
GINZA GUN LIMITED
銀 座 銃 砲 店

WINTER SALE 2019/2020
セール期間：2019年 12月 17日 ～ 2020年 2月29日

（冬季休業日：2019年 12月 28日 -2020年 1月6日）

メイトニュースNo.84

Nammo Schönebeck GmbH（シェーネベック／ドイツ）
　社名だけ聞いてもどこの会社？と疑問に思うかもしれませんが、LapuaブランドとSKブラン
ドの22ロングライフル弾を製造している会社で、旧東ドイツ エルベ川沿いのシェーネベックと
いう町に在ります。1829年、ルイス・セリアーとニコラウス・ベロット（Sellier & Bellot）がパー
カッションキャップを製造するために会社を設立しました。1992年にSK Jagd- und 
Sportmunitions GmbH、1998年にはNammoグループの傘下に入り、2004年にLapua 
GmbHへ、2008年から本格的にLapua 22ロングライフル弾の製造を開始し、箱も現在の
パッケージに変わりました。そして2013年に現在のNammo Schönebeck GmbHとなり、現
在に至っております。
　近年、Lapuaブランドの22ロングライフル弾は、品質が安定しているので、日本国内での評
価も急上昇しております。Lapuaをご利用いただいている方には、同じ工場で作られている
SKを違和感なく練習弾としてご利用頂けると思います。またSKは近年、弾頭の先端が平らな
フラットノーズや弾速の速いロングレンジなどの新製品を積極的に開発しているブランドです。
　もし今ご使用いただいている22ロングライフル弾に疑問を感じるのであれば、是非一度
Lapua・SKの製品をお試し下さい。期待を裏切る事はない・・・と思います。 KK

Nammo Lapua Oy（ラプア／フィンランド）
　Nammo Lapua Oyは、フィンランドのラプアという小さな町で1923年に州立カート
リッジ工場として設立されました。”Lapua”の名を一躍世界に広めたのは、何と言っても
1980年代にフィンランドのSAKO社・イギリスのAccuracy International社と共同開発
したオリジナルカートリッジ「338 Lapua Magnum」の成功でしょう。
　競技射撃の世界では、1990年の世界選手権モスクワ大会においてノルウェーのハラル
ド・ステンバーグ選手が300mフリーライフル伏射60発競技でLapua 308 Winchester
を使用し、初の600点満射の世界記録を樹立して優勝したことが話題になりました。当時
はまだ当店でLapua製品を取り扱っておらず、私にとってはLapuaという名称を聞いただ
けで心が躍るほどインパクトがありました。のちにLapuaから聞いた話では、ステンバーグ
氏が使用したのは弾頭のみLapuaのスキャナーを使ったハンドロード弾であったとのこと
でした。まだ308 Winchesterが全盛期の頃のお話です。
　Lapuaの薬莢と弾頭は製品の完成精度が極めて高く人気があります。薬莢のネック部分
の丁寧な熱処理、フラッシュホール内側のバリ取りなど、細やかな仕上げが施されておりま
す。また弾頭の表面処理は、他社の弾頭と比べて一際輝いています。ご自分でハンドロード
した弾の命中精度を確認するためには、Lapuaの工場装弾と比較するとよい指標になると思います。是非、Lapuaの工場装弾より当たる弾をハン
ドロードできるようチャレンジしてみて下さい。 KK

―――取扱いメーカーのご紹介―――



競技用エアライフル

❷

 

 ファインベルクバウ
 Made in Germany

付 属 品
・シリンダー1本
・スペーサーセット
・ガンケース

年
保
証
無
料

オーバー
ホール券

日ラ公認
シール 付

2

M800W
ウッドストック

M800X
アルミストック

全　 長 98.8cm 100.8cm
銃 身 長 64.5cm 64.5cm
重　 量 4.2kg 4.7kg
プルレングス 約 30.0cm 約 30.5cm
価 格
左射手用 同価格 同価格

スペシャルオーダーモデル

年
保
証
無
料

オーバー
ホール券

日ラ公認
シール 付

2

M800Alu
アルミストック

M800
ユニバーサル

M800
エボリューショントップ

M800
ベーシック

M800
ジュニア

M500
ビーチ

M500
シャーク

全　 長 100.2cm 104.0cm 101.3cm 104.0cm 101.8cm 104.0cm
銃 身 長 64.5cm 64.5cm 64.3cm 64.3cm 64.3cm 64.3cm
重　 量 4.5kg 4.4kg 4.0kg 3.9kg 3.5kg 3.2kg
プルレングス 約 30.0cm 約 31.0cm 約 31.0cm 約 31.5cm 約 29.0cm 約 30.5cm
付 属 品 ・シリンダー1本

・ガンケース
・シリンダー1本
・ガンケース

・シリンダー1本
（ショート） ・シリンダー1本 ・シリンダー1本

（ショート）
・シリンダー1本
（ショート）

価 格
左射手用 同価格 同価格 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

厳選された13色をご用意しました。
印刷の色と実際の製品では色味が異
なる場合がございます。予めご了承く
ださい。
受注生産…6ヶ月程度かかる場合がござ
います。（ストック
のみの販売はし
ておりません。）

4，オレンジダーク1，イエロー

5，レッド

8，ブルーブライト

11，シャンパン

2，レモン

6，バイオレットブライト

9，ブルーダーク

12，チタン

3，オレンジブライト

7，バイオレットダーク

10，グリーン

13，ブラウン
¥453,000
左射手同価格

¥417,000 ¥417,000

¥375,000 ¥276,000 ¥286,000 ¥214,000 ¥223,000 ¥176,000 ¥183,000



❸

 アンシュッツ
 Made in Germany

付 属 品
・シリンダー1本
・ガンケース
・6922ハイサイトブロック
・アクセサリーボックス

年
保
証
無
料

オーバー
ホール券

日ラ公認
シール 付

2

 パルディーニ
 Made in Italy

付 属 品
・シリンダー1本
・ガンケース
・ハイサイトブロック
・アクセサリーボックス
・ウエイトセット

年
保
証
無
料

オーバー
ホール券

日ラ公認
シール 付

2

 ワルサー
 Made in Germany

付 属 品
・シリンダー 1本
・ガンケース
・セントラ ブロッククラブ
・クリーニングキット
・ウエイト
（バレル用x1,チューブ用×1）

年
保
証
無
料

オーバー
ホール券

日ラ公認
シール 付

2

 ステイヤー
 Made in Austria

付 属 品
・シリンダー1本
・ガンケース
・ハイサイトブロック

年
保
証
無
料

オーバー
ホール券

日ラ公認
シール 付

2

9015 ONE 9015 ONE
ベーシック

全　長 98.2cm 93.8cm
銃身長 59.2cm 59.2cm
重　量 4.6kg 4.0kg
プルレングス 約 29.5cm 約 31.5cm
価 格
左射手用 右射手のみ

GPR 1 TOP

全　 長 97.1cm
銃 身 長 68.6cm
重　 量 5.3kg
プルレングス 約 29.0cm
価 格
左射手用

LG400
モノテック

LG400
アナトミック

LG400
エキスパート

全　長 98.2cm 98.8cm 100.5cm
銃身長 65.8cm 65.9cm 65.9cm
重　量 5.0kg 3.9kg 4.2kg
プルレングス 約 31.0cm 約 31.5cm 約 31.0cm
価 格 お問い合わせください左射手用

チャレンジ チャレンジE
チャレンジ

ランニングターゲット
※⑴

全　 長 102.3cm 90.0cm
銃 身 長 67.0cm 55.0cm
重　 量 4.7kg 4.9kg
プルレングス 約 30.5cm
トリガー メカニカル エレクトロニック メカニカル
価 格
左射手用

ウエイト

ウエイト（本体付属）

ウエイト

ウエイト

別　売 ※⑴
・スコープ
・スコープリング
・バットプレート

クランプウエイト（50g）
バレルに取り
付けるウエイト。

バレルウエイト（100g）
バレルに取り
付けるウエイト。

チークピースキャリアーウエイト
（100g）

チークピース
とキャリアー
の間に付ける
ウエイト。

チューブウエイト（30g）
チューブに取り
付けるウエイト。

バレルウエイト （200g）
バレルに取り付けるウェイト。

クランプウエイト（80g）
チューブに取り
付けるウエイト。

クランプウエイト（100g）
シリンダーパイプ
に、取り付ける
ウエイト。

価格は都度、お問合せ下さい。

チークウエイト（60g）
チーク後方
に取り付け
るウエイト。

アディショナルウエイト（14g）
チューブ側面、パームレスト先
端に取り付ける
ウエイト。

¥540,000 ¥406,000
同価格

¥434,000
同価格

¥401,000 ¥439,000 ¥362,000
同価格 同価格

¥4,800

¥4,900

¥4,800

¥6,200



競技用エアピストル

❹

CM 200EI
全　 長 約40.0cm
銃 身 長 26.5cm
重　 量 985g
トリガー エレクトロニック
価 格
左射手用

evo10 evo10E

全　 長 約40.1cm
銃 身 長 25.1cm
重　 量 954g 960g
トリガー メカニカル エレクトロニック
価 格
左射手用

P8X

全　 長 約42.0cm
銃 身 長 24.7cm
重　 量 1,000g
トリガー メカニカル
価 格
左射手用

MGH1
HYBRID

全　 長 約42.8cm
銃 身 長 27.6cm
重　 量 1,015g
トリガー ハイブリッド
価 格
左射手用

K12

全　 長 約42.5cm
銃 身 長 27.0cm
重　 量 1,070g
トリガー メカニカル
価 格
左射手用

 

 モリーニ
 Made in Swiss

年
保
証
無
料

オーバー
ホール券

日ラ公認
シール 付

2

 パルディーニ
 Made in Italy

年
保
証
無
料

オーバー
ホール券

日ラ公認
シール 付

2

 マッチガンズ
 Made in Italy

年
保
証
無
料

オーバー
ホール券

日ラ公認
シール 付

2

 

QRコード
（Youtubeが開きます）

 

 ステイヤー
Made in Austria

年
保
証
無
料

オーバー
ホール券

日ラ公認
シール 付

2

 

 
 ファインベルクバウ
 Made in Germany

年
保
証
無
料

オーバー
ホール券

日ラ公認
シール 付

2

MGH1 HYBRIDは蓄気室が装填口すぐ後ろ
に位置しているため、撃発直後から空気がペ
レットを押し出し始めます。従来のモデルや他
社モデルよりリリースタイムが35%ほど短縮
されました。

▲回転式の装填口。
コッキングレバーを起こすと装填口が回転し
て上方向に出てきます。ペレットは下向きに
装填します。

エレクトロニックトリガーのバッテ
リーがなくなると自動的にメカニカル
トリガーに切り替わる最新式のハイ
ブリッドトリガーシステムが組み込ま
れています。電源のオン、オフでもエ
レクトロニックトリガーとメカニカルト
リガーを切り替えることができます。

付 属 品
・ シリンダー（アナログマノメーター） 2本
・ガンケース

付 属 品
・シリンダー 2本
・ガンケース

付 属 品
・シリンダー 1本
・ガンケース

付 属 品
・シリンダー 1本
・ガンケース

付 属 品
・シリンダー 2本
・ガンケース

バレルスリーブとシリンダーの
色を選択できます！
◀バレルスリーブ（4色）
▶シリンダー（5色）

¥315,000
同価格

¥250,000 ¥301,000
同価格 同価格

¥219,000
同価格

¥229,000
同価格

¥242,000
同価格



ファインベルクバウ アクセサリー

スペシャルグリース
4g 入り

エアライフル用エアシリンダー エアアダプター各種 ※銃種をご指定下さい。
・ファインベルクバウ エアシリンダー（P70～M800用） ････････････

　※ロング・ショート有
・アンシュッツ エアシリンダー（2002CA～9015用） ･･･････････････

・ステイヤー エアシリンダーロング（ハンティング5、LG110HP用） ････････

・ステイヤー エアシリンダー（チャレンジ、LG110、LG110HP用） ･･･

・パルディーニ エアシリンダー ･･･････････････････････････････････

・ワルサー エアシリンダー（LG400用） ･･････････････････お問い合せください

アクアラング 
アダプター

AHG 弾速計

エアピストル用エアシリンダー
・ステイヤー エアシリンダー ･････････････････････････････････････

　※ロング・ショート有

・ファインベルクバウ エアシリンダー ････････････････････････････

・モリーニ エアシリンダー デジタルマノメータータイプ ････ロング 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ･･･ショート 

・モリーニ エアシリンダー ････････････････････････････････････････
　※ロング・ショート有

・パルディーニ エアシリンダー ･･･････････････････････････････････

ハンドポンプM220

コンブロ 弾速測定器
cb-625 Mark-4

グリップ・ピストル用品
・ステイヤー
LP10・evo10グリップ 右：XS/S/SL（※1）/M/L/LL（※1）/XL ･･･
 左：XS/S/M/L ･･･････････････････････

※ 1 SL/LLは指が長い射手向けにグリップが太くなっています。
※2 デジタルピストル・ビームピストルにご使用の場合はご相談ください。
LP10Eグリップ 右：XS/S/M/L/XL ･･･････････････････
受注輸入  左：S/M/L ･･･････････････････････････
evo10Eグリップ 右：XS/S/SL/M/L/LL/XL ････････････
 左：XS/S/M/L ･･･････････････････････

・ファインベルクバウ
P8X グリップ 右：XS ･･････････････････････････････
右のみ在庫 右：S/M/L ･･･････････････････････････

・モリーニ
162EIグリップ 右：XXS/XS/S/M/L/XL/XXL ････････

 ※ショート別あり
200EIグリップ 右：XXS/XS/S/M/L/XL/XXL ････････
ステイヤー LP10用 右：XXS/XS/S/M/L ･････････････････

ゲーマン 
トリガーウエイト

モリーニ
グリップ
コンパウンド

コルン
ロータリーサイト

1年間保証付き。

空気銃専用の小型
弾速計。
ケース付で持ち運
び、設置が簡単。

空気銃専用の簡易型弾速計。
ハイパワーエアライフルには
使わないで下さい。

色：レッド ,ブラック,イエロー
エアピストル用の3Way
（幅：4.0/4.5/5.0）ポストサイト
ステイヤー,ワルサー,モリーニ用    AP専用 500g  

※ 日ラの検定無し
500gトリガーの重
さをチェックします。

❺

2液混合型のグリップ加
工剤です。
速乾性のため、素早く加
工が出来ます。

125ml 入り　

ウエイト
（チークピース用）
重量：33g　厚さ：8mm

コネクティングジョイント -8mm
M800Xのストックを8mm短くできます。
※ 銃の全長が変わる為、改造証明書を発
行します。詳しくはお問合せください。

ウエイト（バットプレート用）
バットプレートとキャリアー
の間に入れるウエイト
です。
重量：140g　厚さ：8mm

重量：240g　厚さ：10mm

バットプレートエクステンション
キャリアーとベースの間に入れるこ
とでキャリアーを25mm長くする
ことができます。
重量：150g　長さ：25mm

ウエイト（ストック用）
重量：75g　M800用

ウエイト（バリオサイト用）
重量：1個 182g（合計 364g）
バリオサイト側部に取り付けます。
2個で1セット。
M800，M700後期タイプ用

スペーサーキット
4段階（8mm毎）に高さの調節が可能。

パイルウエイト
チーク後部に取り付けます。
66g/24gからお選びください。

バットプレートキャリアー
＋ベース （アルミストック用）
エアライフル伏射競技用に準備し
ておくと便利です。

アンダーコッキングレバー
重量：15g
伏射時に便利です。
M700,M800Alu 用

ウエイト（バレル用）
重量：150g
バレルに傷がつきにくくなりました。

キャリアー（アルミストック用）
標準（72mm）とショート（52mm）
の2種類 全てのOリングに使えるグリース

チェストサポート
重量：51g

細身の方にオススメです。

800用
エクステンション

※写真はショートキャリアー付
　標準長のキャリアー付もあります。

・ファインベルクバウ
・アンシュッツ
・ステイヤー（※）
・モリーニ
・パルディーニ
・ワルサー（※） お問い合せください

¥5,700￥11,000

¥7,300

￥23,800
￥23,800

￥26,300
￥26,300
￥26,300
￥26,300

￥31,200
￥26,800

￥33,600

￥38,000
￥36,800

￥26,900

￥28,700

￥25,100

￥10,000

¥2,500
¥17,400

¥3,600

¥9,500

¥7,300 ¥7,300¥5,900

¥12,300

¥9,800 ¥8,200

¥1,200¥5,600

¥3,500
¥2,600

￥4,500
￥6,500
￥4,400
￥5,100
￥5,300

¥4,100

¥9,500

￥28,900

￥34,000

￥31,000

￥28,500

￥28,400

￥18,000

￥24,500

￥38,300
￥40,900
￥26,100

￥24,100



競技用スモールボアライフル　※2019年 9月の銃全長規制の改正により、一部ライフル銃の仕様の変更がございます。

❻

M2800Alu M2800W

全　 長 94.8cm 94.7cm
銃 身 長 67.0cm
重　 量 5.9kg 5.4kg
プルレングス 約 31.0cm
価 格
左射手用 同価格 同価格

 

 
ファインベルクバウ
Made in Germany

年
保
証

日ラ公認
シール 付5

 

 
グリューニッヒ+エルミガー
 Made in Swiss

 ブライカー
 Made in Swiss

年
保
証

日ラ公認
シール 付5

付 属 品
・G+Eリアサイト
・リターンバットプレート
・155mmマズル EXTチューブ
・ロッドガイド
・オリジナルガンケース

レーサー3
with K1

レーサー3
with XRS

レーサー3
with CS

全　 長 94.5cm 93cm 94.5cm
銃 身 長 66cm
重　 量 約5.4kg
プルレングス 29.0cm 29.0cm 29.5cm
トリガー メカニカル／エレクトロニック

価 格

付 属 品
・セントラスパイリアサイト
・マッチ3バットプレート
・157mmマズル EXTチューブ
・ハンドストップ
・ロッドガイド
・ガンケース

付 属 品
・FWB サイトセット
・X-Lineフックバットプレート
・マズルEXTチューブ
・FWB ハンドストップ
・ガンケース

チャレンジャーII
メタリック

チャレンジャーII
バランス

チャレンジャーII
レディ

全　 長 約94.5cm 約 92.5cm 約 88.5cm
銃 身 長 約65.5cm 約 60cm
重　 量 約 5.7kg COMING SOON
プルレングス 29.5cm 27.0cm
価 格
左射手用

年
保
証

日ラ公認
シール 付5

メタリック

バランス

レディ
（※実際の比率ではありません）

チャレンジャーII ストック別長さのイメージ

エレクトロニックトリガー
機関部

◀競技用スモールボア
ライフルの中で短い部
類に入る新ボルト。ツー
ルがなくても、左右に
変更することが可能。

◀標準装備のバレル
チューナー。自分の好
みの位置に移動させる
ことで、撃発後の反動
を抑えます。

3D調節機構が追加され
たことにより回転・傾斜・
高さを調節できるように
なりました。また3Dグ
リップはXS，Sサイズも
ございます。

パーツを交換することで、
4.5mmもしくは7.0mmス
トックをオフセットすること
ができます。アルミ製に加え、
反動吸収にすぐれたチタン
もございます。

ストックの幅を42mm，
45mm，48mmの中から選
択できます。ストックの外側
に部品を取り付けることで
射手に適した幅に調節する
ことが可能です。

K1ストックにはショッ
クアブソーバーが内
蔵されています。外
部からは見えませんが
反動や振動を吸収し
てくれます。

ストックとストライプのカラーが選
べます。基本の6色以外にも指定
可能。（追加料金になります。）

¥1,320,000 ¥1,096,000 ¥999,000
e-Trigger の場合は上記価格に+¥24,000

¥629,000 ¥619,000

¥1,098,000
¥1,129,000



競技用ビッグボアライフル

❼

 アンシュッツ

 Made in Germany

年
保
証

日ラ公認
シール 付5

 ワルサー

 Made in Germany

年
保
証

日ラ公認
シール 付5

54.30 with 1918
アルミストック

（ウォルナットグリップ）
1907 with 1918
アルミストック

全　 長 95.5cm 98.5cm
銃 身 長 66.0cm 66.0cm
重　 量 5.7kg 5.6kg
プルレングス 約 28.5cm
価 格
左射手用 右射手のみ

KK500
アナトミック

KK500
エキスパート
65cm バレル

KK500
エキスパート
69cm バレル

全　 長 97.0cm 91.5cm 95.5cm
銃 身 長 69.0cm 65.0cm 69.0cm
重　 量 6.0kg 5.5kg 5.5kg
プルレングス 約 30.0cm 約 34.0cm 約 31.0cm
価 格 お問い合わせください左射手用

FT300 with CS 300F
6mm ノルマ BR 1-8.2"

FT300 with XRS 300F
6mm ノルマ BR 1-8.2"

全　 長 105.0cm 103.0cm
銃 身 長 66.0cm 66.0cm
重　 量 5.8kg 5.7kg
適合実包 6mm ノルマ BR 6mm ノルマ BR
プルレングス 約 31.0cm 約 29.0cm
価 格

付 属 品
・7020サイトセット
・4844バリオフォアエンドレーサー（54.30）
・4852/1 フォアエンドレーサー（1907）
・6226 ハンドストップ
・ガンケース

付 属 品
・オリジナルリアサイト
・セントラスコア（M18）
・ブロッククラブ
・クリーニングキット
・ロッドガイド
・ガンケース

付 属 品
・G+E リアサイト
・アジャスタブルアイピース
・アジャスタブルフロントサイト
・リターンバットプレート
・かげろうベルト

 

 
グリューニッヒ+エルミガー
 Made in Swiss

年
保
証

日ラ公認
シール 付5

4844パリオフォアエンドレーサー
・9015 ONEエアライフルと同じ平行調整機構により、無段階に高さを
調整可能（特許取得済）

・フォアエンドをレールに取り付けたまま左右に回転可能（※）
・重心を最適化することでより安定性を得られます。
　重量：300g

¥685,000 ¥528,000
同価格¥30,300

¥1,152,000 ¥1,146,000



競技用エアライフル弾・エアピストル弾

22LR実包　送料 ￥1,200（全国一律、セール期間のみの特別価格） 加算してください。

競技用弾アクセサリー
カートリッジトレー

50発用（エレー不可） 

100発用（エレー可） 

マッチボックス セーフティボックス

500発入り丸缶用のホルダーです。使用後に
缶をテープでシールする必要がありません。

セーフティソフトケース

500 発入り丸缶用のホルダーです。
ソフトケースで衝撃を吸収します。
ネイビー／ピンク

国産SB用空撃ち弾

100個入

クルト 
ターゲットステッカー
1ロール
1,000枚　

治痕紙
15mm径
1,000 枚入
黒と白の別有り　

保管用ロッカー

 

標的　送料 ￥1,200を加算して下さい。
ドイツ製標的（ISSF公認）
●AR1文銭（10×10cm）
250枚 ･･･････････････
1,000 枚 ･････････････
10,000枚（1カートン） ･

●AP1文銭フルマーク
（17×17cm）

250枚 ･･･････････････
1,000枚・ ････････････
4,000枚（1カートン） ･

●APセンターペーパー
（13.5×13.5cm）

250枚・ ･･････････････
1,000 枚・ ････････････
5,000枚（1カートン） ･

●SBセンターペーパー
（13.5×13.5cm）

250枚 ･･･････････････
1,000 枚 ･････････････
5,000枚（1カートン） ･

監的スコープ（コーワ）

❽

500発入 RWS H&N JSB MATCH DIABOLO Qiang Yuan 450発入 ELEY
R-10 トレーニング クラブ フィナーレマッチ ブルー イエロー トレーニング ベンタス

重量
AR用
0.53g
（8.2gr）

AP用
0.45g
（7.0gr）

AR用
0.53g
（8.2gr）

AP用
0.45g
（7.0gr）

ヘビー
0.53g

（8.18gr）

ライト
0.51g

（7.87gr）

ヘビー
0.535g
（8.26gr）

ミドル
0.520g
（8.02gr）

0.53g
（8.18gr） 重量 0.53g

（8.2gr）

サイズ φ4.48, φ 4.49, φ 4.50 φ 4.50 のみ φ 4.49, φ 4.50 φ 4.49, φ 4.50 φ4.49,φ4.50 サイズ φ4.49,φ4.50
1缶 @ @ @ @ @ 1缶 @

10缶以上 @ @ @ @ @ 6箱以上 @
50缶以上 @ @ @ 12箱以上 @
100缶以上 @ @

RWS
R-100（高速弾） @
R-50 @
ライフルマッチ @
ターゲットライフル @

SK
フラットノーズマッチ @
ライフルマッチ @
フラットノーズベーシック @
スタンダードプラス @
ロングレンジ（高速弾） @

Lapua
エックスアクト @

ミダスプラス @

センターエックス @

ELEY
テネックス @

マッチ @

エッジ @

JSB MATCH DIABLO
プレミアム マッチ
ヘビー　0.535g（8.26gr）φ4.49，φ4.50
ミドル　 0.520g（8.02gr）φ4.49，φ4.50
最高のパフォーマンスを得るためにペレッ
トを厳選し、1発 1発丁寧に詰められた保
護ケースで出荷されます！

200発入　

RWS R-10 プラス
AR用 0.53g（8.2gr）φ4.50のみ
AP用 0.45g（7.0gr）φ4.50のみ

弾の変形が無く、
弾速及び弾着が安定します。

100発入　

Qiang Yuan オリンピックグレード
0.53g （8.18gr）
φ4.49, φ4.50

200発入　
10箱以上……@

※弾は含みません
ブラック/ネイビー/ピンク

※弾は含みません

国産二脚
スコープスタンド
重量：2.5kg

ロッカー 型 収納数 色 外寸 WxHxD 重量 価格

ライフル/
ピストル用

G型 8丁 オフブラック 52x137x28 cm 25 kg
A型 6丁

ライトグリーン
38x137x30 cm 22 kg

B型 5丁 32x137x24 cm 18 kg
C型 2丁

アイボリー
24x131x20 cm 13 kg

ピストル用 H型 2丁 24x60x30 cm 8.2 kg

実包用
－ 散弾実包500発 ライトグリーン 37x45x26 cm 6 kg
S 型 22LR弾 800発 アイボリー 24x35x20 cm 3.3 kg

モデル 倍率 重量 全長 価格
TSN-601 20-60 1,000g 36cm
TSN-501 20-40 400g 30cm
※ TSN-501は25m競技にオススメです。

G型 C型 S型

H型

TSN-601TSN-501

TSN-601用
キャリングケース

¥2,120 ¥1,080 ¥2,120 ¥1,960 ¥1,480 ¥2,960
¥1,330 ¥910 ¥1,340 ¥1,800 ¥1,080 ¥2,820
¥1,250 ¥820 ¥1,270 ¥2,680
¥1,220 ¥1,220

￥810 ￥2,130
￥1,290
¥940

@¥57.7
@¥54.8
@¥34.3
@¥29.0

@¥30.6
@¥30.1
@¥26.9
@¥26.2
@¥32.3

@¥58.1

@¥45.2

@¥34.9

@¥60.0

@¥47.0

@¥32.0

￥2,300
￥3,500 ￥2,300 ￥1,200￥800 ￥700

￥1,025
￥3,200
￥24,000

￥1,650
￥4,900
￥22,000

￥2,850
￥8,800
￥31,200

￥1,700
￥5,200
￥23,500

￥4,500 ￥830

¥85,700
¥62,300
¥44,200
¥39,100
¥34,100
¥16,700
¥14,700

入れておくだけ！
愛銃をサビから
守る防錆剤
ネピアVP- 90
➡詳細はP.20へ
￥2,100

¥79,200
¥31,900

￥5,800

￥34,700



ガンケース

シューターズバック

サイトケース

クルト シューティングジャケット＆パンツ　オーダーメイドで上下セットでご購入いただいた場合5%割引!

アクセサリー

クルト既製サイズJパターン寸法表（cm） ●Jパターンとはクルト社の協力により日本人向けに作られた、型紙を使用して作成されたサイズです。※印はアンダーウェアの上から測った寸法です。それ以外は出来上り寸法になります。

※印はアンダーウェアの上から測った寸法、それ以外は出来上がり寸法です。
　＊ 既製サイズのスタンダードカラー以外の色変更はジャケットとパンツ、それぞれに追加料金（ ）がかかります。
　＊既製サイズの在庫はTL2ジャケット、HLパンツ、600プローンジャケットの一般的なサイズになります。それ以外は受注輸入となります。
　＊ 既製サイズの寸法調整は可能です。価格はお問合せ下さい。

●オーダーメイドについて
テキストは1文字につき（@ ）の追加料金がかかります。
＊ジャケット、パンツはそれぞれ8文字まで
＊カントリーコードは3文字まで

メンズ ジュニア レディース

サイズ
番号

ロング丈 94 98 102 106 110 90
標準丈 46 48 50 52 54 170 160 150 140 34 36 38 40 42 44
ショート丈 22 23 24 25 26 21

身長 174 167 160 176 169 162 178 171 164 180 173 166 182 175 168 167 160 153 150 140 130 145 147 149 151 153 155

ジャケット
寸法

胸囲 ※ 93 97 101 105 109 89 84 79 74 81 85 89 93 97 101
胴囲 ※ 79 83 87 91 96 75 71 68 65 64 68 72 76 81 86
尻囲 ※ 94 98 102 106 110 90 85 80 75 85 89 93 97 101 105
袖丈 67 64 60 68 65 61 69 66 62 70 67 63 71 68 64 66 63 59 59 54 48 58 59 60 61 62 63
着丈 80 75 71 81 76 72 82 77 73 83 78 74 84 79 75 79 74 70 69 65 60 66 67 68 69 70 71

パンツ寸法
股下 73 68 60 73 68 60 74 69 61 74 69 61 75 70 62 72 67 59 61 55 49 61 61 62 62 63 63
腰下 104 97 89 105 98 90 106 99 91 107 100 92 108 101 93 103 96 88 89 82 75 89 90 91 92 93 94

サワー
ボタンツール
硬いキャンバスコートのボタンを
掛けやすくするスグレモノ

クルト ベルト
グリーン

ブラック（ハードタイプ）

AHG 290
70×40×33cm

AHG 292
81×40×35cm

ワルサーバッグ
78×41×34cm

防水、防塵！  小はSB弾が最大400発入ります。
※エレーテネックス、エッジは300発。

プラノ
ストレージボックス大 ストレージボックス小

外　寸 27.9×18.4×10.1cm 22.8×12.3×7.6cm
内　寸 22.8×13.3×9.2cm 19.0×7.9×6.3cm
価　格

❾

三姿勢用 TL2 &HL スマート X,9キャンバスプロ X,9 ハイブリットプロ X,9 i キャンバスプロ
既製サイズ オーダーメイド 既製サイズ オーダーメイド 既製サイズ オーダーメイド 既製サイズ オーダーメイド 既製サイズ オーダーメイド

ジャケット
パンツ

プラノ MTM バーチウッドケーシー（セミハード） AHG
大（1010137）小（140300） 大（807） 中（805） 小（802C） 大（06461） 小（06462） アクセサリーバッグ

外　寸 34.3×25.7×7.6cm 33.0×22.2×7.6cm 33.2×24.6×8.1cm 25.6×20.3×8.1cm 24.1×14.9×5.3cm 27.9×18.4×10.1cm 22.8×12.3×7.6cm 32×22×10cm
内　寸 33.0×24.1×6.3cm 30.4×15.2×6.6cm 31.7×20.5×7.6cm 24.7×14.6×7.6cm 23.6×13.1×5.0cm 22.8×13.3×9.2cm 19.0×7.9×6.3cm
価　格

ガンガード ギンザオリジナル AHG
防水 2丁用
ローラー付

デラックス
2丁用

デラックス
1丁用 ショルダーケース ピックアップケース ピストルケース

外　寸 139×39×16cm 132×36×11cm 123×25×11cm 外　寸 120×23×5cm 125× 29× 7cm 53×25×8cm
内　寸 131×32×13cm 131×33×10cm 122×22×10cm 重　量 1.1kg 1.3kg 480ｇ
重　量 8.3kg 4.6kg 3.2kg 色 黒・青・赤 黒・青 黒のみ
価　格 価　格

伏射用 600プローン キャンバス
既製サイズ オーダーメイド

ジャケット ￥2,300 ￥7,200

￥16,100￥26,800 お問い合せください

¥7,800 ¥4,800

¥51,000 ¥76,000 ¥91,000 ¥132,000 ¥158,000 ¥146,000 ¥175,000 ¥146,000 ¥175,000
¥48,000 ¥58,000 ¥57,000 ¥68,000 ¥93,000 ¥111,000 ¥103,000 ¥123,000 ¥103,000 ¥123,000

¥2,600 ¥2,200 ¥2,300 ¥1,900 ¥1,500 ¥5,900 ¥4,400 ¥5,500

¥35,100 ¥32,900 ¥27,400 ¥9,400 ¥13,200 ¥6,900

¥80,000 ¥96,000

￥6,000

￥5,700 ￥1,000



シューティンググローブ　サイズをご指定下さい

クルト
ソリッド
グリップショート
手になじみやすく伏射向き
サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL

クルト
ソリッドショート
人気の立射向きのグローブ
サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL

クスターマン
450ショート
ハードタイプ
サイズ：S/M/L

AHG
コンセプト1
通気性のあるエアメッシュ
素材を使用。
サイズ：XXS/XS/S/M/L/XL

AHG
コンタクトジェル
手を覆うジェルが銃にフィッ
トし、圧力を均等に分散。
手洗い可能（30℃のお湯）
サイズ：XXS/XS/S/M/L/XL

AHG
マッチショート
☆型のデザインが人気
サイズ：XS/S/M/L

サワー
トップテン
やわらかめのラバーでクッ
ションが厚く痛くなりにくい。
サイズ：XS/S/M/L/XL

サワー
303プレミアム
バイオジェルの入ったソフト
なグローブ
カンガルーレザー製
サイズ：XXS/XS/S/M/L/XL/XXL

サワー
317ショート
ソフトタイプ
サイズ：XS/S/M/L

シメトラ 200
人間が一番快適に感じる温
度を保とうとする素材を使
用しています。
サイズ：XXS/XS/S/M/L/XL

サワー  
コンタクト
トリガーハンドグローブ
サイズ：XXS/XS/S/M/L/XL

クルト 
X,9トリガー
トリガーハンドグローブ
サイズ：S/M/L/XL

バイザー・ヘッドバンド

クルトX,9
色：レッドとブラックのリバーシブル

MECバイザー
色：ブルーとブラックのリバーシブル

TEC-HRO バイザー
色：ホワイト

サワー バイザー
色：ブラック

AHG
ネオプレンキャップ
つば部が上下に動き、取り外し可能
色：グレー，ブルー，ピンク

耳栓・イヤプラグ

SE イヤプラグ
紐付き

BC イヤプラグ
5セット入り

シューティングスタンド

TEC-HRO 3.0 カーボン
色：ブラック/レッド/ピンク/
　  ブルー/シルバー
キャリングケース付き
重量：1,250g

ゲーマン
シューティングスタンド
色：ブラック/レッド/ブルー/ゴールド
キャリングケース付き
重量：1,440g

MGA 
シューティングスタンド
Made in Japan
重量：1,800g

MEC アモホルダー
スタンドに直接取り付けられて便利です。

シューティングブーツ　サイズをご指定下さい

サワー
パーフェクトトップ
タンとシューズが一体化した
モデル
入荷時期未定

サワー  
パーフェクトスタイルⅡ
フレックス
通気性がよくなりました。

コラミ  
ライフルシューズ
４種類のインソール付属。
足首を強くサポートします。

AHGステンバーグ
ストロング
日本人の足型にフィットします。

クルトX,9
革部はソフトな素材、踵部に
は滑り止めのシンセティック
素材を使用。

コラミ  
ピストルシューズ
４種類のインソール付属。

サワー  
イージートップ
タンとシューズが一体化してお
り，つま先から後足への当たり
を軽減。厚いヒールが長時間
の立ち姿勢をサポートします

アンダーウェア　サイズをご指定下さい

ギンザオリジナル
左右非対称のデザインでフィット感を追求。
サイズ： XXS/XS/S/M/L/XL/XXL

 右射手用

左射手用 

クルト コールドウィナー
汗をよく吸い保温効果もあります。
サイズ：XS/S/M/L

 上着

 パンツ 

クルト X,9アンダーウェア
薄手のアンダーウェアです。
体を引き締め、正しい射撃姿勢をサポート
します。
サイズ： XS/S/M/L/XL

 上着

 パンツ 

サワーアンダーウェア
通気性があり，縦の縫い目が気にならない
快適なアンダーウェア
男性サイズ：S-M/L-XL/XXL
女性サイズ :XS-S/M/L-XL

 上着

 パンツ 

クルト ソックス
射撃用に開発されたソックスです。
フィット感があり、グレー部分が厚手の素材
です。
 35-38（22.5-25cm）
39-42（25.5-28cm）
43-46（28.5-31cm） 

ご注文時のお願い
・サイズが不明な場合は原寸大の手形を書いてFAX, 若しくはメールにてお問合せ下さい。

・ クルト,クスターマンの場合は色をご指定下さい。但しご希望に添えない場合もございます。
・左射手の方は必ず、「左」とお申し出ください。

サワー
ヘッドバンド用
アイシールド

目に優しいグリーンカラー
AHGネオプレンキャップに
取り付け可能。

チャンピオン
ヘッドバンド
アイシールド付

色：グレー、レッド、
   ブルー、ピンク
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在庫限り

￥10,000
￥10,700

￥29,000
￥17,700

￥10,600
￥7,700

￥15,900
￥11,700 ￥2,600

￥700

￥1,700￥2,300 ￥2,300

￥2,300￥3,600 ￥3,600

￥2,100 ￥3,000

￥29,400

￥34,700

￥22,600

￥3,600

￥12,500

￥12,800

￥12,000

￥11,200

￥8,800

￥6,700

￥6,200

￥8,100

￥6,000

￥5,400

￥4,400

￥3,100

￥47,300￥48,700 ￥42,000 ￥40,900 ￥43,900 ￥35,800 ￥41,100



グラスフレーム

一般のメガネに取付可能

トレーニング用品
スキャット
人気のスキャットの最新モデル【MX-W2】が新発売！
Wi-Fi 経由でパソコンと同期することができ、3 時間程度、連
続使用が可能です。もちろん他モデル同様、すべての場面でご
使用頂けます。
詳しい機能はお問合せ下さい！
※標的側の明るさ・・・1,500ルクス以上
※ 色は入荷時期によって変更になる可能性があります。

MX-W2 MX-02 Basic
重量（マウント不含） 55.0g 29.0g 29.0g

対応OS Windows XP以降 / MAC OS 10.10 以降
接続方式 ワイヤレス ワイヤード ワイヤード

最大同時接続台数 4台
使用可能距離 2.5-1,000m 2.5-1,000m 2.5-50m

軌跡表示 カスタム 〇 〇 色のみカスタム可能
分析グラフの表示 〇 〇 ×

スモールボアライフルストック
G＋E CS（クラシックスポーツ） ウッド/アルミストック
右射手用のみ

アンシュッツ プレサイズストック 右射手用のみ
ブラウンカラーのみ 在庫限り

G＋E RS アルミストック 右射手用のみ G+E K1ストック

MX-W2 MX-02 Basic トリガーセンサー
感覚が頼りだったトリガリングを視覚的に分析！
トリガーに内蔵された圧力センサーで取得した情報をグラフィ
カルに表示。トリガーとPCは取り外し可能なコードで接続さ
せる為、トリガーを常用することが
可能。【MX-02】に使用可能。

テクロ スキャット アダプター スキャットのセッティングが容易になります。
スキャットクリップ AR
ご使用する銃のバレル径をご指定下さい。

スキャット
ホルダーUIT
ワルサーには使用できません。

スキャット
ホルダーUIT2.0

MEC
ウルトラライト
グラスフレーム
超軽量モデル
左射手用は受注輸入
軽量の為、痛くなく疲れに
くいです。
重量：26g
φ23mm, φ37mm

MEC
グラスフレーム
左射手用は受注輸入
重量：37g

MEC グラスシステム
レンズ1つで三姿勢に対応できる
ホルダーセットです。

グラスフレーム用

MEC 
ノーズパット

ウルトラライト用

MEC レンズホルダー
差込み式のレンズホルダーを使用
することで、ひとつのグラスフレー
ムで三姿勢に対応できます。

φ23mmまたはφ37mm

チャンピオン ノーズパッド
パットの幅が13mm,15mmの別有り。

ノーズパッドのみ
サポート付（モデルをご指定下さい。）

セントラ
アイブラインダー

チャンピオン
スーパーオリンピック
グラスフレーム
左射手用は受注輸入
銃を据えながらレンズホルダーの
角度を調節することが可能です。
重量 :49g 
φ25mm  φ32mm  φ42mm
ライフル ,ピストル用の別有り。

セントラ
シューターズアイリス

チャンピオン
オリンピック
グラスフレーム

東京2020
限定モデル

重量 :39g  左右兼用。

チャンピオン
アイリスシャッター
オープンサイト使用時に使用す
ることで、焦点距離を長くし、エ
イミングをより正確にします。

クノブロッホ
レンズホルダー
φ23mm
φ37mm

クノブロッホ
アイリスシャッター
φ23mm
φ37mm

クノブロッホ
センタリングデバイス
標的面とレンズ面の平行を保つた
めのツールです。

φ23mm
φ37mm

カラーフィルター
イエロー、オレンジ35%、オレンジ
60%、グレー、アメジスト

レッド、偏光

フィルター用ホルダー

チャンピオン
レンズホルダー

φ42mm 大
φ32mm 中
φ25mm 小の別有り。

クノブロッホ
K1グラスフレーム

左右兼用
アイカバー付き
φ23mm, φ37mm

アルミブロックからの削り出しストック

軽量化されたアルミストックに
振動吸収材が組み込まれてい
ます。
ベディング部パーツを入れ替
えることにより、アンシュッツ
2013用から1913用へ変
更可能。

レーサー用

レーサー用、ANS2013用

ANS1913用

オリンピック用 スーパーオリンピック用

MEC バランスボード 

バランスボードの裏面にボールをセットして使用します。
ボールの位置によってボードの動きが変わり、ご自身の
レベルに合わせて不安定性を調節することができます。
水準器やSCATTを合わせて使用することで射撃姿勢
とバランスを客観的に分析することが可能になります。
人が立っている時，目や脳などの様々な部位で身体の
バランスを保とうと筋肉を絶えず動かしています。バラ
ンス能力を鍛えることで、より安定した姿勢で構えるこ
とができるようになります。

＝＝使用イメージ＝＝

QRコード
（Youtubeが
開きます）

ストックにショックアブソーバーが内蔵されています。
ストックの幅を42mm/45mm/48mmから選択できます。
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受注輸入

1918ストック（1913用）

2018ストック（2013用）

￥42,600 ￥47,400 ￥31,000

￥36,500

￥38,000

￥6,700

￥3,000￥3,500

￥33,600

￥30,100

￥10,600

￥1,900

￥4,200 ￥10,200

￥4,200
￥6,500

￥2,900 ￥1,900

￥3,400

￥9,100
￥1,000
￥2,100

￥199,000 ￥175,000 ￥87,500 ￥38,000

￥34,000￥13,300￥5,800￥3,500

￥247,000

￥448,000
￥472,200

￥277,000
￥292,000

￥561,000



リアサイト レンズホルダー
リアサイトにレンズを取り付けることが
可能になりました。

ゲーマン レンズホルダー
φ23mm 

MEC グラス モノクル
φ23mm 

φ37mm 

AHG モノフレーム
φ25mm 

デラックス（目隠し板付き）
φ25mm 

セントラ アイリス ビュー
照準器に取り付けるタイプのアイ
シールド。シールドを小さくすること
により風旗が見やすくなります。また、
視界の遮断を少なくすることで立射
時の体のバランスがとりやすくなる効
果があります。

デュプレックス

アジャスタブルアイピース　リアサイトのピープ穴径サイズを無段階に調節したり、カラーフィルターを入れることができる便利なツール

・デュプレックス
インサート別売。

・デュプレックス  
 バリオ
デュプレックスのインサート径
がアジャスタブルになりました。
φ3.4～4.4とφ3.8～4.8 の
別有り。

・インサート
φ3.8-4.5よりお選び
ください。

・レンズフードⅡ
リアサイトにデュプレックスを取り付けるためのアダプター
ご使用になるリアサイトをご指定下さい。

・レンズフードⅡ テレスコーピック
レンズフードの長さを変えることができます。

※スパイサイト専用 

・カラー&偏光 フィルター
デュプレックスの前に取り付けるカラー
フィルター
イエロー、C41ピーチ、
オレンジ 

　　　　　　　偏光 
イエロー、C41ピーチ、オレンジのみ在庫

・アイリスシャッター
デュプレックスに入る光量を調節します

セントラ ミラー アイピースに鏡を取り付けることで、自分の瞳を映し
出し、照準のチェックを行います。
タイニー,クリスタルには取付不可。

 セントラ用 

 ゲーマン用 

アイピースにはめ込むだけ。
色：ホワイト、
　  ブラック 

ゲーマン
サイトスクリーン

～デュプレックスとは～
同心円をリアサイト、デュプレックス、フロント
リング、標的の4つに増やすことで頬付け
等小さな誤差を確認しやすくし、エイミング
の精度を格段に向上させます。より深い10
点を目指すには必要不可欠なアイテムです！

スパイサイトに取り付けたイメージです。

─リアサイトに取り付けたイメージ─

赤丸がデュプレックス。

＋

ゲーマン
0.0xディオプター
2枚のレンズの距離を変え
る事でピントの調節が可能
調節範囲：＋／－5dpt.

（ISSF未認可品）

ゲーマン スーパーフィルターAOS 561
老眼でお悩みの方にお勧め。標的とフロントサイトを同
時にハッキリ見やすくします。（個人差があります。）
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セントラ アンシュッツ
スパイサイト スパイサイトクロモ スパイサイトSR リアサイトベース

10-50
プレサイズ
リアサイト

コンパクトなリアサイトで視
界を広く確保できます。
ショート/ロング有り。
シルバー/ブラック有り。

好評のスパイサイトのアル
ミフレームと本体をチタン
へ変更した頑丈なモデル。

スパイサイトにクイックレ
バーがつきました。レンチ無
しで脱着可能。シルバー/
ブラック有り。

サイトレールが短いショート
モデルのリアサイト。
アイピースを前後入れ替える
事で左射手用にもなります。

伏射における利便性を追求した
全く新しいタイプのリアサイト。
上下、左右のクリックノブが横に
ついています。

重量 /回転 110g / 24クリック 177g / 24クリック 180g / 24クリック 200g / 24クリック 170g / 24クリック
価 格

アンシュッツ ゲーマン
リアサイト
7002/20

リアサイト
6805/10 598 プレシジョン 590 コンパクト 599 タワー

据銃時の角度に合わせて、
リアサイト本体の角度を動
かすことができます。

オーソドックスなデザインの
リアサイト。

精度の高いリアサイト。
ピープサイト無し。

小さく軽いリアサイト。
左射手用有ります。
ピープサイト無し。

クリックノブが左右にある為、
両利きで使用可能。
ピープサイト無し。

重量 /回転 215g / 20クリック 140g / 10クリック 135g / 20クリック 120g / 20クリック 110g / 20クリック
価 格

ゲーマン
567

シルバー＆ブルー
563

シルバー＆ブラック
564

シルバー＆ブラック
565
ブラック

569
ブラック

フィルター 6色 6色 + 偏光 1枚 12色+ 偏光 1枚 6色+ 偏光 2枚 7色+ グレー系5色
径 0.5～3.0mm

価 格

セントラ
ベーシック 5色フィルター 偏光フィルター コンビ ツイン コンペティション タイニー クリスタル

フィルター なし 5色 偏光 2枚 5色 + 偏光 2枚 5色 + 5 色 5色+5色+偏光1枚 5色 なし
径 0.5～3.0mm 0.8～1.8mm

価 格

偏
光

偏
光

偏
光

偏
光×2

偏
光×2

偏
光×2

¥56,900 ¥95,700 ¥62,800 ¥52,100 ¥75,700

¥68,300 ¥36,300 ¥44,600 ¥23,100 ¥40,500

¥16,900 ¥21,500 ¥27,100 ¥21,500 ¥21,900

¥7,800 ¥15,400 ¥14,900 ¥18,900 ¥18,900 ¥21,900 ¥19,700 ¥13,000

￥6,700

￥11,800
￥13,600

￥8,500

￥11,000

￥10,600

￥5,600
￥7,000

￥17,300

￥860￥40,500

￥4,800

￥10,600
￥30,000 ￥3,500

￥6,500

￥7,800￥2,800￥18,400



ハイサイトブロック　銃種をご指定下さい。

フロントサイト・アジャスタブルインサート　銃種 ,リングサイズ , 本体サイズ（M18orM22）をご指定下さい

セントラ
DUOクリア
傾きレティクル付き

チューブ状でどうしてもリングが暗くなりがちだっ
たフロントサイト。カバーを取り払うことで明るく
はっきり見えやすくなりました。

コルン 
TOP RCS TOP K50

K25 リングインサート
φ3.6～5.2まで 0.2 刻みずつ在庫あり。

フロントリング（レベル付き）
レベルがつくことで銃の傾きを確認できます。

立方体になることで、射手は照準の際に直感的に傾き
角度とその修正方法を判断することができます。また、
フロントサイトリングが宙に浮いて見えます。
ILはレベルがつくことでより平行を確認しやすくなりま
す。また、赤いドットでフロントサイトを目立たせることで、
エイミングに集中しやすくなります。

セントラ
グラスキューブ

グラスキューブ IL
レベル・ドット付 

セントラ
スコア
傾きレティクル付き

セントラ
スコア クリスタル
半透明で明るい視界を確保
します。

セントラ 
レベルⅠ

レベルⅠ
クリスタル

ハイエンド・ハイエンドクリスタルの
ご注文は①～③をご指定ください。
① M18 or M22
② リング内径 Φ3.0～6.0mm（※）
③ リング幅の厚み 1.0～1.4mm（※）
（※）0.1mm 刻みで指定可能

ハイエンドの特徴
・ セントラハイエンドはガラス素材を使用してい
る為、長期使用にも歪みが生じず、 クリアな
視界を得ることができます。

ハイエンドクリスタルの特徴
・ セントラクリスタルシリーズはフロントサイトの
輪郭をぼかして、ピープ穴径をしぼ り込みフロ
ントサイトインサートリングに焦点を集中させる
事により目の疲労を軽 減することができます。

セントラ  
ハイエンド

ハイエンド
クリスタル

セントラ
偏光インサート 
標的とインサートリングの間のハレーションを軽減します。

シングル  ダブル 

コルン  
プラスチック
インサート
リングサイズを0.2刻みでご
指定下さい。
オレンジ：M22 φ3.8 ～4.2
のみ在庫。

セントラ 
アクションスタビライザー
装填口の前後をクランプし、発射時に発生する機
関部のバイブレーションを抑えることにより、命中
精度を上げます。
ストックを外してからクランプしてください。
リアのみ重量：110g 高さ :8mm

前後セット 

リアのみ 
エクステント
（スコープ装着にオススメ） 

セントラ スピード
キット ブロック X
セントラ専用。
工具を使わずにつまみを回すだ
けでサイトを付け外しできます。
時間の限られているファイナル
で役立つこと間違いなし！
※ハイサイト本体別売。

 

セントラ
DUOバリオ
クロスバーは縦横独立して
動きます。

リング可変範囲
内径 :2.8～4.8mm
外径 :6.4～9.0mm

＝＝使用イメージ＝＝

QRコード
（Youtubeが開きます）
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セントラ
ブロック 4 ブロック 8 ライザー ブロック・クラブ ブロック・マックス トラック トラック・マックス

上からイモネジで固定し
ます。 シンプルなハイサイト

レール幅に対応する
為、左右に分かれます。
FWB,ANS兼用。

一番人気。チューブを継
ぎ足すことで高さを変え
ていきます。

ブロック・クラブより細か
く高さを調節したい人向
け。

オフセット専用のハイサイ
ト

ブロック・マックスに細か
く調節できるオフセット機
能が追加。

高さ/調整 4mm／不変 8mm／不変 8mm／不変 10～22mm／4mm毎 18～27mm／1mm毎 9mm／不変 22～27mm／1mm毎
オフセット 不可 不可 不可 左右に4mm 不可 左右無段階に11mm 左右無段階に8mm
価 格

セントラ ゲーマン
クリア バリオスイング 522

M18 or M22 M18 or M22
リング幅の厚み W1.6 W1.2 W1.6 2.9～4.9mm

または4.0～6.0mm
（M22のみ）可　変 2.8～4.8mm 2.8～3.8mm

または3.8～4.8mm 2.8～4.8mm

価　格

ゲーマン マルチハイサイト G+E ハイサイト テクロ
839 844 8.5mm 10mm 10-28mm 10-28mm

スピードロック ラピッドハイサイト

ノブネジによる素早い高
さ調節は6mmまで。

スペーサーを差し替える
ことで1mm毎に調節す
ることが可能。

シンプルなハイサイト オフセット専用のハイサ
イト

高さ、オフセットを細かく
大幅に調整することが可
能です。

レンチ無しでハイサイト
を固定できるようになり
ました。

ノブネジを緩めるだけで
簡単に高さ調節可能。

高さ/調整 26.5～47.5mm /1mm毎 13～28mm / 1mm毎 8.5mm / 不変 10mm / 不変 13～28mm / 2mm毎 13～28mm / 2mm毎 12-38.5mm / 2.5mm毎
オフセット 不可 不可 不可 左右1mm毎に15mm 左右 1mm毎に10mm 左右 1mm毎に10mm 不可
価 格

アンシュッツ AHG
6817 6923 6922 XXL 6928 タワー

アンシュッツ純正ハイサ
イト。

ネジを使わないハイサイト。
サイトの締め付けで固定。

かしめて固定、FWB用
あり。 頑丈なハイサイトブロック。

高さ/調整 8mm / 不変 4mm / 不変 20mm / 不変 27-38mm / 1.5mm毎
オフセット 不可 不可 不可 不可
価 格

￥17,700

￥20,100 ￥23,500 ￥23,500 ￥9,100

￥7,400

￥9,500

￥8,200￥15,500 ￥12,400

￥3,700

￥5,000 ￥3,500

￥2,700 ￥2,900

￥7,000

￥830

￥22,000

￥23,700
￥21,000

￥5,000

¥5,300 ¥7,600 ¥8,200 ¥10,300 ¥16,100 ¥12,300 ¥22,100

¥15,400 ¥16,700 ¥15,400 ¥17,500

¥14,300 ¥11,100 ¥12,100 ¥15,100 ¥30,100 ¥32,400 ¥32,500

¥8,300 ¥5,400 ¥8,400 ¥18,600



フックバットプレート・パーツ  スモールボアライフル用

ブライカー マッチ3
重量：370g
上・中・下それぞれのラバーが
独立して動きます。フックは根
本からフレキシブルな調節が可
能。

G+E XT FH5
重量：315g
5mm ラバー付でグリップ力抜
群の最高級モデル。
工具無しで高さを変えるクイッ
クレバー付。

G+E XT FH1
重量：315g
ピンプルノブはジャケットにしっ
かりくい込みます。
工具無しで高さを変えるクイッ
クレバー付。

G+E リターン
重量：395g
旧アンシュッツバットプレート
（通称メカゴジラ）の復刻版。
工具無しで高さを変えるクイッ
クレバー付。

テクロ フュージョン
重量：360g
ボールジョイントによる固定な
ので、肩に接するプレートをフ
レキシブルに動かすことができ
ます。

テクロ フック
重量：55g
4か所の関節をもつフックが、
より体にフィットするセッティン
グを可能にします。

SEエルゴノミクス
重量：470g
自由で多くの可動部を持たせる
ことで、最高のフィット感を得る
ことができます。

AHG 4762レトロ
重量：395g
旧アンシュッツバットプレート
（通称メカゴジラ）の復刻版。

アンシュッツ
フックバットプレート
重量：380g
アンシュッツ社純正のスタン
ダードモデル

ゲーマン 809
重量：465g
肩に当たる部分に滑り止めの
ラバーが付いています。

MEC
フリーポジションⅡ
重量：460g
扱いやすいスマートなデザイン
が人気。

MECコンロッド
重量：48g
フリーポジション II のフックを
オフセットする為のアダプター。

バットプレート  エアライフル用

G+E XT5
重量：230g
5mm ラバー付でグリップ力抜
群の最高級モデル。

MEC コンタクトⅣ
重量：247g
可動域の広い人気モデル。
トルクスレンチでしっかり締め
付けられます。

MEC 
コンタクトⅣ ライト
重量：236g
コンタクトⅣの簡易版。
可動パーツを減らすことで軽
量化をはかりました。

ゲーマン 
コンタクトⅢ
重量：165g
根強い人気をもつ、スタンダー
ドモデル。

ファインベルクバウ 
X-LINE
重量：235g
プレートの角度だけでなく、
上、真ん中のパーツは幅も調節
することが可能です。

アンシュッツ ONE
重量：345g
円形の特殊な部品で肩の形に
合せてカーブさせることが可能
です。

バットプレートキャリアー

アンシュッツ キャリアー
1918, 2018ストック用
重量：135g 
旧アルミストック用
重量：75g 

テクロ アダプタープレート
重量：75g　厚み：10mm 

アダプターロット
WAL用
（L70×φ10mm 90g） 
ANS旧 Alu 用
（L70×φ12mm 120g） 
ANSプレサイス用
（L110×φ15mm 300g） 

G+E 
ユニバーサルベースプレート
重量：40g 

キャリアー＋ベース
重量：185g 

ブライカー ラチェット
長さ:35,60,80mm
高さ：ハイ、ミドル、ロー
長さと高さをご指定下さい。

ティルティングファンクション
傾き機能付。
長さをご指定下さい。 

アクセサリー

テクロ ウェイト
バットプレートまたはチークピースとキャリアー
の間に挟み込むスマートなウェイト。

重量：140g 

G+E トリガータッチ
アンシュッツにも取り付け可能なフルアジャスタ
ブルトリガー

 

テクロ チークピース 
NJ カーボン
カーボンのチークピース。
上下微調整可能です。

重量：150g 

セントラ チークピース 
PRO V1水平方向の微調整が可能です。
ヨーロッパハイマツというマツ科の木材を使用
ています。ハイマツの香りにはリフレッシュ効果
があると言われています。またチークピースと
ベースの間の素材により軽い振動や脈による揺
れを吸収します。
重量：144g 
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￥88,700

￥63,800

￥84,100

￥100,500

￥54,600

￥47,700

￥84,100

￥45,500

￥41,100

￥80,900

￥28,600

￥22,400

￥44,000

￥52,000

￥28,300

￥14,600

￥10,200

￥45,400

￥20,900
¥18,400

￥6,800

￥3,300
¥3,300
¥3,400

￥9,600

￥39,800

￥22,600

￥29,900

¥3,200 ¥18,700 ¥39,400 ¥39,100



エクステンションチューブ

セントラ 
カーボンチューブ
ANS/Bleiker/WAL別有り。

SE カーボン チューブ 2
銃身径をご指定下さい。
ロング
（32cm・164g） 

G+E ハンマーシャーク
ANS19-20シリーズ用のフロントサイトエクス
テンション。

重量：92g

フォアエンドレーサー

テクロ インテグラル
重量：290g　高さ：35-70mm
フレキシブルな調節が可能
立射専用 

専用20mm エレベーション
重量：18g（1セット） 

テクロ リフト3.0
重量：285g 高さ：15-35mm 
フレキシブルな調節が可能
スリングレール付き 

専用10mmエレベーション
重量：16g（1セット） 

SE 5D Alu
重量：400g 高さ：29-39mm
スリングレール付き 

専用ディスタンスキット（20mm）
重量：18g（1セット） 

ブライカー デラックス
重量：165g 高さ：15-35.5mm
シンプルで最軽量
スリングレール付き 

専用インターフェース（1セット2個）
5.5mm （4g×2） 

10mm （7g×2） 

アンシュッツ プレサイズ
スリングレール付
重量：220g　高さ：28-36mm 

アンシュッツ 
4856
人気の高い木製モデル。
スリングレール付
重量：230g　高さ：32mm 

AHG 1010プレサイズ
重量：400g　高さ：23-67mm
 

AHGアングル10
10度の角度で手首を痛めません。K,P専用
重量：280g　高さ：40-50mm
 

スリングベルト

クルト
モデルⅡ
アジャスト ツイストロック

アカハ ロジックベルト
白い耐張性のある素材を使ったスリング
左別有り
 

セントラ スリング ファイバー
柔らかく腕にフィットしやすいスリング

 

セントラ クイックロック
アーム部とベルト部が
分かれていることで
姿勢転換が楽になります。 

サワー エグザクトⅣ
前腕部にふれるベルトが1本になり、より腕にフィット
するようになりました。
左右兼用 

トルートマン スイストップ
アーム部とベルトをつなぐ
金具がフリーに動きます。 

ブライカー スイストップ
アーム部がラチェット金具で固定する為、ジャケットを
着たまま、着脱することが可能。
 

パームレスト

セントラ チャンピオン
重量：390g
 

ハンドストップ

銃アクセサリー

アンシュッツ ビポット
重量：80g 

セントラ ビポット
脚部折り畳み可能
重量：110g 

AHG
プレサイズ ビポット
脚部折り畳み可能
重量：105g 

G+Eビポット
取り外しやすい
レバー付き
重量：135g 

G+E 
ビポットNEW
取り外しやすいレバーに加え、
脚部が折り畳み可能に。
重量：180g 

クルト・ニーリング用品

クッション 
マウス
大φ145mm
小φ120mm

ヒールパッド
膝射姿勢時、お尻と
踵の間に挟んで負
担を軽減します。
19.5cm×18cm

ショルダーベルト

アカハ 
サスペンション セントラ コネクト

G+Eアイエクステンダー
射撃姿勢を崩すことなく、リングサイズと
レベルの調整が可能。

G+Eバランスバレルウェイト 総重量：115g 
クイックリリースにより容易な着脱と移動が可能
本体付属のシルバーのウエイトボルト（10g×4本）を着脱することでより細かく
バランスを調整できます。銃身径をご指定下さい。
 

セントラ 
ハンドストップ

3段階の高さ調節、左右にオフセット可能。
スリング環はどちらにもつきます。
重量：120g

アンシュッツ 4751
馬蹄型で手が大きい方におすすめ。
重量：113g

アンシュッツ 4752
手が小さい方におすすめ
重量：153g
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G+E スパイダー
手に接する部分が動かせます。
重量：145g

在庫限り

￥35,600 ￥56,900 ￥143,000￥29,500

￥32,700

￥3,700

￥30,900

￥2,900

￥38,000

￥2,800

￥46,000

￥2,000
￥2,300

￥45,000 ￥17,900 ￥41,300 ￥24,300

￥13,200￥12,100￥42,100￥13,700￥32,100

￥19,900￥10,000￥18,300￥8,200￥4,600

￥20,600 ￥3,500￥8,300

￥18,700
￥11,200
￥20,000 ￥13,000￥23,700

￥24,300 ￥28,900 ￥28,900 ￥2,100 ￥5,400



狩猟用エアライフル

ネピア パワーペレットルーブ
パワーペレットルーブはワックス剤です。
エアガンペレットの表面に塗ることにより、ペレット弾の鉛が
銃身内部に付着することを防ぎます。
さらに命中精度が50%もアップします。（メーカー公表値）
銃身内部をクリーニングしてから使うと、より効果的です。

 

  25ml スプレー 

ジュエル トリガー　  Made in U.S.A.
・BR レミントン用（43～85g）ベンチレスト射撃用。トリガーセーフティー、ボルトリリース無し ････････
・HVR レミントン用（230g～1.6kg）狩猟、標的射撃用。トリガーセーフティー、ボルトリリース無し ･････
・HVR-TSBR レミントン用（230g～1.6kg）狩猟、標的射撃用。トリガーセーフティー、ボルトリリース付 ･･
・HVR-TSBR-L レミントン用（230g～1.6kg）HVR-TSVRの左ボルト用 ･････････････････････
・HVR ウィンチェスター用（230g～1.6kg）狩猟、標的射撃用。トリガーセーフティー、ボルトリリース無し･･
レミントン用BRトリガーとHVRトリガーは、シーレンやストールパンダ等に取り付け可能です。
メンテナンスは、ライターオイルで洗浄して下さい。

狩猟用エアライフル弾　H&N シリーズ

ハンター ホローポイント
人気のハンティングペレット
φ4.5mm　重量：0.67g（10.34gr）

1缶 400発入  
φ5.5mm　重量：1.18g（18.21gr）

1缶 200発入  

バラクーダ マッチ（マッチグレード）
一番命中精度の高いハンティングペレット
φ4.5mm　重量：0.69g（10.65gr）

1缶 400発入 
φ5.5mm　重量：1.37g（21.14gr）

1缶 200発入 

ダイアボロー バラクーダ
φ5.0mm　重量：0.88g（13.58gr）

1缶 250発入 
φ6.35mm　重量：2.01g（31.02gr）

1缶 150発入  

パイルドライバー
直進安定性に優れたペレット。
40J以上の銃でご使用ください。
φ5.5mm　重量：1.94g（29.94gr）

1缶 150発入  

パワー 銅コーティング
通常のバラクーダより20%硬いペレット
射撃にも良い精度を期待できます
φ4.5mm　重量：0.66g（10.19gr）

1缶 300発入  
φ5.5mm　重量：1.37g（21.14gr）

1缶 200発入  

グリーン レッドフリー
錫（すず）製のペレット
φ4.5mm　重量：0.42g（6.48gr）

1缶 300発入  
φ5.5mm　重量：0.80g（12.35gr）

1缶 200発入 

グリズリー
マッシュルーミング効果に優れたペレット
40J以上の銃でご使用ください。
φ6.35mm　重量：2.02g（31.00gr）

1缶 150発入  

ホーネット
メタルチップを装着した、貫通力の高いハンティ
ングペレット
φ4.5mm　重量：0.57g（8.80gr）

1缶 225発入 
φ5.5mm　重量：1.10g（16.00gr）

1缶 200発入  

RWS シリーズ

RWS スーパーフィールド
フィールドターゲット用のミディアムウェイト 
ペレット
1缶 500発入
φ4.5mm
重量：0.54g（8.4gr）  
φ5.5mm
重量：1.03g（15.9gr） 

H&N ハンティング サンプラーセット

① 30発 -シルバーポイント: 0.75g（11.57gr）
② 35発 -クロウマグナム : 0.57g（8.80gr）
③ 35発 - バラクーダ パワー: 0.69g（10.65gr）
④ 35発 - バラクーダ ハンター エクストリーム : 0.60g（9.26gr）
⑤ 40発 -フィールドターゲット トロフィー: 0.56g（8.64gr）
⑥ 40発 -フィールドターゲットトロフィー グリーン : 0.36g（5.56gr）

① 30発 - バラクーダ ハンター: 1.18g（18.21gr）
② 30発 -クロウマグナム : 1.18g（18.21gr）
③ 30発 - バラクーダ パワー: 1.37g（21.14gr）
④ 35発 -シルバーポイント: 1.11g（17.13gr）
⑤ 30発 - バラクーダ グリーン : 0.80g（12.35gr）

φ4.5mm

φ5.5mm

① ①

④ ④

② ②

⑤ ⑤

③ ③

⑥
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スポーツ

型 式 中折スプリング式
全 長 111.3cm
銃身長 46.4cm
重 量 3.7kg
口 径 4.5mm
パワー 18J （13.275ft/lbs）
価 格

ハンティング 5 チャレンジ
ハンティング

型 式 プリチャージ式
全 長 98.3cm 97.3cm
銃身長 65.0cm 64.5cm
重 量 3.3kg 3.3kg
口 径 5.5mm 5.5mm
パワー 40J （29.5ft/lbs） 40J （29.5ft/lbs）
価 格

 

 ステイヤー
 Made in Austria
 

年
保
証
無
料

オーバー
ホール券2

 

 
 ファインベルクバウ
 Made in Germany
 

年
保
証
無
料

オーバー
ホール券2

スライド式の弾倉で、5発装填可能。
スペアマガジンは別売り。
ライフルスコープ、スコープマウントは不含。

スペアマガジン

ウィーバーレール 
ハイマウント
ブラック/シルバー

¥107,000

¥329,000 ¥324,000¥6,800 ¥16,100

¥2,100

￥39,700
￥39,700
￥48,800
￥54,000
￥52,800

￥1,600
¥1,200

￥1,200
¥900

¥900

¥1,600

￥1,200
¥1,100

￥1,900
¥2,500

￥1,700
¥1,100

￥2,700
¥2,900

¥1,400
¥2,400

￥1,900
￥1,900



シエラ モリコート弾頭 1箱 500発入り シエラ ローディングマニュアル インフィニティ Ver.7 SUITE
・22Cal 69grHPBT 
・6mm 70grHPBT 
・6mm 107grHPBT 
・30Cal 155grHPBT 
・30Cal 168grHPBT 

エディションⅤ
7th Printing

シェラ社　ローディングマニュ
アルと弾道計算ソフトが入って
いるソフト
ウェアです。

弾頭形状一覧
Hollow Point （HP）
～Varminter～
小動物専用のハンティングブレッツです。
ハンティングブレッツですが、小型のター
ゲットを狙うため、マッチキングに近い精度
があります。日本では主に、練習射撃や動
的射撃用として人気があります。

Round Nose （RN）
～Pro-Hunter～
近距離射撃用のハンティングブレッツです。
先端が丸く空気抵抗が大きいため、遠射で
は極端に弾道がドロップします。ただマッ
シュルーミング効果は高いので、確実に
ターゲットを倒せます。また発射した弾頭が
ブッシュにヒットしても、弾道が大きくそれ
ないのが特徴です。

Flat Nose （FN）
～Pro-Hunter～
レバーアクションライフルのチューブマガ
ジン専用に作られたハンティングブレッツ
です。先端が平らな為、50m以下の近距
離射撃用ですが、ジャケット先端部に切込
みの入った ”Power Jacket” は最高のス
トッピングパワーを発揮します。

Spizer Flat Base 
（SPT）
～Pro-Hunter～
近距離から中距離射撃用のハンティング
ブレッツです。マッシュルーミング効果が
高いソフトポイントを採用していますので、
100m前後の狩猟で確実にターゲットを倒
したい方にオススメです。フラットベースは
安価な弾頭なので、数多く撃つ方に人気で
す。

Spizer Boat Tail 
（SBT）
～Game King～
長距離射撃用のハンティングブレッツです。
先端に鉛が露出しているため、自然なマッ
シュルーミング効果を発揮します。Spizer 
Flat Tail（SPT）より貫通力が高いので、
中型から大型のターゲット用としてお使い
ください。

Full Metal Jacket 
Boat Tail （FMJBT）
～Game King～
自動銃専用に開発されたブレッツです。
マッシュルーミング効果がほとんど無いた
め、ターゲットの損傷を抑える事が出来ま
す。日本では軍用弾専用ブレッツのイメー
ジが強く、購入される方はダミーカートリッ
ジ作成用として使用しているのが現状です。

Hollow Point Boat 
Tail （HPBT）
～Game King～
長距離射撃用のハンティングブレッツです。
ターゲットにヒットした際、先端の大きな
穴がジャケットをめくりあがらせ、大きなダ
メージを与えます。先端は鉛が露出してい
ないため、弾倉の中で弾頭の先端が潰れる
ことがなく、命中精度を維持します。大型の
ターゲット用としてお使いください。

Hollow Point Boat 
Tail （HPBT）
～Match King～
標的射撃専用のターゲットブレッツです。
先端の小さな穴とボートの様に絞られた後
端部が空気抵抗を軽減させます。ジャケット
の表面も丁寧に磨き上げられています。狩
猟には向きません。

Tipped Game King
（TGK） 
～TGK Gamechanger™～
マッチグレードのハンティングブレッツです。
緑色の透明なシンサティックチップが安定
した命中精度を約束します。またこのチッ
プが弾頭の先端を素早く拡張させ、精密
でタフなジャケットと鉛合金の芯がマッシュ
ルーミング効果をコントロールします。よっ
てあらゆる射撃距離、あらゆるターゲットに
対しても最適な効果を発揮します。

Tipped Match King/
Boat Tail（TMK/
TMKBT）
～TMK/TMKBT～
最上級の命中精度を誇る標的射撃専用の
ブレッツです。先端にアセタールレジン製
のチップを装着する事により、空気抵抗を
軽減し弾道係数を向上させました。軽量弾
頭はフラットベースですが、中～重量弾頭
はボートテールです。一見はハンティング
ブレッツのように見えますが、この弾頭はハ
ンティングに向いていないそうです。

シエラ Made in U.S.A.

恒例シエラ数量割引セール  各種取り混ぜOK 印 品切れ中 印 在庫少数 ①は1箱50発入り
●在庫状況（2019年12月現在）

口径 弾頭重量 備　考 品番 メイト価格 1～9箱 10～19箱 20～29箱 30箱以上
割引率 10%off 20%off 30%off 40%off

22径
.224dia

52gr HPBT Matchking #1410 ¥ 5,510 ¥ 4,960 ¥ 4,410 ¥ 3,860 ¥ 3,310
53gr HP Matchking #1400 ¥ 5,480 ¥ 4,940 ¥ 4,390 ¥ 3,840 ¥ 3,290
55gr FMJBT Gameking #1355 ¥ 4,570 ¥ 4,120 ¥ 3,660 ¥ 3,200 ¥ 2,750

6mm
.243dia

60gr HP Varminter #1500 ¥ 5,940 ¥ 5,350 ¥ 4,760 ¥ 4,160 ¥ 3,570
70gr HPBT Matchking #1505 ¥ 6,770 ¥ 6,100 ¥ 5,420 ¥ 4,740 ¥ 4,070
85gr HPBT Gameking #1530 ¥ 6,630 ¥ 5,970 ¥ 5,310 ¥ 4,650 ¥ 3,980
90gr TGK Game Changer #4100 ¥ 6,600 ¥ 5,940 ¥ 5,280 ¥ 4,620 ¥ 3,960
95gr HPBT Matchking #1537 ¥ 7,740 ¥ 6,970 ¥ 6,200 ¥ 5,420 ¥ 4,650
100gr SBT Gameking #1560 ¥ 6,630 ¥ 5,970 ¥ 5,310 ¥ 4,650 ¥ 3,980
107gr HPBT Matchking #1570 ¥ 8,290 ¥ 7,470 ¥ 6,640 ¥ 5,810 ¥ 4,980

6.5mm
.264dia

107gr HPBT Matchking #1715 ¥ 8,990 ¥ 8,100 ¥ 7,200 ¥ 6,300 ¥ 5,400
120gr HPBT Matchking #1725 ¥ 8,470 ¥ 7,630 ¥ 6,780 ¥ 5,930 ¥ 5,090
130gr TGK Game Changer #4330 ¥ 7,340 ¥ 6,610 ¥ 5,880 ¥ 5,140 ¥ 4,410
140gr HPBT Matchking #1740 ¥ 9,090 ¥ 8,190 ¥ 7,280 ¥ 6,370 ¥ 5,460

270径
.277dia

90gr HP Varminter #1800 ¥ 6,620 ¥ 5,960 ¥ 5,300 ¥ 4,640 ¥ 3,980
130gr SBT Gameking #1820 ¥ 8,430 ¥ 7,590 ¥ 6,750 ¥ 5,910 ¥ 5,060
150gr SBT Gameking #1840 ¥ 9,620 ¥ 8,660 ¥ 7,700 ¥ 6,740 ¥ 5,780

7mm
284dia

100gr HP Varminter #1895 ¥ 7,100 ¥ 6,390 ¥ 5,680 ¥ 4,970 ¥ 4,260
130gr HPBT Matchking #1903 ¥ 9,080 ¥ 8,180 ¥ 7,270 ¥ 6,360 ¥ 5,450
150gr HPBT Matchking #1915 ¥ 9,260 ¥ 8,340 ¥ 7,410 ¥ 6,490 ¥ 5,560
160gr SBT Gameking #1920 ¥ 9,350 ¥ 8,420 ¥ 7,480 ¥ 6,550 ¥ 5,610
160gr HPBT Gameking #1925 ¥ 9,720 ¥ 8,750 ¥ 7,780 ¥ 6,810 ¥ 5,840
168gr HPBT Matchking #1930 ¥ 9,360 ¥ 8,430 ¥ 7,490 ¥ 6,560 ¥ 5,620
175gr SBT Gameking #1940 ¥ 10,600 ¥ 9,540 ¥ 8,480 ¥ 7,420 ¥ 6,360

30-30径
.308dia

125grHP/FN Pro-Hunter #2020 ¥ 7,670 ¥ 6,910 ¥ 6,140 ¥ 5,370 ¥ 4,610
150gr FN Pro-Hunter #2000 ¥ 8,200 ¥ 7,380 ¥ 6,560 ¥ 5,740 ¥ 4,920
170gr FN Pro-Hunter #2010 ¥ 8,680 ¥ 7,820 ¥ 6,950 ¥ 6,080 ¥ 5,210

308径
.308dia

110gr RN Pro-Hunter #2100 ¥ 7,530 ¥ 6,780 ¥ 6,030 ¥ 5,280 ¥ 4,520
110gr FMJ Pro-Hunter #2105 ¥ 5,340 ¥ 4,810 ¥ 4,280 ¥ 3,740 ¥ 3,210
110gr HP Varminter #2110 ¥ 6,460 ¥ 5,820 ¥ 5,170 ¥ 4,530 ¥ 3,880
125gr SPT Pro-Hunter #2120 ¥ 7,740 ¥ 6,970 ¥ 6,200 ¥ 5,420 ¥ 4,650
125gr HP Matchking #2121 ¥ 9,210 ¥ 8,290 ¥ 7,370 ¥ 6,450 ¥ 5,530
125gr TMK Tipped Match #7725 ¥ 9,740 ¥ 8,770 ¥ 7,800 ¥ 6,820 ¥ 5,850
135gr HPBT Matchking #2123 ¥ 8,610 ¥ 7,750 ¥ 6,890 ¥ 6,030 ¥ 5,170
150gr FMJBT Gameking #2115 ¥ 7,360 ¥ 6,630 ¥ 5,890 ¥ 5,160 ¥ 4,420
150gr SPT Pro-Hunter #2130 ¥ 6,830 ¥ 6,150 ¥ 5,470 ¥ 4,790 ¥ 4,100
150gr SBT Gameking #2125 ¥ 7,840 ¥ 7,060 ¥ 6,280 ¥ 5,490 ¥ 4,710
150gr HPBT Matchking #2190 ¥ 9,360 ¥ 8,430 ¥ 7,490 ¥ 6,560 ¥ 5,620
150gr RN Pro-Hunter #2135 ¥ 8,590 ¥ 7,740 ¥ 6,880 ¥ 6,020 ¥ 5,160
155gr HPBT Matchking #2156 ¥ 9,780 ¥ 8,810 ¥ 7,830 ¥ 6,850 ¥ 5,870
155gr TMK BT Tipped Match #7755 ¥ 10,600 ¥ 9,540 ¥ 8,480 ¥ 7,420 ¥ 6,360
165gr SBT Gameking #2145 ¥ 8,200 ¥ 7,380 ¥ 6,560 ¥ 5,740 ¥ 4,920
165gr HPBT Gameking #2140 ¥ 8,200 ¥ 7,380 ¥ 6,560 ¥ 5,740 ¥ 4,920
165gr TGK Game Changer #4665 ¥ 10,500 ¥ 9,450 ¥ 8,400 ¥ 7,350 ¥ 6,300
168gr HPBT Matchking #2200 ¥ 9,330 ¥ 8,400 ¥ 7,470 ¥ 6,540 ¥ 5,600
168gr TMK BT Tipped Match #7768 ¥ 10,300 ¥ 9,270 ¥ 8,240 ¥ 7,210 ¥ 6,180
175gr HPBT Matchking #2275 ¥ 9,810 ¥ 8,830 ¥ 7,850 ¥ 6,870 ¥ 5,890
175gr TMK BT Tipped Match #7775 ¥ 10,800 ¥ 9,720 ¥ 8,640 ¥ 7,560 ¥ 6,480
180gr SPT Pro-Hunter #2150 ¥ 7,140 ¥ 6,430 ¥ 5,720 ¥ 5,000 ¥ 4,290
180gr SBT Gameking #2160 ¥ 8,500 ¥ 7,650 ¥ 6,800 ¥ 5,950 ¥ 5,100
180gr HPBT Matchking #2220 ¥ 9,950 ¥ 8,960 ¥ 7,960 ¥ 6,970 ¥ 5,970
180gr RN Pro-Hunter #2170 ¥ 9,110 ¥ 8,200 ¥ 7,290 ¥ 6,380 ¥ 5,470
190gr HPBT Matchking #2210 ¥ 10,400 ¥ 9,360 ¥ 8,320 ¥ 7,280 ¥ 6,240
200gr HPBT Matchking #2230 ¥ 10,900 ¥ 9,810 ¥ 8,720 ¥ 7,630 ¥ 6,540
220grRN Pro-Hunter #2180 ¥ 10,300 ¥ 9,270 ¥ 8,240 ¥ 7,210 ¥ 6,180

303径
.311dia

125gr SPT Pro-Hunter #2305 ¥ 8,000 ¥ 7,200 ¥ 6,400 ¥ 5,600 ¥ 4,800
150gr SPT Pro-Hunter #2300 ¥ 8,870 ¥ 7,990 ¥ 7,100 ¥ 6,210 ¥ 5,330

8mm 175gr SPT Pro-Hunter #2410 ¥ 10,300 ¥ 9,270 ¥ 8,240 ¥ 7,210 ¥ 6,180

338径
.338dia

215gr SBT ① Gameking #2610 ¥ 7,290 ¥ 6,570 ¥ 5,840 ¥ 5,110 ¥ 4,380
250gr SBT ① Gameking #2600 ¥ 7,370 ¥ 6,640 ¥ 5,900 ¥ 5,160 ¥ 4,430

375径
.375dia

250gr SBT ① Gameking #2950 ¥ 9,070 ¥ 8,170 ¥ 7,260 ¥ 6,350 ¥ 5,450
300gr SBT ① Gameking #3000 ¥ 11,200 ¥ 10,080 ¥ 8,960 ¥ 7,840 ¥ 6,720
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ラプア  Made in Finland

ラプア ファクトリーカートリッジ （ライフル実包） Made in Finland
（※）…生産中止のため在庫限り 100発未満 100発以上 300発以上
222Rem  55gr FMJ 20発入
6mmNormaBR  105gr スキャナー 50発入
243Win 100gr SP 20発入
308Win 155gr スキャナー（※） 50発入
308Win 167gr スキャナー 50発入
308Win 150gr MEGA（セミRN） 20発入
30-06SPG 185gr MEGA（セミRN） 20発入

20発未満 20発以上
338LapuaMag  250gr FMJ 10発入

90発未満 90発以上 270発以上
7.62×39（311Cal） 123gr FMJ（※） 30発入

バーガー Mede in U.S.A.
ベンチレスト射撃に力を入れ
ているメーカーの精度の高い
弾頭です。
ターゲットブレッツ

1箱（100発入）
6mm 65gr BT
6mm 68gr FB
30Cal 155gr Hybrid
30Cal 168gr Hybrid

ハンティングブレッツ
1箱（100発入）

6mm 87gr VLD
30Cal 155gr VLD
30Cal 168gr VLD

MTMアモボックス

・R-100 100発収納可能 ･･･
（243Win～30-06まで。ハンドル付き）
・R-100Mag 100発収納可能 
（マグナム、WSM用。ハンドル付き）
・RS-100 100発収納可能 ･
（223等用。ハンドルなし）
・R-50 50発収納可能 ･････
（口径ご指定下さい。ハンドルなし）
・H-50 50発収納可能 ･････
（マグナム用。ハンドル付き）
・H-50XL 50発収納可能 ･･
（300WSM、300RemUM用。ハンドル付き）
・R-20 20発収納可能 ･････
（M,L のみ。ベルト通し付き）
・J-20 20発収納可能 ･･･････
（M,L のみ。スリップトップ）

ラプア 1箱 100本入り Mede in Finland
ラプア社の薬莢は他社製品に比べて肉厚
にできているため使用回数が増えます。
少々割高ですが、結果的に 
はコストパフォーマンスに優 
れています。
入荷時の変形も少なく仕上
げが丁寧なのも特徴です。

300本未満 300本以上
222Rem
223Rem
220Russian
6mmB.R.
243Win
6.5×55SE
6.5 Creed moor
7mm-08
308Win
308Win Palma
30-06SPG
7.62×39
8×57IS
338 LapuaMag

バーンズ Mede in U.S.A.
非鉛銅弾のパイオニア
TTS-X
（チップドトリプルショックX）
弾頭の先端にDelrin®チップ
を取り付けたことにより、より
弾頭が広がりやすく遠射向き
になりました。

1箱（50発入）
6mm 80gr BT
7mm 120gr BT
30Cal 168gr BT
338Cal 255gr BT

GECO ファクトリーカートリッジ （ライフル実包） Made in Germany

40発未満 40発以上
243Win 105gr SP 20発入
308Win 170gr SP 20発入
30-06SPG 170gr SP 20発入
300WinMag 170gr SP 20発入

ラプア 銅弾 ナチュラリス （ライフル実包） Made in Finland
40 発未満 40発以上

308Win 170gr LR 20発入
30-06SPG 170gr LR 20発入
338LapuaMag 230gr LR 10発入

スナップキャップ

アルミ製
223Rem
6mmPPC（2個入）
308Win
38SP
9ｍｍ

プラスチック製
223Rem
308Win
30-06SPG

散弾銃用
12番

RWS 1箱 20本入り Mede in Germany
1 発ずつ仕切られた紙箱に入っています。

200本未満 200本以上
300 Win Mag

ノルマ 1袋 100本入り Mede in U.S.A.
チャック付きのバルクパックに入っています。

100本以上 200本以上
6mm PPC
6mm Norma B.R.
6.5JAP
7.7JAP
300WSM（50本入）
338Win Mag（50本入）

レミントン 1袋 50本入り Mede in U.S.A.
チャック付きのバルクパックに入っています。

100本未満 100本以上 200本以上
222 RemMag
30-30Win
30-06SPG

ライフル ブレッツ

実包・火薬・雷管　送料 ￥1,200（全国一律・セール期間のみ特別価格）加算して下さい。

真 鍮 薬 莢　表示価格は1本当たりの単価。

ターゲットブレッツ（HPBT）
スキャナーはスキャナーLより厚みの薄いカッパージャケットが
ライフリングにくい込みやすく、銃身内径面と弾頭表面の隙間を
無くし発射ガスをロス無く弾頭に伝え、より命中精度を高めます。
ロングレンジでの競技射撃用 1箱（100発入） 3箱以上
6mm90gr スキャナー L
6mm90gr スキャナー
6mm105gr スキャナー L
6mm105gr スキャナー（※）
6.5mm 123gr スキャナー
30Cal 155gr スキャナー（※）

ターゲット＆ハンティングブレッツ
100mでの射撃用 1箱（100発入） 3箱以上
22Cal 55gr FMJ（※）
6.5mm 144gr FMJBT
30Cal 123gr FMJ
311Cal 123gr FMJ（※）
精度の高い FMJBT弾頭
30Cal 150gr ロックベース（※）
338Cal 250gr ロックベース
弾頭のエッジが標的を奇麗にカット
30Cal 100gr HPCE
狩猟用のセミRN弾頭
30Cal 150gr MEGA

ナチュラリス レッドフリー
必要以上にダメージを与えない設計の銅
弾です。LRはロングレンジ用で300m
以内でご使用下さい。

1箱（50発入） 2箱以上
6mm 90gr
6.5mm 140gr
7mm 160gr
30Cal 170gr
338Cal 230gr

IMR・ホッジドン・ウィンチェスター パウダー　１缶＝454g入り
・IMR　  3031，4895，4064，4320，4350，4831，

7828，7828SSC
・ホッジドン　 H380，UNIVERSAL，LONG SHOT
1ポンド： ････････････････････
2～4ポンド： ････････････････
5～11ポンド： ･･････････････

・IMR　  4227，4198，8208XBR
・ホッジドン　 BENCHMARK，VARGET，

H322，H4895，H4350
1ポンド：  ････････････････････
2～4ポンド： ･････････････････
5～11ポンド： ･･･････････････

・ウィンチェスター  748，760

1ポンド：  ･･･････････････････
2～4ポンド： ････････････････
5～11ポンド： ･･････････････

●火薬の在庫状況（2019年 12月現在）各種在庫ございます。
ライフルプライマー

（※）…生産中止のため在庫限り

1．RWS（1箱＝250発入り） Made in Germany
・4033 スモール ･････････････････････････
・5341 ラージ ･･･････････････････････････
・5333 マグナム･･････････････････････････

3．フェデラル（1箱＝100発入り）
Made in U.S.A. 

・GM205Mスモール ･････････
・GM210Mラージ ････････････
・GM215Mマグナム ･････････

2．セリエ&ベロット（1箱＝100発入り）
Made in Czech Republic

・4,4 SR スモール ････････････････
・5,3 LR ラージ ･･･････････････････

●雷管の在庫状況（2019年 12月現在）各種在庫ございます。

18

ローディング
マニュアル

¥7,800 @¥7,300
¥6,200 @¥5,800
¥7,800 @¥7,300
¥6,200 @¥5,800
¥5,700 @¥5,300
¥6,300 @¥5,900

¥5,100 @¥4,800
¥6,100 @¥5,700
¥4,500 @¥4,300
¥5,200 @¥4,900

¥6,400 @¥6,000
¥10,100 @¥9,500

¥4,500 @¥4,300

¥8,800 @¥8,300

¥9,350 @¥8,800
¥9,500 @¥8,950
¥9,700 @¥9,100
¥8,950 @¥8,400
¥13,350 @¥12,550

¥6,000
¥6,000
¥9,300
¥9,400

¥6,800
¥7,200
¥7,900
¥9,500¥6,900

¥9,100
¥9,300

¥5,800

@¥107 @¥100
@¥107 @¥100
@¥167 @¥156
@¥124 @¥116
@¥143 @¥135
@¥123 @¥115
@¥169 @¥158
@¥143 @¥135
@¥110 @¥103
@¥125 @¥117
@¥144 @¥135
@¥93 @¥88
@¥177 @¥166
@¥420 @¥394

@¥317 @¥297

@¥236 @¥217
@¥257 @¥236
@¥266 @¥244
@¥272 @¥249
@¥341 @¥313
@¥347 @¥318

@¥121.0 @¥108.9 @¥96.8
@¥94.0 @¥84.6 @¥75.2
@¥132.0 @¥118.8 @¥105.6

@¥530
@¥1,700
@¥530
@¥390
@¥390

@¥530
@¥530
@¥530

@¥850

¥3,600

¥3,600

¥1,200

¥1,000

¥2,500

¥3,100

¥1,400

¥600

@¥200 @¥194 @¥182
@¥275 @¥266 @¥251
@¥329 @¥319 @¥300
@¥283 @¥274 @¥258
@¥283 @¥274 @¥258
@¥274 @¥265 @¥250
@¥284 @¥275 @¥259

@¥816 @¥720

@¥191 @¥185 @¥174

@¥296 @¥278
@¥269 @¥252
@¥278 @¥261
@¥360 @¥337

@¥342 @¥304
@¥360 @¥320
@¥851 @¥756

@￥12,700
@￥11,900
@￥11,200

@￥13,600
@￥12,800
@￥12,000

＠￥20
＠￥20
＠￥20

＠￥18
＠￥18
＠￥19

＠￥18
＠￥18

@￥11,900
@￥11,200
@￥10,500



リー用品
オートプライムNEW
プライマートレーが使いや
すくなりました。
適合実包をご指定下さい。
WSM・338ラプアにも対応

エルゴプライム
オートプライムより頑
丈なプライミングツー
ルです。

ファクトリー クリンプダイ リー ローダー
簡易型のローディング機
口径ご指定下さい。

ケーストリマー
適合実包をお知らせ下さい。

パウダーメジャー
キット

チャンファーツール
ネックの
バリ取り工具

プライマーポケット
クリーナー

その他  リローディング用品
ホナディ コンセントリシティツール
実包の、弾頭と薬莢の中心軸に歪がない
かをチェックし矯正させる工具です。偏芯
を矯正させると良く当たる弾
が完成します。
222Remから
338Lapua Mag
まで使用可能

シンクレアー 
プライミングツール

ライマン E-ZEE ケースゲージ
一般的な口径のみ使用可能で、6mmPPC
や 6mmBRには
使用できません。

※写真は裏と
　表の写真です。

キネティック ブレットプーラー

ハンドローディング用品　在庫お問い合わせ下さい。
銀銃特選 ハンドローディング ビギナー セット プレス（ダイセット、シェルホルダー別売り）
レディング ベルサパック リローディングキット

レディング ダイセット　品薄の為、在庫お問い合わせ下さい。
・DXダイセット （FLサイザー、ネックサイザー、シーターダイの3本セット）
　・Aグループ（一般的な口径）… 　・Bグループ（口径：6mmPPC、6mmBR）…
　・Cグループ（口径：338ラプアMag）… 　・Dグループ（口径：6.5JAP）…………
・3ダイセット 30M1カービン……
・ネックサイザーダイ
　 Aグループ… 、Bグループ…
　 Cグループ… 、Dグループ…
・FLサイザーダイ
　 Aグループ… 、Bグループ…
　 Cグループ… 、Dグループ…
・フォーム＆トリムダイ
　 Aグループ（308Win 等）… 　Bグループ（PPC等）…
　 Cグループ（338LM）…
・スモールベースボディーダイ
　 グループⅠ（308Win 等）… 　グループⅡ（PPC等）…

コンペティションダイ シリーズ 高精度の弾を作れます
・コンペティション・ブッシングネックダイ グループⅠ……
　（口径：223Rem、6mmPPC、6mmBR、243Win、308Win、30-06）
　ブッシングは別売り。別途お買い求めください。
・同上ブッシング （サイズお知らせ下さい。）… 
　 ブッシングのサイズはダミーカートリッジを作成し、
そのネック径から0.002～0.003インチ引いたサイズをご指定下さい。
　測ることの出来ない方は、ダミーカートリッジをお送りください。
・コンペティション・シーターダイ グループⅠ…… 
　 シート量の調整を目盛りで正確に管理できます。

RCBSダイセット　在庫お問い合わせ下さい。
・FLダイセット
　薬莢全体をリサイズするリサイジングダイと、弾頭をシートするシーターダイの2本1組。
　Aグループ………      Dグループ…………     Gグループ………… 

・スモールベース（SB）ダイセット
　自動銃用。FLダイより更に小さくリサイジングするSBダイと、シーターダイと共に2本1組。
　Ⅰグループ…   Ⅱグループ… 

・トリムダイ
　簡単なケースフォーミング等にも使える便利なダイスです。
　A．B．Cグループ……… 　　　　　　Dグループ……… 

・エキスパンダー デキャップユニット（口径指定）　
・エキスパンダー デキャップピン 5本入り（モデル指定）　

レディング 用品
・レディング ケーストリマーNo.1400… 
　（222、243、25、27、284、30可能）

・同上用338Calパイロット… 
・シェルホルダー ･･････････････
・インペリアルダイワックス… 
　最近人気の高いワックス状のケースルーブ。
　指でまんべんなく薄く塗ってください。

・No.5 パウダートリックラー… 
・No.2 パウダースケール… 
・デバリングツール ･･････････
・プライマーポケット ユニフォーマー… 
　（LとSの別有り）

RCBS 用品　在庫お問い合わせ下さい。
・シェルホルダー ････････････････････････････････

・ユニフロパウダーメジャースタンド付
　 ･････････････････････････････････････････････････････････

・同上用バッファー ･････････････････････････････
　バッファーの使用で薬量の誤差が少なくなります。

・バイブレーター ･･･････････････････････････････
　 5ポンドのメディア付、30-06で約 200本入ります。

・バイブレーター用メディア ･･･････････････

・ブレットプーラー&コレット 口径指定下さい ････
・スタックケースリムーバー ････････････････
　ダイスに張り付いた薬莢を除去します。

・ケースルーブ2 ････････････････････････････････
・ケースルーブパッド ･･････････････････････････
・プライマーポケットブラシのみ（SとLの別有） ････
・ケースネックブラシ（口径指定） ･･･
・アクセサリーハンドルⅡ ･･･
・インチ六角レンチセット ･･･

MTM製品
・ユニバーサル ローディングトレー…… 
　WSMにも使えます（28×14×3cm）

・パウダーファンネルキット…… 
　部品を組み替えれば各口径に対応出来ます。

シンクレア ネックターニングキット
・ネックターニングツール
NT-1000
（マンドレル 別売り）

・ネックターニングマンドレル

・エキスパンダーマンドレル
※マンドレルは、6mmのみ在庫

・エキスパンダーダイ

チャックのみ

別売りシェルホルダー

シェルホルダーはリー社
オートプライム用 を
使用してください。

スタンダード口径

338 Lapua Mag別売りシェルホルダー

ハンドローディングした実包の
ネックをクリンプする事により威
力と命中精度を向上させます。
回転不良が少くなるという事で、
特に自動銃をお使いの方に好
評です。
口径ご指定下さい。

キット内容
・モデル2パウダースケール
・モデル3BRパウダーメジャー
・パウダートリックラー
・パウダーファンネル
・ケースルーブ
・ケースルーブパッド
・モデル1400XTケーストリマー
・デバリングツール
・モデル18ケースプレパレーションキット
・インペリアル　ドライネックルーブ
・インペリアル　ダイワックス
・リローディングDVD
※この他にプレスとダイセットとシェルホルダーを別途お求め下さい。

・レディング ウルトラマグプレス
　ターゲットシューターにおすすめ。
 

・RCBS ロックチャッカープレス
　最もポピュラーなプレス。マグナム口径向き。

 

・リー ハンドプレス
　いざという時に有ると便利な携帯用プレス
 

※ エキスパンダーダイとエキスパンダー
マンドレルを使用すると新品薬莢に
ネックターナーをかけることができます。
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￥65,900

￥13,200 ￥18,100
￥23,400

￥8,300

￥5,100 ￥6,900
￥8,600

￥6,300

￥7,800

￥8,400 ￥13,600

￥17,500

￥26,000

￥23,100

￥1,800 ￥7,800

￥1,800

￥1,800

￥2,500

￥900

￥5,200

￥1,000

￥2,700￥2,000

￥3,900

￥800

￥1,700

￥1,400

￥4,100

￥4,100

￥5,100

￥2,000

￥4,000

￥15,500

￥13,500 ￥31,100 ￥8,500

￥2,900

￥1,000

￥11,800

￥7,700

￥26,200 ￥19,000

￥19,000

￥2,600

￥52,800

￥36,900

￥11,400

￥5,700
￥9,700

￥5,700
￥9,700

￥7,600
￥10,900

￥7,600
￥10,900

￥15,900 ￥2,700

￥2,700

￥6,600

￥900

￥6,300
￥900

￥11,200

￥4,000

￥11,600 ￥9,300

￥3,500 ￥3,100

￥1,100 ￥900

￥25,300 ￥31,700

￥900

￥4,500

￥6,600

￥3,300



ガンメンテナンス用工具類

セントラ ユニツール
6角レンチ
（2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm）

ゲーマン トルクレンチ
アルミストックは6～6.5Nmのトルクで締
めて下さい。
2.5mm、3mm、4mm、5mmのビット付き

グレースメタル 
ドライバーセット
マイナスドライバーのセット

ライマン ブラスハンマー
ハンマーヘッドは真鍮、スチール、プラス
チックの3種で使用可

インチサイズ 
6角レンチセット 12本セット
プロガード加工により、通常の黒染め加工
の5倍の耐食性があります。ボールポイン
ト付き。
セット内容0.050・1/16・5/64・3/32・
7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・
1/4・5/16

シンクレア
フック＆ピックセット
細部の汚れ取りやOリング外しに
使える便利なツール

ライマン
ピンポンチセット
折れにくいピンポンチ

シンクレア
ピンポンチブロック
ピンを抜く際に便利です。

MTMアクセサリー 
ボックス
A-760
54×23×22cm

プロショット 
ガンクリーニング ブラシ
ナイロンは埃取りに、ブロンズとス
チールは錆取りにご使用ください。

・ナイロン製 

・ブロンズ製 

・スチール製 

BCアングルドブラシ
先端にブラシがついています。
奥まった狭い場所の掃除にうって
つけ。

シンクレア
ファイアリングピンツール
Rem700専用のボルト分解工具です。
撃針を落としてボルトを保管できます。

シンクレア
エジェクター
コンプレッサーツール
Rem700専用のエジェクター交換用工具
です。

シンクレア
メインスプリングツール
Rem700専用のストライカースプリング
交換用工具です。

BCネストレスト
ラバー製のライフルレスト。ラバーが滑り
止めになり確実に銃を固定できます。大、
小の2つに分かれているので重ねて収納
する事ができ持ち運びにも便利です。
大：17×16×13cm
小：12×14×11.5cm 

BCプロフェッショナル
ツールキット
銃専門家が選んだ27種類のツールセット。ス
コープ取付のような基本から複雑な銃のメン
テナンスまで銃の専門的な作業に必須のアイ
テム

メンテナンスオイル

BCボアスクラバー
銅落し、防錆成分を含んだマルチな
ソルベント
瓶入り  150ml

スプレー式  283ml

BC ガンオイル
テフロン入りの潤滑油
缶入り  135ml

スプレー式  170ml

BC バリケード
防錆油
缶入り  135ml

スプレー式  170ml

プロショット
ワンステップ
ガンクリーナー
柑橘系の匂いがする、汚れ落ちの
良いソルベント

237ml 

プロショット
カッパーソルベント
銅の落ちが良いと評判のカッパー
ソルベント

237ml 

VFG 
ボアクリーニング
コンパウンド
荒れた銃身内表面を、滑らかに磨き
あげます

60g 

AHGセラミックコート
金属、プラスチックにも使えるコー
ティング剤。
よく振ってからご使用ください
バレル内部に塗布してから発射す
ると初弾が安定します。

100ml 

セントラ
ルーブオイル
アルミ容器入りの万能油

ネピア VP-90
防錆剤（使用期限：12ヶ月）
ガンロッカーの中に入れておくだけ
で、愛銃を錆から守ってくれる優れ物
です。密閉された所では、袋に入っ
ている防錆剤が揮発して金属部の
表面に被膜をつくり、金属を湿気か
ら保護します。

LUPUS
テフロングリース
ドイツの銃器メーカーで愛用されて
います

50g 

プロショット
プロゴールド
使い勝手の良い、注射器型容器入り

10cc 

シンクレア
ソルベントボトル
ソルベント専用に作られたボトル
なので、容器が溶ける心配があり
ません

ポールクリーン クリーニングパッチ ライフル＆ピストル用　ロンドンオリンピック ゴールドメダリストも愛用しています。 Made in Italy

ロールパッチ
（250枚入）

一般的なドライパッチ

オイルパッチ
（50枚入）

ガンオイルを含んだウェット
パッチ
1枚ずつパックされています

ONEパッチ
（50枚入）

カッパーソルベントを含んだ
ウェットパッチ
1枚ずつパックされています

リキッドONE
銅落とし専用のソルベント
ONE

50ml 

リキッドLEAD
SBにも使えるソルベント
LEAD

50ml 

専用パッチジャグ
8/32ネジ
口径をご指定下さい

クリーニングロッド アクセサリー

クリーニングロッド用
8/32アダプター
・パーカーヘール用

22ロッド用… 

27ロッド用… 
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在庫限り

￥2,500

￥4,100 ￥8,200

￥9,000 ￥8,200 ￥8,400 ￥6,000￥5,000

￥5,900 ￥1,300￥10,500

￥8,400 ￥8,400 ￥5,700 ￥5,600

￥540
￥610
￥610

￥1,400 ￥1,200 ￥1,200
￥2,000 ￥2,000 ￥1,800 ￥2,200 ￥2,400 ￥1,800

￥2,000 ￥1,300 ￥2,100 ￥1,800 ￥1,300 ￥1,100

￥1,700 ￥2,800 ￥3,000 ￥1,700 ￥1,800 ￥860 ￥770
￥760



ガンクリーニング&メンテナンス用品
パーカーヘール ライフル用 洗矢セット
（1本物、ブラシセット、VFGアダプター付き）
ロッドの全長／有効長：22ALX＝109.5cm/101cm、27ALX＝109.5cm／101cm

・22口径用（22ALX,PB22,NB22, パッチ押し） ･････････････････････
・6～6.5mm口径用（22ALX,PB24,NB22, パッチ押し）･･･････････････
・270／7mm口径用（27ALX,PB27,NB30） ････････････････････････
・30～8mm～338口径用（27ALX,PB30,NB30, パッチ押し） ････････
・375口径用（27ALX,PB35,NB30, パッチ押し） ･･･････････････････
・ブロンズブラシ（口径をご指定下さい） ････････････････････････････････････
・別売パーカーヘール30Cal 用パッチ押し ････････････････････････････････

ロッドガイド
（ボルト式ライフルの薬室を傷めないためにも、トリガー機構に汚れを入れない
ためにもロッドガイドは必ずお使い下さい。）
・アンシュッツ ロッドガイド（14,18,19,20 用） ････････････････････････
・アンシュッツ ロッドガイド（14,18,19,20,54.30 用） ･･･････････････
・アジャスタブルロッドガイド（223cal 用） ･･････････････････････････････
・アジャスタブルロッドガイド　サコ―用（口径ご指定下さい） ････････

・プロショットロッドガイド 223cal ~ 30cal ････････････････････････････
　　　　　　　　　　　303cal ~ 375cal ･･････････････････････････
　　　　　　　　　　 　サコー用 ･･･････････････････････････････････････

・BCボアガイドキット ･･････････････････････････････････････････････････････
先端は交換式で様々な口径に対応可能で
す。ロッドの側面にはオイル等を流しいれ
る為の便利な挿入口が設けられています。

・BCマズルガードセット（自動銃用）（4.5mm ～ 30cal 用） ･････････
銃口からロッドを入れる際、クラウンが傷
つくのを防ぎます。（3個セット）

ＶＦＧ製品　（VFG社のフェルトは羊毛製です） Made in Germany

VFG ショットガン用 洗矢セット

・ クリーニングロッド＋フェルトアダプター ････････････････････････････
・ クリーニングフェルト（25ヶ入） ････････････････････････････････････････
・ スーパーインテンシブクリーニングフェルト（25ヶ入） ･･････････････
　（グラスファイバー入）
　 クリーニングロッドは12番と20番兼用ですが、クリーニングフェルトは12
番用と20番用を用意しています。

VFG クリーニングフェルト
ライフル用 500個入り（アダプターに2個挿してご使用下さい。口径ご指定下さい。）
・ 22＝SB,222Rem,223Rem ･････････････････････････････････････････････････････････
・ 6mm＝6mm,243Win ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････
・6.5mm＝25,257,6.5JAP,264WinMag ････････････････････････････････
・7mm＝270Win, 7mm, 280Rem,284Win ･････････････････････････････
・7.5mm＝30,303,32S&W ･･･････････････････････････････････････････････
・8mm＝8mm,338WinMag,340Wby ････････････････････････････････････
・9.3mm＝35Rem,38Spl,9mm ･･･････････････････････････････････････････
・375＝375H&H,378WbyMag ･･････････････････････････････････････････
・10.3mm＝416RemMag,416Wby ･･････････････････････････････････････
・クリーニングフェルト用アダプター ･････････････････････････････････････････････
　（パーカーヘール22ALX、27ALX、7-32、8-32のみ在庫）

VFG エアライフル用クリーニングペレット
弾と同じ様に装填して撃つだけで、銃身内をクリーニングします。
・4.5mm 500発入  ・5.5mm 80発入 ･･
・4.5mm 100発入 ･･  ・6.35mm 80発入 ･
・5.0mm 80発入 ･･･

プロショット クリーニングロッド ＆ ブラシ
・3本継ぎライフル用クリーニングロッドセット
　パッチホルダー2個、アダプター1個、パッチ、ミニオイル（1-step）
　 22口径用 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････
　 270口径以上用 ････････････････････････････････････････････････････････

・パッチジャグ
　22cal, 6.5mm, 270mm, 7mm, 30cal ･･････････････････････････････
　 338cal ･････････････････････････････････････････････････････････････････････

・ベンチレスト ブロンズブラシ（8/32ネジ） ･･････････････････････････････
　 22Cal、6mm、6.5mm、270Cal、7mm、30Cal、338Cal のみ在庫

・ナイロンブラシ（ハードタイプ）（8/32ネジ） ･･･････････････････････････
　 22Cal、30Cal のみ在庫

・ショットガン用トルネードブラシ（5/16-27ネジ） ･･･････････････････････
　 12GA、20GAのみ

・ショットガン用チャンバーブラシ（5/16-27ネジ） ･･･････････････････
 12GA、16GA、20GAのみ

・AD1ショットガンアダプター（8/32→ 5/16-27） ･････････････････････

プロショット チャンバーブラシ 口径ご指定下さい。
 セット ･････････････････････････････････････････････････････････････････････
 ブラシのみ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

クリーニングパッチ

AHG クリーニングキット
あらゆる口径、型式のライフル銃や空気銃
に対応出来ます。
ハイパワーエアライ
フルにお勧めします。 

スペアコットン
クリーニングキット用 

ネピア ロールパッチ
5cm幅×14mロール
糸くずの出ないパッチです。
お好みの長さにカットして、ブロンズブラシ
に巻き付けて使うと効果的です。

 

プロショット コットンパッチ
6mm-30Cal 用（300枚入）

 

BCクリーニングパッチ
22cal-25cal 1,000 枚入
27cal-30cal 750 枚入
7mm-38cal 750 枚入

 

ボルトケース

ネピア
ボルトケース
色：グレーのみ在庫
キャンバス製《技能講習必須》

AHG
ボルトプロテクター
アンシュッツSB用
左用受注輸入

安全確認用　セーフティフラッグ　2013年よりISSF ルールで義務付けられました

セントラ セーフティルック
抜弾確認用のフラッグです
SB/6mmBR3006/32cal/9mm/12番

ゲーマン セーフティプラグ
22cal 用のみ

セントラ セーフティNR
90cm

AHG シグナルライン
1m

21

※通販でクリーニングロッドをご注文の場合、梱包料として 頂きます。¥300

￥8,000
￥8,000
￥7,500
￥8,100
￥8,100
￥940
￥680

¥2,400
¥4,100
¥4,300
¥5,000

¥5,500
¥5,100
¥5,100

¥1,400

¥1,400

¥6,900
¥7,400

¥820
¥840

¥380

¥600

¥620

¥3,300

¥710

¥2,600
¥360

￥4,700
￥740

￥1,500

￥1,400
￥480
￥470

￥480
￥790

￥2,700
￥2,600
¥3,200
¥3,400
¥3,400
¥3,400
¥4,000
¥4,200
¥4,200
¥490

￥3,500
￥1,200 ￥2,200 ￥1,200 ￥2,000 ￥2,500

￥5,900￥800 ￥1,000 ￥800 ￥300



ヘンゾルトライフルスコープ　イルミネーションレティクル 　Made in Germany

ZF3.5-26x56 FF φ36mmボディ
付属品：KH/S 60-MOAピカティニーマウントリング
O-MOAスペアプレート
MRDSホロサイト 全長 260mm
ホロサイトガード 重量 1,800g

φ34mm ボディ
全長328mm　重量 930g
ZF 3-12x56 SF
ZF 4-16x56 SF

シュミット＆ベンダーPM-Ⅱシリーズ　φ34mmボディー Made in Germany

1.5-8×26 
SHORT DOT LP FF
CQB レティクル
全長315mm　
重量 648g

3-12×50 LP FF
Genレティクル
民間向けのUSMCモデル
全長343mm
重量 860g

4-16x50 P FF
P1 レティクル
全長393mm
重量 903g

5-25×56 LP FF
P4FLレティクル
10mからパララックスの調整可能。
全長410mm
重量 1,080g

5-25×56LP PSR FF
P4FLレティクル 
クリックロック機能付き。
10mからパララックスの調整可能。
全長410mm
重量 1,150g

12-50×56 P FF
P4FLレティクル
高倍率のスコープ
全長417mm
重量 1,140g

シュミット＆ベンダー φ30mmボディー

クラシック 3-12×42 FF
KK50 レティクル
50mm電子標的での射撃用
全長350mm
重量 525g

ZENITH 3-12×50 FF
FD-7 レティクル
フラッシュドット
全長342mm
重量 690g

シュミット＆ベンダー  アクセサリー

スコープフード
全長50mm　重量 45g
対物レンズ径・50mm・56mm別有り。

アイピースプロテクション
接眼レンズと額の接触を防ぎます。
接眼径φ41mm用
 

キルフラッシュ
対物レンズの反射防止キャップ
φ50mm用 
φ56mm用 

スローレバー
倍率の調節ネジに取付。重量13g
手袋をしていても簡単に調節可能。
写真と同形状のリングにのみ取付可能。
PM-II 用 

ahg ライフルスコープ Made in China

KK50 4-12x44 AO SF
50mm電子標的での射撃用
ズーム時は標的のみ拡大、縮小します。
10mからパララックスの調整が可能になります。
付属品：H20mm, 11mm
　　　   レール用マウントリング
全長328mm 重量 930g

ライフルスコープ　アクセサリー

レティクルレベラー 
MK-Ⅲ
レティクルの水平を調べるのに便利です。
重量40g 

スコープマウント　※表示価格は一般的な高さの価格です。ハイマウントをご希望の場合は、価格をお問い合わせください。

EAW ピボットマウント
着脱式スコープマウントの代名詞。
何度着脱しても狂いません。
注文時は銃種をお知らせください。
・φ26mm ････････････････････
・φ26mmマグナム用 ･･････
・φ30mm ････････････････････
・φ30mmマグナム用 ･･････
・φ34mm ････････････････････
・ツアイス専用レール型 ･････

EAW 365型ウィーバーレール用
レバー式マウントリング
 ･φ30mm ････････････････････

・φ34mm ････････････････････
・φ36mm ････････････････････
・ツァイス専用レール型 ･････

EAW 134型 11mmレール用
・φ26mm ･････････････
・φ30mm ･････････････
・φ34mm ･････････････

EAW 164型ウィーバーレール用
スライド式
・φ26mm ･････････････
・φ30mm ･････････････
・φ34mm ･････････････
・φ36mm ･････････････
・φツァイス専用レール型 ･

EAW 162型マウントサコー用
スライド式
・φ26mm ･････････････
・φ30mm ･････････････
・φ34mm ･････････････
・φ36mm ･････････････

EAW ウィーバーレール スチール製
・Rem700ロングアクション用 ･･･････

EAW ピカティニーレール スチール製
・Rem700ショートアクション用 ･････
・Rem700ロングアクション用 ･･･････

EAWマウントの取り扱いについて
EAW社のマウントは出荷時に組み立ててありま
すが、ネジは全て仮止めなので使用前にネジが締
まっているか確認してください。リアリングは左右
に振ることが出来る構造なので、ライフルスコー
プのセンターで照準できるようにセットすると、画
像の歪みが少なくなります。銃にベースを取り付け
る際は、その接触面をベンジン等で脱脂を行いエ
ポキシ系接着剤を使うと、マウントベースのガタツ
キが軽減されます。

EAW 369型 ピカティニーレール用 
ワンピースレバー式
・φ34mm ･････････････････････････････
・φ36mm ･････････････････････････････
・φ40mm ･････････････････････････････

バジャー オーディナンス マウントリング
ピカティニーレール用の頑丈なマウントリング
φ30mmリング
・0.823Hi ･････
・0.885Hi ･････
・1.125Hi ･････

φ34mmリング
・1.000Hi ･････
・1.125Hi ･････
・1.275Hi ･････

カールツァイス　スポッター  60＆アクセサリーetc Made in Germany

スポッター60
Gen2 イルミネーションレティクル

20-60×72

トライポッド 
MOD
専用三脚

 

ピカティニーレール
アクセサリー取付可能

 

コンパクト 
ポイント
ウィーバーレールに
取付可能。
重量75g

ビズカード
カード式ルーペ

ライフルスコープ　 ※ FF：ファーストフォーカルプレイン（ズーム時にレティクルが太くなる） 
※ SF：セカンドフォーカルプレイン（ズーム時にレティクルの太さが変わらない）
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在庫限り

在庫限り

￥1,082,400
￥467,000
￥498,000 ￥29,900

￥399,000 ￥463,000 ￥381,000 ￥226,000

￥479,000 ￥527,000 ￥437,000 ￥320,000

￥10,100 ￥5,900 ￥4,700
￥35,800
￥41,900 ￥18,900

￥590,000 ￥177,000 ￥18,700 ￥68,000 ￥2,400

￥56,000
￥58,500
￥58,700
￥61,100
￥63,200
￥66,300

￥30,200
￥33,600
￥35,100
￥35,300
￥31,500

￥33,300
￥36,600
￥37,100
￥39,200

￥35,700
￥36,800
￥38,000

￥40,900
￥40,900
￥44,200

￥39,000
￥40,000
￥43,500

￥13,700
￥16,200

￥12,900

￥38,800
￥40,300
￥41,400
￥37,100

￥24,800
￥26,800
￥29,300



◆在庫限り特価品コーナー
グリューニッヒ＋エルミガー レーサーRWC with XRSストック 左射手用 Made in Finland

年
保
証

日ラ公認
シール 付

5

　

アンシュッツ Made in Germany
年
保
証

日ラ公認
シール 付

5

ステイヤー モリーニ

グリューニッヒ ＋ エルミガー XRS アルミストック
右射手用のみ

H&N 
ラビットマグナムⅡ 
ヘビーハンティング
ペレット

φ4.5mm 重量：1.02g（15.74gr）
1缶 200発入 ･･･

5 缶 ････････････

φ5.5mm 重量：1.6g（24.70gr）
1缶 200発入 ･･･

5 缶 ････････････

AHGフレックス

重量：430g

アンシュッツ
プレサイス チューブ

φ25.65mm，φ23.58mm
（10cm・175g）

セントラ レベル II

ゲーマン470ショート

サイズ：XS，
S，M，L，XL 

RAZAショート

サイズ：XS，
S，M，L 

サワー
イージースタイル II

特価品一覧
・プロショット ライフル用ロッド ････
　 270cal～（有効長：100cm 8/32ネジ）

・プロショット ピストル用ロッド ････
　 22cal（有効長：20cm 8/32ネジ）

・ホップス洗矢セット ････････････････････
　 ショットガン用
 （ナイロンブラシ+スワブ+布通し）

・プロショット コットンパッチ.22用 ･･･

・MTMロッドガイド（Rem700用） ･･
　BGR－S（222Rem～243Win）
　BGR－L（7mm08～308Win）
　BGW－L（270Win～Mag、Win Mod70等）

・BCストックコンディショナー ････････

・BCサイトブラック･････････････････････

・BCシリコンクロス ････････････････････

・ネピアLEDキャップ ･･････････････

・ホップス イヤープロテクター ････

・ペルター ショットガンナー ････････

・ワコールCW-X トップス ･････････
　レディース：M，L

・マンネル CIROグリップ ･･････
　XXS/L，XXS/M，XS/L

・ワルサー ジッポライター ･････････

・セントラ ブロック スイング（FWB，ANS） ･･

・セントラ レンズフード（リアサイト用） ･･

・MEC トリガー スタートライン ････
　FWB，STEYR用

・AHG ボアクリーニングウィップ ････
　 4.5mmスワブ付きコード

ISSFルール非対応品
・サイドブラインダー ････････････････････
　MEC,チャンピオン グラスフレーム用

・セントラ セーフティプラグ4.5mm用 ･

・ゲーマン セーフティプラグ4.5mm用･････

RWS フィールドキット 
φ4.5mm

5種類のハンティングペレット弾が200発ずつ、
合計1,000発のキットです。 ･･･････････････････

キット内容
・スーパードーム ･･････････････････････････0.54g（8.4gr）
・スーパーポイント エクストラ ･･･････････････0.53g（8.2gr）
・スーパーフィールド ･･････････････････････0.54g（8.4gr）
・スーパーマグ ･･･････････････････････････0.60g（9.3gr）
・パワーボール ･･･････････････････････････0.61g（9.4gr）

φ5.5mm
5種類のハンティングペレット弾が100発ずつ、
合計500発のキットです。 ････････････････････

キット内容
・スーパードーム ････････････････････････ 0.94g（14.5gr）
・スーパー H ポイント ･･･････････････････ 0.92g（14.2gr）
・スーパーフィールド ････････････････････ 1.03g（15.9gr）
・スーパーポイント エクストラ ･････････････ 0.94g（14.5gr）
・パワー ピアシング ･････････････････････ 0.89g（13.7gr）

旧デザインのストックです。

種　類 ライフル銃
型　式 ボルト式
全　長 94.9cm

銃身長 67.5cm
重　量 5.1kg
口　径 5.6ミリメートル

適合実包 22ロングライフル
グリップサイズ M
プルレングス 29.0cm
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1913 with 1918
アルミストック

2013 with 2018
アルミストック

全　 長 101.5cm 101.5cm
銃 身 長 69.0cm 69.0cm
重　 量 5.8kg 6.2kg
プルレングス 約 28.5cm
価 格

付 属 品
・7020 サイトセット
・4856フォアエンドレーサー（1914クルミストック）
・4852/1 フォアエンドレーサー（1918/2018アルミストック）
・6226 ハンドストップ
・ガンケース

付 属 品
・G+Eリアサイト
・アジャスタブルアイピース
・アジャスタブルフロントサイト
・リターンバットプレート
・155ｍｍマズルEXTチューブ

・ロッドガイド
・追加ショートラチェット ＋ 
 ベース

・ボルトプロテクター
・オリジナルガンケース

CM162EI
TITAN CM162EI

全　 長 約42.0cm
銃 身 長 29.6cm
重　 量 1,080g
トリガ ー エレクトロニック

価 格

左射手用 同価格 同価格

LP10E

全　 長 約40.2cm

銃 身 長 25.1cm

重　 量 1,000g

トリガ ー エレクトロニック

価 格

左射手用 同価格

付 属 品
・シリンダー 2本
・ガンケース

付 属 品
・シリンダー 2本
・ガンケース

年
保
証
無
料

オーバー
ホール券

日ラ公認
シール 付

2年
保
証
無
料

オーバー
ホール券

日ラ公認
シール 付

2

RS アルミストックのエコノミー版
レーサー用、ANS 2013用

1丁限り

￥247,000

¥398,000 ¥398,000

¥241,000 ¥193,000¥238,000

¥2,800

¥2,000

￥1,200
￥5,000

￥1,450
￥6,000

￥3,000 ￥400 ￥4,000
￥2,000
￥2,000

￥400

￥200

￥50
￥50

￥400
￥300

￥1,500
￥1,500
￥3,000
￥5,000

￥2,000

￥10,000

￥2,000

￥1,000

￥500

￥500

￥26,200 ￥21,300 ￥5,500

￥4,000 ￥2,000 ￥28,500

￥1,000,000



銃をご注文の方は※欄もご記入下さい。 セ ー ル 注 文 書 発 注 日　　　　　 　年　　 月　 　日

●上記注文書のお支払方法
　商品はご入金を確認させて頂いてからの発送となります。
□全額　□内金として（¥　　　　　　　　　　）
□現金書留にて同封  
□三菱UFJ銀行 銀座支店（当座0221007）へ振込
□郵便振替口座（00170-3-149795）へ振込
□佐川急便 代引き（クレジットカード可）（銃、火薬類にはご利用できません）

●上記注文品が在庫切れの時は
□入荷まで待つ　□キャンセルするので返金して欲しい
□代替え品を送って欲しい
□別の品を注文するので預り金として欲しい

●シューティングメイト会員登録
□未入会なので入会希望（太枠内をご記入下さい。）

キ リ ト リ 線

　株式会社　銀座銃砲店
〒104－0061  東京都中央区銀座6丁目 

 13番7号（新保ビル2階）
 ＴＥＬ ：03（6226）6133㈹
 ＦＡＸ ：03（3543）1444
    （24時間受付）
 ＵＲＬ ：http://www.ginzagun.com
 Mail ：info@ginzagun.com
 営業時間 ：ＡＭ10：00～ＰＭ7：00
 定休日 ： 日曜日、月曜日、祝日

6月14日（創立記念日）

QRコード
（Googleマップ
が開きます）

◆ご注意
・本セール価格は表紙記載のセール期間中、当店より直接お買い求めいただいた場合のみ有効です。
・表示価格は全て消費税10％込みの金額です。
・商品代金及びご注文頂いた商品により、別途右表の送料が加算されます。
・ご注文代金合計額及びご注文頂いた商品により、右表の送料が別途加算されます。

◆ご注文方法
現金書留 セール注文書とお代金を、現金封筒でお送りください。実包、火薬類のご注文はライセンスも同封できますので便利です。

銀行振込 電話、FAX, メールにてご注文を頂いた後、銀行（三菱UFJ 銀行 銀座支店 当座 0221007）へご送金ください。
ご入金を確認後、商品を発送致します。

郵便振替
振込用紙の通信欄にご注文の品名、数量をご記入の上、郵便振替口座（00170-3-149795）へご送金下さい。
他金融機関からの場合は（ゆうちょ銀行 〇一九店 当座 0149795）へご送金ください。
通知が届き次第発送いたします。（通知が届くまで 2～3日掛かります。お急ぎの方は銀行振込をご利用ください。）

代金引換 佐川急便の「代金引換」がご利用可能です。別途右表の代引き手数料が加算されます。
ご注文時に「代引」発送とご指示下さい。配達時にドライバーへお支払い下さい。（クレジットカード可）

◆送料一覧

商品代金が2万円未満の場合

レターパックプラス ¥520
レターパックライト ¥370
スマートレター ¥180
宅配便 ※ 1 ¥1,200

商品代金が2万円以上の場合 無料
実包、火薬、雷管、標的の場合 全国一律￥1,200※1
※ 1 セール期間のみの特別価格になります。

◆代引手数料一覧
（銃、実包、火薬類、ガンロッカー、その他一部商品にはご利用になれません）
送料¥1,200を含めた総額が¥9,500 以下の場合 ¥440
送料¥1,200を含めた総額が¥9,500を超える場合、
もしくは商品代金が¥20,000～¥29,000まで ¥550

商品代金¥29,001～¥99,000まで ¥990
商品代金¥99,001～¥298,000まで ¥1,500

◎ INDEX
P.2,3 競技用エアライフル
P.4 競技用エアピストル
P.5 FWBアクセサリー

シリンダー,グリップ
P.6,7 競技用スモールボアライフル

競技用ビックボアライフル
P.8 競技用エア弾

22LR実包
標的 , 保管庫

P.9 ガンケース
シューターズバッグ
クルトジャケット＆パンツ

P.10 アンダーウェア
バイザー
スタンド
シューティンググローブ
シューティングブーツ

P.11 グラスフレーム
SCATT
ストック

P.12 リアサイト
アジャスタブルアイピース

P.13 アジャスタブルインサート
ハイサイトブロック

P.14 バットプレート
P.15 エクステンションチューブ

フォアエンドレーサー
パームレスト
ハンドストップ
スリング

P.16 狩猟用エアライフル
ジュエルトリガー
狩猟用エア弾

P.17 シエラ
P.18 弾頭・薬きょう・火薬・雷管

MTMアモボックス

P.19 ハンドローディング用品
P.20 メンテナンス工具
P.21 メンテナンスオイル

ガンクリーニング
セーフティフラグ
ボルトケース

P.22 ライフルスコープ
マウント

P.23 特価品セール

申込 年月日 年　　　　　　　　月　　　　　　　　日
T E L　　　　　　 ―　　　　　 ―　　　　　　
F A X　　　　　　 ―　　　　　 ―　　　　　　
携 帯　　　　　　 ―　　　　　 ―　　　　　　

フ リ ガ ナ

男・女
お 名 前

ご 職 業
（学生の場合は
学校名）

生 年 月 日 昭・平　　　　年　　　　月　　　　日

ご 住 所

〒 ※本籍
銃の注文時のみ記入。

E - m a i l
商品の送り先
※ご住所と異な
る場合のみご
記入下さい。

※銃、火薬類は許
可証の住所の
みへ発送。

〒

TEL

商　品　名 （サイズ・色等ご指定下さい） 数 量 単　価 価　　　格 商　品　名 （サイズ・色等ご指定下さい） 数 量 単　価 価　　　格

送料：「送料一覧」をご確認ください。
代金引換手数料：「代引手数料一覧」をご確認ください。

商　　品　　代　　金　　合　　計

注文書はコピーしてお使いください。


