOAR/MIL― R
イルミネーション:あ り
ゼロストップ:あ り

倍率,15～55倍
対物レンズ径:52mm
クリック値:125MOA
チューブ径:30mm
重さ:790g
全長:41lmm
レチクルiCttR-1/DDR
イルミネーション:な し
ゼロストップ:なし

倍率:35～ 10倍
対物レンズ径:56mm
クリックイ直:250MOA
チューブ径i30mm
重さ:868g、 全長:375mm
レチクル:NP―R2
イリレミネーシ∃ン:あ り
ゼロストップ:なし/あり

倍率:8～ 32倍
対物レンズ径:56mm
クリックイ直:250MOA
チューブ径i30mm
重さ:952g、 全長:403mm
レチクル:NP Rl

イルミネーシ∃ン:あ り
ゼロストップ:なし/あ り

ゼロストップ機能とは?

ゼロイン後にエレベーションタレットで「ゼロ

ストップJを設定しておけばエレベーションノ

ブを回すだけですぐにtzロイン状態に戻せる

優れた機能です

ナイトフォース
4‐ 16×42 ATACRTM
他のナイトフォースに比べ小さく

短いスコープですが、性能は引け
を取りません。ファーストフォーカ
ルプレーンで素早く倍率を変える

ためのレバー付。

¥540,000

ナイトフォース
5‐25×56 ATACRTM
N× Sシリーズで培つた技術を元に
開発されたスコープです。34ミリ
チューブ採用で、20MOAが可能、
より広範囲に対応可。レンズも明
るくなり5倍ズームでシューター
が遭遇する全ての状況に対応する
ことが出来るでしょう。

¥550,000

ナイトフォース
COMPETIT10N 1 5¨ 55×52
920/0という高い光透過率を誇る
EDグラスにより、素晴らしい色、
コントラストと高解像度が得られ
ます。25ヤードから無限までのパ
ララックス調整付で旧モデルより
20%も軽量化されています。
※色|よシルバーとブラックがあり
ます。

¥530,000

ナイトフォース
NXS 3.5… 15×50
このスコープは元々軍用小銃に

作られたため、高さを低く抑えて

あります。倍率は八ンテイングに
もちょうど良い実用的なもので、

射撃のチャンスを逃がすことなく
、応用範囲の広いスコープと言え
るでしょう。

ゼロストップなし¥360,000

ゼロストップあり¥420,000

ナイトフォース
NXS 8… 32×56
フィールドでも射撃でも長距離

を前提としたこのスコープは、ナ

イトフォースの蓄積されたノウ八

ウによつて作られています。

ゼロストップなし¥435,000

ゼロストップあり¥480,000
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倍率:25～ 10倍
対物レンズ径:32mm
クリックイ直:250MOA
チューブ径:30mm
重さ:532g、 全長i304mm
レチクル:lHR
イリレミネーション:あ り
ゼロストップ:なし/あり

倍率:55～22倍
対物レンズ径:50mm
クリックイ直:250MOA
チューブ径i30mm
重さ:868g、 全長i383mm
レチクル:NP 1/NP― R1/ML―Dot/MOAR
イルミネーシ∃ン:あ り
ゼロストップ:なし/あり

倍率:55～22倍
対物レンズ径:56mm
クリックイ直:250MOA
チューブ径:30mm
重さ:896g、 全長:386mm
レチクル:MOAR
イルミネーシ∃ン:あ り
ゼロストップ:なし/あ り

ナイトフォース
2.5… 10×32 NXSコンパクト

たった30omですが、他のナイトフォー

ススコープと同様のクオリティーで作ら

れており、接眼レンズも大きいため使い

やすいモデリレです。グローブをしていて

も、素早く倍率を変えられるパワーレバ
ーイ寸。       ゼロストップなし¥330,000

ゼロストップあり¥370,000

このスコープのオリジナルはアメリカ

軍用の長距離射撃用のモデルです。2
000ヤードにチャレンジするスコープ

です。※ゼロストップ付はレチクルは
MIL―Dot/MOARから選べます。

ゼロストップなし¥395,000

ゼロストップあり¥438,000

「NXS5 5-22× 50」 の対物レンズ56mm
バージ∃ンです。56mmレンズは最大のク

リアさ、コントラストをもたらします。

ゼロストップなし¥400,000

ゼロストップあり¥420,000

一
　

一

ナイトフォースオリジナルマウントリングです。

ウィーバー/ピカティニータイプの20ミリ幅ベース用。特徴は固定用横棒と固定用ツメにチタニウムを使用しているため、軽く強度

もすぐれたものになつています。30ミリ径と34ミリ径スコープ用。

30ミリ径スコープ

¥46り 000

34ミリ径スコープ

¥65り000

コード番号 520-140 520-141

商品名 A223 A224

リング径 30mm 30mm

高さ M(8.35mm) H(] 15mm)

コード番号 520-138 520-139

商品名 A101 A107

リング径 30mm 30mm

高さ M(10mm) H(13mm)
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詈象          要とこF°

B装 ;単のラインナップに

FOBブリネッキスラッグ FOBスーパースラッグ
1箱 10発入り
適合薬室長

6フミリ

1箱25発入り
適合薬室長
23/4イ ンチ

(70ミリ)

価格 オープンプライス価格 オ…プンプ

G嵌 ライフル実包

価格 オープンプライス

コード番号 900-159 900-160

号数 スラッグ スラック

口径 12番 20番

重 さ 490グレイン 370グ レイン

銅と亜鉛の合金であるギルディングメタルを弾頭に使用した、新製品

です。スピードパワーも従来の実包をしのぐ程ですが、注目すべきはそ

のマッシュルーミングのすばらしさです。また弾頭先端のポリマーチッ

プは命中精度とすばやいつぶれ方に大きく貢献しています。

NT靡 し頓邊はなご墓種Ell耗F

断面図

Cuslom RI■ e■ mmoラ イ フ ル 実 包

ホーナディー社は独自の研究で非常に高い命中精度と獲物に命中した際に

最適なタイミングでマッシュリレーミングするインターロック弾頭を開発しま

した。製品管理は厳重でテストに合格したロットしか出荷されません。

価格 オープンプライス
※販売は1箱 (20発)単位です。

※30-30は RN、 他はBTSP弾 頭付。写真の458LOTTは 、輸入しておりません。

SST S力orgyn srrg
ショットガンスラッグ (サボット)

ホーナディー社は独自の研究の「フレックスティップ」弾頭技術の応用で、高弾速と共に、

100ヤードで2イ ンチ以下、200ヤードでの狩猟も実現する、非常に高い命中精度と、獲

物に命中した際に最適なタイミングでマッシュルーミングするサポット弾を開発しました。

※販売は1箱 (5発)単位です。 価格 オープンプライス

20番    断面図

FOB9粒

FOB猟用装弾

1箱25発入り
適合薬室長
23/4イ ンチ

(70ミリ)

価格 オープンプライス

コード番号 955… 159 955‐ 160 955‐ 161 955‐ 162 955‐ 163

□径 308Wln BT 30‐06B丁 300WhM BT 270W n 7mmRemM

弾頭重量 150gr. 150or. 150or. 130or. 139qr.

955… 111
243 VVinchester
loogr BTSP

955‐ 112
270 11Vinchester

130gr SP

955… 127 30-30 VVinchester
150gr RN

955‐ 114 308 VVinchester
150gr BTSP

955… 115 308 Winchester
165gr BTSP

955… 117 30-06 Springfie!d

150gr BTSP

955… 118 30-06 Springfield

165gr BTSP

955… 128 7mm Remington Mag
162gr BTSP

955‐ 129 300 Winchester卜 Иag
165gr BTSP

コード番号 955… 130 955-131

口径 12番23/4インチ 20番 23/4イ ンデ

弾頭重量 300グ レイン 250グ レイン
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(24g

ソフトな反動、シャープな割ね!!

FOB装弾 |よ 、日本の射手

の平均的体格に対応すべ

く日本とフランスで共同

開発された装3単 です。

71/2、 9号 )

Nobel Sport社は、火薬、雷管、薬爽、ワッドに至るま

で全て自社で生産している欧州最大級の八イテク実

包製造会社です。弊社は、Nobel Sport社とFOBを

含む同社のグループ企業との契約を結び実包販売

をしております。もちろんFOB射撃装弾は常に世界

のメダルに輝いておりますが、丁OKYO」∪HO by

FOBは特に日本のシューターに最適化された設定と

なつており、パッケージも日本語表記されています。

※適合薬室長は、

23/4イ ンチです。 オープンプライス

コード番号 980… 154 980… 155 980-156 980-157 980-162 980-163

□径 12番24q 12番249 12番28o 12嗜魯28o 20番 28q 20番 28o

号数 7 1/2 9 71/2 9 71/2 9

ライトフィーJレド
ハイブリッドサボット

直径が大きな重量弾ながら高初速で、抜群のマッシュル

ーム効果と併せて強大なストッピングパワーを誇ります。

ター八ントスラッグガンはもちろん、

殆どのサボットスラッグ銃にベストマッチ。

レスリーサル
スーバースタ…12番 23/4イ ンチ

写真左

12番 23/4イ ンチ

ているゴムの一例

元来対人安全性を高めた暴動鎮圧用

弾として開発された弾ですが、近年、

鳥獣の生息域の調整など有害鳥獣管

理に注目されているゴム弾です。
12番 23/4インチ 546グレイン

20番 23/4インチ 385グレイン

オープンプライス

※販売は1箱 (5発 )

単位です。 36m～ 54m位
の目標用

※販売は1箱

※火取法上、

近距離用18m～
13m位の目標用

(5発)単位です。

散弾実包扱品。
1男台¥1,000

非鉛サボット弾

非鉛スラッグの決定版 !どのチョーク(絞り)でもOK!
特に北海道のスラッ  ハンタ…におすすめ!

ライフリング付銃身でもスムースボアの通常銃身でも撃てる画期的なサボット弾。大きな特徴

は弾頭にプラスチック製の羽が付いており回転を与えられた弾頭は80mで3cmのライフル銃

に近いテスト結果が出ている。弾頭はコッパー(銅)の芯の先端がブラス(真鍮)になつており、イ

ンパクト日寺にマッシユルーム状になるよう設計されている。

サボット弾

鉛サボット弾も高い命中精度はそのままです !

12番 23/4インチ 402グレイン

20番 23/4インチ 347グレイン

※販売は1箱 (6発 )単位です。  オープンプライス
12番 23ノ4インチ 324グレイン

20番 23/4インチ 318グレイン

※販売は1箱 (5発)単位です。

オープンプライス

PPU(ビービ…ュー)ライフル実包

高性能低価格の時代ヘ

PPU社はセルビア(日ソビエト領)で 1928年創立の80年の歴史と

伝統を誇る装弾メーカーです。アメリカ、∃―ロッパはもちろん世界

オープンプライス 20数力国で愛用され高い評価を得ています。コストパフォーマンス

の高いPP∪ライフル実包をぜひお試し下さい。

コード番号 980… 158 980‐ 159 980… 160 980… 161

口径 308VVin 30…06 30…06 7.62× 39

弾頭重量 150gr.SF 1 50gr.SF 1 80gr.SP 1 23gr.SP
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DACは銃の手入れ用品と銃のセーフティ用品の専門会社としてアメ
リカで1990年に倉」業しました。現在では「ガンマスターDAC」 ブラン
ドで多くの人気商品を販売しております。

791-274 ライフリレ用鉛落    ¥500 クリーニングキット用
791-275 ライフル用油拭    ¥400 交換パーツ
791-276 散弾銃用鉛落    ¥600 ※口径を指定して下さい。
791-277 散弾銃用油拭    ¥500

DACガ ンマスターライフルクリーニングキット

ワイヤー式のライフルクリーニングキットです。銃身内

を傷めない八イブリッドワイヤーを薬室側から通します

ので汚れやゴミは銃口から出るため銃が汚れません。ワ

イヤー長は83cmあ ります。

鉛落×1、 モップ×1、 スロットチップ
×1、 パッチ×25枚、ドライバー八ン

ドル×1(交換式 +、 ―チップ6ヶ入

り)、 専用プラスチックケース入り。

GMフLR 270口径～7mm用
¥3,500

GM30LR 30口径用

¥3,500

DACガンマスターショットガンクリーニングキット

仕様はライフルクリーニングキ

ットと同じです。12番用と20番
用があります。鉛落、モップ、スロ

ットチップのサイズが違います。

CM12SG 12番用

¥3,500

GM20SG 20番用

¥3,500

DACユニバーサルボアライト

銃身内を点検する時に使用しま

す。フレキシブルケーブルの先

にLEDラ イトがついています。

単4電池1本使用。

¥2,500

DACガンクリーニングキット
コストパフォーマンスに優れた

3本継ぎのクリーニングロッドです。
空気銃用5.5mm用 ―¥3,000
(VFGア ダプター付き)

ライフル用―一一―一¥3,500

散弾銃用     ¥3,600

※鉛落としのライフル用口径は、No 30,No 25,No 27から、

散弾銃用よ12香、20香、410番よりお選び下さい。

No 30{762,30CAR,308,30‐ 30,32,30‐ 06.8mm,75mm)、

No 25(25,6nnm,243.257,65mm)、

No 27(270,7mm,280,284)

ジュラルミン洗矢

洗矢セットは、4本継洗

矢、鉛落、油拭、綿布が

セットになつています。

12番用のみです。

各種鉛落 (輸入品用)

DACガンクリーニグキットやオーティスコンパクトクリーニングキット用の

鉛落各種です。国産品とネジ山のビッチが違いますので御注意ください。

散弾銃用

¥600

ライフル銃用

¥500

面には'Bu「 n shl(鏡面)仕上げが施されておりますので安心です。※スリムなチューブ入り

プロショット洗矢
ライフル用(27～ 30回径):スウィーベル八ンドノИこ直径6 35mmの高岡」性ステ

ンレスシャフトの2本継ぎで27～30口径用ブラシと特製」ACとパッチ(12枚)が付

属しています。30インチ銃身まで使用可。 ¥11,000

ライフリレ用
スペアーパッチ
100枚入り

¥1,loo

散弾銃用(12番):散弾銃用なので八ンドルは回転しませんが、直径6 35mm高剛

性ステンレスシャフトの2本継ぎで12番用ブラシと特製」AGとパッチ(12枚 )が付属

しています。30インチ銃身まで使用可。 ¥12,000

散弾銃用
スペアーパッチ
50枚入り

¥950

41 0番、20香、12番、
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ミルフォーム・フォレスト
ボアクリーナー

ソルベント不要 !

ボアクリーニングが手間いらずで楽々に!

面倒なブラシ不要、ワンステップで簡単

確実に銃身のクリーニングが行えます。

<使い方> 銃身の薬室の方からノズルを差し込み、

銃身が泡で満たされるまで注入して下さい。銃口まで

泡で満たされたらスプレー完了です。銃身を水平に保

ち、15分から30分待ちます。成分が銃身以外に付か

ない様にクリーニングパッチを汚れが付かなくなるま

で数回通して下さい。内容量 90ml

¥2,600

#44128
BCガンオイル(45オンス)

古くから親しまれてきた高性能ガ

ンオイルです。金属どうしの動き

をなめらかにします。温度変化に

も強く、サビ防止効果もあります。

¥1,300

BC ストックオイル
#23422
(2オンス)

シンセテックストック用のオイルです。

ストックの汚れは、これをスプレーし

て拭き取つて下さい。木のストックで

も、金属でも磨けます。また、ソルベン

トの付着を防ぐ効果もあります。

¥1,700

スーパーブルーリキッドガンブルー

#13425
(3オンス入)

最も使い易やすい液体

のガンブルーです。鉄

及びニッケルクローム

に着色できます。ステン

レスには使用出来ませ

ん。       ,
¥2,200

パルマブルー リキッドガンブルー

#13125
(3オンス)

傷や摩耗があつても使え

ます。縞にならず、均―な

仕上がり。ステンレスには

使用出来ません。

¥2,800

ブラスプラックメタルタッチアップ

#15225
(3オンス)

真鍮製品を黒くするため

の溶液です。

銅、青銅、黄銅にも使用

出来ます。

ミルフォーム・フォレスト

スプレーガンオイル

オイルが泡状で出ます!

スプレーなのに飛び散らない。

-57℃まで凝固しません。NA丁0軍も

使用している、高性能合成ガンオイルで

す。銃の表面保護、防錆、潤滑の用途の

ほかクリーニングにもお使い下さい。

内容量:150ml

¥2,000

OTIS
ウリレトラ ボ ア ガ ンオ イ ル

銃腔内の掃除はもちろん、湿気を

防ぎ、サビの発生を抑えます。金属

の表面の保護やグリスのように動

く部分にもOKです。ウルトラボア

を使用して銃の掃除をすれば改め

て別のオイルを塗ることなくいつ
ぺんですみます。

内容量:2オンス(約60m)

Y2,000

RIGダブリレエンドブラシ

(3本セット)   |:
#41103
銃の手入れにかかせない

ブラシの3本セットです。

大」ヽのブラシでナイロン

と銅とステンレスがあり

ますので使い分けて下さ

¥2,500

RIGグリス     |
(チュープ入り)   |
#40020
(15オンス)

金属の表面にうすく塗るだけ

で大切な銃をサビや腐食から

守ります。

¥1,500

RIGボアランナー(12番用)

#41140
すぐに組み立てられ素早く汚れ

を落とせる洗矢です。ロッドは丈

夫なグラスフアイバーで持ち運

びが便利な2本継ぎです。

BC バリケード
#33128
(45オンス)

文字どおり銃をバリケードで守る

ようにホコリやサビを寄せつけま

せん。塩分に対しても効果があり

ます。銃身内の掃除にも使用出来

ます。金属表面用。

¥1,400

アルミニウムブラック

#15125
(3オンス)

アルミニウムを黒くする

ための溶液です。色落ち

したアルミニウム製品

の着色に使います。グレ

イから黒色になります。

ガンオイル

¥2,800
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WJLD GAME JNNOVA7JONS/ワ イルドゲームイノベーション

防JEカメラとしても

使用出来ます!

2メガピクセル

18赤 外線 LEDフ ラッシュ球

(135mまで)静 止画のみ

SDカード16GB使用G」売)

約25000画像

単2電池4本使用偶J売 )

¥24,000

レイザー6
ライツアウト

6メガピクセル

27赤外線LED
フラッシュ球(15mまで)

動画及び静止画

SDカード32GB使用 (別売)

約30000画像 ¥41,000

マイクロクラッシュ8

8メガピクセリレ

2フ赤外線LEDフラッシュ

(最大約22m)
・動画および静止画
.SDカード(最大32GB)使用鰯」売)

・単3電池8本使用G」売) ¥52,000
単3電池8本使用 (別売)

WGI社のカメラを使用したお客様より

鮮明な画像とともに

喜びの声をいただきました !

野生動物を自動撮影するカメラのメーカーです。夜間、昼間、静止画、動画など目的に合わせてお選びください。

無 人 カ メ ラ ( ― ム 用 )¨沐 に取付けて、動物が通ると自動で撮影するカメラです。

※画像を見るためにはパソコンが必要です。

AXE 2

※愛知県のK様よりこ提供

FLEX70NE ELECTRONrC GAME CAニ ユS
/フレックストーンエレクトロニックゲームコール

フレックストーン社のゲームコールは八ンターの間で

高性能、高品質で知られています。現在では電気式の

ゲームコールではベストの商品と評価されています。

ボタンを押すだけで12種類のゲームの鳴き声を再現します。簡単な操作で

使用でき高性能スピーカーからは本物そつくりの鳴き声を発生させます。
コールの種類:鹿4種類、七面鳥2種類、コ∃―テ2種類、フクロウ、キツツキ、

カラス、ウサギ、各 1種

単4電池×3本 (別売)、 重さ450g ¥10,300 ※色は実物と異なる場合があります。

トーチ EZ‐ 1

エレクトロニックゲームコール

GROUND EF X/グラウンドEF X
金属探矢口機を使つた遊びはアメリカではフアミリーで楽しめるボピュラーなものです。地中の金属
を探し出し、ディスプレーモニターや音で知らせてくれます。誰でも使いやすいように設計された

デジタル金属探知機の人気ブランドです。

スワーム MX 100
デジタル金属探知機

¥56,000

ポピュラータイプの金属探知機です。鉄、アルミニウムなど8種類

の金属に反応します。シンプルなディスプレーは誰にでも使いやす

いように出来ています。ヘッドホン(別売)を使えば音でも探知でき

ます。500円玉位の金属ですと約25cmの距離 (深さ)でも反応し

ます。草むらなどで実包を紛失した場合などでも使用できます。使

用しない時は、アーム部は短くなります。

使用電池:単3電池×6本 G」売)、 重さ0 9kg
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スワーム MX 400
デジタル金属探矢口機

¥132,000

高性能なトップモデルです。鉄、アルミニウムなど8種類の

金属に反応します。5インチカラーモニター付で、深さや

金属の種類も分かります。ヘッドホンG」売)を使えば音で

も知らせてくれるので見逃すこともありません。GPS内
蔵で8カ 所までのポイントを記録しておくことが可能で

す。500円玉位の金属ですと約30cmの距離(深さ)でも

反応します。草むらなどで実包を紛失した場合などでも使

用できます。使用しない時はアーム部は短くなります。

使用電池:単3電池×6本 G」売)、 重さ1 5kg



SCOUTⅡ (スヵゥトⅡ)

ノヽンディタイプサーマリレナイトビジョン

フリアーシステムズは監視用などあらゆる産業で活躍する、

赤外線カメラのグローバルリーディングカンパニーです。

モデルチェンジを経てより使しヽやすくなりました!

暗闇での視界を確保して、安全なアウトドアライフを

スカウトⅡシリーズは光ではなく熱を可視化する八ンディタイプのサーマルナイトビジ∃

ンです。従来のナイトビジョンとは違い光が無いどんな暗闇でもどんな天候条件でも、

動物が放出する赤外線 (熱 )を検知し画像化します。軽量コンパクトで画像法事も3パタ

ーン選べ簡単な操作ですぐ使用できます。夜間のアウトドアシーンで活躍するだけでな

く、こ家庭や海上での防犯 監視などに幅広くお使い頂くことが可能です。

※SCO∪丁Ⅱ320は解像度がSCO∪丁Ⅱ240より高く倍率が2倍になります。

高温ホワイト 高温ブラック

SCOUTE240  ¥230,000

sCOuTⅡ320  ¥330,000

インスタラート(高温レッド)

※実際の範囲はカメラのセットアップ状態、環境条件、操作経験、使用中の

モニターまたはディスプレイの形式に応じて異なります。

:|‖|」鷲治糧lllllloGAMEFINDER(ゲ
ームフアインダー)獲物の検索|ま勿論人命救助にも使わねています。

ゲームフアインダー プロ…M

ザ・フアインダー

検索中のレベル表示 感知レベルが上つたところ

従来の獲物の検索機能に数多くの機能が追カロされました。
.大物は勿論、27m以内の近距離では鳥類の検索も可能。

ピンポイントで方向が分かるレーザービーム

(日 本国内の規制に準拠)

フラッシュライト、獲物に感ずかれない特殊なライト

血痕の検索も可能 <使用電池 偶」売)単3x2本>

¥85,000

従来モデルを

デジタル化したモデル

です。「セレクティブセンシング」機能と「パターンレコ

グニション」テクノロジーにより読み取り精度を高める

ことで誤つた感知を軽減しました。

く使用電池偶」売):単3x2本>  ¥57,000

※獲物の体温の低下、天候や周囲に赤外線を多く発する物体があるような

環境の場合は検索が困難・ 」場合があります。予めこ了承下さしヽ。

DS750デジタリレスケーリレ

01グレインから計測できる、精密なデジタ

ルスケールです。実包の八ンドロード時の人

薬、弾頭ケースやエアライフルの弾などに

使用出来ます。表示は見やすい数字でブル

ーのパックライト付です。

表示単位 グレイン、グラム、オンス、カラット

計測上限 750グレイン(50グラム)

単4電池×2(付属)使用

パウダートレイ、ポーチ等付属品付

ウインドウィザード風速計

エアライフルやライフル射撃で風速を知

る事は大変重要です。特に弾が軽くスピー

ドの遅いエアライフルでは影響が大きく

なります。コンパクトで簡単に使用出来ま

すので命中精度の向上にお役立て下さ

い。温度計付。

表示単位 メートル/秒、キロ/時、マイル

/時、フィート/分、ノット

沢」定範囲

風速約Om～30m
温度は℃かF表示

が選べます。

3∨リチウム電池

使用(別売)

CED M2クロノグラフ

(高性能弾速測定器)

本体価格 ¥45,000
別売のオプション

赤外線スクリーン
(100V電源) ¥23,000

バッテリーノ[ック(赤外線スクリーン用)

※電源がない場合使用します。

小型、軽量、高性能、パソコン対応

で、ライフルはもちろんのこと、空

気銃、エアソフトガン、クロスボー、

スリングシ∃ットの弾速まで測定で

きるコンパクトで軽量な弾速測定

器です。高、低、平均弾速まで自動

的に記憶できます。9ボルト乾電

池(6LR61)で動作。センサー、セ

ンサーマウントもセットされてい

ます。安価な簡易型の弾速測定器

とは測定精度が違います。注意:室

内射場などで光量不足の場合「赤

外線スクリーン」が必要な場合が

あります。

¥9,000

¥13,000 ¥11,000

http:〃 www.guns.co.ipト ウキヨウ



フロンティアーズマンベアスプレー
FBAD… 070員スプレー)

105mの飛距離の熊用スプレーです。秒速9m以上の

噴出スピードがあります。携帯用ベルトホルスター付き

で暗闇でもすぐ探せる蛍光パーツ付です。

内容量 258g

¥12,000

堡ヨ司1131u=/セィバー
治安が良いと言われる日本ですが、それゆえ大半の人が犯罪に対して全くの無防備になつてしまつています。万が一犯

罪に巻き込まれそうになつた際、SABREペ ッパースプレーがあれば誰でも簡単に危険を撃退できます。自分の身を守る

ツールとして、パッグやこ家庭に常備しておくのに最適です。使用効果は「涙が出て止まらない」「激しく咳き込む」「鼻水が

止まらない」など相手を無能力状態にさせてしまうものです。スプレータイプは3種類で液状で噴出されるものと霧状で

出るもの、泡(ジェル)状で出るタイプがあり目的別に採用しています。トウガラシ(ペッパー)などの自然成分が主成分なの

で、欧米などの警察で使われているように人体や自然に対しての安全性は保証されております。内容量や噴出タイプ、飛

距離でお選びください。弊社正規品購入者をお守りするため、全製品にシリアルナンバー入りで安心です。

フロンティアーズマン
ベアーベル伸員鈴)

熊よけ用の鈴です。熊に人

間の存在を知らせるため、

熊のテリトリーに入つていく

時には必携です。バックや

靴に付けて使用します。

色:黒、赤、青、緑、黄

¥900

銃を持つて外出する時に携帯したり、家での保管場所
近くに備え付けたり…
大切な銃を守るために、お1つ持つていれば安心です !

スピットファイア
SF01BKUS
最小タイプのキーホルダー型ペ

ッパースプレーです。狙いを定

めやすい形です。

内容量:45g(47m2)

飛距離2～25m、

霧状噴出

色:黒 ピンク

ペッパースプレー
HC14BKOC
キーホルダータイプの邪魔

にならないモデルです。すぐ

に外せるキーリング付き。

内容量:15g(162m2)

飛距離3m、 液状噴出

色:黒 ピンク

各¥1,980

ペッパーフォーム
PFHM-80
ホームセキュリティに I

家庭用にちょうどよい大

きさです。壁に取り付けら

れるフック付きです。

内容量:フ08g(739m2)
飛距離25m
泡状噴出

¥2,700

ペッパージェル
MK3GELHUS
業務用のプロ仕様 |

NY警察、LAカントリーシ

ェリフ等プロに愛用され

ているモデル。55mま
で届く強カモデル。ベル

ト用ホルスター付。

内容量 504g(54m2)、

飛距離55m
ジェル状噴出

¥3,600

注意・免責事項
以下の事項につきまして、こ購入、こ使用になる前に、予めこ了承くださしヽ。

プラクティススプレー

(練習用スプレー)

いざという時に慌てない様にこの

練習用モデルを試して下さい。内

容物はもちろん無害なものです。

液状タイプと霧タイプがあります。

STU R00液状モデル
内容量:15g(162m2)

液状タイプ    霧タイプ
SttU SFR00霧状モデリレ(ス ピットファイア用)

内容量:45g(4フ m2)

※詰替用カートリッジのみ
練習には別途スピットファイア本体が必要です 各¥1,250

催涙スプレーのご購入と所持は違法ではありませんI」 、携帯につしヽては、軽犯罪法に抵触する場合

があります。

女性の方で、暴漢対策、ストーカー被害を受けたことがある、受ける可能性がある、通勤 通学 帰宅時

に誰力ヽ こ見張られてしヽるなど、何らかの被害を受ける可能性がある場合、DVなどで居所を隠しての

生活を余儀なくされ、さらなる被害を予見できるなどの場合は携帯する正当な理由となります。

また、肉体的な弱者にあたらなくても、多額の現金、貴金属、有価証券など高価なもの、危険品を持

ち歩く仕事に従事されている場合、銃砲所持者が射撃、狩猟に行く場合、銃砲火薬類の強奪予防の

ために携帯する場合、営林、農業、登山、山菜取り、その他の業務で、クマやイノシシのいる山に行く

場合なども正当な理由になります。

しかしながら、上言己は実際の

'犬

況に当てはまらない場合もありますのであくまでガイドラインとして

l~理解頂き、いざとしヽう時以外はむやみに使用しなしヽでください。

誤つて公共の場所、車中で発射することの無いように、かつ、しヽざという時に、正しく使用できるよう

に日頃から想定し、プラクティススプレーで練習をするように心力‖すてください。

有効期限は、製造日から4年間 (ベアースプレーの場合は3年)ですが、生産から輸入、流通にかかる

期間の関係で、通常は、購入時から3年 (ベアースプレーの場合は2年)以上とさせていただいており

ますので予めこ了承くださしヽ。一度使用したもの、有効期限を過ぎた製品は使用しないでくださしヽ。

催涙スプレーは、製品の性質上、いかなる場合も自己責任においてl~使用ください。弊社は催涙ス

プレーの誤使用、悪用、乱用、損害などについては一切責任を負いません。

この製品は 18歳未満の方のこ購入はこ遠慮ください。また、こ購入に際して、身分証明書のこ提示

をお願いしております。法令および条例の制定が優先されます。

各¥3,200
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NeverLost～ネバーロスト～
あざやかなオレンジ色でどこであろうとすぐ目につきます。大自然の中

はもちろん災害時などの状況下でも名前の通り見失う事はありませ

ん。万―の時にたとえ1個でも持つておきたい必携アイテム !

スウェーデン発のNEWアウトドアブランド
「ネバーロスト」は2006年 にドイツで行われた世界最大のスポーツフェアISPOでは、

世界で最も関心を持たれている新ブランドに選ばれています。最大の特徴は'見つけや

すい一見失いにくい"ことです。日常生活から自然のなかなど自分の荷物を見失いにく

く、見つけやすくするため、様々な調査の結果、最も強く視力にうつたえる色、蛍光オレ

ンジ色を採用しています。スウェーデンの荒野でのトレッキングなど、アウトドアシーン

で活動する人の為の製品なので、機能1生と強靭さにも優れています。

オールバーバスナイフアウトドアアックス
#6118
たった500gしかない小型

の「斧」です。

全長:3

―も多くなつています。オレンジ色のハンドルはど

こでも目立ちます。刃カバー付。

¥14,000

ファーストエイドノヾッグ

アウトドアナイフ
#6039

切れ味鋭いスウェー

デンのサンドビッ

クステンレス鋼を

使用したナイフです。

八ンティングやキャンプな

どアウトドアスポーツ向け。オレ

ンジ色のプラスチックシース(ケー

ス)付です。全長23cm、 刃長11 5cm

¥8,400

#6121
ハンドルもシー

ス(ケース)もオ

レンジ色の多目的

ナイフです。見失つて

も探す時は目立つ事うけ

あいです。サンドビックステンレ

ス鋼。全長20 5cm、 刃長101mm

¥5,500

デイパック
#6133
丈夫な840Dナイロン

布地を使用したデイパ

ックです。完全防水コン

パートメント付。携帯、カ

メラなど入れられます。

どこでも目立つオレン

ジは狩猟時の安全にも

役立ちます。内容量28
リットリレ

¥19,800

#6130
週末の旅行に適したサイズのバッ

グです。「トロリー」の」ヽ型版です。

重さ1 4kg

内容量80リットリレ、

65cm×32cm× 36cm

¥19,800

ウィークエンドバッグトロリー (大 )

#6089
ポリエステル製のフアースト

エイド入れです。ベルトルー

プ付。基本的な応急セット入

りです。

13cm× 1lcm× 6cm

¥4,000

#6141
500DP∨ C布地の完全防

水バッグです。大きめの物

を入れるのにも適してい

ます。ストラップ付。

85cm×48cm× 30cm
内容量40リットル

¥9,800

ウィークエンドバッグ(小 )

#6132
長期の旅行や遠征向け大容量バッ

グです。500Dターポリン布地と

P∨ Cビニールの組み合わせで高

い防水性を誇ります。完全防水コ

ンパートメント付き、便利な□―ラ

ー付き。

重さ3 1kg

内容量 110リットリレ、

80cm×41cm× 34cm
.        ¥31,700

※ネバーロスト商品ではありません。 ※ネバーロスト商品ではありません。

ストームセーフティホイッスリレ

世界一大きな音が出る笛です。米海軍特

殊部隊、米国沿岸警備隊承認。狩猟中の

連絡、地震等の災害用に用途は多くあり

ます。8cm× 4 5cm× 2cm
重さ21g Madein USA

リア ル バ ラ シ ュ ー トコ ー ド(15m)
耐荷量250kgのナイロンコードです。強度とコ

ンパクトな携帯性、耐水1生を備えたマルチユース

の□―プです。15mありますので 1本持つて

いれば災害時や緊急時に役立て

ます。Made in∪ SA

¥1,300¥2,400
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」

コンノヾクトレンジバイス
#282282

折りたたみ式のメンテナンス用
レストです。長さも調節できま
すのでほとんどの銃に対応可
能です。平らになりますので持
ち運びも便利です。ソルベント
プルーフプラスチック製。

置き台の調節幅
28cm～45cm

¥10,000

パストマグリコイリレシーリレド
肩に装着して、発射時の

衝撃を吸収し和らげま

す。表面はレザーで滑り

にくく、調整も簡単にで

きます。特殊シールドの

厚さは13ミリほどです

ので邪魔になりません。

¥8,500

フアイアコント□―ルレス ト

一番の特徴はコントロールアームだけで微調整が簡単に

出来る事です。上下左右360°アームを動かしたい方へ動かすだけです。

約 100mで 15mの包囲で調整出来ます。だいたいの方向と高ささえ合

わせるだけで後はコントロールアームで調整するだけです。フロントレス

トは頑丈なアルミダイキャスト製で2本のスチールチューブでリアパッド

につながつています。重さ6 75kg、 長さ81cm

ステディー レストNXT
前後パーツに分離可能で、

フロントレストのみでビス

トルのレストにもなるすぐ

れものです。中間のパーツ

をはずせば短い全長の銃

にも対応出来ます。

¥16,500

ゼロマックスガンレスト

多機能水準器

デッドショットシューティングレスト

1目鵬詈|□西|ロコ■
¥12,000

持ち運びが楽ですぐにセット可能な

シューテイングレストです。防水加工

された前後のパックに詰め物を入れ

30ミリ径  ¥12,000
命中精度を左右する要素に銃の

傾きがあります。距離が遠いほ

ど、その影響を受けます。気泡の

入つた水準器で傾きを修正でき

ます。折り畳むと上下の水準器に

なります。スコープ径 1イ ンチ用

と30ミリ用があります。

ショットフィール ドポット
¥33,000

軽量アルミニウムで作られた

ハンティング用ガンレストで

す。上下、左右、360°回転、高

さも約50cmか ら約 lmまで

調整できます。三脚ですから

地形に合つた射撃姿勢がとれ

ます。ライフルなどの遠距離

射撃には最適です。銃の長さ

に合わせるスライド式。簡単

にたためて携帯に便利なスト

ラップ付です。重さ約2 7kg

~      
ビストレロ

八ンドガン用のシューティングレストで

す。高さの調整は7 5cm、 前後は

12cm動きますのでほとんどの八ンドガ

ンに適合します。キズつきにくく汚れに

くい素材を使用しています。エアソフト

ガンや丁Vゲーム、シューティングシミュ

レーシ∃ン等に最適です。

¥9,500

ブラインドバック
中に詰め物を入れて使用します。

銃を委託することにより命中精度が

大きく上がります。フェンス(塀)や

金属製の重厚なガンレストで

す。充分な長さがあり詰め物

¥60,000

廉価版ながらしつかりとした

作りのライフルレストです。
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ハイビズ
スリップオンリコイルバッド

ゴム製の銃床にか13iせ るタイプのリコイルパッドです。2サイズ

ありますので銃に合わせてお選びください。パッドの厚さは 1イ

ンチ(2 5cm)です。ストックを加工する必要はありません。

パットの上下長と左右の幅で選んで下さい。

SP―S 長さ114～ 11 9cm、 幅35～3 8cm
SP― M 長さ119～ 12 4cm、 幅41～4 3cm

7942571昌‖4～‖9cm、幅35～ 3 8cm ¥4,200

¥4,500791-258 1 SP~M
長さ119～ 12 4cm、 幅41～4 3cm

ライフル用(2本組)各種

散弾用 (2本組)12香
散弾用 (2本組)20番
散弾用(2本組)410番

A:Z00M(エー0ズーム)

空 ちケース

ハイビズXコイリレレコイルバッド

ベアトゥース スコープカバー

大切なスコープをホコリやキズから守ります。本体はネオ

ブレーン製ですので耐衝撃1生も高く、なにより今お使い

のスコープを取り外すことなく装着できます。長めにでき

ていますので自分のスコープぴったりに切つて下さい。

エー0ズーム
ダミーカート
22回径ロングライフル

(22LR)用

強化アルミ製削り出しで実包と

同じサイズです。銃のテストや練

習に最適です。

※リムファイア用ですのでリム

もアルミ製です。

※ライフリレ用の□径は、308、 30-06、 270win、
7mmRemMag、 300WinMag等

アルミ削り出し加工の空打ちケース。従来の30
倍の耐久力は世界最強です。しかも1本当たり

¥1,000程 度でとてもリーズナブルです。

発射時の衝撃を最も吸

収すると言われている

P tt Dモ デルより約

30%も反動を軽減す

るレコイルパッドです。

ライフルから散弾銃ま

で幅広くお使いいただ

けます。

¥9,500

丁OKYO」UHOオ リジナル銃器測定器

銃器一斉検査等に使用する弊社ガリジナル測定器です。散弾銃、ラ

イフル銃、空気銃等の全長、銃身長等の測定が簡単にできます。廉

価版で多くの納入実績があります。
         ¥22,000

ベアトゥースストックガード

このストックガードはストックを傷から守るだけではな

く、厚さの違う付属のパッド5枚によリベンドの高さを

簡単に調整できます。取り付け、取り外しも簡単で、ウ

エットスーツと同じ素材で作られており丈夫です。

カラー:黒/茶/カモフラ

弾差付/カモ

¥7400    1

性能データの比較表

ブラックのみ ポケット付/茶

スコーフガード 40+(フ ラス)

スコープガード 50+(プ ラス)
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/リアルアビッド [T願:霙輩踏董寒マFの
スポーツ用に特化したユニークなグッ不を提供

レベレーションX4 ライト付ナイフ ウイングハンター鳥下げ付ナイフ

暗い場所での解体もこのナイフさえあればスピードアッ
プ間違いなしです。ありそうでなかつたこのライト付ナイ
フは、10cmの刃長でほとんどの作業をこなせます。刃は
定評のある440ステンレス鋼で丈夫なナイロン製のケ
ース付です。4ヶのLEDライトはどこでも入手できる
CR2032ボ タン電池使用で、明るく球切れの心配も
ありません。
刃長10cm、 CR2032×2使用、ナイロンケース付

鳥射ちハンター

必見 !!

¥14,800
最近あまり見力‖ナない鳥下げが付いたケース。75センチ刃

付ナイフには散弾用チヨーク、ノコギリ、銃の分解用ピンがつ

いた鳥射ち八ンター向けのモデルです。20cmの長さの鳥
下げが8本で、肩からも下げられ、ベルトループも付いてい

ます。
刃長7 5cm(ロック付刃)ナイロンケース付属(鳥下げ付)

リアルアビッド フィニ チョークレンチ

蜃麒

リアリレアビッドガンツール

fξ ξξ≒ぎ

ライフル、ショットガン用の便利な

マルチツールです。ツール内容 :

銃用ポンチ、チョークレンチ(410
～10番 )、 スコープ調整用アジャ

スター、トルクスレンチ3種類、6角

レンチ2種類、クロウポイントナイフ、

本体内部に交換用ツール内蔵。

大きさ 12 5cm× 3 8om× 3 1cm

¥6,500

一番小さなチョークレンチです。頑丈

なアルミ製の八ンドルの中に410番
、28番、20香、16番、12番、10番

に合うチヨークレンチが入つています

。先端はスコープの上下調整ネジ用

です。

大きさ:7cm× 2 9cm

¥2,800折りたたみ時

―シールド

特殊な管を使用することで減音され
イヤープロテクターのような効果があります。

耳栓の鬱陶しさもなく電気も使いません。

人の声は聞こえ、誰にもフィットする調整機能付。

持ち運びに便利な折りたたみ式。

⌒

=日
REFIRE⑩
V            、

人FB5工学に基づいたデザインのため

シュアフアイア

EP3ソニックディフェンダー

耳の形状に適合します。小型デザイン

の為、マスク、ヘルメット、帽子を身に

着けていても使用可能です。

¥5,800 ¥2,800

HOWARD LEJGH7/ハワードレイト響塾配雹 、彗誰堪裏露猶雑愁鼻に兒几暮猾務当顧r"
ハワードレイト

シューターズイヤープラグ
ポリウレタン素材で長

時間の装着でも快

適。指で細くして入れ

ると膨らんでビッタリ

収まります。5ペア入

りでケース付。

¥2.300 ¥700

ハワードレイト

ライトニング L3
最新のイヤーカップデザインで

最高の防音効果のあるモデルで

す。クッション付ヘッドバンド、ソフ

トなイヤーパッドで快適に使用で

きます。ヘッドバンドの調整幅も

大きいのでどなたでもフィットし

ます。      ¥6,900

丈夫なポリカーボネートレ

ンズを使用し、滑りにくい

ノーズパッドとフレキシブ

ルなつるで顔にビッタリフ

ィットします。屋外でも屋

内でも使用できるミラー

レンズを採用。光量が変

化するコンデイシ∃ンで使

用するのに適しています。

999%U∨カット。

単4電池×6本使用 (別売)で

約250時間使用可。

キャルドウェル

G3電子式イヤープロテクター

最新テクノロジーを取り入れた高級機です。

通常の会話や周りの音はステレオサウンド

でクリアに聞こえますが、銃の発射音は即座

にカットし、音が消えれば、また元の状態へ戻

ります。ヘッド部にはフリースパッド、耳部に

はソフトパッドが付きます。折りたためる為か

さばりません。
      ¥19,000

キャルドウェル

アイズ&イヤーズベルトクリップ
イヤープロテクターやシューティンググラス

をぶら下げられるベルトに付けるクリップで

す。ありそうでなかつたアイデア商品です!
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STRAU3 0PTrCAL/ス トラブオプティカル
オーストラリアのStraub OpJcal社 は、最高級スポーツ用オプテイックの専門メーカーとして30年以上の歴史があり、日本

では有名なD社の製品などのOEMメーカーとしても有名です。製造メーカーからの直輸入により最高級シューティンググラ

スがお手頃な価格でお求めいただけます。カラーは三色(ブラウン、イエ□一、バーミリオン)の レンズを標準で装備。

ノイスコアラー 歩載:晉証異黒奥孔亀纏ヒ筆奮7プ馨ξ/

スプリ         T‐ 1 ¥33,000
※スプリング開閉機構装備に変更になりました。

H卜LO
(可変式ノーズパッド)

‖LOスプリング開閉機鴇塁糖 T‐3

サイドバイザー(八イスコアラー用、グレー)

替レンズ(1組)

¥36,000

¥1,500

¥8,800

¥33,000

¥36,000

ハイスコアラー
インパクト

流行の形を取り入れたスマートなシユーティン

ググラスです。丈夫な八―ドケース入りです。

スプリ       T… 2

H卜LO/スプ         T‐ 3

スプリング開閉機構

BLASER
F3シューティンググラス
レンズ3枚付の最新シューティンググラスです。軽

量でありながら散弾も跳ね返す強度があります。

(∪ Sミリタリー規格)「イエ□一、ダークグレイ、バ

ーミリオン」の3色で曇り止め加工が施され、交換

は数秒で行えます。可変ノーズパッド付、つるの長

さも調整できびったリフィットします。ケース、スポ

―ツストラップ付。 ¥28,000

STREAMLJGH7/ス トリームライト

SCORP:ON LEDノ
スコJレビオン LED

TACTICAL L:GHT TL2ノ

タクティカJレライトTL2

3∨リチウム電池2個付き。全長:14cm ¥9,600 3∨リチウム電池2個付き。全長:12cm ¥8,800

NX7●ENERA7JON/ネ クストジェネレーション

3Dディアーターゲ ッ ト

空気で膨らませる鹿型のタ

ーゲットです。マジックテープ

タイプの的エリア付です。

28cm× 5cm× 23cm。クロスボウ
クロスボウタイプのオモチャで、弦は簡単に引けますので

誰でも楽しめます。弾はやわらかいフォームプラスチックで

出来ていますので安全です。吸盤付弾×3、 マジックテープ

弾×3、 立体鹿型ターゲット×1付です。対象年齢5才以上。

子供から  まで一緒に楽しめるおもちゃです !

クロスボウ用弾セットです。フック

付ポーチの中に吸盤弾 12発、マジ

ックテープ弾 12発の計24発入。

¥3,000

¥3,000

中央にマジックテープ弾が当たればくつつく的エリア

付のフォームターゲットです。鹿、熊、七面鳥、エルクの

4ヶセット。フック付パッケージ(30cm× 30cm)入。

¥8,900

フォームターゲットキット

¥7,500

ウィンドウターゲット

吸盤弾用の的です。

鹿、熊、七面鳥、エルク

の4枚入。簡単に窓な

どに貼る事が出来ま

す。30cm×35cm

¥1,400
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☆☆☆カタログ初登場☆★☆

瘍/エリレベックス

エルベックス社は35年にわたり産業用のヘルメット、イヤープロテクター、保護メガネ等を製造
してきた企業です。プロフェッシ∃ナル市場 (軍隊、警察、SWATチーム等)向けの高機能品から

射撃スポーツ用のモデルまで多くの人に親しまれているメーカーです。

醤フレックスプロTM

レンズの色が光 (紫外線)の強さによリクリアからグレーヘ

自動的に変化します。明るい所から暗い所へ移動しても約
60秒で変化していきます。「コアフレックス」は、つるの形状
を自由に動かせますので自分にビッタリ合わせられます。
レンズは米軍仕様の安全テストクリア。990/o紫外線カット。

¥13,000

紫外線の強さにより
レンズの色が変化

スフィアーXTM

¥1,500

スフィアーX/アンバー スフィアーX/コッパー スフィアーX/グレー

新世代のシューティンググラスです。フレームにベンチレーション用のスリットがあり、曇りにくく
なつています。調整付のフレームとソフトなノーズパットでより顔にフィットします。レンズは米軍
仕様のテストクリア。990/o紫外線カット。
レンズ色i アンバー/コッパー/グレー

¥1,500 ¥1,500

エーサーTM

¥1,500

エーサー/インドアアウトドア

フリレカノヽ一のレンズで目を保護します。カモフラージュフレームにフローティングレンズのスマートな
シューティンググラスです。米軍使用の安全テストクリア。990/o紫外線カット。
レンズ色:インドアアウトドア/アンバー/グレー

ブロースペックスTM

ブロースペックス/アンノヾ―
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レンズ上部のソフトフォームパットが流ね落ちる汗や、大薬ガスからシュータの目を守ります。

ラップラウンド型で曇り防止をほどこしたスーパーコートのレンズは広い視野が得られます。

米軍仕様の安全テストクリア。990/o紫外線カット。

レンズ色:アンバー/グレー

ブロースペックス/グレー

¥2,000 ¥2,000



人の声や周りの音は常に聞こえますが、有 名前の通り、コストパフォーマンスの

害な衝撃音はカットされます。単4電池2本 高いモデルです。ヘッドバンドとイヤ

で約 170時 間以上使用できます。自動電源
~カップが回転しますので、頭の上、下

オフ付。パッド付ヘッドバンドに耳にピッタリ とポジシ∃ンが変えられます。また、使

フィットするイヤーカップで長時間使用でも わなし`時は首にさげても邪魔になり

ません。

色iブルー

¥2,500

超柔ら力`いフォーム製の耳栓です。独特の

形状で耳にピッタリフィットして長時間使用

でも気になりません。本体は洗えば再利用

できます。組とケース付。

色:ブルー

¥800

ソニックスリムTM

重さわずか230g。 クッション付ヘッドバン

ドで1央適に使用できます。耳当て部分もぴ

つたリフィットしますので長時間の使用も

苦になりません。折りたたみ式。

色:ブラック
¥6,000

ブリレーTM

鮮やかなブルーの耳栓です。柔らかい発泡フ

ォーム製で長時間の使用でも痛くありません。

色:ブルー

2ヶ lセット              ¥10°
お得な2ヶ lセット200組入り ¥14,000

苦になりません。

色:グレー 使用電池:単 4×2本

¥20,000

ウリレトラソニックTM   クアト□TM

エルベックス社で最も防音性の高い

モデルです。(イヤーカップが大きい

程遮音性が高くなります)ソフトパッ

ト付のステンレスヘッドバンドは一日

中快適に過こせます。

色:ブラック     ¥6,000

DAC
ガ ン マ ス タ ー ミ デ ィア ム レン ジ ノヾ ッグ

ちょっとした射撃や、室内射場での使用にちょうど良

いサイズのバッグです。しっかりした作りの八ンドル

とシ∃ルダーストラップ付き。

約25cm×35cm×25cm   ¥8,000

DAC
ガンマスターラージレンジノヾッグ
数日間の射撃旅行や狩猟にぴつたりの大型

パッグです。必要なものはすべて入る大きさ

があります。約28cm×40cm× 25cm

DAC
ガンケープリレロック
自動銃に取り付けると薬室を

閉鎖不能にするセーフテイロ

ックです。ワイヤーはコーティ

ングされていますので銃を傷

つけることはありません。カギ

2イ固付。 ¥1,600

DACトリガーロック

トリガーGIき金)をロックし

て銃を使えなくする単純です

がベストセラーのセーフテイ

用品です。

¥1,200

¥9,800

http:〃 www.guns.co.ipト ウキヨウジユウホウ 雷 o3‐ 3320‐ 67771 46



フランボ
プラスチック装弾ケース

25発入りの散弾実包の箱が

ちょうど4つ J又まります。

53cm× 3フ cm× 19cm

¥5,000

フランボ
ソフトアモノヾッグ

最新のカモ柄のおしゃれな装弾カバンです。

弾の重さに耐えるように

頑丈に作られています。

15cm× 31cm×46cm

フランボ
ガンメンテナンスボックス
これ一つで、メンテナンス用品や

工具パーツがきれいに収まりま

す。銃置きもセットされていま

すので作業が楽に行えます。

50cm×30cm× 2フcm

¥10,700

フランボ
ウォーターフォーラーショルダーバッグ
丈夫な900デニールの生地を使つたバッグで

す。弾差し付で、容量も充分です。

15cm× 30cm×25cm             ¥10,000

フランボ
エコノミーシングリレガンケース

スコープ付のライフル銃がピッタリ入ります。スポンジ内張付で

丈夫なエッグシェルフォルムです。 ¥6,700

フランボ シングリレガンケース
大きいスコープ付の銃や、銃の他にちょつと小物を入れたい時は

¥10,200

フランボ
サイレントバックパック

大きな特徴は、起毛されたソフト

な生地でこすれたりしても音が

出ません。脱いだコートなどをは

さめるノヾンジーコード、サイドの

メッシュポケット付。¥7,100

フランポ
フローティングガンケース ¥10,500
銃を入れた後、長さに合わせ折りたためます。ストラップで締めれば中でが

たつく事もありません。フォーム入りですのでシ∃ックから銃を守ります。小

物入れ、ストラップ付。

全長:132cm、 色(テープ部分)i茶

フランポ ダブルガンケース
スコープ付の銃が2丁入る大きいガンケースです。丈夫なエッ

グシェルフォルムとスポンジが銃を保護します。 ¥14,000
全長 136cm
幅:11 5cm

高さ:42cm

このケースをどうぞ。

全長 :136cm

幅 il1 5cm

高さ:34cm
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弾入れウエストバック

散弾の 12番、25発入りの紙箱がビッタリ納
まるポーチが2つついたウエストノくックです。

それぞれのポーチは取外し可能で雨蓋はベ

ルクロで開いた状態のままにも出来ます。ポ
ーチの位置は裏側のベルクロで好きな位置
に止められ、競技中に動くこともありません。
コーデュラナイロン(防水)製。日本製。

472のエアタンクがちようど入る保護パット
入りのパッグです。法令により、キズがあると

再検査が通らない場合もありますので安全
のためにも是非このケースをお使い下さい。
シ∃ルダーストラップ付。日本製。

直径 15 5cm×長さ61 5cm
※通常のナイロン製です。

3層デイバッグ

内部は3層に仕切られていますので、装弾、イヤー

プロテクター、ベスト、コート、シューズなど、それぞ

れ分別して収納できます。全体にパッドを使用して
いるので衝撃から中身を守ります。
シ∃ルダーストラップも幅広で

肩に食い込むことも
ありません。
コーデュラナイロン(防水)製。

日本製。

幅34cm×奥行20cm×高さ46cm

箱型2丁入セミハードケース
上下三連銃が2挺分解して収納できます。銃はパッドで保護

され仕切り付ですので銃同士がぶつかることはありません。

背面にはパックパック方式で背負うためのストラップがついて

いますので大会や銃検査のときなど大変便利です。大きいサ

イドポケット付。コーデュラナイロン(防水)製。日本製。

97cm×38cm×8cm         v ЛO nnn

内側の厚いスポンジパットで銃を守ります。

スコープ付のエアライフリレが入る大きさです。

ショルダーストラップ付。
コーデュラナイロン(防水)製。

日本製。
11lcm×2フcm×8cm

¥20,000

角型ガンケース
分解した状態で収納するガンケースです。内部に仕切りが

あるので13iつ かることはありません自動銃はサイズをお確

かめの上お買い求め下さい。シヨルダーストラップ付。
コーデュラナイロン(防水)製。日本製。
85 5cm× 12cm× 15cm(内寸 長さ83cm)

¥16,000

ウエストサイズ100cmまで。 ¥12,000

TOKYO」 UHOオリジナリレスリング
ナイロン製の丈夫なスリングです。裏側は滑り止め力日工がしてあ

ります。肩掛けの幅が3種類ありますのでお好みでお選びくださ

い。事故防止、紛失防止のオレンジがおすすめです。韓国製。

※センター部分のサイズです。

TOKYO」UHOオリジナリレ銃カバー
`

防水ナイロン製の銃カバーです。全長 133cmまでの

銃が入ります。スコープ付きでも入るように余裕を持た

せてあります。余つた部分は折り返して短くできます。

韓国製。

色:オリーブグリーン 133cm×24cm

グリーン50mm
(幅50mm)

グリーン60mm
(幅60mm)

¥3,500

空 気 銃 用 に 一 番 売 れ

   切な銃を守る厚いスポンジパ ト付き。斬新な模様の今までにない

ガンケースです。図柄はロットにより異なります。こ了承の上こ注文ください。

(ショルダーストラップ付)オランダ製。

790-314 散弾、ライフル、空気銃兼用(108cml ¥14.600
790‐306 散弾、ライフル、空気銃兼用(120cm ¥171000

オレンジ55mm

791…254 グリーン60mm(幅 60mm)※ ¥2.500
791…2馬ら オ |ノ ンジ55mm(山冨55mm)※ Y2.500
791… 256 グリーン50mm(幅 50mm)※ ¥2.500

オリジナル・トロピカリレガンケース

http:〃 www.guns.co.ipト ウキヨウジユウホウ 8o3‐ 3320‐ 6777148



最高級のガンケース
オススメです!

米軍採用品規格ML#810を クリア。温度、湿度の変化や衝撃、落下に対して高い耐

久性を誇り、防水性能はもちろん、気圧の変化に対しても圧抜きバルブまで備えてい

る最高級ガンケースです。内部は波形スポンジでどんな形の銃にもぴつたリフィットし

ます。

サイズ約132cm×41cm× 16cm
重さ約 1 0kg ¥85,000

オリジナル・スリムトランクケース
弊社オリジナルのトランクケースです。横置き型の採用によリスリムな筐体に仕上がつています。また、空気銃用は、

横幅を拡張いたしましたので、大型の空気銃に大口径チュープのスコープを取付けた状態でも収納可能です。

30インチまでの上下・水平二連銃がテイクダウンした

状態で収納できます。また、フェルト内張りにより大切

な銃を完璧にフィットさせ保護します。色i茶、黒

ライフル用
全長1150mmまでのボルト自

動ライフルがスコープを付けた

状態で収納できます。また、フェル

ト内張りにより大切な銃を完璧に

フィットさせ保護します。色:黒

オー ト用
30インチまでの自動銃 ポンプ銃

がテイクダウンした状態で収納で

きます。また、フェルト内張りによ

り大切な銃を完璧にフィットさせ

保護します。色:茶、黒

二連用

寸:820× 240× 75mm

ジュラリレミントランクケース

空気銃用

全長1150mmまでの空気銃が

比較的大国径チューブのスコー

プを付けた状態で収納できま

す。また、フェルト内張りにより大

切な銃を完璧にフィットさせ保護

します。色:黒

30インチまでの散弾銃をテイクダウンした状態で収

納できます。フェルト内張りにより大切な銃を保護し

ます。A型とB型の二種類があり、B型には仕切りがつ

いています。色:シルバー、2丁入り等もあります。

1400× 375× 250mm
(5丁入)

¥38,000

装弾ロッカー
380×380×250mm
(装弾400発と弾帯1本 )

装弾ケース

※東洋製

1,180× 280× 90mm

787-113
787‐ 112

シリレノヾ―

A型 (300発入り)

B型 (300発入り小物入付

C型 (75発入り)

D型 (150発入り)

E型 (200発入り、横型)

ブロンズ

A型 (300発入り)

B型 (300発入り小物入付)

E型 (200発入 り、横型 )
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色 :濃いグレー

¥15,000



状の解体に一悉叉要な刃物は、包丁です。
状の解休具には様々な特殊刃物がありますが、肉を切り分|するには『牛刀』、その他『筋デ|き』
『骨スキ』などの洋包丁は基本かつ使い易い道具です。
また、骨を叩き切り、太く頑回な筋を切り分|するには刀身の厚い『洋包丁』が咸力を発揮します。

※包丁シリーズにはケースは村きません。

SX3

Ｘ

８
，
／
κ
　
　
　
一一

Ｘ
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サビに強く、長切れがする
グランシェ
ツバ村洋包丁

尻代に甦る風格の一品 伝統と最先Fp・の技術嗣 り出した究極の解休刀シリーズ

関兼常解体狩猟匠

商品コード 商品内容 価格

140-48151
CW‐34 全長280mm 刃長170mm

身厚20mm 重量約130g ¥ 10,000

140-48152
CW-35 全長250mm 刃長140mm

身厚20mm 重量約120g ¥ 8,000

140-48153
CW 36 全長255mm 刃長140mm

身厚20mm 重量約120g ¥ 12,000

140‐48154
CW-37 全長260mm 刃長150mm

身厚20mm 重量約130g ¥ 9,500

■ブレード材質 SKD 12 八ンドブレローズウッド ケース:リネン布

http:〃 www.guns.co.jpト ゥキョゥジュウホウ雷o3‐ 3320‐ 67771 50

商品コード 商品内容 価格

140‐ 13301 E01 全長305mm 刃長180mm 身厚20mm 重量140g ¥ 61900

140‐ 13302 E02 全長335mm 刃長210mm 身厚20mm 重量150g ¥ 7.400

140‐ 13303 E03 全長365mm 刃長240mm 身厚20mm 重量2059 ¥ 9.100

140‐ 13304 E04 全長400mm 刃長270mm 身厚20mm 重量2559 ¥ 10.400

140‐ 13305 E05 全長435mm 刃長300mm 身厚20mm 重量280g ¥ 11,800

140‐ 13309 E09 全長260mm 刃長150mm 身厚10mm 重量75g ¥ 4.800

140‐ 133 0 E 0 全長270mm 刃長155mm 身厚20mm 重量1559 ¥ 7,400

140‐ 133 E15 全長370mm 刃長240mm 身厚20mm 重量1659 ¥ 9,100

140‐ 133 E 6 全長400mm 刃長270mm 身厚20mm 重量 1809 ¥ 10,500

140‐ 133 E 9 全長370mm 刃長240mm 身厚40mm 重量350g ¥ 12,800

140‐ 13322 E22 全長400mm 刃長180mm 身厚15mm 重量1509 ¥ 7.400

E15

E10

//
,/

商品コード 商品内容 価格

140‐ 13101 SXl 全長300mm 刃長180mm 身厚20mm 重量155g ¥ 8,800

140-13102 SX2 全長335mm 刃長210mm 身厚20mm 重量170g ¥ 9.350

140-13103 SX3 全長370mm 刃長240mm 身厚2.Omm 重量250q ¥ 12]800

140‐ 13104 SX4 全長410mm 刃長270mm 身厚20mm 重量285q ¥ 14.800

140‐ 13105 SX5 全長435mm 刃長300mm 身厚20mm 重量3129 ¥16,000

140‐ 13107 SX7 全長265mm 刃長150mm 身厚20mm 重量90g ¥ 6.700

140‐ 13112 SX12 全長270mm 刃長150mm 身厚25mm 重量170g ¥ 8,700

140‐ 13108 SX8 全長370mm 刃長240mm 身厚20mm 重量170g ¥ 12,000

140‐ 13109 SX9 全長395mm 刃長270mm 身厚20mm 重量220g ¥ 13,500

140‐ 13111 SXll 全長375mm 刃長240mm 身厚35mm 重量3609 ¥ 17,800

140‐ 13114 SX14 全長300mm 刃長180mm 身厚20mm 重量1609 ¥ 9,200

狩猟刀al眈ツバ村・両刃

商品コード 商品内容 価格

140‐43612
CW‐ 12 全長345mm 刃長180mm

身厚55mm 重量約330g
¥ 22,500

140‐43613
CW 13 全長375mm 刃長210mm

身厚55mm 重量約360g ¥ 25,000

140-43614
CW 14 全長410mm 刃長240mm

身厚55mm 重量約380g Y 27,500

140-43615
CW 15 全長445mm 刃長270mm

身厚60mm 重量約460g ¥ 30,000

■ブレード材質1日立安来鋼白紙2号 ハンドル材質1樫 ツプ町まステンレス ケース:木鞘に牛革巻



メイヤーコ/MEYERC0 自然を愛する概念のみならず自然を敬うことを信条とする世界

的に有名な兄弟、「ブラッキー・コリンズの機能美あふれるナイフ」

です。「マイケル・コリンズの版画(作者サインとシリアルNo入り

限定版)」 は裏表紙に載せてあります。

セラミック

錆びない軽い研がなくても鋭い切れ味が持続する新世代の刃物、

セラミックブレードの折り畳みナイフです。頑丈なアルミニウム八ン

ドルにはステンレスグリップがついており、ズボンなどに挟めます。

ライナーロック付。全長19 3cm、 刃長8 3cm      ¥9,600

フォーリレディング ガットフック

解体に便利なガットフックの付いた八ンター向けのナイフです。

手にぴつたり合う滑りにくいラバーハンドルで、刃はライナーロッ

クで固定されます。ナイロンケース付。

全長19 8cm、 刃長8 5cm             ¥3,500

ソプリン
マシェット

狩猟やキャンプで雑草やヤブなどを切る

のに最適な道具です。ノコ刃付で力長が

45cmありますので効率よく使用でき

ます。D型の八ンドガード付で安全です。

420ステンレス鋼、ナイロンケース、ラ

ンヤード付。全長61cm、 刃長45cm。

ダリリレラリレフスキナー

マシェクス

マシエットとしてもアックス(斧)と

して も利 用 できる厚 めの 刃

(6 35mm)がついたモデルで

す。420ステンレス鋼、ナイロン

ケー ス、ランヤー ド付 。全 長

千7cm、 刃長30cm。       ¥9,300

ガットフックフォルダー

八ンター用の大型フォールディングナイフです。ゲーム

の解体時に便利なガットフック付です。すべりにくいラバ

ー八ンドルでロック機構付ですので安全に使用できま

す。440ステンレス鋼、ナイロンケース付。

重さ165g 全長21 5cm 刃長9 1cm

(折りたたみ時12cm) ¥4,400

」

¥9,300

八ンター向けのスキニングナイフ。ラバー八ンドルは素

手でもグロープでも滑りにくく手にフィットします。

440ステンレス鋼、ナイロンケース付き。

全長22cm 刃長10cm
¥3,800

クリップポイント

刃の材質はAUS8Aステンレス鋼で最新技術の

サイロクエンチングを施した刃は非常にシャープ

です。八ンドルはすべり止め加工を施したアルミ

製です。ライナーロック付で安全に使用でき、慣れ

れば片手で刃の出し入れが可能です。携帯用ベル

トクリップ付 (ポケットやズボン内側にナイフをし

まつて下さい。)刃先の形状が2種類ありますので

用途に合わせてお選び下さい。

重さ130g 全長19 5cm 刃長8 5cm

(折りたたみ時1lcm)    さ争¥9,300

И‰″ しみ″ιttηグaθ ttθηん所υ
  利き(右手用)専用l

エリレゴハンター /エリレゴハンターウッド しっくりくる持ちやすさ !

人間工学に基づき設計され右手に驚くほどフイットする左右非対称八ンドル

付。持ち方もハンドル部のみ、人差し指をブレードの下へ、親指をブレードの

上へ、また細かいスキニングにブレード上部の滑り止め加工の部分をつまん

で持つと3通りに使い分けられます。ガットフック付きはゲームの解体をスピ

ードアップさせる21世紀のリアルハンターのナイフです。

チェッカリング付ブラックナイロン八ンドル、

刃の材質420HCス チール、ナイロンケース付

103スキナー
大型ゲームの皮剥ぎ専用ナイフです。独特なカーブは肉と皮の

間をスムースに切り分けます。レザーシース付。

0033753003560    ¥14,300

124フロンティアーズマン

全長30cmの大型ナイフです。西部開拓時代から変わらないスタイル

の頑丈なフルタング、プラックマイカルタ八ンドルの

全長20 9cm

全長30 0cm

全長24 8cm

0033753103896

ナイフです。レザーシース付。

0033753001910   ¥31,700

BUCK T00L(パツクツール)003375303000

ユニークな開閉、力が

入る持ちやすいハンドル、全ての

ツールが使用時に固定出来るなど

優れた機能を装備しています。

ナイロンシース付き。

¥15,400

デ ィア ハ ー ネ ス

捕獲したシカの角に

引つかけて、シカを

引きずつて運べる

便利な八一ネス。

凛忠ヾ
0  ¥19,800

すべりにくい□―ズウッド八ンドル、

刃の材質サンドビック12C27ス チール、皮ケース付

0033753103926

¨̈
Äd“bb
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193アルフアハンターローズウッド/

194アルフアハンターローズウッド
バック社が21世紀の八ンターに送る最高級八ンテイングナイフです。

ナイフの鋼材として理想的なATS34を使用。八ン ドルは美しい□―

0033753052370

693アリレフアノヽンター /

694アリレファハンター

刃にはパック社伝統の420HCスチールを使用し、八ンドルにラバーを

使つた実用的なナイフです。ナイロンシース付。
ズウッドです。レザーシース付。 全長21 6cm

ドロップポイント

、             24,000

全長216c m

276フ ォールディング アルフアハンターローズウッド/

277フ ォール デ イング アル フ アハ ンター ロー ズ ウ ッ ド

携帯に便利な折りたたみ式です。片手で刃の出し入れが出来るライナーロック

方式。美しい□―ズウッド八ン ドル付です。刃にATS34を 使用した高級ナイフ

です。皮製ケース付。

0033753052470

猟に便利な

ガッ トフック付

278フ ォールディング アルフアハンター /

279フ ォール デ ィング アル フ アハ ン ター

定評の420HCスチーソレを刃に使用し、rubberized slabs八 ン ドルの使いやす

いナイフです。ワン八ンドオープニング機構付。ナイロンケース付

0¥16,2000¥19,800

全長127c m
(折 りたたみ時)

0033753052450

ドロップポイント

0033753052430

猟に便利な

ガットフック付

全長127Cm
(折 りたたみ時 )

110フ ォールデイングハンター /

110FGフ ォールディングハンター
1964年の登場以来世界中で何万本ものセールスを記録しています。また

世界中で一番コピーされたナイフでもあります。皮ケース付

F/  . 0033753025380

112レンジャー /112FGレ ンジャー

フォールディング八ンターの小型版です。皮ケース付。 希之m)

¥10,000

全長 124cm
(折 りたたみ時 )

0033753092100 フィンガークルーブ付 (FG)

⑫ ¥11,000

191バ ックジ ッパー       192バ ック ノヾ ンガー ド

ビッグゲームの解体に適した八ンター  あらゆる用途に向く、ホローグ

向けナイフ。ウッド八ンドルと真鍮の  ラインドブレードのナイフです。

ヒルト、バッドが美しいナイフです。ガ  レザーシース付

ットフック付。レザ  `~4      00337R30,584

119スペシャル

刃長137ミ リある、ヘビーデューティー

なナイフです。フエロリック樹脂の八

ン ドルは傷つきにくく衝撃にも強く耐

久性があります。レザーシース付。

0033753092070

119BRス ペ シ ャル コ コボ ラ

スペシャルの八ンドルに、美しいココボ

ラウッドを使用したナイフです。プラス

ティックを染み込ませてあるため、害」れ

や伸縮の恐れはありません。レザーシー

ス付。
0033753026380

⑭ ¥17,000

ツトノツク1■。L/ワ            0033753025840

0033753025500

■          .

0 ¥18,700 0 ¥17,600

ポリスナイフ

片手で操作できるポリス/ミ リタリースペックのプロフエ

ッショナル フォールディングナイフです。ブレー ドには超

合金ATS34、 ハン ドルには滑りにくく高強度な素材G10を

使用。ベル トクリップ付。

0033753056080
全長11 8cm
(折 りたたみ時)

692バンガードR
192バンガードの八ンドルを滑りにくいラバーハンド

ルにしたモデルです。価格も安くなり大変実用的なナイ

フになつています。ナイロンシース付。

全長21 0cm

0033753026157

105パスフアインダー
アウトドアで使いやすい大きさの多目的シ

ースナイフです。レザーシース付。

183ア ル フア クロス ロ ック

斬新なデザインの、大物八ンターに必携のフォールディ

ングナイフです。アルミ八ンドリИこ刃とガットストック付の

120ジ ェネラル

人気の高かつたモデル「#120ジェネラル」が自然保護団

体「The Boone and C「 ockett C ubJモデルとして復

活しました。定番ナイフ「#119スペシャル」を長くしたモ

125ストリームメイト
魚の3枚おろしなどに使用するため、刃は薄

くフレキシブルです。骨にそつて切れますの

でカモなどの解体にも適しています。

デルです。レザーシース付。

ノコ刃がついています。

ナイロンケース付。

0033753034210

すべりにくいラバー

ハンドルです。

http:〃 www.guns.co.ipト ウキヨウジユウホウ
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正しく安全にお使いしヽただくために、
通使用の前に付属の取り扱い説明書をお読み下さ櫛。

麟

自然を愛するlPa念のみならず自然を敬うことを信条とする世

界的に有名な兄弟、「マイケル・コリンズの版画 (作者サインと
シリアルNo入り限定版)Jで す。「ブラッキー]リンズの 能

美あふれるナイフJIよP41に掲載されています。

※版画(リ トグラフ)は原紙のみの販売で、フレーム等は含まねません。
お届けは□―ル状になります。予めこ了承下さい。

各種製品輸入/国内発売元

〒15哺 …③⑤53

東京都渋谷区代々木 1¨ 40… 11

代々本チェリー101

株式会社トウキョウジュウホウ
Phore    03‐ 3320‐6777
′P Phone 050-38f6‐ 6060
Fax.      03‐3320‐ 666f
匡ma∬ 腕fo@gυ ns,co.Jp

わfttfノ/7Wじ gυtts.co.Jp

SttpeF1000」iυ力0

●銃砲央薬類等の製品のご購入は全国有名銃砲央薬店で、その他の製品は他の特約店等でご購入になれます。

①このカタログの記載内容は2015年 7月現在のものです。

●このカタログに記載の製品の価格は税抜価格です。

●商品名は一般に各社の登録商標、商標です。

●製品の外観、仕様、価格は予告無く変更になることがありますので、あらかじめご了承下さい。

●印刷インクの性質上、実際の製品の色はこのカタログと多少異なることがあります。

●価格仕様に関するミスプリント等の場合は商品の受注時にご案内申し上げる場合があります。

●このカタログの新製品は弊社が新たに入荷する商品であり、必ずしもメーカーの新製品ではありません。

●諸般の事情により新製品において入荷の遅れもしくは入荷を見送る場合もありますので、

あらかじめご了承下さい。

酪製品礫醸求ぬ |よ 信頼の選鷹鷲
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