
シースジャパン価格表 〒410-0817
静岡県沼津市本郷町３-16
営業時間　１０：００～１９：００　
定休日　土日祝日･年末年始
ＴＥＬ　０５５－９３４－４１１２
ＦＡＸ　０５５－９３２－４１１２
schiess-japan@nifty.ne.jp
http://4112.o.oo7.jp

＊ 価格の全ての商品は内税です。 消費税を含んでおります。
＊ 注文番号にカーソルさせるとメーカーサイトへリンクします。　価格下線部は期間限定セール対象品です。
＊ 商品を送付の場合は、送料は含まれておりません。 下表により加算させて戴きます。
＊ 学生登録会員で学割をご利用の場合は、ご注文時に日ラ会員証番号／学校名／所属年数お知らせ下さい。
　 期間限定セール品は学割対象外となります。
＊ 掲載価格は為替の急激な変動により、予告なしに改定させていただく場合があります。

＊ 掲載価格は本表発刊時点のものです。ご注文前に最新の価格と在庫状況をご確認下さい。
＊ 掲載価格は価格表有効期限日までのお振込にて承ります。
＊ ご注文時は価格表の管理番号／商品名をお知らせ下さい。
＊ 初回ご利用者の場合は全額をお振り込み確認次第、発送致します。
＊ 受注品(お取り寄せ)商品はメーカーの誤送、破損時を除き、発注後の変更･キャンセル･返品はできません。
＊ 海外商品の納期は目安となります。休暇時期や宗教行事等のメーカー都合にて延長される場合があります。

複数個を同日に１注文につき、下記数量割引が適用されます

２～３個 単価２％割引 期間限定セール価格(価格の下線部)、射撃場設備は割引対象となりません

４～５個 単価５％割引 銃は同一メーカーに限ります

６～８個 単価７％割引 銃以外のアクセサリーは同一のメーカー／モデル／サイズに限ります
９～10個 単価９％割引 標的は数量割引適用外です（ご注文量にて送料割引致します）

11個以上 単価10％割引 空気銃弾は同一メーカー／同一サイズ １００缶以上で５％　２００缶以上で１０％割引

全ての商品送付は送料が加算されます。
佐川急便は日時指定可　10時～12時 12時～14時 14時～16時 16時～18時 18時～21時

３辺合計 北海道 北東北３南東北３関東８地東海４県北信５県関西６地中国５県四国４県北九州４南九州３ 沖縄県

ＤＭ便･ネコポス 厚さ25mm以内 \110~\330 \110~\330 \110~\330 \110~\330 \110~\330 \110~\330 \110~\330 \110~\330 \110~\330 \110~\330 \110~\330 \110~\330

２kg未満  60cm ¥1,200 ¥620 ¥610 ¥600 ¥580 ¥600 ¥600 ¥610 ¥610 ¥620 ¥620 ¥2,000
５kg未満  80cm ¥1,300 ¥770 ¥740 ¥700 ¥670 ¥720 ¥720 ¥740 ¥740 ¥770 ¥790 ¥2,200
10kg未満 100cm ¥1,500 ¥970 ¥920 ¥830 ¥820 ¥860 ¥860 ¥920 ¥910 ¥990 ¥1,020 ¥2,400
20kg未満 140cm ¥2,100 ¥1,800 ¥1,600 ¥1,400 ¥1,200 ¥1,500 ¥1,400 ¥1,600 ¥1,600 ¥1,800 ¥1,900 ¥2,400

¥2,800 ¥2,300 ¥2,000 ¥1,700 ¥1,500 ¥1,800 ¥1,800 ¥2,100 ¥2,000 ¥2,300 ¥2,400 ¥2,400
¥4,300 ¥2,900 ¥2,100 ¥1,800 ¥1,800 ¥1,800 ¥1,800 ¥2,100 ¥2,500 ¥2,900 ¥3,200 ¥8,300

＊ 送料は内税です。　消費税を含んでおります。
＊ 各送料は１個口の料金です。 ＊ 沖縄県のみ船便輸送となります。
＊ 取り混ぜご注文時の送料がご不明の場合はお問い合わせください。

･ ご注文時に 現金代引　デビットカード　クレジット　QUICPAY　を指定下さい

代引決済時の手数料 佐川急便Ｅコレクトでの取り扱いです
 代引き取扱い代金 手数料 ヤマト運輸･西濃運輸便 の商品代引き
全額代金9,500円未満 ¥500 は、決済金額が変わります

～ 29,300円未満 ¥700
　～ 98,600円未満 ¥1,400 カード決済は通信販売のみで可能です
　～298,000円未満 ¥2,000 店舗･出店会場でのご使用はできません
　～496,700円未満 ¥3,300

～10万円増毎 ¥1,400 カード決済手数料は下記ご確認下さい
税込み  www.sagawa-exp.co.jp/service/e-collect/

商品合計価格に 送料 を加算の上お振込みください。　振込手数料はご負担ください。

ゆうちょ銀行　振替口座　００８８０－4－１３４４６

または　０８９(ゼロハチキュウ)支店　当座　００１３４４６

PayPay銀行 (旧ジャパンネット) 本店営業部  普通口座　５２２３８７２

2021/04改定　

銃・ガンケース 160cm以内

ガンロッカー ２～６丁用

No.166 税込

http://4112.o.oo7.jp/
http://www.sagawa-exp.co.jp/service/e-collect/
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注文番号 NEW 商  品  名 概     要 税込価格

シース公認エンブレム（６x１ｃｍ）を新銃へ貼付のご指定で メーカー保障期間内の無料オーバーホールチケットを進呈します

■ エアライフル NEW:発売後１年未満の製品　★：モデルチェンジ製品　銃器公認シール付属　下記各社製品左射手用は別途

WAL-283-8028 ﾜﾙｻｰ   LG-400 Monotec アルミストック銀　プロタッチ黒　メカトリガー　磁式アブソーバー　機関部中空式 ケース付 ¥496,000
WAL-282-5597 ﾜﾙｻｰ   LG-400E ANATOMICアナトミック　ブルーエンジェル　電子トリガー　磁式アブソーバー　ＭＥＣ／Ｃ３ ケース付受注 ¥603,000
WAL-275-8008 ﾜﾙｻｰ   LG-400 ANATOMICアナトミック　ブルーエンジェル　メカトリガー　磁式アブソーバー　ＭＥＣ／Ｃ３ ケース付 ¥513,000
WAL-282-2440 ﾜﾙｻｰ   LG-400 ANATOMICアナトミック　グリーンペッパー　メカトリガー　磁式アブソーバー　ＭＥＣ／Ｃ３ ケース付 ¥513,000
WAL-275-8032 ﾜﾙｻｰ   LG-400 Expert アルミストック銀　プロタッチ黒　メカトリガー　磁式アブソーバー　ＭＥＣ／Ｃ３ ケース付受注 ¥490,000
WAL-280-3577 ﾜﾙｻｰ   LG-400 BLACKTECブラックテックアルミストック黒　左右兼用グリップ　アルミバットプレート　ケース付 ¥345,000
WAL-281-0352 ﾜﾙｻｰ   LG-400 JR ジュニアモデル グリーンペッパー　左右兼用グリップ　ラバーバットプレート　ケース付 ¥340,000
109-109WA11SW ﾜﾙｻｰ   ｴｱｼﾘﾝﾀﾞｰ10.9 スペアシリンダー　アルミ　黒　全長390mm 380g　汎用品　Walther用　ドイツ製 ¥31,100
WAL-263-3167 ﾜﾙｻｰ   LG ｴｱｼﾘﾝﾀﾞｰ スペアシリンダー　ＬＧ用　黒380mm/770g・銀390mm/460g・黒335mm/450g受注・黒930g HP用+4% 選択 ¥39,100
WAL-277-1080 ﾜﾙｻｰ   ｼﾘﾝﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ シリンダー充填用アダプター　真鍮製　２００－３００気圧用　銃に付属 ¥6,200
FWB-32430 NEW ﾊﾞｳ 　 900ALU ｱﾙﾐ アルミストック　アブソーバー装備　黒･銀　トラックエレベーション　ケース付き 7月予定 ¥663,000
FWB-3222X ﾊﾞｳ 　 800X ｱﾙﾐ アルミストック　アブソーバー装備　黒･赤　トラックエレベーション　ケース付き （木製受注） ¥476,000
FWB-32256 ﾊﾞｳ 　 800 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ラミネートｽﾄｯｸ 　アブソーバー装備　木製 　アルミバットプレート付属 ¥303,000
109-109FW11SW ﾊﾞｳ 　 ｴｱｼﾘﾝﾀﾞｰ10.9 スペアシリンダー　アルミ　黒　全長390mm 340g　汎用品　Feinwerkbau用　ドイツ製 ¥29,300
FWB-32100-201 ﾊﾞｳ 　 LG ｴｱｼﾘﾝﾀﾞｰ スペアシリンダー　アルミ　銀　全長395mm 320g　純正品　ロング ¥36,000
FWB-1877-0012 ﾊﾞｳ 　 ｼﾘﾝﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ シリンダー充填用アダプター　真鍮製　銃に付属 ¥10,300
JGA-014024 ｱﾝｼｭｯﾂ 9015 ONE アルミストック アルミバットプレート　ケース付属　アルミストック付　ｻｲﾄ: 6805-10 受注 ¥640,000
JGA-014110 ｱﾝｼｭｯﾂ 9015 ﾌﾟﾚｻｲｽﾞII アルミストック アルミバットプレート　ケース付属　アルミストック付　ｻｲﾄ: 6805-10 受注 ¥640,000
JGA-014951 ｱﾝｼｭｯﾂ 9015 BLACK アルミストック アルミバットプレート　ケース付属　アルミストック付　ｻｲﾄ: 6805-10 受注 ¥455,000
109-109AN12SW ｱﾝｼｭｯﾂ ｴｱｼﾘﾝﾀﾞｰ10.9 スペアシリンダー　アルミ　黒　全長390mm 340g　汎用品　Anschuetz用　ドイツ製 ¥32,300
JGA-01335X ｱﾝｼｭｯﾂ LG ｴｱｼﾘﾝﾀﾞｰ スペアシリンダー  アルミ　銀･青 410g･ジュニア銀 300g 選択 ¥42,100
JGA-011761 ｱﾝｼｭｯﾂ LG ｴｱｼﾘﾝﾀﾞｰ スペアシリンダー  スチール銀･黒 714g 選択 マノメーター付き 在庫限 ¥44,400
JGA-011542 ｱﾝｼｭｯﾂ ｼﾘﾝﾀﾞｰｷｰ シリンダーの脱着用工具 ¥5,200
JGA-016624 ｱﾝｼｭｯﾂ ｼﾘﾝﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ シリンダー充填用アダプター　真鍮製　リリースノブ付き　銃に付属 ¥10,000
STY-414-52-RM ｽﾃｲﾔｰ  ﾁｬﾚﾝｼﾞE アルミストック 黒　アブソーバー装備　電子トリガー標準装備　ケース付き ¥466,000
STY-41-457RT ｽﾃｲﾔｰ  ﾁｬﾚﾝｼﾞRT アルミストック 黒　アブソーバー装備　メカトリガー標準装備　ケース付き　RUNING TARGET受注 ¥413,000
STY-410-109-0501 ｽﾃｲﾔｰ  LG ｴｱｼﾘﾝﾀﾞｰ スペアシリンダー　　マノメーター付き　ＬＧ１００・１１０・ＣＬＧ用共通 ¥39,600
TES-300-10015 ﾃｽﾛ    RS-100 PRO ｱﾙﾐ アルミストック 銀　アブソーバー装備　オリジナルアルミバットプレート　ケース付き ¥453,000
TES-300-60015 ﾃｽﾛ    LG ｴｱｼﾘﾝﾀﾞｰ スペアシリンダー　　マノメーター付き　300bar ¥41,600
PAR-GPR1-TOP ﾊﾟﾙﾃﾞｨｰﾆ GPR1 top アルミストック銀　アブソーバー装備　低バイブレーション銃　ＭＥＣ／Ｃ４＋スパイ付き ¥496,000
PAR ﾊﾟﾙﾃﾞｨｰﾆ GPR1 ｼﾘﾝﾀﾞｰ スペアシリンダー　　マノメーター付き 受注 ¥37,100

■ エアピストル ★：モデルチェンジ製品　銃器公認シール付属

STY-40-X83X ｽﾃｲﾔｰ　EVO-10E 電子トリガー アブソーバー装備　ハードケース付　シルバー  968g ¥375,000
STY-40-X83X ｽﾃｲﾔｰ　EVO-10E 電子トリガー アブソーバー装備　ハードケース付　ブラック  968g ¥375,000
STY-40-X81X ｽﾃｲﾔｰ　LP -10E 電子トリガー アブソーバー装備　ハードケース付　シルバー  980g ¥230,000
STY-40-X23X ｽﾃｲﾔｰ　EVO-10 メカトリガー アブソーバー装備　ハードケース付　シルバー／ブラック 選択  968g ¥322,000
STY-40-X21X ｽﾃｲﾔｰ　LP-10 メカトリガー アブソーバー装備　ハードケース付　シルバー  960g ¥197,000
STY-40-X30X ｽﾃｲﾔｰ　LP-2 メカトリガー ハードケース付き　シリンダー１本　シルバー／ブラック 選択　(コンパクト受注) 900g ¥189,000
STY-400-509-053X ｽﾃｲﾔｰ  ｴｱｼﾘﾝﾀﾞｰ スペアシリンダー　ロング 180g 銀･黒･ショート銀 選択 Steyr LP用 マノメーター付き 純正 ¥24,700
STY-400-209-0512 ｽﾃｲﾔｰ  ｼﾘﾝﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ シリンダー充填用アダプター　真鍮製　銃に付属　ＡＰ用 ¥7,400
WAL-285-4759-E ﾜﾙｻｰ   LP-500 Expert 電子トリガー アブソーバー装備　ハードケース付き　木製グリップ　カーボンｼﾘﾝﾀﾞｰ 受注  910g ¥397,000
WAL-285-4759-M ﾜﾙｻｰ   LP-500 Expert メカトリガー アブソーバー装備　ハードケース付き　木製グリップ　カーボンｼﾘﾝﾀﾞｰ 受注  910g ¥328,000
WAL-270-67XX ﾜﾙｻｰ   LP-300XT メカトリガー アブソーバー装備　ハードケース付き　ﾌﾟﾛﾀｯﾁグリップ　ノーマル　在庫限 1020g ¥198,000
WAL-282-4566 ﾜﾙｻｰ   LP-500 ｼﾘﾝﾀﾞｰ スペアシリンダー  LP400･500用  マノメーター付き　カーボン製  160g ¥62,300
MOR-200EI ﾓﾘｰﾆ　 200EI 電子トリガー ハードケース付き　ノーマル　デジタルシリンダー２本　カーボンスリーブ付1080g ¥504,000
MOR-162EI-TITAN ﾓﾘｰﾆ　 162EI ﾁﾀﾝ 電子トリガー ハードケース付き　ノーマル　デジタルシリンダー２本　カーボンスリーブ付1080g ¥382,000
MOR-162EI-TITAN-S ﾓﾘｰﾆ　 162EI ﾁﾀﾝ 電子トリガー ハードケース付き　ショート　デジタルシリンダー２本　ノーマルスリーブ付 990g ¥372,000
MOR-162EI ﾓﾘｰﾆ　 162EI 電子トリガー ハードケース付き　ショート 960g／ノーマル 1020g　アナログシリンダー２本 990g ¥306,000
MOR-101 ﾓﾘｰﾆ　 ｴｱｼﾘﾝﾀﾞｰ スペアシリンダー　162・200用 　青･赤　ノーマル･ショート 選択　アナログマノメーター 受注 ¥49,700
MOR-131 ﾓﾘｰﾆ　 ｴｱｼﾘﾝﾀﾞｰ スペアシリンダー　162・200用 　グレー ノーマル･ショート 選択　デジタルマノメーター 在庫限 ¥52,000
TES-100104-15 ﾃｽﾛ 　 PA10 ｼﾞｭﾆｱ メカトリガー アブソーバー装備　ハードケース付き　本体色 黒　機関部LP-300仕様  900g ¥234,000
TES-100102-15 ﾃｽﾛ 　 PA10 Signum メカトリガー アブソーバー装備　ハードケース付き　本体色 銀･黒 選択　受注 1020g ¥377,000
TES-10030X-1X ﾃｽﾛ 　 PA10 ｼﾘﾝﾀﾞｰ スペアシリンダー　ＰＡ１０用 　マノメーター付き  クラシック用 ¥35,500
MGH-H1 ﾏｯﾁｶﾞﾝ HYBLID-1 電子+ﾒｶﾄﾘｶﾞｰ アブソーバー装備　ハードケース付 グリップ Ｓ･Ｍ･Ｌ 選択　受注 ｼﾘﾝﾀﾞｰ2本1015g ¥316,000
FWB-34400 ﾊﾞｳ    P8X アブソーバー装備　オリジナルクルミグリップ ＸＸＳ･ＸＳ･Ｓ･Ｍ･Ｌ 選択　受注  950g ¥324,000L

RIK-AP-ADD ﾘﾝｸ　 ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ リンク社APｸﾞﾘｯﾌﾟ XXS～XL選択　ﾋｰﾙﾚｽﾄ可変式　ﾗﾐﾈｰﾄ注文制作　純正グリップとの交換代金　純正グリップは含まれません¥39,000

■ ハンドライフル改造 銃器公認シール・オーバーホール工賃・所持許可証返納手数料は含まれません

SCJ ALTER ﾊﾝﾄﾞﾗｲﾌﾙ ＡＰグリップ → ハンド用グリップ＋黒エキステンション加工 (ステイヤー機械式･パルディーニ) ¥66,000
SCJ ALTER ﾊﾝﾄﾞﾗｲﾌﾙ ＡＰグリップ → ハンド用グリップ＋黒エキステンション加工 (ワルサー･テスロ･モリーニ･バウ) ¥71,000
SCJ ALTER ﾊﾝﾄﾞﾗｲﾌﾙ ハンドライフル→ＡＰへの加工（新規ＡＰグリップ不含／ＡＰスリーブ不含／許可証抹消不含） ¥24,000

■ 充填用具 ハンドポンプ・タンク
SCJ-P3S ｼｰｽ  ﾊﾝﾄﾞﾎﾝﾌﾟ 日本製マノメーター付き　競技用空気銃汎用　軽量ポンピングタイプ 3stage 4500psi 本体:黒 ¥13,600
SCJ-PDP ｼｰｽ  ﾊﾝﾄﾞﾎﾝﾌﾟ DRY 日本製マノメーター付き　競技用空気銃汎用　軽量ポンピングタイプ 3stage 4500psi 吸入気除湿式 ¥17,400
GEH-M220 ｹﾞｰﾏﾝ ﾊﾝﾄﾞﾎﾝﾌﾟ アナログマノメーター付　競技用空気銃汎用　軽量ポンピングタイプ 3stage 4500psi 受注 ¥28,500
Z+Y-12AHSJP ｾﾞｨﾜｲ ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ マッチシリンダー充填用　日本国内仕様100V　登録代行込　高度消耗予備部品付　重量8kg 登録代行 ¥120,000
SCJ ﾖｰｸﾊﾞﾙﾌﾞ アクアラングタンク用アダプター　オイル式マノメーター付き　Ｋバルブ仕様　イタリア製　空気リークバルブ無し¥28,000
AQA-013230 ｱｸｱﾗﾝｸﾞ ﾀﾝｸ １４Ｌ  19.6Mpa-200kg／㎝2　重量20kg　ヨークバルブ必要　納期問合せ (12･50Ｌも取扱可) 受注 ¥99,900
GEH-M223 ｹﾞｰﾏﾝ ﾀﾝｸ １０Ｌ　ヨークバルブ不要　19.6Mpa-200kg／㎝2　マノメーターなし　充填後即使用可 ¥76,600
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注文番号 NEW 商  品  名 概     要 税込価格

■ スモールボアライフル（Anschuetz以外） 銃器公認シール付属

シース公認エンブレム（６x１ｃｍ）を新銃へ貼付のご指定で メーカー保障期間内の無料オーバーホールチケットを進呈します

グリュンネル レーサーＲ３は155ｍｍエクステンションチューブ付きです

G+E-15-9906.1 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ﾚｰｻｰR3 GO ｽﾃﾝﾚｽ ﾒｶﾄﾘｶﾞｰ G/Oｱﾙｽﾄｯｸ+RF-Nﾊﾞｯﾌﾟﾚ+GPX+Fｻｲﾄ+ﾛｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ+ｹｰｽ (不含 EYE-extender 6ｱｲﾋﾟｰｽ ﾊﾝｽﾄ ﾌｫｱｴﾝﾄﾞ) ¥1,426,000
G+E-15-9906.1XT ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ﾚｰｻｰR3 GO ｽﾃﾝﾚｽ ﾒｶﾄﾘｶﾞｰ 上記3Dグリップ＋XT-5バップレ＋SBチークに変更仕様 ¥1,498,000
G+E-15-9907.1 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ﾚｰｻｰR3 GO-E ｽﾃﾝﾚｽ Ｅﾄﾘｶﾞｰ 上記3Dグリップ＋XT-5バップレ＋SBチークに変更仕様　電子トリガー付き ¥1,522,000
G+E-15-9712 受注 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ﾚｰｻｰR3 XRS-E ｽﾃﾝﾚｽ Ｅﾄﾘｶﾞｰ XRS銀ｽﾄｯｸ+RF-Nﾊﾞｯﾌﾟﾚ+GPX+Fｻｲﾄ+ﾛｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ+ｹｰｽ (不含 EYE-extender 6ｱｲﾋﾟｰｽ ﾊﾝｽﾄ ﾌｫｱｴﾝﾄﾞ)¥1,335,000
G+E-15-9710 受注 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ﾚｰｻｰR3 XRS ｽﾃﾝﾚｽ ﾒｶﾄﾘｶﾞｰ XRS銀ｽﾄｯｸ+RF-Nﾊﾞｯﾌﾟﾚ+GPX+Fｻｲﾄ+ﾛｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ+ｹｰｽ (不含 EYE-extender 6ｱｲﾋﾟｰｽ ﾊﾝｽﾄ ﾌｫｱｴﾝﾄﾞ)¥1,309,000UT

WAL-285-5267-E ﾜﾙｻｰ　 KK500-EA ｸﾛﾑﾓﾘﾛﾝｸﾞ 左右機関部ﾗﾐﾈｽﾄｯｸ　アナトミック　電子トリガー 69cm ﾉｰﾏﾙﾊﾞﾚﾙ IN-OUTｻｲﾄ付 ｹｰｽ付 ¥845,000
WAL-285-5267-M ﾜﾙｻｰ　 KK500-MA ｸﾛﾑﾓﾘﾛﾝｸﾞ 左右機関部ﾗﾐﾈｽﾄｯｸ　アナトミック　メカトリガー 69cm ﾉｰﾏﾙﾊﾞﾚﾙ IN-OUTｻｲﾄ付 ｹｰｽ付 ¥779,000
WAL-285-5275-E ﾜﾙｻｰ　 KK500-EE ｸﾛﾑﾓﾘﾛﾝｸﾞ 左右機関部ｱﾙﾐｽﾄｯｸ　エキスパート　電子トリガー 69cm ﾉｰﾏﾙﾊﾞﾚﾙ IN-OUTｻｲﾄ付 ｹｰｽ付受注 ¥835,000
WAL-285-5275-M ﾜﾙｻｰ　 KK500-ME ｸﾛﾑﾓﾘﾛﾝｸﾞ 左右機関部ｱﾙﾐｽﾄｯｸ　エキスパート　メカトリガー 69cm ﾉｰﾏﾙﾊﾞﾚﾙ IN-OUTｻｲﾄ付 ｹｰｽ付受注 ¥770,000
WAL-282-3764 ﾜﾙｻｰ　 KK500-UL ｸﾛﾑﾓﾘﾛﾝｸﾞ 左右機関部ｱﾙﾐｽﾄｯｸ　エキスパート　メカトリガー 65cm ｳﾙﾄﾗﾗｲﾄ　IN-OUTｻｲﾄ付 ｹｰｽ付受注 ¥797,000
WAL-267-5943JP ﾜﾙｻｰ　 KK300-JP ｸﾛﾑﾓﾘﾛﾝｸﾞ アルミストック　-4cmショート　日本仕様　銀／黒　ハードケース付属 在庫限 ¥400,000
HBB ﾌﾞﾚｲｶｰ ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰII ｽﾃﾝﾚｽ ﾒｶﾄﾘｶﾞｰ メタリック　アルミストック 黒　ｼｮｰﾄﾎﾞﾙﾄ M-3ﾌｯｸﾊﾞｯﾄ SPYｻｲﾄ付 ¥1,311,000
HBB ﾌﾞﾚｲｶｰ ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰII ｽﾃﾝﾚｽ ﾒｶﾄﾘｶﾞｰ メイプルウッド木製ストック 灰　ｼｮｰﾄﾎﾞﾙﾄ M-3ﾌｯｸﾊﾞｯﾄ SPYｻｲﾄ付 ¥1,311,000
HBB-CHALLENGER/S ﾌﾞﾚｲｶｰ ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ ｽﾃﾝﾚｽ ﾒｶﾄﾘｶﾞｰ ｼｭﾐｯﾄｽﾄｯｸ　銃身２ベディング ｼｮｰﾄﾎﾞﾙﾄ MECﾌｯｸﾊﾞｯﾄ SPYｻｲﾄ付 ¥836,000
SCJ ｼｰｽ ｽﾍﾟｼｬﾙ KK300-V1 ﾜﾙｻｰKKｱｸｼｮﾝ+ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙRSｽﾄｯｸを国内加工　ｼｺﾅｰﾆﾊﾞｯﾄP+ﾊﾞﾚﾙﾁｬﾝﾈﾙ+ﾃｸﾛﾄﾘｶﾞｰ ｻｲﾄｾｯﾄなし 受注 ¥1,126,000
SCJ ｼｰｽ ｽﾍﾟｼｬﾙ KK300-V1 フルセット MECﾘｱｻｲﾄ ｾﾝﾄﾗDUO ｾﾝﾄﾗTINY AHG-6229 G+Eﾌｫｱｴﾝﾄﾞ ﾛｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ ﾜﾙｻｰﾌﾟﾗｹｰｽ 受注 ¥1,337,000

R&L-Z2 ﾘｰﾀﾞｰﾚﾝﾂ Z2 ｽﾃﾝﾚｽ ﾛﾝｸﾞﾍﾋﾞｰ ｸﾙﾐｽﾄｯｸ茶　ｼｮｰﾄﾎﾞﾙﾄ ｵﾘｼﾞﾅﾙｱｸｼｮﾝ ｽｲｽｻｲﾄ付　AHGﾚﾄﾛﾌｯｸﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ 受注 ¥1,298,000
TES-400005.18 ﾃｽﾛ    SBR-100 Signum ﾎﾞｰﾀﾞﾌﾙｰﾄﾊﾞﾚﾙ　ｱﾙﾐｽﾄｯｸ銀　ｼｮｰﾄﾎﾞﾙﾄ10cm・ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟｽﾄｯｸき・ｸﾞﾘｯﾌﾟS/M/L 選択・新ﾚｲｻｰ付 受注 ¥685,000
FWB-3504X ﾊﾞｳ 　 2800 ｳｯﾄﾞ ｸﾛﾑﾓﾘﾛﾝｸﾞﾊﾞﾚﾙ　木製ｽﾄｯｸ　 ﾍﾋﾞｰ･ﾗｲﾄ･ｸﾞﾘｯﾌﾟS･M･L 選択 受注 ¥785,000

■ スモールボアライフル NEW:発売後１年未満の製品　銃器公認シール付属

JGA-016955 NEW ｱﾝｼｭｯﾂ 22 MAX ｸﾛﾑﾓﾘ ﾛﾝｸﾞ(ﾍﾋﾞｰ 5.4kg)　黒ｱﾙﾐｽﾄｯｸ･ ﾏｽﾀｰﾊﾞｯﾌﾟﾚ付･ ﾚｲｻｰ付･ ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟM･ ﾘｱｻｲﾄ無 受注 ¥1,203,000
＊上記のライフルはカスタム仕様です　フロントサイトレース＋インサート１枚付, ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰなし, ﾊﾝﾄﾞｽﾄｯﾌﾟなし 2023年6月入荷予定

JGA-014968 ｱﾝｼｭｯﾂ 54.30ﾌﾟﾚｻｲｽﾞ ｸﾛﾑﾓﾘ ﾛﾝｸﾞ(ﾍﾋﾞｰ 5.1kg)  ﾌﾟﾚｻｲｽﾞ 黒ｱﾙﾐｽﾄｯｸ 丸型ｱｸｼｮﾝ･ﾚｲｻｰ･ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟM･ｻｲﾄ: 7002-20 受注 ¥761,000
＊上記のライフルはフル装備です　ｻｲﾄ: 7002-20, ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ付属, ﾊﾝﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ6226付属

JGA-010862 ｱﾝｼｭｯﾂ 2018 ﾌﾟﾚｻｲｽﾞ ｸﾛﾑﾓﾘ ﾛﾝｸﾞ(ﾍﾋﾞｰ 5.7kg)  ﾌﾟﾚｻｲｽﾞ 銀ｱﾙﾐｽﾄｯｸ 2013ｱｸｼｮﾝ･ﾚｲｻｰ･ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟL･ｻｲﾄ: 7002-20在庫限 ¥703,000
JGA-010859 ｱﾝｼｭｯﾂ 1918 ﾌﾟﾚｻｲｽﾞ ｸﾛﾑﾓﾘ ﾛﾝｸﾞ(ﾗｲﾄ  5.2kg)  ﾌﾟﾚｻｲｽﾞ 銀ｱﾙﾐｽﾄｯｸ 1907ｱｸｼｮﾝ･ﾚｲｻｰ･ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ･Mｻｲﾄ: 7002-20在庫限 ¥611,000
JGA-011905 ｱﾝｼｭｯﾂ 1914 ｸﾛﾑﾓﾘ ﾛﾝｸﾞ(ﾗｲﾄ  5.2kg)  クルミストック　　1907ｱｸｼｮﾝ･ﾚｲｻｰ･ﾌﾟﾚｻｲｽﾞ式ﾁｰｸ･ｻｲﾄ: 7002-20在庫限 ¥557,000

＊上記のライフルはフル装備です　ｻｲﾄ: 7002-20, ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ付属, ﾊﾝﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ6226付属　左射手用同価格

AHG-F27A-P ｱﾝｼｭｯﾂ F27A ﾌﾟﾚｻｲｽﾞ ｸﾛﾑﾓﾘ ﾛﾝｸﾞ(ﾍﾋﾞｰ 6.0kg)  ﾌﾟﾚｻｲｽﾞ ｱﾙﾐｽﾄｯｸ　直動式ボルトフォートナー型 受注 ¥845,000
＊上記のライフルはフル装備です　ｻｲﾄ: 7002-20, ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ, ﾊﾝﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ6229付属です

アンシュッツでは、クロムモリブデンバレル(ﾛﾝｸﾞ･ｼｮｰﾄ･ﾍﾋﾞｰ･ﾗｲﾄ), ストック(ｱﾙﾐ･ｸﾙﾐ), の組合せが可能です

■ ハイパワーエアライフル 日本ライフル射撃協会主催競技会でのご使用はできません　充填用具(ハンドポンプ・タンク等)は別売です

WAL-465-0076 ﾜﾙｻｰ   LG1250 ﾄﾞﾐﾈｰﾀ シンセストック　４０ジュール (29.5ftlb)　回転弾倉５発式　ｽｺｰﾌﾟ／ﾏｳﾝﾄ無 ｹｰｽ無　5.5mm ¥252,000
STY-444-15N ｽﾃｲﾔｰ  ﾊﾝﾃｨﾝｸﾞ-5 ウッドストック　４０ジュール (29.5ftlb)　直方弾倉５発式　ｽｺｰﾌﾟ／ﾏｳﾝﾄ無 ｹｰｽ付　5.5mm ¥477,000
STY-444-55N ｽﾃｲﾔｰ  ﾊﾝﾃｨﾝｸﾞ-5auto ウッドストック　４０ジュール (29.5ftlb)　直方弾倉５発式　ｽｺｰﾌﾟ／ﾏｳﾝﾄ無 ｹｰｽ付　5.5mm オート ¥498,000
STY-420-95H ｽﾃｲﾔｰ  LG-110 ﾊｲﾊﾟﾜｰ アルミ＋ウッド　４０ジュール (29.5ftlb)　単発 スコープ／マウント無　ケース付　5.5mm ¥360,000
STY-410-80 ｽﾃｲﾔｰ  LG-110 ﾊｲﾊﾟﾜｰ アルミストック　２４ジュール (17.8ftlb)　単発 スコープ／マウント無　ケース付　4.5mm ¥311,000

■ バイアスロンライフル NEW:発売後１年未満の製品

JGA-013759 ｱﾝｼｭｯﾂ 1827 ﾌｫｰﾄﾅｰ バイアスロン レバー式　ニトライドバレル　ｽﾌﾟﾘﾝﾄ ｳｯﾄﾞｽﾄｯｸ ｽﾉｰｻｲﾄ　3.7kg　最新モデル 受注 ¥664,000
JGA ｱﾝｼｭｯﾂ 1827 ﾌｫｰﾄﾅｰ バイアスロン レバー式　ニトライドバレル　ｽﾌﾟﾘﾝﾄ ｽﾘﾝｸﾞ+ﾊﾝﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ+ﾊｰﾈｽ　　フルセット 受注 ¥695,000
JGA-001160 ｱﾝｼｭｯﾂ 1827 ﾏｶﾞｼﾞﾝ バイアスロン １８２７用マガジン　５発式　ショートタイプ　54.18 MS R-U2 受注 ¥14,400
LAS-Izhmash ﾗｰｾﾝ ｲｽﾞﾏｯｼｭ 10000 バイアスロン レバー式　クロムモリバレル　ﾉｰﾏﾙ　 ｳｯﾄﾞｽﾄｯｸ ｽﾉｰｻｲﾄ　4.0kg 受注 ¥317,000

■ ビッグボアライフル NEW:発売後１年未満の製品　銃器公認シール付属

SCJ ｼｰｽ ｽﾍﾟｼｬﾙ RS3 6mmBR ｽﾃﾝﾚｽ ﾛﾝｸﾞﾍﾋﾞｰ　ﾌﾞﾚｲｶｰｱｸｼｮﾝ ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙRSｽﾄｯｸ ｼｺﾅｰﾆﾊﾞｯﾌﾟﾚgrip ｻｲﾄｾｯﾄ無 国内加工 受注 ¥1,711,000
G+E-ST200 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ST200 ｱﾙﾐ ｸﾛﾑﾓﾘ ﾛﾝｸﾞﾍﾋﾞｰ　Anshuetz2313ｽﾄｯｸ仕様 G+E7002ｻｲﾄ付属　ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ/ﾊﾝｽﾄ無し 6mmPPC ¥1,067,000
G+E-15.9500 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ FT300 ｱﾙﾐ ｸﾛﾑﾓﾘ ﾛﾝｸﾞﾍﾋﾞｰ　ＲＳストック仕様　ＲＦ-Ｎバップレ＋ＧＰＸサイト レイサー&ハンスト無受注 ¥1,445,000
G+E-15.9940 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ FT300 ｸﾙﾐ ｸﾛﾑﾓﾘ ﾛﾝｸﾞﾍﾋﾞｰ　ＣＳストック仕様　ＲＦ-Ｎバップレ＋ＧＰＸサイト レイサー&ハンスト無受注 ¥1,351,000
HBB-1.122.2 ﾌﾞﾚｲｶｰ ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ 6mmBR ｽﾃﾝﾚｽ ﾛﾝｸﾞﾍﾋﾞｰ　メイプルウッドｽﾄｯｸ仕様　ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ/ﾊﾝﾄﾞｽﾄｯﾌﾟなし 受注 ¥1,455,000
SCJ ｼｰｽ    ﾐﾗｰｼﾞｭﾊﾞﾝﾄﾞ 注文製作　陽炎ベルト　弾性黒帯50mmW ＋フック付き　銃メーカー／モデルご指定下さい 受注 ¥4,500

＊ブレイカー・グリュンネルの口径は６ｍｍＢＲ・６ｍｍＰＰＣ・.３０８から選択可能です　左射手用は価格＋約４％です

G+E-15.9000 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ FT300 CISM 弾倉式５発　口径(6mmBR･6mmPPC･.308) 選択　ｸﾙﾐｽﾄｯｸ　GPXｻｲﾄ付属　ﾊﾞｯﾌﾟﾚEVB1付属 受注 ¥1,214,000
HBB-STD-CISM ﾌﾞﾚｲｶｰ  STD   CISM 弾倉式５発　口径(6mmBR･6mmPPC･.308) 選択　青 ｽﾄｯｸ　ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｻｲﾄ付属 受注 ¥1,366,000

＊上記ライフルの左射手用は価格＋約８％となります　ハイサイトは付属されておりません　ハンティングライフルは別リストとなります

■ スポーティングピストル 省庁以外の装薬ピストルの所持は他競技にて４段以上の取得が必要 全て受注販売 銃器公認シール付属

WAL-285-0575 NEW ﾜﾙｻｰ   GSP500 ｽﾎﾟｰﾂ ピストル　32SW　純正アジャスタブルグリップ 受注 ¥532,000
PAR-HP/NEW ﾊﾟﾙﾃﾞｨｰﾆ HP/NEW ｽﾎﾟｰﾂ ピストル　32SW　オリジナルグリップ　メカニカルトリガー 受注 ¥562,000
TES-200-61020 ﾃｽﾛ 　 TS-32-3 ｽﾎﾟｰﾂ ピストル　32SW　純正アジャスタブルグリップ　機関部ＧＳＰ仕様　ＡＤＳシステム無受注 ¥626,000
WAL-270-0000 ﾜﾙｻｰ   SSP-M ｽﾎﾟｰﾂ ピストル　22LR　純正アジャスタブルグリップ　メカニカルトリガー 受注 ¥545,000
WAL-278-0500 ﾜﾙｻｰ   SSP-E ｽﾎﾟｰﾂ ピストル　22LR　純正アジャスタブルグリップ　電子トリガー 受注 ¥638,000
PAR-SP/NEW ﾊﾟﾙﾃﾞｨｰﾆ SP/NEW ｽﾎﾟｰﾂ ピストル　22LR　オリジナルグリップ　メカニカルトリガー 受注 ¥483,000
MOR-CM22 ﾓﾘｰﾆ　 CM-22 ｽﾎﾟｰﾂ ピストル　22LR　オリジナルグリップ　メカニカルトリガー　ﾊﾞﾚﾙﾕﾆｯﾄ ｽﾁｰﾙ･ｱﾙﾐ 選択受注 ¥714,000
PAR-SP/NEW/RF ﾊﾟﾙﾃﾞｨｰﾆ SP/NEW RF ﾗﾋﾞｯﾄ ピストル　22LR　オリジナルグリップ　メカニカルトリガー 受注 ¥531,000
MOR-CM84E ﾓﾘｰﾆ　 CM-84E フリーピストル　モリーニグリップ　電子トリガー　２ステージトリガータイプ 受注 ¥655,000

https://carl-walther.com/sport/products/p/2855267E
https://carl-walther.com/sport/products/p/2855267M
https://carl-walther.com/sport/products/p/2855275E
https://carl-walther.com/sport/products/p/2855275M
https://carl-walther.com/sport/products/p/2855275M_0004
http://4112.o.oo7.jp/image/kk300japan.jpg
http://www.bleiker.ch/no_cache/en/small-bore-sporting-rifle/bleiker-challenger-sport/
http://www.bleiker.ch/no_cache/en/small-bore-sporting-rifle/bleiker-challenger-sport/
http://www.rieder-lenz.ch/data/documents/W_R-L_Z2_50m-KK.pdf
http://www.tesro.de/?MSID=25&
http://www.feinwerkbau.de/en/Sporting-Weapons/Small-Bore-Rifles/Model-2700-Alu
https://www.anschuetz-sport.com/en/produkte/22max/22max/
https://www.anschuetz-sport.com/en/sport/kleinkalibergewehre/kleinkaliber-disziplinen/kleinkaliber-disziplinen-frei/basismodelle-54_30/
https://www.anschuetz-sport.com/en/produkte/2013-sport-kleinkaliber-gewehr/2013-precise/
https://www.anschuetz-sport.com/en/sport/kleinkalibergewehre/kleinkaliber-disziplinen/kleinkaliber-disziplinen-frei/basismodelle-1913/
http://www.carl-walther.com/products/sporting-arms/air-rifles/465.00.72.html
http://www.steyr-sport.com/en/steyr-hunting-5
http://www.steyr-sport.com/en/steyr-hunting-5-automatic
https://www.steyr-sport.com/en/downloads/steyr-air-rifles/current-pictures-1/56-steyr-lg-110-high-power-5-0-5-5-black/file
https://www.steyr-sport.com/en/downloads/steyr-air-rifles/current-pictures-1/55-steyr-lg-110-high-power-4-5-silver/file
https://www.anschuetz-sport.com/en/produkte/1827-f-biathlon-kleinkaliber-gewehr/1827-f-comfort/
https://www.anschuetz-sport.com/en/biathlon/zubehoer/?product=8917dc39419d484c84772721b593cc7e&cat-id=0b86c241145643c5b4bb9892c41e6c1e
http://larsenbiathlon.com/index.php?page=vis_produkt&ProduktID=414
http://www.gruenelshop.ch/ac_home.php?language=de&sid=1270956929000015398&lay=2&content=2
http://www.gruenelshop.ch/ac_home.php?language=en&sid=1339434752000019257&lay=2&content=3
https://www.bleiker.ch/?lid=1#!29
http://www.bleiker.ch/en/300m-gewehre/300-m-standardgewehr-issfcism/
https://carl-walther.com/sport/products/p/2850575M_0010
http://www.pardini.it/weapon/target_pistols_HP.asp
http://www.tesro.de/?MSID=231&TSID=058d637d8541eb09dced045960bcef14
https://carl-walther.com/sport/products/p/2700000
https://carl-walther.com/sport/products/p/2780500
http://www.pardini.it/weapon/target_pistols_SP.asp
http://www.morini.ch/product.php?cat=9
http://www.pardini.it/weapon/target_pistols_SP1_Rapid_Fire.asp
http://www.morini.ch/product_det.php?id=7
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注文番号 NEW 商  品  名 概     要 税込価格

■ 射撃ジャケット・ズボン 各社衣類は既製サイズ品以外は全てフルオーダーメイドです 専用の採寸表をご請求ください

〇 ISSF2013年規則適合品　既成サイズ右射手用は通常在庫品です

SCJ ｼｰｽ　J+T ｾｯﾄ モデル スタンダード　下記 ジャケット＋ズボン セット　 ３姿勢用　既成サイズ 在庫限 ¥72,000
SCJ ｼｰｽ　Wｷｬﾝﾊﾞｽ+ﾚｻﾞｰ ｼﾞｬｹｯﾄ モデル スタンダード　Ｗｷｬﾝﾊﾞｽ＋革　クルト ｴｷｽﾊﾟｰﾄ類似 ３姿勢用　既成サイズ 在庫限 ¥41,000
SCJ ｼｰｽ　Wｷｬﾝﾊﾞｽ+ﾚｻﾞｰ ｽﾞﾎﾞﾝ モデル スタンダード　Ｗｷｬﾝﾊﾞｽ100%　ゲーマン４２６類似 ３姿勢用　既成サイズ 在庫限 ¥36,000

〇カパピー社 (インド) ISSF2013年規則適合品　納期約５０日　 ジャケット／ズボン同時注文で５％サービス 採寸表
CAP-NSG-J+T ｶﾊﾟﾋﾟｰ NSG  J+T ｾｯﾄ モデル ＮＳＧ カピテックス＋革 トップグリップﾗﾊﾞｰ 立体裁断 ３姿勢用上下セット ¥208,000
CAP-SQU-J+T ｶﾊﾟﾋﾟｰ SQU  J+T ｾｯﾄ モデル スクエア カピテックス＋革 トップグリップﾗﾊﾞｰ 立体裁断 ３姿勢用上下セット ¥172,000
CAP-PRO-J+T ｶﾊﾟﾋﾟｰ ﾌﾟﾛ  J+T ｾｯﾄ モデル プロＳ Ｗキャンバス＋革 ノンスリップラバー 立体裁断 ３姿勢用上下セット ¥103,000
CAP-NSG-J ｶﾊﾟﾋﾟｰ Wｼﾝｾ + ﾚｻﾞｰ ｼﾞｬｹｯﾄ モデル ＮＳＧ カピテックス＋革 トップグリップﾗﾊﾞｰ 立体裁断 ３姿勢用 ¥129,000
CAP-OLP-J ｶﾊﾟﾋﾟｰ Wｼﾝｾ + ﾚｻﾞｰ ｼﾞｬｹｯﾄ モデル オリンピア　ＴＲＩＭＡＸ＋革　シンセラバー 立体裁断 ３姿勢用 ¥150,000
CAP-SQU-J ｶﾊﾟﾋﾟｰ Wｼﾝｾ + ﾚｻﾞｰ ｼﾞｬｹｯﾄ モデル スクエア カピテックス＋革 ノンスリップラバー 平面裁断 ３姿勢用 ¥103,000
CAP-PRO-J ｶﾊﾟﾋﾟｰ Wｷｬﾝﾊﾞｽ ｼﾞｬｹｯﾄ モデル プロＳ Ｗキャンバス＋革 ノンスリップラバー 立体裁断 ３姿勢用 ¥69,000
CAP-NSG-P ｶﾊﾟﾋﾟｰ Wｼﾝｾ ｽﾞﾎﾞﾝ モデル ＮＳＧ カピテックス＋革 トップグリップﾗﾊﾞｰ 立体裁断 ３姿勢用 ¥91,000
CAP-OLP-P ｶﾊﾟﾋﾟｰ Wｼﾝｾ ｽﾞﾎﾞﾝ モデル オリンピア　ＴＲＩＭＡＸ＋革　シンセラバー 立体裁断 ３姿勢用 ¥144,000
CAP-SQU-P ｶﾊﾟﾋﾟｰ Wｷｬﾝﾊﾞｽ ｽﾞﾎﾞﾝ モデル スクエア カピテックス＋革 ノンスリップラバー 平面裁断 ３姿勢用 ¥79,000
CAP-PRO-P ｶﾊﾟﾋﾟｰ Wｷｬﾝﾊﾞｽ ｽﾞﾎﾞﾝ モデル プロＳ Ｗキャンバス＋革 ノンスリップラバー 立体裁断 ３姿勢用 ¥42,000

〇ＨＩＴＥＸ (チェコ＋ＡＨＧ) ISSF2013年規則適合品　納期約６０日　 ジャケット／ズボン同時注文で５％サービス

AHG-95100 HITEX  Wｴﾎﾞﾃｯｸｽ ﾚｻﾞｰｼﾞｬｹｯﾄ モデル エボＴＯＰ　　エボテックス＋革　トップグリップﾗﾊﾞｰ　３姿勢用 ¥182,000
HTX-EJ HITEX  E-ﾓｰｼｮﾝ  ﾚｻﾞｰｼﾞｬｹｯﾄ モデル Ｅモーション　エボテックス＋革　トップグリップﾗﾊﾞｰ　３姿勢用 ¥186,800
HTX-101 HITEX  Wｷｬﾝﾊﾞｽ+ﾚｻﾞｰｼﾞｬｹｯﾄ モデル マッチ　　　　Ｗキャンバス＋革　ノンスリップラバー　３姿勢用 ¥100,200
AHG-95101 HITEX  Wｴﾎﾞﾃｯｸｽ ﾚｻﾞｰｽﾞﾎﾞﾝ モデル エボＴＯＰ　　エボテックス＋革　トップグリップﾗﾊﾞｰ　３姿勢用 ¥169,600
HTX-ET HITEX  E-ﾓｰｼｮﾝ  ﾚｻﾞｰｽﾞﾎﾞﾝ モデル Ｅモーション　エボテックス＋革　トップグリップﾗﾊﾞｰ　３姿勢用 ¥172,600
HTX-201 HITEX  Wｷｬﾝﾊﾞｽ+ﾚｻﾞｰ ｽﾞﾎﾞﾝ モデル マッチ　　　　Ｗキャンバス100%　ノンスリップラバー　３姿勢用 ¥94,000

〇ＡＨＧアンシュッツ (ドイツ) ISSF2013年規則適合品　納期約４０日　 ジャケット／ズボン同時注文で５％サービス

AHG-99149 AHGｸｽﾀｰﾏﾝ Wｼﾝｾ ｼﾞｬｹｯﾄ モナコサブラテックス シンセティック　トップグリップラバー　３姿勢用 ¥165,500
AHG-99145 AHGｸｽﾀｰﾏﾝ ｼﾞｬｹｯﾄ モナコ コンフォート　Ｗキャンバス+革 トップグリップラバー　３姿勢用 ¥169,500
AHG-99222 AHGｸｽﾀｰﾏﾝ Wｼﾝｾ ｽﾞﾎﾞﾝ モナコサブラテックス シンセティック　トップグリップラバー　３姿勢用 ¥140,500
AHG-141 ｱﾝｼｭｯﾂ ｽﾞﾎﾞﾝ モデル　スペシャル 　Ｗキャンバス+革 トップグリップラバー　３姿勢用 ¥120,200

〇クルトツーン (フィンランド) ISSF2013年規則適合品　オリジナルデザイン　 ジャケット／ズボン同時注文で５％サービス

KUT-HBPJ-3P ｸﾙﾄﾂｰﾝ  Wｼﾝｾ + ﾚｻﾞｰ  ｼﾞｬｹｯﾄ ハイブリッド PRIME　 ハイブリッド+革 トップグリップラバー　３姿勢用 ¥185,600
KUT-ICPJ-3P ｸﾙﾄﾂｰﾝ  Wｷｬﾝﾊﾞｽ+ﾚｻﾞｰ ｼﾞｬｹｯﾄ ｉキャンバス PRIME　 Ｗキャンバス+革 トップグリップラバー　３姿勢用 ¥185,600
KUT-600PC ｸﾙﾄﾂｰﾝ  Wｷｬﾝﾊﾞｽ+ﾚｻﾞｰ ｼﾞｬｹｯﾄ ６００プロンキャンバス Ｗキャンバス+革 トップグリップラバー　伏射向用 ¥108,500
KUT-HBPT ｸﾙﾄﾂｰﾝ  Wｼﾝｾ + ﾚｻﾞｰ  ｽﾞﾎﾞﾝ ハイブリッド PRIME　 ハイブリッド+革 トップグリップラバー　３姿勢用 ¥140,200
KUT-ICPT ｸﾙﾄﾂｰﾝ  Wｷｬﾝﾊﾞｽ+ﾚｻﾞｰ ｽﾞﾎﾞﾝ ｉキャンバス PRIME　 Ｗキャンバス+革 トップグリップラバー　３姿勢用 ¥133,700
　追加料金 革色指定４色目以降／ｷｬﾝﾊﾞｽ色指定３色目以降は１色毎＋￥5,000　名前１文字￥1,500　Ｊモデル仕様＋１０～１５％

〇ザワー (ドイツ) ISSF2013年規則適合品　納期約４０日　 ジャケット／ズボン同時注文で５％サービス

SAU-123A ｻﾞﾜｰ 　ｼﾞｬｹｯﾄ アドバンテージEXT-SP シンセティック　トップグリップラバー　３姿勢用 ¥249,200
SAU-129 ｻﾞﾜｰ 　ｼﾞｬｹｯﾄ アドバンテージｷｬﾝﾊﾞｽ Ｗキャンバス+革 トップグリップラバー　３姿勢用 ¥182,300
SAU-223 ｻﾞﾜｰ 　ｽﾞﾎﾞﾝ コンフォートｴｸｽﾄﾗ　　シンセティック  トップグリップラバー　３姿勢用 ¥211,500
SAU-211 ｻﾞﾜｰ 　Wｷｬﾝﾊﾞｽ+ﾚｻﾞｰ ｽﾞﾎﾞﾝ コンフォート　 　　　Ｗキャンバス100%トップグリップラバー　３姿勢用 ¥166,900

〇モナード (スウェーデン） ISSF2013年規則適合品　納期約６０日　 ジャケット／ズボン同時注文で５％サービス

MON-23000 ﾓﾅｰﾄﾞ  ｼﾞｬｹｯﾄ モデル エクステンド　Ｗプロライナ+革 トップグリップラバー　３姿勢用 ¥192,000
MON-20000 ﾓﾅｰﾄﾞ  ｼﾞｬｹｯﾄ モデル スーパー　　　Ｗキャンバス+革 スーパーグリップﾗﾊﾞｰ  ３姿勢用 ¥132,100
MON-24000 ﾓﾅｰﾄﾞ ｽﾞﾎﾞﾝ モデル エクステンド　Ｗプロライナ+革 トップグリップラバー  ３姿勢用 ¥163,200
MON-21000 ﾓﾅｰﾄﾞ ｽﾞﾎﾞﾝ モデル スーパー　　　Ｗキャンバス+革 スーパーグリップﾗﾊﾞｰ  ３姿勢用 ¥118,200

〇モーチェ (ドイツ) ISSF2013年規則適合品　納期約５０日

MUC-661 ﾓｰﾁｪ   ｼﾞｬｹｯﾄ ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾀｰｹﾞｯﾄ モデル JAKOSITS　レザーモデル　ランニングターゲット専用 ¥157,200

■ 射撃装具修理 市販品全ての射撃装具類の修理が可能です　下記以外はお問い合わせください

SCJ ALTER ｼﾞｬｹｯﾄ 修理　両袖先端カット～補正　規則7.5.4.8のラバー補正代金別途 ¥11,700~
SCJ ALTER ｼﾞｬｹｯﾄ 修理　胸囲・ウェスト・ヒップの各部位の縮小＋補正 ¥25,500~
SCJ ALTER ｼﾞｬｹｯﾄ 修理　胸囲・ウェスト・ヒップの各部位の拡張＋補正 ¥20,100~
SCJ ALTER ｼﾞｬｹｯﾄ 修理　前肩ラバー交換（バットプレート接触部）トップグリップラバー厚み２ｍｍ使用 ¥16,100~
SCJ ALTER ｼﾞｬｹｯﾄ 修理　ボタンホールパネル全部の交換 ¥20,900~
SCJ ALTER ｽﾞﾎﾞﾝ 修理　裾部カット～ジッパー補正 ¥15,700~
SCJ ALTER ｽﾞﾎﾞﾝ 修理　ウェスト・ヒップ・両脚の各部位の縮小＋補正 ¥18,300~
SCJ ALTER ｽﾞﾎﾞﾝ 修理　ファスナー交換　上下開閉仕様　片足のみ ¥15,600~
SCJ ALTER ﾌﾞｰﾂ 修理　靴底　つま先から踵までの規則適合・柔軟性適合　１ペア ¥4,400~
SCJ ALTER ﾌﾞｰﾂ 修理　靴高　２／３規則への適合　上部のカッティングと補正　１ペア ¥4,400~

既成 Lady's アンダーウェア着用サイズ

サイズ 30 32 34 36 38
胸　囲 72 76 80 84 88

ウェスト 54 57 60 63 67
ヒップ 79 82 86 90 94
袖　丈 59 59 59 59 59
脚　周 49 50 50 51 52
身　長 155 158 162 165 168

http://4112.o.oo7.jp/image/SCJ_STD_J.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/SCJ_STD_J.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/SCJ_STD_J.jpg
http://4112.o.oo7.jp/cap_form_nsg+olm_2022.pdf
http://4112.o.oo7.jp/image/CAP_NSG.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/CAP_SQU.jpg
http://www.capapiesports.com/search/998/brand/1/cat/903/prod_id/208/
http://4112.o.oo7.jp/image/CAP_NSG.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/CAP_OLP.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/CAP_SQU.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/CAP_PRO.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/CAP_NSG.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/CAP_OLP.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/CAP_SQU.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/CAP_PRO.jpg
https://shop.ahg-anschuetz.de/media/image/09/3e/00/95100-Evotop_jacket_front_neu_600x600.jpg
http://www.hitex.cz/en/match-c6.htm
https://shop.ahg-anschuetz.de/media/image/c5/5b/cd/95101-Evotop_pants_front_600x600.jpg
http://www.hitex.cz/en/match-c11.htm
https://shop.ahg-anschuetz.de/media/image/04/39/57/99149.jpg
https://shop.ahg-anschuetz.de/media/image/35/52/d2/schiessjacke_monaco_comfort.jpg
https://shop.ahg-anschuetz.de/media/image/a3/fd/b5/schiesshose_subratex_600x600.jpg
https://shop.ahg-anschuetz.de/media/image/d9/2c/46/141.jpg
http://www.kurtthune.com/products/jackets/shooting jacket
http://www.kurtthune.com/products/jackets?product_id=126
http://www.kurtthune.com/products/jackets?product_id=56
http://www.kurtthune.com/image/cache/catalog/Housut/HYBRID-PRO-500x500.jpg
http://www.kurtthune.com/products/jackets?product_id=126
http://www.sauer-shootingsportswear.de/index.php/en/shootingjackets/advantage-extra
http://www.sauer-shootingsportswear.de/index.php/en/shootingjackets/advantage-canvas
http://www.sauer-shootingsportswear.de/index.php/en/shooting-trousers/comfort-extra
http://www.sauer-shootingsportswear.de/index.php/en/shooting-trousers/comfort
http://shop.monard.com/clothes/model-super-extended.html
http://shop.monard.com/clothes/model-super.html
http://shop.monard.com/clothes/model-super-extended.html
http://shop.monard.com/clothes/model-super.html


2023年04月01日 発行 2023 4 6
2023年06月30日 有効 No.166 

 

注文番号 NEW 商  品  名 概     要 税込価格

■ グローブ W-ﾀｲﾌﾟ=ホワイトハードラバー使用　　Tﾗﾊﾞｰ=トップグリップラバー使用　　送料２Kgサイズ サイズ表
AHG-102 ｱﾝｼｭｯﾂ ｸﾞﾛｰﾌﾞ　B-ﾀｲﾌﾟ　ブラックハードラバー使用ブラックグリップ　黒＋黒 sucker　５本指  左右選択　　ＸＳ～ＸＬ　吸盤ラバー ｼｮｰﾄ ¥5,700
SCJ NEW ｼｰｽ    ｸﾞﾛｰﾌﾞ  W-ﾀｲﾌﾟ　ホワイトハードラバー使用スオミソリッド　黒＋灰＋各色　 ５本指　左右選択　　ＸＳ～ＸＬ　全面クルトラバー ｼｮｰﾄ ¥6,900
SCJ NEW ｼｰｽ    ｸﾞﾛｰﾌﾞ  W-ﾀｲﾌﾟ　ホワイトハードラバー使用スオミグリップ　黒＋灰＋各色　 ５本指　左右選択　　ＸＳ～ＸＬ　ｸﾙﾄﾗﾊﾞｰ+TOPgrip ｼｮｰﾄ ¥7,800
SCJ ｼｰｽ    ｸﾞﾛｰﾌﾞ  W-ﾀｲﾌﾟ　ホワイトハードラバー使用スティック　　　黒＋黒＋黒　　 ５本指　左右選択　　XS・L・XL　ｸﾙﾄ類似 手首細め ｼｮｰﾄ 在庫限 ¥5,700
SCJ ｼｰｽ    ｸﾞﾛｰﾌﾞ  W-ﾀｲﾌﾟ　ホワイトハードラバー使用トップグリップ　黒＋黒＋黒　　 ５本指　右射手のみ  ＸＳ～ＸＬ　クルト類似 ｼｮｰﾄ 在庫限 ¥6,300
KUT-SOL-ST ｸﾙﾄﾂｰﾝ ｸﾞﾛｰﾌﾞ　W-ﾀｲﾌﾟ　ホワイトハードラバー使用ソリッド　　　　黒＋灰 　　　　５本指  左右選択    ＸＳ～ＸＸＬ ｼｮｰﾄ ¥14,600
KUT-SOL-LG ｸﾙﾄﾂｰﾝ ｸﾞﾛｰﾌﾞ　W-ﾀｲﾌﾟ　ホワイトハードラバー使用ソリッド　　　　黒＋黄　　　　 ５本指  右射手のみ  Ｌ～ＸＬ ﾛﾝｸﾞ 在庫限 ¥9,000
SAU-303 ｻﾞﾜｰ   ｸﾞﾛｰﾌﾞ　ｴﾝﾎﾞｽ プレミアム 厚手 黒＋白ライン 　５本指　左右選択　　ＸＳ～ＸＸＬ ｼｮｰﾄ ¥13,100
AHG-122･122C ｱﾝｼｭｯﾂ ｸﾞﾛｰﾌﾞ　B-ﾀｲﾌﾟ　ブラックハードラバー使用コンセプト１　ゲルパッド新素材 ５本指　右射手のみ  Ｓ～ＸＬ 122-黒+黒 122-C灰+赤 ｼｮｰﾄ ¥10,200
AHG-98 ｱﾝｼｭｯﾂ ｸﾞﾛｰﾌﾞ　ｹﾞﾙ コンタクト 薄手 灰＋黒　　　 　５本指　右射手のみ　ＸＳ～Ｌ ｼｮｰﾄ ¥8,600
AHG-118 ｱﾝｼｭｯﾂ ｸﾞﾛｰﾌﾞ　ｿﾌﾄ コンタクト 薄手 灰＋黒　　　 　５本指　右射手のみ　ＸＳ～Ｌ ﾛﾝｸﾞ ¥7,900
SAU-310 ｻﾞﾜｰ   ｸﾞﾛｰﾌﾞ　ｿﾌﾄ contact４　グリッピング用　黒　５本指　左右選択　　ＸＸＳ～ＸＸＬトリガー用 ｼｮｰﾄ ¥5,600
AHG-99 ｱﾝｼｭｯﾂ ｸﾞﾛｰﾌﾞ　ｹﾞﾙ トリガー　 グリッピング用　青　５本指　右射手のみ　ＸＳ～Ｌ　　　トリガー用 GEL入ｼｮｰﾄ ¥5,000
AHG-121 ｱﾝｼｭｯﾂ ｸﾞﾛｰﾌﾞ　ｿﾌﾄ トリガー　 グリッピング用　青　５本指　右射手のみ　ＸＳ～Ｌ　　　トリガー用 ｼｮｰﾄ 在庫限 ¥5,800
AHG-119 ｱﾝｼｭｯﾂ ｸﾞﾛｰﾌﾞ　ｿﾌﾄ トリガー　 グリッピング用　紺　５本指　右射手のみ　ＸＳ～Ｌ　　　トリガー用 ﾛﾝｸﾞ 在庫限 ¥7,100
MAL-004-0204 ﾒﾝﾈﾙ   ｸﾞﾛｰﾌﾞ　ｿﾌﾄ トリガー　 グリッピング用　黒　５本指　右射手のみ　ＸＸＳ～Ｌ　　トリガー用 ﾛﾝｸﾞ ¥4,000
SAU-319･321 ｻﾞﾜｰ   ｸﾞﾛｰﾌﾞ　Tﾗﾊﾞｰ　トップグリップラバー使用トップモデル　　青＋黒 　　　　５本指  右射手のみ  Ｓ～ＸＬ　　在庫限 ｼｮｰﾄ・ﾛﾝｸﾞ ¥14,600
AHG-117 ｱﾝｼｭｯﾂ ｸﾞﾛｰﾌﾞ　Tﾗﾊﾞｰ　トップグリップラバー使用コンフォート　　黒＋灰 　　　　５本指  右射手のみ  ＸＳ～ＸＬ　在庫限 ﾛﾝｸﾞ 在庫限 ¥11,000
SAU-314 ｻﾞﾜｰ   ｸﾞﾛｰﾌﾞ  ﾐﾄﾝﾀｲﾌﾟスペシャルプロン紫or黒 　　　　伏射用　右射手のみ　Ｓのみ　　　在庫限 ｼｮｰﾄ ¥12,800
SCJ ﾊﾅﾏﾙ 　ﾁｬｺｰﾙﾊﾞｯｸﾞ グローブ除湿+消臭バッグ　竹炭　グローブの型崩れを防止　天日干しで再々可能　使用期限２年 ¥330

■ ブーツ・シューズ NEW:発売後１年未満の製品　　★：モデルチェンジ製品　射撃靴はスニーカーサイズより+0.5～1.0cmを推奨します

ヨーロッパサイズ;ｃｍ　３５;22.0　３６;22.7　３７;23.4　３８;24.2　３９;24.9　４０;25.6　４１;26.3　４２;27.0　４３;27.7　４４;28.4　４５;29.1　４６;30.0

SCJ ｼｰｽ   ﾌﾞｰﾂ ﾏｯﾁ 2023 ３６～４６ｻｲｽﾞ　　黒＋黒　ザワー3020＋ＡＨＧ135混合デザイン　幅広甲高＋側面ハードタイプ ¥30,000
SAU-3020 ｻﾞﾜｰ   Perfect TOP ３５～４５ｻｲｽﾞ　　黒＋赤　幅広甲高でベストフィット　側面ハードタイプ ¥45,000
SAU-1017 ｻﾞﾜｰ   Perfect TOP BB バックルベルト　　靴紐ペアセット 赤・黄・銀・青・桃・橙 選択　Perfect TOP 専用品　紺・緑・青緑・黄緑・薄桃・紫・白は受注¥5,300
AHG-135 ｽﾃﾝﾊﾞｰｸﾞ ﾌﾞｰﾂ ｽﾄﾛﾝｸﾞ ３６～４４ｻｲｽﾞ　　灰＋黒　幅広甲高でベストフィット　側面ハードタイプ ¥45,000
AHG-137 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾌﾞｰﾂ ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ 39･40･45･46ｻｲｽﾞ 　黒＋灰　幅広甲高でベストフィット　側面ハードタイプ 在庫限 ¥32,000
COR-BT ｺﾗｰﾐ   ﾌﾞｰﾂ  ｽｲｽ ３９～４４ｻｲｽﾞ　　黒＋灰　靴紐固定機構　幅広甲高でベストフィット　靴紐５種 在庫限 ¥48,000
AHG-99300 ｸｽﾀｰﾏﾝ ﾌﾞｰﾂ 36・41・42ｻｲｽﾞ　　灰＋黒　モデルモナコ　幅広甲高　　側面ハードタイプ 在庫限 ¥34,400
KUT-EVOLUTION ｸﾙﾄﾂｰﾝ ﾌﾞｰﾂ ３７～４４ｻｲｽﾞ　　黒＋灰＋黄　エヴォリューション 在庫限 ¥38,000
KUT-X9 ｸﾙﾄﾂｰﾝ ﾌﾞｰﾂ ３６～４８ｻｲｽﾞ　　黒＋赤　モデルＸ９ 受注 ¥61,200
SCJ ｼｰｽ   ｼｭｰｽﾞ ﾏｯﾁ ３６～４６ｻｲｽﾞ　　黒　SAUER-3030デザイン　ピストル／クレー／ＲＴ使用可 ¥25,400
SAU-3030 ｻﾞﾜｰ   ｼｭｰｽﾞ Easy TOP ３９～４４ｻｲｽﾞ　　白＋赤　ピストル／クレー／ランニングターゲット使用可 tongue ¥43,700
COR-SC ｺﾗｰﾐ   ｼｭｰｽﾞ ｽｲｽ ３６～４４ｻｲｽﾞ　　黒＋灰　ピストル／クレー／ＲＴ使用可　黒灰 紐固定機構 在庫限 ¥45,000
AHG-134 ｱﾝｼｭｯﾂ ｼｭｰｽﾞ ３６～４８ｻｲｽﾞ　　灰＋黒　ピストル／クレー／ランニングターゲット使用可 受注 ¥39,700
SCJ ｼｰｽ   ｿｰﾙﾂﾘｰ 靴底矯正金具　　　伸縮可能　アルミ製　SAUER-1013デザイン　ブーツと同時注文割引有 ¥5,300
KUT-CONTACT ｸﾙﾄﾂｰﾝ ｲﾝﾅｰｿｰﾙ ｺﾝﾀｸﾄ シューズ中敷き    38サイズのみ　低反発中敷＋底面に硬質コルク貼付 在庫限 ¥5,100

■ アンダ－ウェアー NEW:発売後１年未満の製品

SCJ ｼｰｽ    ｳｪｱ 黒襟付　モデル クール　　マイクロフリース素材　薄め　クルト類似　上着のみ 在庫限 ＸＸＳ～ＸＳ ¥9,800
CAP-1075+1076 ｶﾊﾟﾋﾟｰ   ｳｪｱ 黒襟付　モデル capiflex　マイクロフリース素材　薄め　上下セット ＸＳ～ＸＬ ¥19,600
CAP-1075 ｶﾊﾟﾋﾟｰ   ｳｪｱ 黒襟付　モデル capiflex　マイクロフリース素材　薄め　上着のみ ＸＳ～ＸＬ ¥11,600
MOU-414 ﾓｰﾁｪ     ｳｪｱ 黒／緑　モデル クール　　マイクロフリース素材　厚め　白／青は受注　在庫限 ＸＸＳ～ＸＬ ¥24,100
MOU-311 ﾓｰﾁｪ     ｳｪｱ 黒／黄　モデル ウォーム　マイクロフリース素材　厚め　上着のみ　在庫限 ＸＳ～Ｌ ¥19,500
SAU-135･136 ｻﾞﾜｰ     ｳｪｱ ﾃｸﾆｶﾙ 黒襟付　シームレスフリース　薄め　発汗保温作用 筋肉支持効果　男女別　上着のみ ＸＳ～ＸＬ受注 ¥21,900
SAU-140 ｻﾞﾜｰ     ｳｪｱ 黒　襟付　マイクロフリース素材厚め　上着のみ ＸＳ～Ｌ受注 ¥37,900
CWX-HKO-X83 ﾜｺｰﾙ     ｻﾎﾟｰﾄｷﾞｱ 黒襟無　ピストル用ウェア クールマックス合成材　薄め 半袖 男女日本ｻｲｽﾞ上着Ｍのみ 在庫限 ¥20,900
SCJ ｼｰｽ    ﾊﾟﾝﾂ 黒のみ　モデル クール　　マイクロフリース素材　薄め　クルト類似　ボトムズ 在庫限 ＸＸＳ～Ｓ ¥6,200
CAP-1076 ｶﾊﾟﾋﾟｰ   ﾊﾟﾝﾂ 黒襟付　モデル capiflex　マイクロフリース素材　薄め　ボトムズ ＸＳ～ＸＬ ¥8,500
MOU-424 ﾓｰﾁｪ     ﾊﾟﾝﾂ 黒／黄　モデル クール　　マイクロフリース素材　薄め　ボトムズ　在庫限 Ｍ～Ｌ ¥15,500
SAU-137･138 ｻﾞﾜｰ     ｳｪｱ ﾃｸﾆｶﾙ 黒襟付　シームレスフリース薄め　発汗保温作用　筋力サポート効果 男女別 ｽﾞﾎﾞﾝのみ XS～XL  受注 ¥17,000

■ スリング・スリング備品 スリングにはショルダーベルトは含まれておりません。

AHG-334 ｱﾝｼｭｯﾂ ｽﾘﾝｸﾞ ｺﾝﾀｸﾄ 黒　シンセ製  クルトと同一デザイン　ロジックベルトと同じ素材　据銃中の微調整不可　-4cmｼｮｰﾄ有 ¥11,900
KUT-Mod-II ｸﾙﾄﾂｰﾝ ｽﾘﾝｸﾞ 緑　シンセ製　モデルII　オーソドックス　据銃中の微調整不可 ¥14,500
ALB-37020 ｱｶｰ 　 ﾛｼﾞｯｸﾍﾞﾙﾄ 灰　シンセ製　据銃中の微調整可能　テンションタイプ　左右切替可能  厚さ1.5mm ¥20,100
ALB-37023 ｱｶｰ 　 ｼｮﾙﾀﾞｰﾍﾞﾙﾄ 灰　シンセ製　ショルダー用ベルト　ロジックベルト専用 ¥3,300
CEN-1996-0001 ｾﾝﾄﾗ   ｽﾘﾝｸﾞ 灰　シンセ製　据銃中の微調整可能　テンションタイプ　バックルロック可能 ¥26,600
CEN-1996-0005 ｾﾝﾄﾗ   ｽﾘﾝｸﾞ 茶　堅厚革製　据銃中の微調整可能　テンションタイプ　バックルロック可能 ¥29,000
CEN-1996-0010 ｾﾝﾄﾗ   ｽﾘﾝｸﾞｺﾈｸﾄ 灰　シンセ製　ショルダー用ベルト　セントラスリング用　CONNECT ¥6,200
GEH-435B ｹﾞｰﾏﾝ　ｽﾘﾝｸﾞ 青　シンセ製　据銃中の微調整可能　テンションタイプ　腕が長い射手に推奨 受注 ¥15,900
SAU-625 ｻﾞﾜｰ   ｽﾘﾝｸﾞ EXAKT-4 ｸﾘｱ 透明プラ　据銃中の微調整可能　テンションタイプ 受注 ¥30,600
JGA-011470 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾊﾞｲｱｽﾛﾝ ｽﾘﾝｸﾞ 黒　シンセ製  左右選択 ﾀｰｹﾞｯﾄｽﾘﾝｸﾞ／ｱｰﾑｽﾘﾝｸﾞ／ﾊﾝﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ付き　Biathlonset ¥39,700
JGA-015390 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾊﾞｲｱｽﾛﾝ ﾊｰﾈｽ 黒　シンセ製　Ｖ字型ハーネス　COMFORT LIGHT　（赤は受注） ¥46,100
LAR-10135.2020 ﾗｰｾﾝ   ﾊﾞｲｱｽﾛﾝ ﾊｰﾈｽ 白　レザー製　Ｖ字型ハーネス　2021モデル ¥53,400

■ ニーリングロール・パッド ニーリングロールにはフィラー（内容物）は入っておりません　下記より選択下さい

SCJ ｼｰｽ 　ﾆｰﾘﾝｸﾞﾛｰﾙ GR MEC-290デザイン　キャンバス＋ノンスリップラバー　直径130mm　青黒=ﾉｰﾏﾙ　緑黒=柔軟 選択 ¥7,000
KUT-KNE ｸﾙﾄﾂｰﾝ ﾆｰﾘﾝｸﾞﾛｰﾙ モデルマウス　バックスキン製　色在庫ご確認下さい 直径145mm・120mm 選択 ¥10,600
MEC-500999X ﾒｯｸ    ﾆｰﾛｰﾙ 290 ｱｷﾚｽ 青／黒　正面両側にノンスリップラバー貼付　内部にフエルト貼付 直径150mm・130mm・120mm 選択 ¥12,200
SAU-202 ｻﾞﾜｰ   ﾋｰﾙﾊﾟｯﾄﾞ ニーリング姿勢でのヒップと踵部へ挟むパッド　全面ノンスリップラバー仕様　20x15x0.5cm ¥5,200
SCJ ｼｰｽ   ﾌﾟﾗﾌｨﾗｰ ニーロール用の摩擦樹脂　３mm粒子　半永久的に形状変化しません　4.0L相当　重量感 １個分 ¥2,800
SCJ ｼｰｽ   ｺﾙｸﾌｨﾗｰ ニーロール用破砕コルク　３mm～５mm粒子　経年変形防止加工済み　600g相当　軽量感 １個分 ¥2,200

ＸＸＳ 身長 146～152cm 胸囲～72cm ウェスト～70cm Ｍ 身長 168～175cm 胸囲～100cm ウェスト～85cm

ＸＳ 身長 153～159cm 胸囲～76cm ウェスト ～73cm Ｌ 身長 176～183cm 胸囲～112cm ウェスト～96cm
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注文番号 NEW 商  品  名 概     要 税込価格

■ 衣類アクセサリー NEW:発売後１年未満の製品　★：モデルチェンジ製品

SCJ ｼｰｽ   ﾎﾞﾀﾝﾂｰﾙ ジャケットのボタンを簡単に填められるスプーンツール　AHG-1202類似 ¥1,700
SCJ NEW ｼｰｽ   ﾍﾞﾙﾄ ズボン用シンセティックベルト　黒　ＡＨＧ－１５１と同じ素材　長さ115cm　厚み2.5mm －

AHG-151 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾍﾞﾙﾄ ズボン用シンセティックベルト　黒　ロジックベルトと同じ素材　長さ115cm　厚み2.5mm ¥6,600
KUT-BELT ｸﾙﾄﾂｰﾝ ﾍﾞﾙﾄ ズボン用シンセティックベルト　黒　クルトスリングと同じ素材　長さ115cm　厚み2.5mm ¥8,600
GEH-424K ｹﾞｰﾏﾝ　ｻｽﾍﾟﾝﾀﾞｰ クリップタイプ　青　２ショルダー ¥3,300
GEH-424 Braces PRO ｹﾞｰﾏﾝ　ｻｽﾍﾟﾝﾀﾞｰ 縫い付けタイプ　黒　１ショルダー ¥5,500
KUT-BRACE-C ｸﾙﾄﾂｰﾝ ｻｽﾍﾟﾝﾀﾞｰ1S 専用フック仕様　黒　１ショルダー　赤も有り ¥4,900
KUT-BUTTON ｸﾙﾄﾂｰﾝ ﾎﾞﾀﾝ ジャケット用２５Φ　アルミ製　黒（青・赤・緑・白 在庫限）　１個単位 ¥1,000
AHG-189 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾎﾞﾀﾝ ジャケット用２５Φ　アルミ製　銀　１個単位 ¥1,000
AHG-199 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾎﾞﾀﾝ ジャケット用２５Φ　プラスチィック製　黒・白 選択　ズボン用１２Φ　黒　１個単位 ¥700
CAP ｶﾊﾟﾋﾟｰ ｶﾊﾞｰﾊﾞｯｸ ライフル装具の専用バック　緑　ナップサック式　ジャケット＆ズボン 同時収納可 68x48x07cm ¥5,000
HTX-BAGMASTER HITEX  ﾊﾞｯｸﾏｽﾀｰ ライフル装具の専用カバー　黒　ポリ＆メッシュ生地　ｼﾞｬｹｯﾄ用・ズボン用 選択 ¥1,800

■　ハイサイトブロック NEW:発売後１年未満の製品　　★：モデルチェンジ製品　　トラック：左右オフセット可能

SCJ ｼｰｽ    ﾊｲｻｲﾄ 黒・銀　高さ10-14-18-22mm 可変可能　３段階トラック可能　JGA･FWB CLUBと同仕様 ¥9,500
SCJ ｼｰｽ    ﾊｲｻｲﾄ 黒・銀　高さ10-14-18-22mm 可変可能　３段階トラック可能　WALTHER CLUBと同仕様 ¥10,500
CEN-1991-590X ｾﾝﾄﾗ   ﾊｲｻｲﾄ CLUB 銀のみ　高さ10-14-18-22mm 可変可能　３段階トラック可能　JGA･FWB･WAL･STY･BLE 選択 ¥12,500
CEN-1991-390X ｾﾝﾄﾗ   ﾊｲｻｲﾄ BLOCK MAX 銀のみ　高さ18～27mmH　１mm毎高さ可変可能　JGA･FWB･WAL 選択 受注 ¥19,900
GEH-848 ｹﾞｰﾏﾝ　ﾊｲｻｲﾄ 黒　高さ11～17mmH　スライド式　JGA･FWB 選択 ¥19,500
GEH-844 ｹﾞｰﾏﾝ　ﾊｲｻｲﾄ ﾏﾙﾁ 銀　高さ13～28mmH　1･2･4･8mm毎の高さ可変可能 １段階トラック可能  JGA･FWB･WAL 選択受注 ¥16,400
GEH-844RX ｹﾞｰﾏﾝ　ﾊｲｻｲﾄ ﾚｰﾙ ABOVE ハイサイトレール　全長152mm　８４４リアの付け替え用　JGA･FWB･WAL 選択 受注 ¥5,300
CEN-1991-220X ｾﾝﾄﾗ   ﾊｲｻｲﾄ 8H BLOCK8 銀　高さ８ｍｍ　アンシュッツ・バウ・ワルサー・ステイヤー・ブレイカー のいづれかを選択 ¥9,600
CEN-1994-0040 ｾﾝﾄﾗ   ﾊｲｻｲﾄ 8H ﾗｲｻﾞｰ 銀　高さ８ｍｍ　縦割２分割式　アンシュッツ／バウ／ワルサーに互換性があります ¥10,500
AHG-6922･21･20 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾊｲｻｲﾄ 18H XXL 黒　高さ１８ｍｍ　アンシュッツ・バウ・ワルサーのいづれかを選択 ¥10,600
JGA-001064 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾊｲｻｲﾄ 8H 黒　高さ８ｍｍ　モデル2001～2013用　フロント／リア セット 6817 ¥13,400
JGA-009161 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾊｲｻｲﾄ 8H 黒　高さ８ｍｍ　モデル1407～1813用　フロント／リア セット 6713/2 ¥16,200
GEH-847 ｹﾞｰﾏﾝ　ﾊｲｻｲﾄ 8H 青・赤　高さ８ｍｍ アンシュッツ・バウ 選択　フロント／リア セット 在庫限 ¥9,600
WAL-279-9936 ﾜﾙｻｰ　 ﾊｲｻｲﾄﾌﾞﾛｯｸ UP 銀　高さ９ｍｍ  フロント／リア セット　Walther全般　２組セット ¥15,100
FWB-1752-9152 ﾊﾞ ｳ   ﾊｲｻｲﾄﾌﾞﾛｯｸ 8H 黒　高さ８ｍｍ　ハイサイトブロックセット  フロント／リア セット   バウ製品全般 受注 ¥8,200
CEN-1991-020XR ｾﾝﾄﾗ   ﾊｲｻｲﾄ 8H BLOCK8R 銀　高さ８ｍｍ　リアサイト用ハイサイト　アンシュッツ・バウ・ワルサー・ステイヤー 選択 ¥5,800
CEN-1991-020XF ｾﾝﾄﾗ   ﾊｲｻｲﾄ 8H BLOCK8F 銀　高さ８ｍｍ　ﾌﾛﾝﾄサイト用ハイサイト　アンシュッツ・バウ・ワルサー・ステイヤー 選択 ¥5,800
JGA-004450 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾊｲｻｲﾄ 8H 黒　高さ８ｍｍ　リアサイト用ハイサイト  アンシュッツ用　6817-U1 ¥11,200
JGA-004451 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾊｲｻｲﾄ 8H 黒　高さ８ｍｍ　ﾌﾛﾝﾄサイト用ハイサイト  アンシュッツ用  6817-U2 ¥12,800
CEN-1993-00X0 ｾﾝﾄﾗ   ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｸ 8H 銀　高さ８ｍｍ　ハイサイト仕様　リアのみ　アクションスタビライザ　JGA･FWB･WAL 兼用仕様 ¥3,300
CEN-1993-00X1 ｾﾝﾄﾗ   ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｸ 8H 銀　高さ８ｍｍ　ハイサイト仕様　前後ｾｯﾄ　 アクションスタビライザ　JGA･FWB･WAL 選択 ¥31,700
CEN-1993-0060 ｾﾝﾄﾗ   ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｸ 8H EXTENT銀　高さ８ｍｍ　ハイサイト仕様　リアのみ　アクションスタビライザ　スコープ用長さ220mm ¥30,400
GEH-859A ｹﾞｰﾏﾝ　ﾊｲｻｲﾄ ｽｺｰﾌﾟﾚｰﾙ 銀　３段階に上下リフト可能　ハイサイトレール　全長254mm　レール11mm幅 受注 ¥15,100
CEN-1991-290X ｾﾝﾄﾗ   ﾊｲｻｲﾄ TRACK 銀　左右スライド　高さ９ｍｍ　左右トラック~15mm  JGA･FWB･WAL 選択 ¥16,000
CEN-1991-490X ｾﾝﾄﾗ   ﾊｲｻｲﾄ TRACK MAX 銀　高さ左右スライド　高さ22~27mmH　1mm毎可変　ﾄﾗｯｸ~15mm　JGA･FWB･WAL 選択 ¥28,600
GEH-849 ｹﾞｰﾏﾝ　ﾊｲｻｲﾄ 黒　高さ左右スライド　高さ11~17mmH　左右ﾄﾗｯｸ~6mm　JGA･FWB･WAL 選択 受注 ¥21,400
GEH-593 ｹﾞｰﾏﾝ　ﾊｲｻｲﾄ ｷｬﾝﾃｨﾝｸﾞ 黒　ハイサイトセット　Ｒ方向に回転可能　内径１８Φフロントサイト付き　JGA･FWB･WAL 選択在庫限 ¥42,200
TEO-SYSTEM ﾃｸﾛ    ﾊｲｻｲﾄ ｼｽﾃﾑ 灰　高さ左右スライド　高さ10mmH~ (ｽﾍﾟｰｻｰ必要)　ﾄﾗｯｸ可~14mm　Waltherのみ 在庫限 ¥10,700
TEO-SYSTEM-P ﾃｸﾛ    ﾊｲｻｲﾄ ｽﾍﾟｰｻｰ 灰　高さ調整スペーサ　システム用　フロントリアセット　高さ4･6･8mmH 選択 在庫限 ¥2,900
CEN-1991-210X ｾﾝﾄﾗ   ﾊｲｻｲﾄ 4H BLOCK4 銀　高さ４ｍｍ　アンシュッツ・バウ・ワルサー 選択 ¥6,600
AHG-6923 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾊｲｻｲﾄ 4H 黒　高さ４ｍｍ　アンシュッツ1903～9015　ネジなし圧入タイプ 受注 ¥7,200

■ アイピース・フィルター セントラ製品の本体色は黒・青・赤・銀から選択可能です

CEN-1911-3001 ｾﾝﾄﾗ   ｱｲﾋﾟｰｽ COMBI 0.5-3.0可変　５色／偏光フィルター付き　接眼部(黒・ｵﾚﾝｼﾞ)･本体色 選択 ¥23,800
CEN-1920-2001 ｾﾝﾄﾗ   ｱｲﾋﾟｰｽ COMPET 0.8-1.8可変　10色／偏光フィルター付き　接眼部 黒　本体色 黒 ¥27,800
CEN-1911-1001 ｾﾝﾄﾗ   ｱｲﾋﾟｰｽ FILTER 0.5-3.0可変　５色カラーフィルター付き　接眼部 黒　本体色 選択 ¥19,600
GEH-569 ｹﾞﾞｰﾏﾝ ｱｲﾋﾟｰｽ FILTER 0.5-3.0可変　６色カラーフィルター付き　接眼部 黒　青1+灰5色ダークフィルター付き ¥31,900
CEN-1911-2001 ｾﾝﾄﾗ   ｱｲﾋﾟｰｽ POL 0.5-3.0可変　偏光フィルター付き　　　　接眼部 黒　本体色 選択　 ¥19,100
CEN-1911-0001 ｾﾝﾄﾗ   ｱｲﾋﾟｰｽ BASIC 0.5-3.0可変のみのアイピース　　　　　　接眼部 黒　本体色 選択 ¥10,400
CEN-1920-5001 ｾﾝﾄﾗ   ｱｲﾋﾟｰｽ TINY 0.8-1.8可変　５色カラーフィルター付き　接眼部 黒　小型　直径２０ｍｍ ¥24,500
CEN-1920-5002 ｾﾝﾄﾗ   ｱｲﾋﾟｰｽ CRYSTAL 0.8-1.8可変のみのアイピース SPYｻｲﾄ向き 接眼部 黒　小型　直径１０ｍｍ　周辺部透過 ¥16,600
CEN-1920-4003 ｾﾝﾄﾗ   ｱｲﾋﾟｰｽ BASIC-SL 0.8-1.8可変のみのアイピース　　　　　　接眼部 黒　本体色 黒　スタートライン 在庫限 ¥7,900
CEN-1990-3020･21 ｾﾝﾄﾗ   ｻｲﾄﾘﾝｸﾞﾐﾗｰ アイピース付替用ミラー　ご自身で瞳位置が観察でき正照準チェックに有効 ﾉｰﾏﾙ･ｽﾀｰﾄﾗｲﾝ 選択 ¥7,000
CEN-1990-3020-gk ｾﾝﾄﾗ   ｻｲﾄﾘﾝｸﾞﾐﾗｰ アイピース付替用ミラー　ご自身で瞳位置が観察でき正照準チェックに有効 ゲーマン用 ¥9,100
GEH-508 ｹﾞｰﾏﾝ  ｱｲﾋﾟｰｽ ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ アイピース付替ｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰ ６個　青/赤/緑/黄/銀/黒　ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ製  ワンタッチ取付 ¥16,400
GEH-507 ｹﾞｰﾏﾝ  ｱｲﾋﾟｰｽ ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ アイピース付替ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ  ６個　青/赤/緑/黄/銀/黒　ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ製  ワンタッチ取付 ¥5,700
CEN-1990-3000 ｾﾝﾄﾗ   ｱｲﾋﾟｰｽ ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ アイピース付替ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ  ５個  青/赤/緑/黄/銀 　　ｱﾙﾐ製　スモールサイズ ¥5,000
CEN-1990-3010 ｾﾝﾄﾗ   ｱｲﾋﾟｰｽ ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ アイピース付替ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ  ６個  青/赤/緑/黄/銀/黒　ｱﾙﾐ製　フィルター取付用ビッグサイズ ¥5,000
CEN-1990-3023 ｾﾝﾄﾗ   ｱｲﾋﾟｰｽ ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ アイピース付替ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ  黒単品　フィルター取付用ビッグサイズ　 ¥4,500
CEN-1990-4000 ｾﾝﾄﾗ   ﾌｨﾙﾀｰｾｯﾄ アイピース付替ｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰ 10色　取付は上記カラーリングビッグサイズが必要です ¥27,800
CEN-1990-40XX ｾﾝﾄﾗ　 ﾌｨﾙﾀｰ 上記の単品 淡灰･灰･濃灰･黄･橙･緑･茶･C-41ﾌﾞﾙｰ･C-41UV･C-41ﾋﾟｰﾁ 10色より選択 ¥3,000
CEN-1991-8810 ｾﾝﾄﾗ　 ﾌｨﾙﾀｰ デュープレックス・ＳＰＹサイト装着用　前部装着用の偏光フィルター　POL-LENS 受注 ¥8,400
CEN-0307002 ｾﾝﾄﾗ   ｱｲﾋﾟｰｽ ﾊﾟｰﾂ wheel with polarization disc　偏光フィルター内部のディスクパーツ ¥9,200

Ｓｃｈｉｅｓｓ Ｊａｐａｎ 銃刀法に関するお問い合わせはお電話で  ０５５－９３４－４１１２
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注文番号 NEW 商  品  名 概     要 税込価格

■ インサート セントラ製品の本体色は黒・青・赤から選択可能です

シングルモデル 内径のみの可変 本体色は黒・青・赤・銀から選択可能です

CEN-1950-050X ｾﾝﾄﾗ　 ｲﾝｻｰﾄ STD  -M22 2.8-4.8 可変／レティクル水平　十字への切替は不可　　 本体色 黒　内径２２Φ ¥16,000
CEN-1950-450X ｾﾝﾄﾗ　 ｲﾝｻｰﾄ GLASS-M22 2.8-4.8 可変／レティクルなし  クリアー(3.8-5.8 有り) 本体色選択 内径２２Φ ¥19,600
CEN-1960-350X ｾﾝﾄﾗ　 ｲﾝｻｰﾄ SWING-M22 2.8-4.8 可変／レティクル水平～十字切替可能 ｽｨﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 本体色選択 内径２２Φ ¥19,600
CEN-1950-4531 ｾﾝﾄﾗ　 ｲﾝｻｰﾄ GLASS-M22 8.0-10.0可変／レティクルなし  クリアー　ﾘﾝｸﾞ幅2.0　　本体色 黒　内径２２Φ ¥19,600
CEN-1960-3508 ｾﾝﾄﾗ　 ｲﾝｻｰﾄ SWING-M22 5.0-7.5 可変／レティクル水平～十字切替可能 ｽｨﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 本体色 黒　内径２２Φ ¥19,600
CEN-1950-0202 ｾﾝﾄﾗ　 ｲﾝｻｰﾄ STD  -M18 2.8-4.8 可変／レティクル水平　切替え無し  (3.3-5.8 有り) 本体色 黒 内径１８Φ ¥16,000
CEN-1950-220X ｾﾝﾄﾗ　 ｲﾝｻｰﾄ VARIO-M18 2.8-4.8 可変／レティクル水平～十字切替え  (3.8-5.8 有り) 本体色 黒 内径１８Φ ¥18,300
CEN-1950-420X ｾﾝﾄﾗ　 ｲﾝｻｰﾄ GLASS-M18 2.8-4.8 可変／レティクルなし  クリアー    (3.8-5.8 有り) 本体色 選択 内径１８Φ ¥19,600
CEN-1960-220X ｾﾝﾄﾗ　 ｲﾝｻｰﾄ SWING-M18 2.5-5.0 可変／レティクル水平～十字切替え  (3.3-5.8 有り) レティクル回転　ｽｨﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 18Φ ¥19,600
CEN-1994-0026･27 ｾﾝﾄﾗ　 ｲﾝｻｰﾄ POL DOUBLEフロントサイト用　偏光フィルター　電子標的のハレーション軽減　１８Φ･２２Φ 選択 ¥12,000
GEH-531 ｹﾞｰﾏﾝ　ｲﾝｻｰﾄ 2.8-4.8 可変／レティクルなし　クリアー　内径１８Φ　偏光フィルター付き 在庫限 ¥26,300
GEH-538 ｹﾞｰﾏﾝ　ｲﾝｻｰﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ Ｍ２２フロントサイトグローブに可変式インサートが装着できるようになります ¥3,900
Ｄｕｏモデル　内径と外径が独立して可変 本体色は黒・青・赤・銀から選択可能です　同額で 3.8-5.8/7.6-10.2サイズあります　JGA以外は+2％

CEN-1971-20XX ｾﾝﾄﾗ　 ｲﾝｻｰﾄ DUO-VARIO 内径・外径可変  2.8-4.8/6.4-9.0 ﾚﾃｨｸﾙ水平～十字　 JGA･FWB･WAL･本体色 選択 内径２２Φ ¥29,500
CEN-1971-40XX ｾﾝﾄﾗ　 ｲﾝｻｰﾄ DUO-GLASS 内径・外径可変  2.8-4.8/6.4-9.0 ﾚﾃｨｸﾙなしクリアー JGA･FWB･WAL･本体色 選択 内径２２Φ ¥29,500
CEN-1970-20XX ｾﾝﾄﾗ　 ｲﾝｻｰﾄ DUO-VARIO 内径・外径可変  2.8-4.8/6.4-9.0 ﾚﾃｨｸﾙ水平～十字　 JGA･FWB･WAL･本体色 選択 内径１８Φ ¥29,500
CEN-1970-40XX ｾﾝﾄﾗ　 ｲﾝｻｰﾄ DUO-GLASS 内径・外径可変  2.8-4.8/6.4-9.0 ﾚﾃｨｸﾙなしクリアー JGA･FWB･WAL･本体色 選択 内径１８Φ ¥29,500
ハイエンドモデル 単品　強化ガラス製 内径3.0～7.5を0.1単位選択（4.6以上は受注） リング幅1.0～1.4を0.1単位選択　カラーガラスは受注

CEN-194X-XX1XCI ｾﾝﾄﾗ　 ｲﾝｻｰﾄ ﾊｲｴﾝﾄﾞ 黒サークルタイプ　ガラス面クリアー　内径１８・２２Φ 選択　(M18/1.2とM22/1.0・1.2は在庫) ¥3,800
CEN-194X-XX1XCL ｾﾝﾄﾗ　 ｲﾝｻｰﾄ ﾊｲｴﾝﾄﾞ クリスタルタイプ　ガラス面クリアー　内径１８・２２Φ 選択　(M18/問合 M22/1.0・1.2は在庫) ¥3,800
ハイエンドモデル 単品　強化ガラス製 内径7.6～10.0を0.1単位選択（全て受注） リング幅1.2か1.4を選択　クリアのみ

CEN-1945-XX1X-CI ｾﾝﾄﾗ　 ｲﾝｻｰﾄ ﾊｲｴﾝﾄﾞ 黒サークルタイプ　ガラス面クリアー　内径２２Φ　内径7.6～10.0を0.1単位 選択 受注 ¥3,800
CEN-1945-XX1X-CL ｾﾝﾄﾗ　 ｲﾝｻｰﾄ ﾊｲｴﾝﾄﾞ クリスタルタイプ　ガラス面クリアー　内径２２Φ　内径7.6～10.0を0.1単位 選択 受注 ¥3,800
カラー可変モデル シングルインサート インサート黄・青・橙から選択　内径１８・２２Φから選択　本体色は黒・青・赤・銀から選択可能

インサート可変範囲　2.3-3.3・2.8-3.8・3.8-5.8から選択　リング幅1.2・1.6・2.0から選択可能

CEN-1950-4XXX ｾﾝﾄﾗ　 ｲﾝｻｰﾄ IRIS-GLAS 上記５種類を個別に選択してください 受注 ¥25,400
プラスチィック製 単品・セット・その他

AHG-9724･5･6･7 ｱﾝｼｭｯﾂ ｲﾝｻｰﾄ ﾌﾟﾗｽﾁｨｯｸ製  2.8～4.1･4.3～5.1 下記単品ｸﾘｱ- 5.3と5.5受注 Ｃリング付き １８Φ･２２Φ 選択 ¥1,800
AHG-9724~7-U8 ｱﾝｼｭｯﾂ ｲﾝｻｰﾄｾｯﾄ ﾌﾟﾗｽﾁｨｯｸ製  3.3･3.5～3.9･4.1･4.3･4.5 黄･赤･青･ｸﾘｱｰ選択 ９枚入 Constantリング付き ¥14,000
AHG-9720 ｱﾝｼｭｯﾂ ｲﾝｻｰﾄ ﾌﾟﾗｽﾁｨｯｸ製  3.2～4.8 下記の単品　クリアー　内径１８Φ　Constantリングなし 在庫限 ¥1,100
AHG-9722-U8 ｱﾝｼｭｯﾂ ｲﾝｻｰﾄｾｯﾄ ﾌﾟﾗｽﾁｨｯｸ製  3.2･3.4･3.5･3.6･3.8･4.0･4.2･4.4　灰　８枚入　内径１８Φ　Ｃリングなし在庫限 ¥7,800
AHG-9729~32 ｱﾝｼｭｯﾂ ｲﾝｻｰﾄ ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ ﾌﾟﾗｽﾁｨｯｸ製  2.8～4.7 ▲型　黄・赤・青・クリアー　内径１８Φ・２２Φ用 選択　単品 在庫限 ¥1,800
JGA-004196 ｱﾝｼｭｯﾂ ｲﾝｻｰﾄｾｯﾄ スチール製  3.2･3.4･3.6･3.8･4.0･4.1･4.3　6832用　７枚入　6522-U20 ¥6,800
JGA-00XXXX ｱﾝｼｭｯﾂ ｲﾝｻｰﾄ スチール製  2.7～3.5　6832用　上記の単品 受注 ¥1,200
AHG-9722-1･4 ｱﾝｼｭｯﾂ ｲﾝｻｰﾄ ｸﾗﾝﾌﾟ プラスティックインサート取付ホルダー　アルミ製　黒　１８Φ・２２Φ 選択 ¥1,900
CEN-19R0-0001･2 ｾﾝﾄﾗ   ｲﾝｻｰﾄ ｷｬｯﾌﾟ フロントサイト用ダストキャップ　２個セット　内径１８Φ・２２Φ用 選択　モデル ロータリー ¥1,100
AHG-9722-2 ｱﾝｼｭｯﾂ ｲﾝｻｰﾄ ｷｬｯﾌﾟ フロントサイト用ダストキャップ　２個セット　内径１８Φ・２２Φ用 選択　透明色 ¥600
GEH-505 ｹﾞｰﾏﾝ  ｱｰﾁｭﾘｰ ｱｲﾘｽ アーチュリー専用アイリス　8/32・10/32・4/65LONG 選択 受注 ¥15,100
CEN-1990-900X ｾﾝﾄﾗ　 ｺﾙﾝﾎﾞｯｸｽ ハイエンドインサート用ウッドケース　10個まで入ります　１８Φ・２２Φ用 選択 受注 ¥10,200

■ フロントサイト／オフセットベース　　　セントラ製品の本体色は黒・青・赤・銀から選択可能です

AHG-9460 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾚｰｽ ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄ フロントサイトベース　Empty ring１個付き　黒･銀 選択 ¥12,600
AHG-9465 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾚｰｽ ｲﾝｻｰﾄ ﾌﾟﾗｽﾁｨｯｸ製  2.3～11.0　単品ｸﾘｱ- 4.6以上受注　２５Φ　レース専用　Ｃリング付き ¥3,000
AHG-9469 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾚｰｽ ﾚﾍﾞﾙ 上部表示型　水泡式　モデルレース専用　Empty ring付き ¥6,400
CEN-1990-6X0X ｾﾝﾄﾗ　 ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄ ｽｺｱｰ ローフロントグローブ　スウィングタイプ　１８Φ･２２Φ･ｱﾝｼｭｯﾂ・ﾊﾞｳ・ﾜﾙｻｰ･ｽﾃｲﾔｰ選択 ¥12,900
CEN-1991-35XX ｾﾝﾄﾗ　 ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄ ｽｺｱｰC ローフロントグローブ　クリスタルタイプ　１８Φ･２２Φ･ｱﾝｼｭｯﾂ・ﾊﾞｳ・ﾜﾙｻｰ･ｽﾃｲﾔｰ選択 ¥18,600
CEN-1994-002X ｾﾝﾄﾗ　 ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄ POLA-W フロントサイト用 偏光フィルター ２枚組　１８Φ･２２Φ選択　Polarizer Double ¥9,500
JGA-000982 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄ ローフロントグローブ　黒　内径１８Φ  　Anschuetz19-20標準装備品　6832 在庫限 ¥19,900
CEN-1990-6X1X ｾﾝﾄﾗ　 ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄ ｽｺｱｰ+ ハイフロントグローブ　スウィングタイプ　１８Φ･２２Φ･ｱﾝｼｭｯﾂ・ﾊﾞｳ・ﾜﾙｻｰ･ｽﾃｲﾔｰ選択 ¥13,500
CEN-1991-3X0X ｾﾝﾄﾗ　 ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄ ｽｺｱｰ+HB 上記のリアハイサイトブロックとのセット　１８Φ･２２Φ･ｱﾝｼｭｯﾂ・ﾊﾞｳ・ﾜﾙｻｰ･ｽﾃｲﾔｰ選択　 ¥18,600
CEN-1990-14XXX ｾﾝﾄﾗ　 ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄ ﾍﾞｰｽ フロントグローブのベースのみ　黒　DUO18Φ･DUO22Φ･ｽｺｱ･ｱﾝｼｭｯﾂ・ﾊﾞｳ・ﾜﾙｻｰ･ｽﾃｲﾔｰ選択 ¥5,200
FWB-1746-9022 ﾊﾞ ｳ   ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄ ハイフロントグローブ　リアハイサイトブロックセット 14mmH ¥11,900
JGA-001058 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾌﾛﾝﾄﾁｭｰﾌﾞ フロントチューブ　ねじ込み取付　直線軸外からの乱反射の矯正  18Φ 6835 在庫限 ¥6,900
GEH-558-22 ｹﾞｰﾏﾝ  ﾌﾛﾝﾄﾁｭｰﾌﾞ フロントチューブ　ねじ込み取付　直線軸外からの乱反射の矯正　22Φ ¥5,200
GEH-524 ｹﾞｰﾏﾝ  ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄｼｬｯﾀｰ フロントグローブ取付用可変式シャッター　エレメントリングにより光量調節 ¥12,100¥0
CEN-1990-8013 ｾﾝﾄﾗ   EYE2 RAIL 利き腕と利き眼が相違している場合に使用　オフセット可変～８０ｍｍ アンシュッツ用 ¥41,100
CEN-1990-802X ｾﾝﾄﾗ   EYE2 RAIL-PRO 利き腕と利き眼が相違している場合に使用　オフセット可変～８０ｍｍ ﾌﾛﾝﾄｸﾘｯｸ調整 受注 ¥46,900
CEN-1994-0039 ｾﾝﾄﾗ   PRISMA 直視照準が困難な射手用　本体３６０度回転可能　アイピースに装着して使用 ¥26,800
MEC-5000117 ﾒｯｸ    SWAP 275 利き腕と利き眼が相違している場合に使用　本体３６０度回転可能　アイピース装着可能 受注 ¥61,300
GEH-597 ｹﾞｰﾏﾝ  ﾘｱｻｲﾄﾌﾟﾘｽﾞﾑ 利き腕と利き眼が相違している場合に使用　ｵﾌｾｯﾄ回転可65mm 下記アダプター必要 受注 ¥60,500
GEH-597A･B ｹﾞｰﾏﾝ  ﾌﾟﾘｽﾞﾑｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 上記アダプター　ショート／ロング選択　アイピースメーカー／モデルをご連絡下さい 受注 ¥17,300¥0
KLN-WSH15-X ｺﾙﾝ　  ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄ ＡＰ用照星　固定式　4.0mm　ステイヤー／ワルサー用　イエロー･クリアー 選択 在庫限 ¥4,700
KLN-PA-M2 ｺﾙﾝ　  ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄ ＡＰ用照星　回転式　4.0/4.5/5.0mm　ステイヤー／ワルサー用　ブラック･レッド 選択 ¥9,000
STY-400-101-05XX ｽﾃｲﾔｰ  ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄ rotable ＡＰ用照星　ステイヤ用 フロントサイト　3.5 4.0 4.5 5.0mm 選択　EVOに付属 ¥4,900
STY-400-101-000X ｽﾃｲﾔｰ  ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄ LP ＡＰ用照星　ステイヤ用 フロントサイト　3.0 4.0 4.5 5.0mm 選択　LP に付属 ¥4,900
STY-1-HW-KORN ｽﾃｲﾔｰ  ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄ Vario ＡＰ用照星　ステイヤ用 フロントサイト　4,3/4,5/5,0mm ▲回転式 ¥9,000
MOR-113 ﾓﾘｰﾆ　 ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄ ＡＰ用照星　モリーニ用 フロントサイト　4.0 4.5 5.0 5.5 6.0mm 選択 受注 ¥9,900
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注文番号 NEW 商  品  名 概     要 税込価格

■　水準器 セントラ製品の本体色は黒・青・赤・銀・クリスタルから選択可能です

CEN-1990-7X01 ｾﾝﾄﾗ　 ﾚﾍﾞﾙ1 フロントグローブ 上部表示型  内径１８・２２Φ・色 選択 水泡式　回転微調整可能 ¥9,700
CEN-1990-7401 ｾﾝﾄﾗ　 ﾚﾍﾞﾙ2 フロントグローブ 内部表示型  内径２２Φ・色 選択 　　　水泡式　回転微調整可能 ¥11,200
CEN-1990-7302 ｾﾝﾄﾗ　 ﾚﾍﾞﾙ ﾗｲﾄ 水準器取付ライト 暗闇時最適　光量調節ツマミ付き　セントラレベル１用 ¥10,700
CEN-1994-002X ｾﾝﾄﾗ　 ﾚﾍﾞﾙ ｱｰｻﾞｰ フロントグローブ ﾚﾁｸﾙ外周型　ネジ込み式･挟込み式･内径１８・２２Φ 選択 受注 ¥9,400
AHG-9506 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾚﾍﾞﾙ リアサイトレール取付型　傾斜微調整が簡単　　　　　　　 水泡式 ¥20,700
GEH-591-22 ｹﾞｰﾏﾝ  ﾚﾍﾞﾙ フロントグローブ 上部表示型  内径１８Φ・２２Φ選択　　水泡式 ¥9,000

■ リアサイト／チューブ／DUPLEX　NEW:発売後１年未満の製品　　★：モデルチェンジ製品

CEN-1908-8881-3 ｾﾝﾄﾗ　 ﾘｱｻｲﾄ スパイモデル　２０クリック　アンシュッツ・ワルサー・バウ・ショート銀・ショート黒・ロング銀 選択¥70,300
CEN-1908-8894-6 ｾﾝﾄﾗ　 ﾘｱｻｲﾄ スパイクロモ　２４クリック　アンシュッツ・ワルサー・バウ 選択　ロング　チタン合金仕様 ¥120,000
CEN-1901-00X1F ｾﾝﾄﾗ　 ﾘｱｻｲﾄ サイトベース　２４クリック　黒　アンシュッツ・ワルサー・バウ 選択　モデル１０－５０ ¥64,100
CEN-1901-0005 ｾﾝﾄﾗ　 ﾘｱｻｲﾄ ＬＣプロ５７　２０クリック　黒　アンシュッツ／ワルサー／バウに装着可能　スタートライン　 ¥29,300
GEH-590･590L ｹﾞｰﾏﾝ  ﾘｱｻｲﾄ コンパクト　　２０クリック　黒　アンシュッツ／ワルサー／バウに装着可能 ピープdiskなし 左用+15% ¥32,000
GEH-598 ｹﾞｰﾏﾝ  ﾘｱｻｲﾄ ロックサイト　２０クリック　青・黒・銀 選択 ¥55,500
JGA-014421 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾘｱｻｲﾄ プレサイズ　　２４クリック　銀／黒　青／黒 選択　多岐の調整可　伏射に有利 ¥93,200
JGA-000968 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾘｱｻｲﾄ ユニバ－サル　２０クリック　黒  7002-20　本体回転可能　左右選択 ¥88,600
JGA-000956 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾘｱｻｲﾄ アンチグロブ　１０クリック　黒　6805-10 ¥47,200
JGA-016926 NEW ｱﾝｼｭｯﾂ ﾘｱｻｲﾄ 8012サイト　　１２クリック　黒　ステンレス製　耐候型 受注 ¥58,900
WAL-274-5448 ﾍﾝﾒﾘ   ﾘｱｻｲﾄ ４６１サイト　１０クリック　黒　アンシュッツ用　ＡＲ・ＳＢ・３００ｍ用　信頼のクリック精度 ¥98,700
WAL-282-5074 ﾜﾙｻｰ　 ﾘｱｻｲﾄ IN-OUTサイト　１０クリック　銀・黒 選択　LG400ex･ KK500meに付属　左右兼用　ヘンメリ４６２改 ¥104,800
G+E-16.1550 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙﾘｱｻｲﾄ グランプリ　　１０クリック　黒　ＧＥ・アンシュッツ用　本体回転可能　左右選択　ピープ無し ¥116,000
FWB-322-267 ﾊﾞ ｳ   ﾘｱｻｲﾄ マッチサイト　１０クリック　黒　800･700･P70･60x用 ¥73,500
TES-310-10015 ﾃｽﾛ    ﾘｱｻｲﾄ マッチサイト　２０クリック　本体回転可能　Anschuetzに使用可能 ¥48,500
STY-450-609-0510 ｽﾃｲﾔｰ　ﾘｱｻｲﾄ ＬＧマッチ　　２０クリック　Anschuetzに使用可能 受注 ¥39,400
GEH-518 ｹﾞｰﾏﾝ  ﾘｱｻｲﾄ クリアビュー　２０クリック　広い視界でクリアーな照準可能 生産終了 ¥86,500
GEH-518-U-XX ｹﾞｰﾏﾝ  ﾘｱｻｲﾄ ﾌｨﾙﾀｰ クリアビュー　専用フィルタ　接眼部専用　黄/灰 選択 ¥14,800
GEH-518-F-XX ｹﾞｰﾏﾝ  ﾘｱｻｲﾄ ﾌｨﾙﾀｰ クリアビュー　専用フィルタ　アイリス用　黄/緑/橙/青 選択 受注 ¥6,000
GEH-518-FPO ｹﾞｰﾏﾝ  ﾘｱｻｲﾄ ﾌｨﾙﾀｰ クリアビュー　専用フィルタ　アイリス用　偏光フィルター 受注 ¥11,200
CEN-1994-005･6 ｾﾝﾄﾗ　 ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽﾊﾞﾘｵデュープレックス＋可変式インサートセット　3.4～4.4　3.8～4.8 選択　レンズフードIIが必要 ¥37,400
CEN-1940-002 ｾﾝﾄﾗ　 ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ 本体　上下左右クリック調整で照準精度の向上効果　専用インサートとレンズフードIIが必要 ¥23,200
CEN-1943-XX13X ｾﾝﾄﾗ　 ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ ｲﾝｻｰﾄデュープレックス専用品　3.8･4.0･4.1･4.2 選択　クリアのみ在庫　黄色受注 ¥4,000
CEN-1991-881X ｾﾝﾄﾗ　 ﾚﾝｽﾞﾌｰﾄﾞII チューブアダプター　ねじ込み取付　デュープレックス装着用　リアサイトモデル指定　５タイプご用意 ¥6,200
CEN-1994-0003 ｾﾝﾄﾗ　 ﾃﾞｭｰﾌﾟﾚｯｸｽ ｱｲﾘｽ デュープレックス専用品　前部装着用のアイリスシャッター 受注 ¥10,000
CEN-1991-8808 ｾﾝﾄﾗ　 ﾘｱｻｲﾄﾁｭｰﾌﾞ リアサイトチューブ　ねじ込み取付　直線軸外からの乱反射の矯正　レンズフード 受注 ¥6,500
CEN-1991-8809 ｾﾝﾄﾗ　 ﾚﾝｽﾞﾌｰﾄﾞ POL リアサイトチューブ　ねじ込み取付　直線軸外からの乱反射の矯正　偏光フィルター付き ¥12,800
CEN-1991-8810 ｾﾝﾄﾗ　 POL-LENS リアサイトチューブ　ＳＰＹサイト専用偏光フィルター　デュープレックスにも装着可能 ¥8,600
GEH-553 ｹﾞｰﾏﾝ  ｱﾝﾁｸﾞﾚｱﾁｭｰﾌﾞ リアサイトチューブ　ゲーマン595MC・JGAインターナショナル用　黒　偏光フィルター付き 在庫限 ¥15,880
GEH-559 ｹﾞｰﾏﾝ  ｱﾝﾁｸﾞﾚｱﾁｭｰﾌﾞ リアサイトチューブ　ゲーマン595MC・JGAインターナショナル用　黒　 ¥4,900

■ ハンドストップ
CEN-1991-3701 ｾﾝﾄﾗ　 ﾊﾝﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ ツマミロック式　スリング脱着 　工具不要　本体回転可能　モデルストップ ¥18,200
CEN-1991-3703 ｾﾝﾄﾗ　 ﾊﾝﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ ツマミロック式　スリング脱着 　小型軽量　モデルスタートライン ¥12,700
AHG-6229 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾊﾝﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ インテグラル　　スリング脱着 　工具不要　本体回転可能 ¥24,500
JGA-001132 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾊﾝﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ レバ－ロック式  スリング脱着 （SBﾍﾋﾞｰﾊﾞﾚﾙ 標準装備）本体回転可能  4752 ¥22,000
JGA-001131 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾊﾝﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ 馬蹄型ｱｼﾞｬｽﾄ式　スリング脱着 （SBｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 標準装備）本体傾斜可能  4751 ¥19,100
AHG-6226-1･3･4 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾊﾝﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ ツマミロック式　スリング脱着 （SBﾗｲﾄﾊﾞﾚﾙ　標準装備）銀（紫・赤は在庫限） ¥9,700
AHG-6225 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾊﾝﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ スリング止め式　黒・銀　選択 受注 ¥8,400
GEH-845 ｹﾞｰﾏﾝ　ﾊﾝﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ ﾊﾝﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ部拡縮 スリング脱着　２分割方式　青・赤・銀 選択 受注 ¥17,800
〇グリュンネル製品 各モデルはボタン式のスリング環が標準付属です　フック式をご希望の場合は＋７％にて交換が可能です

G+E-14-8214X ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ MASTER モデルＭ　　可動ウィング　コンタクト部オールアルミ　右射手のみ ¥57,100
G+E-14-8212X ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ SPLINE モデルＳＫ　馬蹄ウィング　コンタクト部プラスチック ¥54,000
G+E-14-8208X ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ BALL モデルＢＫ　球型３０ｍｍ　コンタクト部プラスチック ¥48,500
G+E-14-8210X ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ CYLINDER モデルＺＫ　円柱３０ｍｍ　コンタクト部プラスチック 受注 ¥45,600
G+E-14-8200X ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ DIABOLO モデルＤ　　高さ３５ｍｍ　コンタクト部オールアルミ ¥48,000
G+E-14-8202X ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ DIABOLO モデルＤＫ　高さ３５ｍｍ　コンタクト部プラスチック 受注 ¥54,200
G+E-14-8204X ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ DIABOLO smallモデルＤＳ　高さ２９ｍｍ　コンタクト部オールアルミ ¥50,300
G+E-14-8206X ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ DIABOLO smallモデルDSK 　高さ２９ｍｍ　コンタクト部プラスチック 受注 ¥51,300
CEN-321-022 ｽﾘﾝｸﾞ ｽｲｳﾞｪﾙ ﾎﾞﾀﾝ スリング環金具　ボタン式　セントラ ストップ・アンシュッツ4752・6225・6226他にフィット ¥5,200
JGA-4733-10 ｽﾘﾝｸﾞ ｽｲｳﾞｪﾙ ﾌｯｸ スリング環金具　フック式　セントラ スタートライン・アンシュッツ4734/1・4751にフィット ¥3,700

■ スコープマウント
EAW-134-60000 EAW ﾏｳﾝﾄ 26mm リングマウントセット　マッチライフル１１ｍｍレール幅用　ＢＨ＝１４ｍｍ ¥31,700
EAW-134-80000 EAW ﾏｳﾝﾄ 26mm リングマウントセット　マッチライフル１１ｍｍレール幅用　ＢＨ＝２１ｍｍ ¥31,700
EAW-134-90000 EAW ﾏｳﾝﾄ 26mm リングマウントセット　マッチライフル１１ｍｍレール幅用　ＢＨ＝３１ｍｍ ¥32,900
EAW-134-75000 EAW ﾏｳﾝﾄ 30mm リングマウントセット　マッチライフル１１ｍｍレール幅用　ＢＨ＝１６ｍｍ ¥34,000
EAW-134-85000 EAW ﾏｳﾝﾄ 30mm リングマウントセット　マッチライフル１１ｍｍレール幅用　ＢＨ＝２１ｍｍ ¥33,200
EAW-134-87000 EAW ﾏｳﾝﾄ 30mm リングマウントセット　マッチライフル１１ｍｍレール幅用　ＢＨ＝２６ｍｍ ¥34,900
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注文番号 NEW 商  品  名 概     要 税込価格

■ アイシールド(目隠板)関係 NEW:発売後１年未満の製品　　★：モデルチェンジ製品　　カラーは黒・透過・乳白・白から選択

STA ｽﾀｰｽﾞ  ｱｲｼｰﾙﾄﾞ アイピース接眼部取付用  黒・透過 選択　GEH-780類似 ¥1,100
AHG-9494･8･9 ｱﾝｼｭｯﾂ ｱｲｼｰﾙﾄﾞ アイピース接眼部取付用  黒・乳白・透過　シリコン製　 ¥1,600
AHG-9496 ｱﾝｼｭｯﾂ ｱｲｼｰﾙﾄﾞ ラバーアイシェード取付  黒と白 ２枚セット　ディスクのみ　要ラバーアイシェード ¥900
GEH-781N･S-N ｹﾞｰﾏﾝ  ｱｲｼｰﾙﾄﾞ リアサイト取付け用目隠し板  アイピースのネジ部に装着　黒・透過 選択　 ¥1,300
CEN-1990-2004 ｾﾝﾄﾗ 　ｱｲｼｰﾙﾄﾞ リアサイト取付け用目隠し板　アイピース差込式  透過のみ ¥2,300
CEN-1902-1001 ｾﾝﾄﾗ 　ｱｲｼｰﾙﾄﾞﾃﾞｨｽｸ リアサイト取付け用目隠し板　アイピース差込式  透過・白 選択　ミラー用ディスク付 ¥3,500
AHG-9700 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾗﾊﾞｰｱｲｼｪｰﾄﾞ リアサイト用ラバーアイシェード　欧州競技銃に取付け可能　ハードな円柱型 ¥2,200
GEH-806 ｹﾞｰﾏﾝ  ﾗﾊﾞｰｱｲｼｪｰﾄﾞ リアサイト用ラバーアイシェード　欧州競技銃に取付け可能　ソフトなジャバラ円柱型 ¥2,300

■ マズルチューブ／チューブウェイト／エクステンション
SEQ-pipe CT ｴｽｲｰ   ﾁｭｰﾌﾞ ｶｰﾎﾞﾝ ＳＢ用 160g 全長330mm　２分割捻込　内径22.0 23.8 24.0 25.0 25.8 26.0mm 選択 受注 ¥58,200
TEO-0368 ﾃｸﾛ    ﾁｭｰﾌﾞ ｽﾀﾘｯｸ ＳＢ用 310g 全長185mm　チューナ無　内径22.0 24.0 25.8 26.0mm JGA･FWB･WAL･HBB 選択 受注 ¥62,100
SCJ ｼｰｽ　 ﾁｭｰﾌﾞ 各口径注文制作~390g エアクラフトアルミ１本無垢　筒本体(30cm迄)／着色／重量指定

SCJ ｼｰｽ　 ﾁｭｰﾌﾞﾎﾙﾀﾞｰ エクステンション用ホルダー＋位置決めリングセット　アルミ製　黒／銀アルマイト込 受注 ¥35,000
JGA-013705 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾁｭｰﾌﾞ ﾌﾟﾚｻｲｽﾞ ＳＢ用 10.0cm　130g アルミ製　黒　銃身径 23.85mm･25.65mm の２タイプから選択 受注 ¥50,800
AHG-4514 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾁｭｰﾌﾞ ﾃﾝﾐﾈｰﾀｰ ＳＢ用 25.5cm　270g アルミ製　青　ヘビー･ライトバレル兼用 Ф21~26mm 受注 ¥46,700
AHG-4511 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾁｭｰﾌﾞ ＳＢ用 22.5cm  250g アルミ製　黒　ヘビーバレル用　難あり 在庫限 ¥19,300
MEC-BERTA2 ﾒｯｸ    ﾁｭｰﾌﾞ ﾍﾞﾙﾀ2 ＳＢ用注文制作　本体＋アライメントリングアダプタ付き　１４ｃｍ　青チューブ付き 受注 ¥56,600
MEC-STRIKE ﾒｯｸ    ﾁｭｰﾌﾞ ｽﾄﾗｲｸ ＳＢ用注文制作　２分割可能　内径指定 受注 ¥50,200
G+E-14-4850 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ﾁｭｰﾌﾞ 純正大口径専用　90g アルミ製　銀　15,0cm　ST200／FT300用　取付部20Φ　ｻｲﾄﾍﾞｰｽﾏｳﾝﾄなし ¥63,500
BLE-5.531.4 ﾌﾞﾚｲｶｰ ﾁｭｰﾌﾞ SB Challenger専用  special sight extension tube 217mm ¥94,700
G+E-16-4300･01 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙﾊﾝﾏｰｼｬｰｸ サイト延長レール 　15.0cm　 90g アルミ製　黒・青 選択 ＳＢ用フロント取付け ¥45,400
JGA-007065 ｱﾝｼｭｯﾂ ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝ サイト延長レール　 20,0cm　112g アルミ製　黒　全ての現行ライフルにフィット ¥17,900
CEN-1990-800X ｾﾝﾄﾗ　 ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ サイト延長レール　 15,0cm　 60g アルミ製　銀　銃種お知らせください 受注 ¥16,100
SCJ ｼｰｽ　 ﾁｭｰﾌﾞAR ＡＲ取付用チューブ 20.0cm　110g アルミ製　色･銃ﾒｰｶｰ 選択　MEC-210装着可 ４点留　軽量 受注 ¥28,100
MEC-50261XX ﾒｯｸ    ﾁｭｰﾌﾞ ＡＲ取付用チューブ 15.0cm  110g アルミ製　銀　ｱﾝｼｭｯﾂ・ﾜﾙｻｰ・ﾊﾞｳ 選択 下部３点留め ¥21,800
MEC-5000094 ﾒｯｸ    ﾁｭｰﾌﾞｳｪｲﾄ210 メックチューブ取付ウェイト　30g アルミ製　銀　シースＡＲチューブ2005以降にも装着可能 ¥4,000

■ トリガー類               NEW:発売後１年未満の製品最も繊細な場所です　こだわりましょう　　　　　　

TEO-0158 ﾃｸﾛ    ﾄﾘｶﾞｰtouch BAR全角度の微調整が可能　アジャストタイプ　欧州現行モデル銃にフィット エッジが鋭利 ¥16,800
TEO-0062 ﾃｸﾛ    ﾄﾘｶﾞｰtouch SOFT全角度の微調整が可能　アジャストタイプ　欧州現行モデル銃にフィット 平面タイプ ¥16,800
TEO-0026 ﾃｸﾛ    ﾄﾘｶﾞｰPOINT 全角度の微調整が可能　アジャストタイプ　欧州現行モデル銃にフィット ポイントタイプ ¥16,800
MEC-50035XX ﾒｯｸ　　ﾄﾘｶﾞｰｽﾀｰﾄﾗｲﾝ 左右／高さの可変可能　アジャストタイプ　アンシュッツ･バウ･ワルサー 選択 ¥7,800
MEC-5009932 ﾒｯｸ　　ﾄﾘｶﾞｰﾌﾞﾚｰﾄﾞI ロータリーで可変自在　アジャストタイプ　Feinwerkbau 用のみ 在庫限 ¥11,000
MEC-500994X ﾒｯｸ　　ﾄﾘｶﾞｰﾌﾞﾚｰﾄﾞII ロータリーで可変自在　アジャストタイプ　アンシュッツ用のみ 在庫限 ¥15,500
AHG-9718 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾄﾘｶﾞｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ モデルセンサー　パフォーマンスが最も高くなるダイレクト調整が２ステージトリガーに改装 在庫限 ¥22,600
STY-400-103-0512 ｽﾃｲﾔｰ　ﾄﾘｶﾞｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 純正　ピストル／ライフル用　LP-2付属品　(旧LP-1と同様) ¥5,600
STY-400-803-0607 ｽﾃｲﾔｰ　ﾄﾘｶﾞｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 純正　ピストル／ライフル用　Trigger blade Alu-Vario　電子トリガー使用可能 ¥9,300
FWB-1871-1302 ﾊﾞｳ 　 ﾄﾘｶﾞｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 左右／高さの可変可能　アンシュッツに装着できます ¥7,500
MOR-162085+86 ﾓﾘｰﾆ   ﾄﾘｶﾞｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 純正　ピストル用　金色　背面ストレートタイプ ¥12,900
TES-100-17X21 ﾃｽﾛ    ﾄﾘｶﾞｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ ピンポイントタイプ 直径１０・１２Φ 選択　PA10・WAL-LP200以降に装着可能 受注 ¥2,700
JGA-007434 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾄﾘｶﾞｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 左右／高さの可変可能　9003／8002／ＳＢに付属　他機種にも取り付け可能 ¥11,200
JGA-008541 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾄﾘｶﾞｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 2005年以前のトリガーブレード　他機種にも取り付け可能 ¥6,000
AHG-9717 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾄﾘｶﾞｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 左右／高さの可変可能　アジャストタイプ　アルミ製 受注 ¥6,600
AHG-9716 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾄﾘｶﾞｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 左右／高さの可変可能　球タイプ 在庫限 ¥4,200
AHG-9715 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾄﾘｶﾞｰｼｭｰ 9716の球部分のみ　バウのトリガーブレードに装着可能 在庫限 ¥1,600
JGA-001205 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾏｯﾁﾄﾘｶﾞｰ ユニット一式　100g・125g・150g・180g・550g　左右選択　モデルと銃番号をお知らせ下さい ¥79,400

■ フォアエンドレイサー NEW:発売後１年未満の製品　　★：モデルチェンジ製品

AHG-9799 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾌｫｱｴﾝﾄﾞPillar 全角度回転稼動　着脱式３６～５４mm　スリングレール無　全装着重量 250g ¥50,600
AHG-9795 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾌｫｱｴﾝﾄﾞFLEX 全角度回転稼動　脱着式ウェイト付き　スリングレール無　全装着重量 430g ¥54,300
G+E-14-5062 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ﾌｫｱｴﾝﾄﾞHero 全角度回転稼動　8.5‣27~40mmH  長さ220mm スリングレール付　幅45‣48‣51mm　円弧稼働可 225g ¥103,900
G+E-14-5066 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ﾌｫｱｴﾝﾄﾞUnique全角度回転稼動　67~88mmH　長さ150mm　スリングレール無　幅57mm　立射ergonomic付き 335g 受注 ¥101,900
CEN-1993-0003 ｾﾝﾄﾗ　 ﾌｫｱｴﾝﾄﾞchampion全角度回転稼動　クルミレイサー付き　スリングレール無　上下25～80mm 400g ¥42,300
TEO-0354 ﾃｸﾛ    ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ 上下15～35mm　ｽﾁｰﾙ 黒  長さ195mm レール付　幅50mm　円弧稼働不可 LIFT3.0 283g 受注 ¥34,000
TEO-0001 ﾃｸﾛ    ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ 上下08～75mm　ｽﾁｰﾙ 黒  長さ190mm レール付　幅50mm　円弧稼働不可 LIFT2.0 300g 在庫限 ¥30,500
MEC-5004008 ﾒｯｸ　　ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ 高さ２５ｍｍ　ｱﾙﾐ　灰　長さ190mm レール付 ＡＲ使用可　円弧稼働可　PUSH UP 660-0113 ¥47,200
MEC-5004011 ﾒｯｸ　　ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ 高さ１７ｍｍ　ｱﾙﾐ　灰　長さ190mm レール付 ＡＲ使用可　円稼働不可　PUSH UP 660-0126受注 ¥34,500
MEC-5004010 ﾒｯｸ　　ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ 高さ３５ｍｍ　ｱﾙﾐ　灰　長さ190mm レール付 ＡＲ使用可　全角度稼動　PUSH UP 660-0125受注 ¥52,700
WAL-281-9899 ﾜﾙｻｰ 　ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ 高さ４０ｍｍ　ﾗﾐﾈ　青　長さ160mm ＫＫアナトミック標準装備　上下円弧稼働 268g 受注 ¥39,300
JGA-014900 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ 高さ45mm以上　鉄 　茶　上下回転稼働可　スリングレール無　4844 受注 ¥51,300
JGA-001140 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ 高さ３２ｍｍ　ｸﾙﾐ　茶　スポーツライフル標準装備　スリングレール付　4856 在庫限 ¥28,700
JGA-001139 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ 高さ３８ｍｍ　ｸﾙﾐ　黒　プレサイズＳＢに標準装備　スリングレール無　4852/1 在庫限 ¥25,800
JGA-700-3623 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ 高さ４７ｍｍ　ﾗﾐﾈ　青・黒　鋳造アルミストックに標準装備　2213-8500 在庫限 ¥22,600
G+E ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ 高さ２３ｍｍ　ＲＳ-ﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ用　ラミネート黒　回転スペーサー赤２枚銀２枚付き ¥58,900
G+E-14-5018 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ 高さ２３ｍｍ　ＲＳ-ﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ用　ラミネート黒　回転スペーサーなし ¥24,100
G+E-14-5020 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ﾚｲｻｰｽﾍﾟｰｻｰ 高さ０５ｍｍ　ＲＳ-ﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ用　ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰｽﾍﾟｰｻｰ ２枚セット　銀　目盛りなし ¥23,300
FWB-3505-2509 ﾊﾞ ｳ   ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ 長さ１８０mm　ｱﾙﾐ　黒　装着時ﾊﾝﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ取付可　2012モデル 受注 ¥35,600
MEC-5004004 ﾒｯｸ　　ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ 高さ１２ｍｍ　ＡＲ用　ｱﾙﾐ　黒　円弧回転可能　２分割式で横幅の可変が可能　SUPPORT-1 受注 ¥32,400
FWB-3222-0560 ﾊﾞ ｳ   ﾌｫｱｴﾝﾄﾞﾚｲｻｰ 長さ１８０mm　ＡＲ用　ｱﾙﾐ　黒　８００に標準装備　装着時ハンドストップ取付可 受注 ¥45,600

¥67,200~
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注文番号 NEW 商  品  名 概     要 税込価格

■ バットプレート 〇フリーライフル用

JGA-016410 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾌｯｸﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ ベース付き　ＭＡＳＴＥＲ　ｘ６グリップで精密な密着可能　キャリアベース別　総重量410g ¥103,300
AHG-4775 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾌｯｸﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ ベース付き　エルゴノミック  GRIP 5mm付き　精密調整可能　キャリアベース別　総重量460g ¥82,900
AHG-4762 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾌｯｸﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ ベース付き　レトロ　旧４７６２のバージョンアップ品　キャリアベース別 ¥63,900
TEO-0045 ﾃｸﾛ    ﾌｯｸﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ ベース付き　フュージョン　Anschuetz・Walther用　キャリアベース別　総重量330g ¥52,600
MEC-5030466 ﾒｯｸ    ﾌｯｸﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ ベース付き　フリーポジション２　キャリアベース別 ¥64,800
MEC-5000032 ﾒｯｸ    ﾌｯｸﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ ベース付き　フリーポジション１　キャリアベース別 在庫限 ¥39,300
CIC-GRIP ｼｺﾅｰﾆ　ﾌｯｸﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ ベース付き　グリップ　アンシュッツアルミストック用　ＭＥＣより薄くて丈夫　キャリア別 在庫限 ¥68,500
HBB-5.320 ﾌﾞﾚｲｶｰ ﾌｯｸﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ ベース付き　スーパーグリップ　硬質ラバーが反動を吸収　マッチ３　キャリアベース別 受注 ¥127,800
JGA-001119 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾌｯｸﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ ベース付き　アルミストック用　モデル 4765　2213-8510　キャリアベース別 ¥76,700
GSM-60100 Nｼﾞｮﾝｿﾝﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ　 ベースなし　伏射向バットプレート　アンシュッツ用　上下左右 可変式　 在庫限 ¥17,700
〇スタンダードライフル用

MEC-5000062 ﾒｯｸ    ﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ C4 スタンダード  上部下部可変式　銀　全ての銃に取付可能　アルミ製　コンタクト４　190 250g ¥63,000
MEC-5030605 ﾒｯｸ    ﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ C4-Lスタンダード  上部下部可変式　銀　全ての銃に取付可能　アルミ製　コンタクト４　ライト 230g ¥54,200
MEC-5000054 ﾒｯｸ    ﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ C3 スタンダード  上部下部可変式　銀　全ての銃に取付可能　アルミ製　コンタクト３　180 140g ¥34,000
GEH-843 ｹﾞｰﾏﾝ  ﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ スタンダード  上部円弧可変式 黒銀 全ての銃に取付可能　アルミ製　（赤は在庫限） ¥23,000
TEO-0175 ﾃｸﾛ    ﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ スタンダード  上部下部可変式　銀　全ての銃に取付可能　アルミ製 ¥37,000
CEN-1991-3901 ｾﾝﾄﾗ 　ﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ ﾗﾊﾞｰスタンダード  モデルコンフォート　　ベース付き 受注 ¥13,700
JGA-001468 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ ﾗﾊﾞｰスタンダ－ド　ラバーバットプレート　ベース付き　4709A 受注 ¥13,500
FWB-3222-0571 ﾊﾞｳ　　ﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ スタンダ－ド　ラバーバットプレート　ベース付き 受注 ¥15,300
FWB-3501-0526 ﾊﾞｳ　　ﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ Ｐ７５バットプレート　黒ベースなし 受注 ¥7,700
FWB-3501-0527 ﾊﾞｳ 　 ﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ 伏射専用 ﾌｯｸ無　上部左右可変スライド式　２７００用キャリアー付き 受注 ¥54,800
〇キャリアベース他 ベース；上下スライド可能なプレート　キャリア；全長を伸縮させるロッドプレート

JGA-011038 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾌﾟﾚｰﾄｷｬﾘｱｰ ベース＋キャリア　プレサイズ 専用  700-3567 　コマ４個付き ¥32,200
JGA-001114 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾌﾟﾚｰﾄｷｬﾘｱｰ ベース＋キャリア　22･23ストック用  2213-8300　30mm幅 在庫限 ¥26,500
JGA-001118 ｱﾝｼｭｯﾂ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ ベースガイドﾌﾟﾚｰﾄ 上下稼働用ベース 2213-8510 ¥19,400
JGA-001117 ｱﾝｼｭｯﾂ ｶﾞｲﾄﾞｶﾗﾑ ベースカラム 上下稼働用ロッド ネジ付き 4759-4000 在庫限 ¥7,100
TEO-0050 ﾃｸﾛ    ｱﾀﾞﾌﾟﾀｷｬﾘｱﾛｯﾄﾞモデルフュージョン用ロッド　２本１組　アンシュッツプレサイズ用　70x15Φ ¥5,600
TEO-0015 ﾃｸﾛ    ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾛｯﾄﾞ モデルフュージョン用ベース　厚さ10mm 受注 ¥7,600
WAL-277-2531 ﾜﾙｻｰ 　ﾌﾟﾚｰﾄｷｬﾘｱｰ ベース＋キャリア　ショート55mm・(ロング105mm受注) 選択　Anatomic KK/LG･LG400 Bracket complete ¥53,700
FWB-3210-0520 ﾊﾞｳ 　 ﾁｪｽﾄｻﾎﾟｰﾄ ７００／２７００用　ブロック型　正方形 ¥5,800
FWB-3210-0521 ﾊﾞｳ 　 ﾛｰﾀﾃｨﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ ７００／２７００用　ブロック型　三角柱 ¥3,600
FWB-3501-0523 ﾊﾞｳ    ﾌﾟﾚｰﾄﾗｯｸ キャリア　７００／２７００用 plate mounted with rack ¥23,000
MEC-5000049 ﾒｯｸ    ｺﾝﾛｯﾄﾞ1717 フリーポジションフックが回転稼働できるようになります  銀　アルミ製 ¥15,900
MEC-231 ﾒｯｸ    ﾚｽﾄ サポート　バットプレート伸縮部取付用  銀　アルミ製　アンシュッツ・ワルサー用　ISSF不可 ¥15,800
MEC-1705 ﾒｯｸ    ﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄﾊﾟｰﾂ フリーポジション用センター部ブロックパーツ　ポイントラバー付き ¥7,800
MEC-5002491 ﾒｯｸ    ﾊﾞｯﾄﾌﾌﾟﾚｰﾄﾗﾊﾞｰバットプレート用　ポイントラバー　黒　１個単位　７ｍｍΦ ¥170

■ バットプレート グリュンネル NEW:発売後１年未満の製品　下記は組合せが可能です　細部の仕様に関してはお問い合わせください

G+E-14-8115 RF-N  ﾌﾘｰ ﾘﾀｰﾝ フックバットプレート ベース部付 銀 ｱﾙﾐ製 SUPER GRIPなし 円弧回転可能　Anschuetz4762類似 ¥116,400
G+E-14-8111 XT-F5 ﾌﾘｰ ｴｸｽﾄﾘｰﾑ フックバットプレート ベース部付 銀 ｱﾙﾐ製 SUPER GRIP硬質ラバー 5mm付 精密調整可能 ¥138,100
G+E-14-8112 XT-F10ﾌﾘｰ ｴｸｽﾄﾘｰﾑ フックバットプレート ベース部付 銀 ｱﾙﾐ製 SUPER GRIP硬質ラバー10mm付 精密調整可能 ¥138,100
G+E-14-8110 XT-F1 ﾌﾘｰ ｴｸｽﾄﾘｰﾑ フックバットプレート ベース部付 銀 ｱﾙﾐ製 SUPER GRIPなし 最薄 精密調整可能　強固な固定可能 ¥116,500
G+E-14-8070 EVBF1 ﾌﾘｰ ｴｳﾞｫﾘｭｰｼｮﾝ フックバットプレート ベース部付 銀 ｱﾙﾐ製 SUPER GRIPなし 円弧回転可能 ¥96,200
G+E-14-8010 EA-F1 ﾌﾘｰ EASY フックバットプレート ベース部付 銀 ｱﾙﾐ製 SUPER GRIPなし 円弧回転不可 ¥83,100
G+E-14-8101 XT-5  STD ｴｸｽﾄﾘｰﾑ スタンダード用  上部下部可変式　銀 全ての銃に取付可 ｱﾙﾐ製 SUPER GRIP 5mm付き　精密調整可能 ¥131,900
G+E-14-8100 XT-1  STD ｴｸｽﾄﾘｰﾑ スタンダード用  上部下部可変式　銀 全ての銃に取付可 ｱﾙﾐ製 SUPER GRIPなし 最薄 精密調整可能 ¥108,900
G+E-14-8060 EV-B1 STD ｴｳﾞｫﾘｭｰｼｮﾝ スタンダード用  上部下部可変式　銀 全ての銃に取付可 ｱﾙﾐ製 SUPER GRIPなし 円弧回転可能 ¥88,100
G+E-14-8000 EA-1  STD EASY スタンダード用  上部下部可変式　銀 全ての銃に取付可 ｱﾙﾐ製 SUPER GRIPなし 円弧回転不可 ¥72,200
〇キャリアベース他

G+E-14-5027.1 ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ ﾗﾁｪｯﾄ Ratchet for butt plate extension with guide plate　キャリアーベース部　ショート　オープン仕様 ¥56,600
G+E-14-5027･26 ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ ﾗﾁｪｯﾄ Ratchet for butt plate extension with guide plate　キャリアーベース部　ショート・ロング 選択 ¥50,000
G+E-14-5032･34 ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ ｷｬﾘｱ Ratchet right　キャリアーのみ　ベース部なし　ショート・ロング 選択 ¥30,000
G+E-14-8185 ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ Guide plate Universal　バットプレートとキャリアベース間のスペーサー ¥13,600
〇パーツ他

G+E-14-8176･79 SUPER GRIP TOP バットプレート装着用硬質ラバー　リコイル吸収効果　上部用　厚さ 5mm･10mm 選択 ¥11,200
G+E-14-8177･80 SUPER GRIP CENTER バットプレート装着用硬質ラバー　リコイル吸収効果　中央用　厚さ 5mm･10mm 選択 ¥7,600
G+E-14-8178･81 SUPER GRIP BOTTOM バットプレート装着用硬質ラバー　リコイル吸収効果　下部用　厚さ 5mm･10mm 選択 ¥9,900
G+E-14-8175 BOTTOM BLADE スタンダード用　下部交換パーツ　SUPER GRIP BOTTOMなし ¥24,800
G+E-14-8162･61 HOOK フリー用フックのみ　ショート・ロング 選択 ¥20,900
G+E-14-8158 MOUTING DEVICE フリー用フック　ボトムデバイス　ラバーを使用しないパーツ ¥12,000
G+E-14-8164･63 HOOK SPACER フリー用フック　スペーサー ショート・ロング　フリー用フックはショートが標準 ¥5,000
G+E-14-8150 HOOK COMP フリー用フック　ショート・ロング 選択　SUPER GRIP BOTTOMなし ¥30,800
G+E-14-8151･52 HOOK COMP 5mm･10mm フリー用フック　ショート・ロング 選択　SUPER GRIP BOTTOM 5mm･10mm 選択 ¥33,900
G+E-600-04-005 HOOK DEVICE フリー用フック　デバイス（スペーサーとの接合部） ¥8,100
G+E-14-5025 ｽﾍﾟｰｻｰ ﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ Spacer for butt plate height extension No.96 赤 ¥15,100
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注文番号 NEW 商  品  名 概     要 税込価格

■ ピストルグリップ 装薬用グリップは該当銃砲所持許可者以外には販売できません。

RIK-AP-W ﾘﾝｸ   OD ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ リンク社　注文製作　木製クルミ　XXS～XL選択　ﾋｰﾙﾚｽﾄ可変式　ドイツ製 採寸表 ¥48,900
RIK-AP-L ﾘﾝｸ   OD ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ リンク社　注文製作　ラミネート　XXS～XL選択　ﾋｰﾙﾚｽﾄ可変式　ドイツ製　カラー見本 採寸表 ¥53,500
RIK ﾘﾝｸ   OD ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ リンク社　AP／SP用　ネームスタンプ　側面に名前の刻印が可能です　１０文字以内 見本 ¥4,600
RIK-FP ﾘﾝｸ   FP ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ リンク社　ﾌﾘｰﾋﾟｽﾄﾙ　XXS～XL選択　ﾋｰﾙﾚｽﾄ可変式　ﾗﾐﾈｰﾄ／ｸﾙﾐ　ドイツ製 採寸表 ¥72,900
RIK-FP-FE ﾘﾝｸ   FP ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ リンク社　ﾌﾘｰﾋﾟｽﾄﾙ　専用フォアエンド　ウェイト付き　ラミネート／クルミ　注文制作 ¥27,000
STY-400-806-031 ｽﾃｲﾔ- AP ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ 純正ｲﾍﾞﾙグリップ XS～Ｌ選択  ヒールレスト可変式　ｽﾃｲﾔｰ EVO10E用　側面プレート不含 ¥32,600
STY-400-806-030 ｽﾃｲﾔ- AP ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ 純正ｲﾍﾞﾙグリップ XS～Ｌ選択  ヒールレスト可変式　ｽﾃｲﾔｰ LP-10E用　側面プレート不含在庫限 ¥24,400
STY-400-506-040 ｽﾃｲﾔ- AP ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ 純正ｲﾍﾞﾙグリップ XS～Ｌ選択  ヒールレスト可変式　ｽﾃｲﾔｰ EVO10･LP10 ﾒｶﾄﾘｶﾞ-用 ¥30,400
MOR-M101･M106･M106L ﾓﾘｰﾆ  AP ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ モリーニグリップ XS～Ｌ選択  ヒールレスト可変式　162ﾉｰﾏﾙ／ｼｮｰﾄ・102E・200 右射手用 ¥52,600
ECO-E00423A ｴｺｴｲﾑ GCRﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ 近代五種 レーザーピストル用  ヒールレスト可変式　灰 硬化樹脂製　右射手Ｍ　LP10兼用可 ¥23,500
PTA-GRIP ﾍﾟﾝﾀｼｮｯﾄ ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ 近代五種 レーザーピストル用  ヒールレスト可変式　木製　右射手　XXS～XL　FLP-15用 ¥52,000
WAL-283-3XXX ﾜﾙｻｰ  AP ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ 純正クルミ材 ＸＳ～ＸＬ選択  ヒールレスト可変式　ＬＰ４００･５００用 受注 ¥40,300
WAL-287-XXXX ﾜﾙｻｰ  AP ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ ラミネート青 　　Ｓ～Ｌ選択  ヒールレスト可変式　ＬＰ４００･５００用 受注 ¥40,300
MOR-M525･M530･M530L ﾜﾙｻｰ  AP ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ モリーニグリップ Ｓ～Ｌ選択  ヒールレスト可変式　ＡＰ用モデル選択 受注 ¥51,400
PAL ﾊﾟﾙﾃﾞｨｰﾆ ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ リンク社グリップ XS～XL選択  ヒールレスト可変式　ＨＰ・ＳＰ用 受注 ¥50,600
MOR-M553･M558･M558L ﾜﾙｻｰ  SP ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ モリーニグリップ Ｓ～Ｌ選択  ヒールレスト可変式　ＧＳＰ用 受注 ¥62,200
MOR ﾍﾝﾒﾘｰ SP ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ モリーニグリップ Ｓ～Ｌ選択  ヒールレスト可変式　SP20・208・215・280 受注 ¥62,200
MOR S&W   SP ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ モリーニグリップ Ｓ～Ｌ選択  ヒールレスト可変式  HB41・K14-19・M52 受注 ¥62,200
MOR Free  FP ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ モリーニグリップ Ｓ～Ｌ選択  ヒールレスト可変式　Morini-CM84E・Steyr-FP 受注 ¥75,400
MOR-M915･M920･M920L TOZ-35 FPﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟ モリーニグリップ Ｓ～Ｌ選択  ヒールレスト可変式　TOZ-35 受注 ¥78,600
MOR-CM401-M296 ﾓﾘｰﾆ　 ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ グリップ用速乾性補填材　木色コンパウンド　汗／熱／衝撃に強く痩せません　750g ¥17,400
MOR-CM400-M295 ﾓﾘｰﾆ　 ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ グリップ用速乾性補填材　木色コンパウンド　汗／熱／衝撃に強く痩せません　125g ¥10,400

＊グリップはいずれも右射手用価格です。　左射手用、ヒールレスト固定式、その他はお問い合わせ下さい

■ ライフルストック NEW:発売後１年未満の製品　★：モデルチェンジ製品　いずれも右射手用価格です

G+E-14-4905.2 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ GameOver グリュンネル社　Ｇ／Ｏアルミストック 黒 バットプレートなし 3D Grip (XS - L)付 受注 ¥625,000
G+E-14-4887 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ CS/wood グリュンネル社　ＣＳＷクルミストック 黒 バットプレートなし Anschuetz 2000用 受注 ¥336,000
G+E-14-4889 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ XRS グリュンネル社　ＸＲＳアルミストック 銀 バットプレートなし Anschuetz 2000用 受注 ¥419,000
G+E-14-4906 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ グリュンネル社　ＲＳ　アルミストック 銀 バットプレートなし Anschuetz2000･RACER用 受注 ¥576,000

＊エアークラフトアルミ材削りだし＋衝撃緩衝材を装備した最高性能のストック　左右 選択　バウ２７００用は受注

MEC-680+JGA2000 ﾒｯｸ　　ｽﾄｯｸ MARK-1.22メック社　アルミストック　JGA-2000用　銀　フリーポジションバットプレート付き ¥252,000
MEC-Mark I.22 ﾒｯｸ　　ｽﾄｯｸ MARK-1.22メック社　アルミストック　各社ＳＢ用　銀　フリーポジションバットプレート付き 受注 ¥346,000
E+C Universal ｴｽﾌﾟﾘｶﾗﾋﾞｰﾇ　ｽﾄｯｸ ＥＣユニバーサルストック　各社ＳＢ用　銀　バップレ無し　銃身２ベディング仕様 受注 ¥444,000

＊アルミ材削りだし アンシュッツ１９００用・ワルサーＫＫ３００用・バウ２７００用・左右 選択

JGA-010836 ｱﾝｼｭｯﾂ ｽﾄｯｸ ﾌﾟﾚｻｲｽﾞ 2000 用 アルミストック　アクション右のみ　削り出し　ﾚｲｻｰなし　銀無垢 在庫限 ¥196,000
JGA-011908 ｱﾝｼｭｯﾂ ｽﾄｯｸ 1914 1900 用 クルミストック　アクション右のみ　プレサイズチークユニット　ﾚｲｻｰなし ¥248,000
WAL-282-1605 ﾜﾙｻｰ   ｽﾄｯｸ Blue Angel KK300・JGA-1900用 選択　アルミストック黒　ＭＥＣフリーﾎﾟｼﾞｼｮﾝ　ﾚｲｻｰ付き=2.7kg ¥213,000
WAL-276-5331 ﾜﾙｻｰ   ｽﾄｯｸ ANATOMIC KK300・JGA-1900用 選択　ラミネートｽﾄｯｸ青　ＭＥＣフリーﾎﾟｼﾞｼｮﾝ　ﾚｲｻｰ付き=2.7kg ¥331,000
WAL-263-8762 ﾜﾙｻｰ   ｽﾄｯｸ GX1 旧ＧＸ－１アクション用　アルミストック青　ＭＥＣフリーﾎﾟｼﾞｼｮﾝ　ﾚｲｻｰ付き ¥256,000
TES-40031X-15 ﾃｽﾛ    ｽﾄｯｸ 20 Signum JGA-19/20 WAL-200･300 Diana-820 アルミストック銀　フォアエンド最細　ﾚｲｻｰなし 受注 ¥312,000
FWB-350-XX5 ﾊﾞｳ    ｽﾄｯｸ アンシュッツ２０００用　２７００アルミストック　赤･青 選択　ﾚｲｻｰなし 受注 ¥235,000
BSS-AS SOCHI ｻﾝｾｲﾝ  ｽﾄｯｸ 1827F用バイアスロンストック　モデル SOCHI　右射手用　カラー選択　spoiler ４個付 受注 ¥186,000¥0
MEC-66000XX ﾒｯｸ　　ｽﾄｯｸ MARK-1 ARメック社　アルミストック　各社ＡＲ用　銀　コンタクト３付き ﾉｰﾏﾙ･ｼｮｰﾄ 選択 受注 ¥303,000
FWB-322-2X5 ﾊﾞｳ    ｽﾄｯｸ AR 2013 ８００Ｘ　アルミストック　黒　レイサー付き　右射手用　グリップサイズ 選択 受注 ¥260,000

■ ストックパーツ類 NEW:発売後１年未満の製品　★：モデルチェンジ製品

CEN-1995-0006 ｾﾝﾄﾗ   ﾁｰｸﾋﾟｰｽ PRO 各社モデル指定　チークピース　ベース付き　微調整可能　後部ウェイト付き ¥47,300
JGA-011037 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾁｰｸﾋﾟｰｽ プレサイズ専用　チークピース　ベース＋キャリア付き　据銃中の微調整が可能 ¥70,500
JGA-700-3570 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾁｰｸﾋﾟｰｽ アルミストック用チークピース　ベース＋キャリア付き　30mm　98年初期型取付不可 ¥35,900
G+E-14-9230 NEW ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙﾁｰｸﾋﾟｰｽ モデル スモールボア RS･CS･K1･GOストック用 チークピース　ベース＋キャリア付き 受注 ¥103,100
JGA-011029 ｱﾝｼｭｯﾂ ｸﾞﾘｯﾌﾟ ライフル用グリップ　プレサイズ専用　サイズ右Ｍ／Ｌ・左Ｌ 選択　7057912 在庫限 ¥49,700
JGA-001969･002025 ｱﾝｼｭｯﾂ ｽﾄｯｸ ｸｯｼｮﾝ アルミストック内のクッションボード　２２１３用・２３１３用　filling 在庫限 ¥11,000
JGA-001151･1152 ｱﾝｼｭｯﾂ ｸﾗﾝﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ チーク用・バットプレート用クランプネジ　Ｌ型　98年初期型取付不可 ¥7,000
JGA-001150 ｱﾝｼｭｯﾂ ｸﾗﾝﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ ベース用クランプネジ　丸型　98年初期型取付不可 在庫限 ¥4,200
JGA-001186･1187 ｱﾝｼｭｯﾂ ｽﾁｰﾙｶﾗﾑ スチールカラム　チーク・バップレ用選択 71mm　２本入り100g 在庫限 ¥10,500
JGA-001183･1184 ｱﾝｼｭｯﾂ ｱﾙﾐｶﾗﾑ アルミ製カラム　チーク・バップレ用選択111mm　２本入り30g 在庫限 ¥10,000
WAL-263-1237 ﾜﾙｻｰ　 ｽﾄｯｸﾛｯﾄﾞ アルミストック用バットプレート伸縮用ロッド　刻印入り　全長60mm　Anschuetz装着可 ¥4,800

■ ＳＢ・ＢＢ用 替え銃身 ご注文時に所持許可証写しが必要です  ヘッドスペース調整工賃を含む　銃身単体の販売はできません

JGA-1900S-1 ｱﾝｼｭｯﾂ ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾚﾙ 1913用　　　 ﾛﾝｸﾞﾊﾞﾚﾙ 69cm　交換工賃含む 在庫限 ¥143,000
JGA-2000S-1 ｱﾝｼｭｯﾂ ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾚﾙ 2013･2007用  ﾛﾝｸﾞﾊﾞﾚﾙ 69cm・66cm 選択　交換工賃含む 在庫限 ¥131,000
JGA-1913-1 ｱﾝｼｭｯﾂ ｸﾛﾓﾘ ﾊﾞﾚﾙ 1913用　　　 ﾛﾝｸﾞﾊﾞﾚﾙ 69cm　交換工賃含む ¥126,000
JGA-1907-1 ｱﾝｼｭｯﾂ ｸﾛﾓﾘ ﾊﾞﾚﾙ 1912･1907用  ﾛﾝｸﾞﾊﾞﾚﾙ 66cm　交換工賃含む 受注 ¥123,000
JGA-2013-1 ｱﾝｼｭｯﾂ ｸﾛﾓﾘ ﾊﾞﾚﾙ 2013用　　　 ﾛﾝｸﾞﾊﾞﾚﾙ 69cm　交換工賃含む ¥105,000
JGA-2007-1 ｱﾝｼｭｯﾂ ｸﾛﾓﾘ ﾊﾞﾚﾙ 2012･2007用  ﾛﾝｸﾞﾊﾞﾚﾙ 66cm　交換工賃含む ¥93,000
HAT ﾊｰﾄ    ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾚﾙ オーダー加工 寸法指定　無垢銃身を国内で加工をします 受注 ¥263,000~
LIJ ﾘﾙｼﾞｬ  ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾚﾙ オーダー加工 寸法指定　無垢銃身を国内で加工をします 受注 ¥454,000~

アンシュッツ１８００シリーズより以前のアクションをお持ちの方でバレル交換をご希望の方はフロントグローブ（下記）もお求め下さい

CEN-1990-6X0X ｾﾝﾄﾗ　 ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄ ｽｺｱｰ ローフロントグローブ　スウィングタイプ　１８Φ･２２Φ･ｱﾝｼｭｯﾂ・ﾊﾞｳ・ﾜﾙｻｰ･ｽﾃｲﾔｰ選択 ¥12,900
JGA-000982 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄ ローフロントグローブ　黒　内径１８Φ  　Anschuetz19-20標準装備品　6832 ¥19,900

グリップサイズ表
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注文番号 NEW 商  品  名 概     要 税込価格

■ ウェイト ライフル用
SCJ ｼｰｽ　 ｳｪｲﾄ AR 150 ＡＲ用 ﾊﾞﾚﾙｳｪｲﾄ  150g 黒　スチール　Ｕ字型　銃身上部に装着　プリチャージ銃に便利 ¥9,200
SCJ ｼｰｽ　 ｳｪｲﾄ ｽﾄｯｸ ｱﾝｼｭｯﾂ ｱﾙﾐｽﾄｯｸ用 220g 銀　スチール　厚さ１２ｍｍ　AR/SB ﾁｰｸ･ﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ ﾍﾞｰｽ用 ¥10,500
JGA-001565 ｱﾝｼｭｯﾂ ｳｪｲﾄ AR･SB　ﾘﾝｸﾞｳｪｲﾄ 　25g 黒　スチール　バットプレートベース／チークベース取付用 在庫限 ¥2,000
JGA-700-6340 ｱﾝｼｭｯﾂ ｳｪｲﾄ ＡＲ用 ﾊﾞﾚﾙｳｪｲﾄ   50g 黒  アルミ製　半径分離タイプ　シリンダー上部取付可能 在庫限 ¥3,700
AHG-8001~5 ｱﾝｼｭｯﾂ ｳｪｲﾄ ＡＲ用 ﾊﾞﾚﾙｳｪｲﾄ   50g 　　アルミ製　紫・緑・橙・黄・黒より選択 在庫限 ¥3,000
JGA-700-6339 ｱﾝｼｭｯﾂ ｳｪｲﾄ ＡＲ用 ｽﾄｯｸｳｪｲﾄ　150g 黒　スチール　２００２アルミストック取付用　角柱型 在庫限 ¥4,300
WAL-269-3828 ﾜﾙｻｰ 　ｳｪｲﾄ ＡＲ用 ﾊﾞｯﾄPｳｪｲﾄ  30g 銀　アルミ製　ＬＧ用　バットプレートロッド取付用 在庫限 ¥5,700
WAL-265-9816 ﾜﾙｻｰ 　ｳｪｲﾄ ＡＲ用 ﾊﾞｯﾄPｳｪｲﾄ  70g 黒　スチール　ＬＧ用　バットプレートロッド取付用  円柱型 在庫限 ¥4,000
WAL-264-9128 ﾜﾙｻｰ 　ｳｪｲﾄ ＡＲ用 ﾊﾞｯﾄPｳｪｲﾄ  90g 黒　スチール　ＬＧ用　バットプレート取付用  プレート型 ¥4,000
WAL-264-9136 ﾜﾙｻｰ 　ｳｪｲﾄ ＡＲ用 ｽﾄｯｸｳｪｲﾄ  140g 黒　スチール　ＬＧ用　ストックのフォアエンド内への取付用  ¥2,700
FWB-3210-0558 ﾊﾞｳ 　 ｳｪｲﾄ AR･SB　ｽﾄｯｸｳｪｲﾄ 　24g 銀　アルミ製　バットプレートベース／チークベース取付用 ¥4,400
FWB-3210-0559 ﾊﾞｳ 　 ｳｪｲﾄ AR･SB　ｽﾄｯｸｳｪｲﾄ 　66g 黒　スチール　バットプレートベース／チークベース取付用 ¥4,400
FWB-3201-6925 ﾊﾞｳ 　 ｳｪｲﾄ ＡＲ用 ｽﾗｲﾄﾞｳｪｲﾄ 160g 黒　スチール　シルンダー上部銃身取付　圧縮空気銃に便利 受注 ¥13,700
FWB ﾊﾞｳ 　 ｳｪｲﾄ ＡＲ用 ﾊﾞﾚﾙｳｪｲﾄ   60g 銀  アルミ製　銃口部取付け用 在庫限 ¥5,000
STY-410-106-0511 ｽﾃｲﾔｰ　ｳｪｲﾄ ＡＲ用 ﾊﾞﾚﾙｳｪｲﾄ  100g 黒  スチール　１個 在庫限 ¥15,100
STY-410-106-0515 ｽﾃｲﾔｰ　ｳｪｲﾄ ＡＲ用 ﾊﾞﾚﾙｳｪｲﾄ 　60g 銀  アルミ製　１個 在庫限 ¥7,900
CEN-1991-5921･2 ｾﾝﾄﾗ 　ﾗｯｸ ＡＲ用　発射時のバイブレーションを緩衝させ命中精度をＵＰさせます　JGA･WAL 選択 受注 ¥12,100
TEO-0125 ﾃｸﾛ    ｳｪｲﾄ ＡＲ用 ﾊﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ 140g 銀　スチール　バットプレートベース挟込み取付 受注 ¥4,800
CEN-1993-0004 ｾﾝﾄﾗ　 ｳｪｲﾄ ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰＳＢ用 ｽﾄｯｸｳｪｲﾄ　220g 黒　カーボン　スリングレール取付け　振動抑制機能 ¥38,200
G+E-14-9200-2X ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ﾊﾞﾚﾙｳｪｲﾄ ＳＢ用 ﾊﾞﾚﾙｳｪｲﾄ  115g 黒  バレル径 22･23･24mm 選択　振動を吸収します　装着に工具不要 ¥31,400
G+E-14-4995 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ｽﾄｯｸｳｪｲﾄ ＳＢ用 ｽﾄｯｸｳｪｲﾄ  120g 黒  EQUALIZER　K-1　GO用　2個セット ¥53,300
G+E-14-5002 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ RSｽﾄｯｸ ｳｪｲﾄ ＲＳ用 ｽﾄｯｸｳｪｲﾄ　@ 8g 銀　４個セット　ネジ付き　３段まで重ねられます 在庫限 ¥13,200
G+E-14-8190 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ｳｪｲﾄｾｯﾄ ＲＳ用 ﾊﾞｯﾄPｳｪｲﾄ @21g 銀　４個セット　ロッド付　合計157g　サポートパーツ効果 ¥14,900
G+E-14-8191 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ｳｪｲﾄ ＲＳ用 ﾊﾞｯﾄPｳｪｲﾄ @21g 銀　スチール　リング状　上記単品 ¥4,700
AHG-8007 ｱﾝｼｭｯﾂ ｳｪｲﾄ ＳＢ用 ﾊﾞﾚﾙｳｪｲﾄ  200g 黒  スチール　バレル径 20.0～22.5mm にフィット  ¥10,200
JGA-001514 ｱﾝｼｭｯﾂ ｳｪｲﾄ ＳＢ用 2000ｼﾘｰｽﾞ　75g 黒　スチール　ストック前部取付用　2013-U82 在庫限 ¥3,700
JGA-711-3000 ｱﾝｼｭｯﾂ ｳｪｲﾄ ＳＢ用 ｽﾄｯｸｳｪｲﾄ　495g 黒　スチール　木製ｽﾄｯｸ前部取付用　2013-U80 在庫限 ¥29,500

■ ウェイト ピストル用
STY-400-501-0515 ｽﾃｲﾔｰ  ｳｪｲﾄ ＡＰ用 バレルウェイト　スチール　40g　４個入り　evoに付属 ¥4,700
CEN-1993-0020 ｾﾝﾄﾗ　 ｳｪｲﾄ LP10用 バレルウェイト　スチール　60g　２個セット ¥16,800
WAL-266-0270 ﾜﾙｻｰ 　ｳｪｲﾄ ＡＰ用 ロッドバーｳｪｲﾄ　スチール　20g　ＬＰ３００用　銃に付属 (ウルトラに付属しません) ¥3,500
WAL-267-6184 ﾜﾙｻｰ 　ｳｪｲﾄ ＡＰ用 ロッドバーのみ　スチール　25g　ＬＰ３００用　銃に付属 (ウルトラに付属しません) ¥2,700
MOR-105 ﾓﾘｰﾆ　 ｳｪｲﾄ ＡＰ用 バレルウェイト　スチール　60g　銃に付属していません ¥23,300
MOR-106･107 ﾓﾘｰﾆ　 ｳｪｲﾄ ＡＰ用 シリンダーｳｪｲﾄ　スチール　60g・80g選択　銃に付属していません ¥23,300
TES-100-23915 ﾃｽﾛ    ｳｪｲﾄ ＡＰ用 ロッドバーｳｪｲﾄ　スチール　20g　銀 ＰＡ１０用 銃に付属 (ジュニアに付属しません) ¥3,700
TES-100-24124 ﾃｽﾛ    ｳｪｲﾄ ＡＰ用 ロッドバーのみ　スチール　25g　銀 ＰＡ１０用 銃に付属 (ジュニアに付属しません) ¥4,300

■ 銃アクセサリー NEW:発売後１年未満の製品　　★：モデルチェンジ製品

CEN-19P0-000X ｾﾝﾄﾗ 　ｾｰﾌﾃｨｰﾙｯｸ 薬室抜弾確認用のサイン旗　赤　各口径 選択　４.５ｍｍ・５.６ｍｍ・６ｍｍ・３０用 ¥1,100
SCJ ｼｰｽ　 ｾｰﾌﾃｨｰｺｰﾄﾞ 薬室抜弾確認用のサインコード　橙　ＡＲ用１ｍ・ＡＰ用６０ｃｍ　コードのみ アクセサリー留め環なし ¥300
SCJ ｼｰｽ　 ﾏｽﾞﾙｶﾊﾞｰ 銃口カバー  黒・朱・緑・銀(蓄光) 選択　競技規則必需品　クラリーノ革製 ¥900
G+E-14-9138.1 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ﾎﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ ＳＢボルト保護ケース　分解可能　Racer3 右射手用 ¥12,600
AHG-1322 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾎﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ ＳＢボルト保護ケース　分解可能　アンシュッツＳＢ右射手用 ¥7,700
AHG-4819 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾁｰｸﾋﾟｰｽｶﾊﾞｰ チークピース滑止シート  裏面粘着シール付き　Ａ５版 ¥1,400
AHG-1320 ｱﾝｼｭｯﾂ ｼﾘﾝﾀﾞｰﾊﾞｯｸﾞ ＡＲシリンダー用保護ケース　樹脂製　Anschuetz／Feinwerkbau／Walther兼用　青･透過 ¥1,400
TEO-0159 ﾃｸﾛ    ｼﾘﾝﾀﾞｰﾊﾞｯｸﾞ ＡＰシリンダー用保護ケース　樹脂製　200-350mm　透過色 在庫限 ¥1,400
MEC-5009997 ﾒｯｸ    ﾎﾞｰﾙﾉﾌﾞ ｸﾞﾛｰﾌﾞＳＢボルトに装着　青・赤・黒・銀 選択　溝切仕様　球型　ボルト操作が容易 JGA･WAL用 262 シコナーニ製¥8,700
AHG-4804-1~6 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾎﾞｰﾙﾉﾌﾞ ＳＢボルトに装着　金・紫・青・赤・銀 ５色選択　真球型　ボルト操作が容易 JGA･WAL用 ¥2,700
AHG-4805-3･4・6 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾎﾞｰﾙﾉﾌﾞ ＳＢボルトに装着　青・赤・銀　モデル デザイン　円柱型  ボルト操作が容易 JGA･WAL用 ¥3,400
AHG-4806-3･4 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾘｱｻｲﾄﾉﾌﾞ リアサイトカラーノブ　7002･6805用　青・赤 選択　２個セット ¥4,800
G+E-14-447X ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ﾐﾗｰｼﾞｭﾊﾞﾝﾄﾞ 大口径用　陽炎ベルト　黒　フック付き　５タイプより選択 受注 ¥10,200
CEN-1993-0002 ｾﾝﾄﾗ 　ﾊﾞｲﾎﾟｯﾄﾞ ２脚銃架　スリングレール取付け型　脚球型105g　脚部稼動可能　バランサー機能 ¥10,700
G+E-14-9399 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙﾊﾞｲﾎﾟｯﾄ ２脚銃架　スリングレール取付け型　全黒　180g　脚部稼動可能　バランサー機能 在庫限 ¥31,300
AHG-9794 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾊﾞｲﾎﾟｯﾄ ２脚銃架　スリングレール取付け型　フリー 95g　脚部稼動可能　バランサー機能 ¥14,300
JGA-001098 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾊﾞｲﾎﾟｯﾄ ２脚銃架　スリングレール取付け型　4770   80g ¥7,300
GEH-708 ｹﾞｰﾏﾝ  ﾊﾞｲﾎﾟｯﾄﾞ ２脚銃架　スリングレール取付け型　脚底部球型 80g ¥7,300
GEH-708-UNI ｹﾞｰﾏﾝ  ﾊﾞｲﾎﾟｯﾄﾞ ２脚銃架　スリングレール取付け型　脚底部球型　ﾊﾝﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ(708-STOP)が装着可能 ¥16,600
GEH-708-STOP ｹﾞｰﾏﾝ  ﾊﾞｲﾎﾟｯﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ 708UNI用　ハンドストップ ¥14,300
JGA-006802 ｱﾝｼｭｯﾂ ｽﾄﾗｲｶｰﾋﾟﾝ ＳＢ用撃針　銃番号お知らせ下さい　５４３０・１８以降・１４以前用

WAL-260-9215 ﾜﾙｻｰ 　ｽﾄﾗｲｶｰﾋﾟﾝ ＳＢ用撃針　銃番号お知らせ下さい　ＫＫ２００－３００用 ¥20,000
HBB ﾌﾞﾚｲｶｰ ｽﾄﾗｲｶｰﾋﾟﾝ ＳＢ用撃針　銃番号お知らせ下さい ¥27,300
TAN ﾀｰﾅｰ   ｽﾄﾗｲｶｰﾋﾟﾝ ＳＢ用撃針　銃番号お知らせ下さい 受注 ¥19,500
STY-40-0803-051X ｽﾃｲﾔｰ　LP10E ｷﾊﾞﾝB 電子基盤　乾電池用ユニット　No.76　基盤緑用・基盤赤用・基盤青用 選択　乾電池別売 ¥37,000
STY-40-0803-052X ｽﾃｲﾔｰ　LP10E ｷﾊﾞﾝT 電子基盤　トリガーユニット　No.74　基盤緑・基盤赤 選択 ¥46,600
STY-40-0803-0523 ｽﾃｲﾔｰ　EVO10E ｷﾊﾞﾝ 電子基盤　トリガーユニット　No.100 乾電池ユニットNo.93別売り ¥50,900
STY-40-0803-0623 ｽﾃｲﾔｰ　EVO10E ｷﾊﾞﾝ 電子基盤　LP10ＥからEVO10Eへの改装キット　EVO10Eグリップと側面プレートは別売り ¥91,800
STY-40-0209-0523 ｽﾃｲﾔｰ　LP-EVO VALVE ＬＰ-ＥＶＯ用　No.29 レギュレーターユニット　Pressure reducing valve ¥21,900
MOR-16240X ﾓﾘｰﾆ   162EA ｷﾊﾞﾝB 電子基盤　バッテリー用ユニット　乾電池別売　３Ｖ(通常在庫)・１５Ｖ・左右 選択　 ¥75,700
MOR-162080T ﾓﾘｰﾆ   162EA ﾄﾘｶﾞｰﾕﾆｯﾄ電子トリガー部のユニット　３Ｖ／１５Ｖ用 選択　トリガーブレード付属なし ¥100,200
MOR-084415T ﾓﾘｰﾆ　 ﾊﾞｯﾃﾘｰｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ １５Ｖ初期型グリップＳＲ５４用バッテリーアダプター　ボタン電池別 ¥6,300

＊銃修理に必要なパーツ類のご提供が可能です　銃構造の一部のパーツは所持許可証の提示をお願いする場合があります

¥11,100~
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https://shop.ahg-anschuetz.de/media/image/3a/b5/53/4804_1_600x600.jpg
https://shop.ahg-anschuetz.de/media/image/35/a3/21/4805-Neu_600x600.jpg
https://shop.ahg-anschuetz.de/media/image/e1/08/73/4806_600x600.jpg
http://www.gruenelshop.ch/ge/as_itemcard.php?language=de&sid=14121681592103114013&itemno=14.4472
http://www.centra-visier.de/index.php?id=685&L=2&MP=92-725
https://shop.ahg-anschuetz.de/media/image/4c/4a/6e/9794_600x600.jpg
https://www.anschuetz-sport.com/en/sport/zubehoer/?product=871ea2acd5e6417997c587dbe0e3789f&cat-id=a25843ffb7204d00b9219f88da11f079
http://www.gehmann.net/english/products.php?id=205&kategorie=9
http://www.gehmann.net/english/products.php?id=207&kategorie=9
http://www.gehmann.net/english/products.php?id=206&kategorie=9
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注文番号 NEW 商  品  名 概     要 税込価格

■ グラスフレーム（射撃眼鏡類） NEW:発売後１年未満の製品

〇ＭＥＣ製品 ★：モデルチェンジ製品

MEC-5015532 ﾒｯｸ    ﾓﾉｸﾙ アイピース後部に２３ｍｍレンズホルダーを装着　レンズホルダー付き ¥14,100
MEC-5000766 ﾒｯｸ    ﾓﾉｸﾙ DUO アイピース側面に付属の目隠し板が装着可能　目隠し板回転式 受注 ¥27,000
MEC-5028267 ﾒｯｸ    ﾓﾉｸﾙ ﾘﾎﾞﾙﾌﾞ アイピース後部に回転グラス装着　乱視有利　REVOLVE 付き　レンズホルダー装着不可 受注 ¥30,700
MEC-503023X ﾒｯｸ　　 ｸﾞﾗｽﾌﾚｰﾑ ﾗｲﾌﾙ用 23mm・ﾋﾟｽﾄﾙ用 37mm　正面目隠し板(白･灰)ｾｯﾄ ケース付 ｵﾌｾｯﾄﾀｲﾌﾟ 左右選択 37g ¥44,300
MEC-50299XX ★ ﾒｯｸ　　 ｸﾞﾗｽﾌﾚｰﾑ ｳﾙﾄﾗ ﾗｲﾌﾙ用 23mm・ﾋﾟｽﾄﾙ用 37mm　正面目隠し板(白･灰)ｾｯﾄ ケース付 ｵﾌｾｯﾄﾀｲﾌﾟ 左右選択 チタン13g ¥51,000
MEC-503023X3ST ﾒｯｸ　　 ｸﾞﾗｽﾌﾚｰﾑ 3-P ﾗｲﾌﾙ用 23mm ３姿勢用　ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ１個＋ｸﾛｽﾊﾞｰ３個　使用中の微調整可能 ｹｰｽ付 ｵﾌｾｯﾄﾀｲﾌﾟ ¥86,700
MEC-50304XX ﾒｯｸ　　 ｸﾞﾗｽﾍｯﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ ﾗｲﾌﾙ用 23mm・ﾋﾟｽﾄﾙ用 37mm　正面目隠し板(白･灰) 選択　ケース付　ｵﾌｾｯﾄﾀｲﾌﾟ ヘッドバンド式 ¥36,100
MEC-501013X ﾒｯｸ　　 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ ノーマル用クロスバー１個＋ノーマルレンズホルダー１個　23mm・37mm 選択 ¥7,900
MEC-5000871 ﾒｯｸ　　 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ ｼﾌﾄ 微調整可能クロスバー１個＋ノーマルレンズホルダー１個　23mm・37mm 選択 ¥34,100
MEC-501135X ﾒｯｸ　　 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ 3-P ３姿勢用クロスバー３個＋３姿勢用レンズホルダー１個セット　ワンタッチ回転用 ¥43,000
MEC-5028225 ﾒｯｸ　　 ｶﾊﾞｰﾃﾞｨｽｸ 正面側の可動目隠し板(白･灰) 選択　バルブ付き ¥2,700
MEC-50101XX ﾒｯｸ　　 ｱｲﾘｽｼｬｯﾀｰ 可変式シャッター　レンズホルダー取付用　23mm・37mm 選択 ¥10,700
MEC-501016X ﾒｯｸ　　 ｻｲﾄﾞﾌﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ サイド目隠し板　左右２枚組　長方形　薄灰　ISSF不可 在庫限 ¥2,800
MEC-5000909 ﾒｯｸ　　 ｻｲﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ チャンピオン製品へのＭＥＣサイドブラインダーの取り付けアダプター ¥5,300
MEC-50101XX ﾒｯｸ　　 ｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰ 赤黄･黄緑･茶４色･黄土･橙･アメジスト･緑 全11種より選択　37mm マグネット式　ホルダー別 受注 ¥11,900
MEC-50101XX ﾒｯｸ　　 ｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰ 赤黄･黄緑･茶４色･黄土･橙･アメジスト･緑 全11種より選択　23mm マグネット式　ホルダー別 受注 ¥9,000
MEC-5010134 ﾒｯｸ　　 ﾌｨﾙﾀｰﾎﾙﾀﾞｰ カラーフィルター用ホルダー　37mm用　レンズホルダーへ填め込みアダプターとして使用 ¥9,800
MEC-5010133 ﾒｯｸ　　 ﾌｨﾙﾀｰﾎﾙﾀﾞｰ カラーフィルター用ホルダー　23mm用　レンズホルダーへ填め込みアダプターとして使用 ¥4,400

〇チャンピオン製品

CHA-5020X ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ｸﾞﾗｽﾌﾚｰﾑ olympicﾗｲﾌﾙ用 25mm・ﾋﾟｽﾄﾙ用 42mm　正面目隠し板(透過+灰)ｾｯﾄ　ケース付き　スクリュー青･赤 選択 ¥38,900
CHA-50204 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ｸﾞﾗｽﾌﾚｰﾑ ﾚﾃﾞｨｰ ﾗｲﾌﾙ用 25mm・ﾋﾟｽﾄﾙ用 42mm　正面目隠し板(透過+灰)ｾｯﾄ　ケース付き　スクリュー紫 横幅138mm ¥44,700
CHA-6020X ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ｸﾞﾗｽﾌﾚｰﾑ ｽｰﾊﾟｰ ﾗｲﾌﾙ用 25mm・ﾋﾟｽﾄﾙ用 42mm　正面目隠し板(透過+灰)ｾｯﾄ　微調整可 稼動部 黒赤 オフセットタイプ ¥60,600
CHA-60206･5 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ｸﾞﾗｽﾌﾚｰﾑ BOGEN アーチュリー専用　正面目隠し板とケース付き 左右選択　オフセットタイプ 受注 ¥54,900
CHA-25･32･4200X ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ レンズホルダー  25mm・32mm・42mm 選択 ¥3,400
CHA-41034 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ｶﾊﾞｰﾃﾞｨｽｸ 正面側の可動目隠し板(透過+灰)ｾｯﾄ　接続ピン付き ¥4,400
CHA-42023 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ｱｲﾘｽｼｬｯﾀｰ 可変式稼働シャッター　レンズホルダー取付用　25mm・32mm・42mm 選択 ¥15,400
CHA-25･32･42009 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ﾃﾞﾊﾞｲｽ センタリングデバイス　レンズホルダー取付用　25mm・32mm・42mm 選択 ¥5,000
CHA-X0027 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ﾉｰｽﾞﾊﾟｯﾄﾞ ﾛﾝｸﾞ シリコン製　接続バー付き　オリンピック用ロング (鼻が低めの射手用　ﾉｰﾏﾙより１０ｍｍ長い) ¥3,600
CHA-X0028 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ﾉｰｽﾞﾊﾟｯﾄﾞ ﾉｰﾏﾙ シリコン製　接続バー付き　オリンピック用ノーマル ¥3,600
CHA-41015･13 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ﾉｰｽﾞﾋﾟｰｽ シリコン製　ノーズパッドのみ　ノーマル幅１５ｍｍ・スモール１３ｍｍ 選択 ¥2,000
CHA-25･42004-5 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰ ｸﾞﾚｰ・ﾌﾞﾗｳﾝ レンズホルダー取付用カラーフィルター  25mm・42mm 選択 ¥9,400
CHA-25･42006 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰ イエロー    レンズホルダー取付用カラーフィルター  25mm・42mm 選択 ¥11,600
CHA-25･42011 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰ オレンジ    レンズホルダー取付用カラーフィルター  25mm・42mm 選択 受注 ¥13,900
CHA-50110 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ﾌﾞﾗﾝﾁｪｽ オリンピック用フレームツタ　左右セット ¥3,100
CHA ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ﾅｲﾌ ロゴ入り　Victorinoxナイフ　刃渡り５cmナイフ３本他　計６種 ¥10,800

〇クノブロッホ製品

KNO-10040 ｸﾉﾌﾞﾛｯﾎ ｸﾞﾗｽﾌﾚｰﾑ ライフル／ピストル用  37mm　ケース付き　可変ノーズピース　正面目隠し板なし ¥32,300
KNO-10060 ｸﾉﾌﾞﾛｯﾎ ｸﾞﾗｽﾌﾚｰﾑ ライフル／ピストル用  37mm　ケース付き　固定ノーズピース　正面目隠し板なし ¥29,200
KNO-2006X ｸﾉﾌﾞﾛｯﾎ ｶﾊﾞｰﾃﾞｨｽｸ 正面側目隠し板  白 受注 ¥4,000
KNO-200168 ｸﾉﾌﾞﾛｯﾎ ｻｲﾄﾞｸﾘｯﾌﾟ サイド目隠し板  白  ２枚組 受注 ¥4,200
KNO-20062 ｸﾉﾌﾞﾛｯﾎ ｱｲﾘｽｼｬｯﾀｰ 可変式シャッター　ピストル用レンズホルダー取付用 受注 ¥12,400
KNO ｸﾉﾌﾞﾛｯﾎ ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ レンズホルダー  37mm・23mm・ﾗｲﾌﾙ・ﾋﾟｽﾄﾙ 選択 受注 ¥4,200

■　ヘッドバンド・アクセサリー
CHA-450X1 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ﾍｯﾄﾞﾊﾞﾝﾄ-1 バンド色 紺・赤・灰・桃 選択　正面側の可動目隠し板１枚付き　透過･灰 選択 ¥4,500
CHA-450X1 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ｶﾊﾞｰﾃﾞｨｽｸ 正面側可変目隠し板のみ　透過・灰　単品　接続ピン付き ¥2,800
CHA-45060 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ﾃﾞｨｽｸ-ｸﾘｯﾌﾟ ヘッドバンドと目隠し板とのクリップヒンジ　黒 ¥1,000
CHA ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ﾃﾞｨｽｸﾋﾟﾝ クリップヒンジと正面目隠し板との接続ピン　灰 ¥600
MOC-2006 ﾓｰﾁｪ  　ﾍｯﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ ボディークール型ヘッドバンド　ウェアと同じ素材でできています　黒 ¥2,800
ALB-37060 ｱｶｰ 　　ﾍｯﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ 緑基調 Keep Cool 水に浸すと気化熱で頭部を冷却します　ヘッドバンド型 ¥2,900
GEH-868 ｹﾞｰﾏﾝ　 ﾍｯﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ 紺　マジックテープ付きで額にフィット ¥2,900
AHG-329 ｱﾝｼｭｯﾂ  ﾊﾞﾝﾄﾞﾌﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ ヘッドバンド／キャップ取付用　可変式　乳白色目隠し板 ¥2,600
SCJ ｼｰｽ　　 ﾌﾗｯﾌﾟﾌﾞﾗｲﾝﾀﾞ ﾋﾟｽﾄﾙ用 常用のメガネ/サングラス等への装着目隠板　透過（AHG-9777-2と同仕様） ¥3,200
AHG-9777-2･1･3 ｱﾝｼｭｯﾂ  ﾌﾗｯﾌﾟﾌﾞﾗｲﾝﾀﾞ ﾋﾟｽﾄﾙ用 常用のメガネ/サングラス等への装着目隠板　透過（白・黒 受注） ¥4,400
GEH-393 ｹﾞｰﾏﾝ　 ﾌﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｱｲﾘｽ ﾋﾟｽﾄﾙ用 常用のメガネ/サングラス等への装着が可能　吸盤タイプ ¥12,300
AHG-9778 ｱﾝｼｭｯﾂ  ﾌﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｱｲﾘｽ ﾋﾟｽﾄﾙ用 常用のメガネ/サングラス等への装着が可能　アイリスシャッター付き ゲーマン･セントラ同価格 ¥17,000

■　帽子・耳栓・ヘッドアクセサリー
AHG-302 ｱﾝｼｭｯﾂ  ﾊﾞｲｻﾞｰ 色選択　サンバイザータイプ　厚さ４ｍｍ　セパレート式　青・灰・桃・黒 ¥6,000
AHG-301･301R ｱﾝｼｭｯﾂ  ﾊﾞｲｻﾞｰ 青・赤　サンバイザータイプ　厚さ４ｍｍ　ＭＥＣ製品と同品質 ¥1,800
MEC-5049360 ﾒｯｸ　　 ﾊﾞｲｻﾞｰ 青のみ　サンバイザータイプ　厚さ４ｍｍ ¥2,700
ALB-37062 ｱｶｰ 　　ｻﾝﾊﾞｲｻﾞｰ 青基調　サンバイザータイプ　Keep Cool 水に浸すと気化熱で頭部を冷却します ¥3,900
MEC-5000112 ﾒｯｸ　　 ｲﾔｰﾌﾟﾗｸﾞ250 silence　シリコンタイプ耳栓　透過　音量調節ピンバルブ付き ¥6,100
EAR E.A.R.  ｲﾔｰﾌﾟﾗｸﾞ スポンジタイプ耳栓　黄　１０個入り 在庫限 ¥500
EAR E.A.R.  ｲﾔｰﾌﾟﾗｸﾞ スポンジタイプ耳栓　黄　２個入り ¥50
AHG-308 ｱﾝｼｭｯﾂ  ｲﾔｰﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ 黒　折りたたみ式コンパクトサイズ　クラス最軽量１８０g ¥5,100
BIL ﾋﾞﾙｿﾑ   ｲﾔｰﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ 緑　大口径射撃用  衝撃音のみカット  内臓マイクにより通常会話が可能 ¥50,700

Ｓｃｈｉｅｓｓ Ｊａｐａｎ ご質問はお気軽にメールで  schiess-japan@nifty.ne.jp

http://www.mec-shot.de/en/products/shooting-glasses/monocle/monocle
http://www.mec-shot.de/en/products/shooting-glasses/monocle/monocle-duo/
http://www.mec-shot.de/en/products/shooting-glasses/monocle/monocle-revolve/
http://www.mec-shot.de/en/products/shooting-glasses/frame-glasses/frame-glasses-complete/
http://www.mec-shot.de/en/products/shooting-glasses/ultra-light/glasses-ultra-light-complete/
http://www.mec-shot.de/en/products/shooting-glasses/frame-glasses/frame-glasses-complete/
http://www.mec-shot.de/en/products/shooting-glasses/band-glasses/band-glasses-complete/
https://www.mec-shot.de/uploads/pics/Augenabdeckung_Ohrbuegel_Startline_1000x1000_01.png
https://www.mec-shot.de/en/products/shooting-glasses/accessories/iris-apertures-filter/mecglasirisblende37/
http://www.mec-shot.de/en/products/shooting-glasses/zubehoer/iris-apertures-filter/magnetic-filterholder/
http://www.mec-shot.de/en/products/shooting-glasses/zubehoer/iris-apertures-filter/magnetic-filterholder/
http://champion-brillen.ch/wp-content/uploads/2014/11/olychgok.png
http://champion-brillen.ch/wp-content/uploads/2016/05/olympic_lady.png
http://champion-brillen.ch/produkt/super-olympic-pistole/
https://www.champion-brillen.ch/wp-content/uploads/2014/11/olychbogk1.png
http://champion-brillen.ch/wp-content/uploads/2015/05/augenrenaender.png
http://www.champion-brillen.ch/filtereng.htm
http://www.champion-brillen.ch/filtereng.htm
http://www.champion-brillen.ch/filtereng.htm
http://www.knobloch-schiessbrillen.de/de/?page_id=5
http://www.knobloch-schiessbrillen.de/de/?page_id=5
http://www.knobloch-schiessbrillen.de/de/?page_id=5
http://www.knobloch-schiessbrillen.de/de/?page_id=5
http://www.knobloch-schiessbrillen.de/de/?page_id=5
http://www.knobloch-schiessbrillen.de/de/?page_id=5
http://champion-brillen.ch/wp-content/uploads/2016/01/stirnbaender.png
http://champion-brillen.ch/wp-content/uploads/2016/01/stirnbaender.png
http://champion-brillen.ch/wp-content/uploads/2016/01/stirnbaender.png
http://deutsch.mouche.de/bekleidung/unterbekleidung/index.php
http://www.gehmann.net/katalog.php?thisId=5&lang=e&parent1=1&parent2=6&parent3=
https://shop.ahg-anschuetz.de/media/image/bb/dc/d4/329-3_600x600.jpg
https://shop.ahg-anschuetz.de/media/image/a5/a1/a1/9777-3_200x200.jpg
http://www.gehmann.net/english/products.php?kategorie=35
https://shop.ahg-anschuetz.de/media/image/c8/96/d8/9778_neu_600x600.jpg
https://shop.ahg-anschuetz.de/media/image/c7/c0/32/302_600x600.jpg
https://shop.ahg-anschuetz.de/media/image/d0/9f/51/301_600x600.jpg
http://www.mec-shot.de/en/products/accessories/for-rifleshooters/headband-and-visor/visor/
http://4112.o.oo7.jp/image/MEC-5000112.JPG
http://4112.o.oo7.jp/image/3m-312.jpg
https://shop.ahg-anschuetz.de/media/image/cb/ac/e7/308_600x600.jpg
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■ 射撃分析装置・シミュレータ・レーザーパワー
SCT-101708 ｽｷｬｯﾄ MX-W2/2022 射撃分析装置  2.5 ～ ∞ 用　日本語システム　日本語説明書付　センサーwifiワイヤレス式 ¥228,000
SCT-101704 ｽｷｬｯﾄ MX-02/2022 射撃分析装置  2.5 ～ ∞ 用　日本語システム　日本語説明書付　従来の標的システムが不要 ¥204,000
SCT-101706 ｽｷｬｯﾄ BASIC 射撃分析装置  2.5 ～ 50m用　日本語システム　日本語説明書付　ビギナー向けの簡易分析用 ¥99,000
SCT-101705 ｽｷｬｯﾄ BIATHLON 射撃分析装置  ５ｍ室内専用　日本語システム　日本語説明書付　５連的　無線式　ＷＬ仕様 ¥209,000
SCT-101702 ｽｷｬｯﾄ USB WS1 射撃分析装置  ４～１０ｍ用　日本語システム　日本語説明書付　光学センサーワイヤレス式 ¥215,000
MEC-500998X ｽｷｬｯﾄ ﾌﾟﾛﾃｸﾄ スキャット用　ＷＳ／ＵＳＢ標的装置用の空気銃実射防弾カバー　鉄製　スライド式填め込み 在庫限 ¥7,300
SCT-101006 ｽｷｬｯﾄ ﾄﾘｶﾞｰｾﾝｻｰ スキャット用　引金圧の計時変化を画面上で軌跡とリンクしリアル表示　Ｒ型　右射手用 ¥46,000
SCT-202042 ｽｷｬｯﾄ ｽﾃｲﾔｰﾏｳﾝﾄ スキャット用　ステイヤーＡＰ側面レールにセンサー装着するマウント　重量4.1g ¥4,700
TEO-0351 ｽｷｬｯﾄ ｻｲﾄﾞﾜｲﾝﾀﾞｰ スキャット用　光学センサーをリア／ﾌﾛﾝﾄのレールに装着できるようになります ¥10,400
TEO-0061 ｽｷｬｯﾄ ﾎﾙﾀﾞｰ UIT スキャット用　光学センサーをＳＢスリングレールに装着できるようになります ¥6,800
TEO-0041 ｽｷｬｯﾄ ﾎﾙﾀﾞｰ AR スキャット用　光学センサーをエアライフル銃身部に装着できるようになります ¥5,800
TEO-0156 ｽｷｬｯﾄ ﾎﾙﾀﾞｰ UIT-2.0 スキャット用　光学センサーをＳＢスリングレールに装着できるようになります 全球稼働可 受注 ¥13,800
SAW-NOS-4P38 ﾉﾌﾟﾃﾙ ﾌﾟﾘｽﾞﾑ ＳＢ実射用プリズム　ST-2000 スポーツ用　３８ｍｍ径×４　２５～５０ｍ用 受注 ¥227,000
RIK ﾘｶ ﾎｰﾑﾄﾚｰﾅｰ 射撃分析装置  ３～１０ｍ空気銃用　英語版システム　日本語取扱説明書付き　FDドライブ期間無料貸出サービス在庫限 ¥117,300
SCJ ALTER ｼﾐｭﾚｰﾀ AR PUMP 射撃分析装置専用 銃砲所持許可不要 改造工賃＋廃棄手数料＋オーバーホール込　FWB602･603　銃砲所持許可不要　射撃場以外での合法的トレーニングが可能です¥63,000~
SCJ ALTER ｼﾐｭﾚｰﾀ AR PUMP 射撃分析装置専用 銃砲所持許可不要 改造工賃＋廃棄手数料＋オーバーホール込　ARポンプ　銃砲所持許可不要　射撃場以外での合法的トレーニングが可能です¥65,000~
SCJ ALTER ｼﾐｭﾚｰﾀ AR COMP 射撃分析装置専用 銃砲所持許可不要 改造工賃＋廃棄手数料＋オーバーホール込　ARﾌﾟﾘﾁｬｰｼﾞ　銃砲所持許可不要　射撃場以外での合法的トレーニングが可能です¥67,000~
FWB-39250 ﾊﾞｳ  ｼﾐｭﾚｰﾀ 射撃分析装置専用 シミュレータ　ラミネートストック　銃砲所持許可不要　要射撃分析装置 ¥194,000

＊シミュレータは 高校 大学 協会の団体で管理者を決定して戴いてご使用する場合にのみご注文が可能です

ECO-E00780A ECO　ELP-10ｾｯﾄ ISSF標的用レーザーピストル＋１７cm電子標的＋ＡＣ電源装置　ＡＰトレーニングに最適　フルセット ¥304,500
ECO-LP+SIM ECO　ﾚｰｻﾞｰﾋﾟｽﾄﾙ ｾｯﾄ 近代五種用レーザーピストル＋ＳＩＭ電子標的＋ＡＣ電源装置　UIPM公認品　フルセット ¥343,000
JGA-015570 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾚｰｻﾞｰﾊﾟﾜｰ 4 バイアスロン競技用光線銃　ライフル／標的装置　マスターセット　銃砲所持許可不要 受注 ¥489,000

■ 弾速測定機
COM-cb-625/5 ｺﾝﾌﾞﾛ cb-625 Mark5 弾速測定機　小型　銃口部へ装着式　AR-AP用 ハイパワーＡＲ不可　日本語取扱説明書付 ¥14,600
SSG-V0/MI SSG ｸﾛﾉｸﾞﾗﾌ 弾速測定機　ＢＯＸトンネル通過式　15x7x10cm　単三電池式　4～500m/s測定　ハイパワー可能 ¥32,600
CED-CHRONO CED ﾐﾚﾆｱﾑｸﾛﾉｸﾞﾗﾌ 弾速測定機　高性能トンネル通過式　空気銃～大口径　ＣＤデーターコレクター付 ¥66,500

■ マスターズ用品 マスターズ選手のための視覚サポート　ＩＳＳＦ競技会では使用できません

AHG-HK3026 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾗｲﾌﾙｽｺｰﾌﾟ インサート型レチクル　4-12x44AO　全長336mm　582g　11mmHアンシュッツ用マウント付き ¥33,400
GEH-575 ｹﾞｰﾏﾝ  ｱｲﾋﾟｰｽ 0.5-3.0 可変／５色／偏光／拡大レンズ付き 接眼部 黒  1.5倍標的拡大 -4.5～+4.5dpt ¥52,000
GEH-577 ｹﾞｰﾏﾝ  ｱｲﾋﾟｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ GEH-575を拡大レンズなしに変換するためのアイピースアダプター ¥2,600
CEN-1911-6001 ｾﾝﾄﾗ   ｱｲﾋﾟｰｽ 0.5-3.0 可変／偏光ﾌｨﾙﾀｰ 　拡大レンズ付き 接眼部 黒  1.5倍標的拡大　光学調整-4.5～+4.5 ¥29,300
CEN-1911-4001 ｾﾝﾄﾗ   ｱｲﾋﾟｰｽ 0.5-3.0 可変のみ          拡大レンズ付き 接眼部 黒  1.5倍標的拡大　光学調整-4.5～+4.5 受注 ¥21,900

■ パラ射撃用品 パラスポーツ選手のためのサポートアイテム　（クラス分け後にご注文ください）

PAS IPC   SH2 ｽﾀﾝﾄﾞa 障がい者ＩＰＣ射撃用スプリングスタンド　白ウィーク ¥28,600
PAS IPC   SH2 ｽﾀﾝﾄﾞb 障がい者ＩＰＣ射撃用スプリングスタンド　黒ストロング ¥28,600
ECO-E00801A ECO   VIS-500 視覚障がい者用 照準スコープ，電子ボックス，ヘッドホン，AC100Vセット WSPS IPC IBSA公認品 受注 ¥323,000
VIA-PRO2 VIASS Pro2 視覚障がい者用 照準スコープ，電子ボックス，ヘッドホン，AC100Vセット WSPS IPC IBSA公認品 受注 ¥334,000
GHM-scope ｲｪｰﾃﾎﾞﾘ ｽｺｰﾌﾟ 視覚障がい者用 照準スコープ，電子ボックス，ヘッドホン，AC100Vセット göteborgs siktet 受注 ¥158,000
SCT-202039 ﾓﾅｰﾄﾞ  ｼﾞｬｹｯﾄ モデル スーパー パラリンピック　ＳＨ用 Ｗｷｬﾝﾊﾞｽ＋皮　ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾘｯﾌﾟﾗﾊﾞｰ使用　オーダーメイド ¥128,800

■ 射撃場設備 (10m標的交換機･50m弾頭回収装置･マシンレスト･電子標的)

SCJ-BURGMAN-5 ｼｰｽ ﾀｰｹﾞｯﾄ ﾁｪﾝｼﾞｬｰ １０ｍ電動標的交換機セット 　国産　本体,的受,ｷｬﾘｯｼﾞ,ﾊﾞｯｸｽﾄｯﾌﾟ,ﾛｰﾌﾟｾｯﾄ
4～8台
受注時単 ¥125,800

SCJ-BURGMAN-5 ｼｰｽ ﾀｰｹﾞｯﾄ ﾁｪﾝｼﾞｬｰ １０ｍ電動標的交換機本体のみ 国産　他製品との共用可　標的のガタツキが全くない
4～8台
受注時単 ¥82,500

SCJ-TC-STAND ｼｰｽ ﾀｰｹﾞｯﾄ ｽﾀﾝﾄﾞ １０ｍ交換機スタンド　国産　市販の交換機に取付可　スライドベース付き　ウェイト別 ¥45,000
SCJ-TC-WT ｼｰｽ ﾀｰｹﾞｯﾄ ｳｪｲﾄ １０ｍ交換機ウェイト　国産　スタンド専用ウェイト　三角柱型２３ｋｇ ¥25,400
SCJ-TC-Rope2 ｼｰｽ ﾀｰｹﾞｯﾄ ｷｬﾘｱﾛｰﾌﾟ １０ｍ交換機用　キャリアロープ２２ｍ単位　太さ2.5mm　バーグマン・ヨハンセン・ゲーマン a¥73 ¥1,600
SCJ-TC-Rope3 ｼｰｽ ﾀｰｹﾞｯﾄ ｷｬﾘｱﾛｰﾌﾟ １０ｍ交換機用　キャリアロープ２２ｍ単位　太さ3.5mm　ヘリング・カパピー・リカ #### ¥2,900
ITS-TCR20 ｲﾝﾀﾙｿ ﾀｰｹﾞｯﾄ ﾁｪﾝｼﾞｬｰ １０ｍ電動標的交換機セット　ドイツ製　本体,的受ｷｬﾘｯｼﾞ,ﾊﾞｯｸｽﾄｯﾌﾟ,ﾛｰﾌﾟｾｯﾄ　２台以上で注文可受注 ¥118,000
GEH-182-110 ｹﾞｰﾏﾝ ﾀｰｹﾞｯﾄ ﾁｪﾝｼﾞｬｰ １０ｍ電動標的交換機セット　ドイツ製　本体,的受ｷｬﾘｯｼﾞ,ﾊﾞｯｸｽﾄｯﾌﾟ,ﾛｰﾌﾟｾｯﾄ 受注 ¥92,000
SCJ ｼｰｽ ﾊﾞｯｸｽﾄｯﾌﾟ ﾘｶ １０ｍ標的交換機　ＲＩＫＡ　バックストップ板　静音仕様　白色　鉄製　4.5mm弾丸用 ¥15,000
SCJ-TC-CP/AR ｼｰｽ ﾀｰｹﾞｯﾄ ﾁｪﾝｼﾞｬｰ ５０ｍ／１０ｍ　標的交換機　国産　ＳＢＣＰ／ＡＲ標的連続紙仕様　外箱アルミ製　電池式　体育学校御用達　単２電池４個¥52,300
SCJ-FIELD 2 ｼｰｽ ﾀｰｹﾞｯﾄ ﾁｪﾝｼﾞｬｰ ５０ｍＧ標的用　電動交換機　国産　ライフル射撃場設置モデル

4～8台
受注時単 御見積

GEH-110-50 ｹﾞｰﾏﾝ ﾀｰｹﾞｯﾄ ﾁｪﾝｼﾞｬｰ ５０ｍＧ標的用　電動交換機　独製　ライフル射撃場設置モデル
4～8台
受注時単 御見積

SCJ-FIELD 2 UDD ｼｰｽ U/D ﾃﾞﾊﾞｲｽ ５０ｍＧ標的用　電動昇降機　国産　ウインチタイプ
4～8台
受注時単 御見積

SCJ-BC-C ｼｰｽ ﾌﾞﾚｯﾄｷｬｯﾁｬｰC ５０ｍ用弾頭回収装置　国産　サイクロン反射式　オーソドックスタイプ　基台付き
4～8台
受注時単 ¥268,000~

SCJ-BC-B ｼｰｽ ﾌﾞﾚｯﾄｷｬｯﾁｬｰB ５０ｍ用弾頭回収装置　国産　バッファチップ式　弾頭無変形で回収可能　鉛公害ゼロ　消音型
4～8台
受注時単 ¥294,000~

SCJ ｼｰｽ ﾏｼﾝﾚｽﾄ ライフル集弾テスト用マシンレスト　ストック取付仕様　ゲーマンタイプ改良型 受注 ¥356,000
SCJ ｼｰｽ ﾏｼﾝﾚｽﾄ ｽﾀﾝﾄﾞ ライフル集弾テスト用マシンレスト　専用基台　３５角注製　移動可能　設置工事別 受注 ¥190,000
GEH-820 ｹﾞｰﾏﾝ　ﾏｼﾝﾚｽﾄ ライフル集弾テスト用マシンレスト　ストック取付仕様　重量25kg 受注 ¥438,000
MEC-5000171 ﾒｯｸ　　ﾏｼﾝﾚｽﾄ AR ライフル集弾テスト用マシンレスト　ストック取付仕様　エアライフル用 受注 ¥99,000
MEC-5000173 ﾒｯｸ　　ﾏｼﾝﾚｽﾄ AP ライフル集弾テスト用マシンレスト　エアピストル用アダプタ　portableが必要 受注 ¥40,000
DIS ﾃﾞｨｻﾞｯｸ Opticscore 電子標的　１０ｍ・５０ｍ　消耗品不要の赤外線システム　１０ｍ用デモ機セット貸出可能

1～3台
受注時単 ¥856,000

■ 射撃場用 備品 ラグ･マットはISSF規則で射撃場の備付け品を使用することになっており競技会で個人所有品はご使用できません

SCJ ｼｰｽ　 ﾗｸﾞ 伏射用ラグ　75x50x3cm  緑　ミラマット材使用　各地国体射撃場導入品 ¥10,200
SCJ ｼｰｽ　 ﾏｯﾄ Int 射座マット　200x82x2cm 青　耐圧フエルト使用　肘部ラバー付　国際射撃場規格品　規則6.4.7.2適合 ¥19,800
SCJ ｼｰｽ　 ﾏｯﾄ 射座マット　200x90x2cm 緑　耐圧フエルト使用　裏面防水仕様　各地国体射撃場導入品 受注 ¥29,100
SCJ ｼｰｽ　 ﾗｲﾌﾙ ﾚｽﾄ 銃架　木製　87x88x35cm 木　６挺用　各地国体射撃場導入品 受注 ¥45,300
SCJ ｼｰｽ　 ﾍﾟﾅﾙﾃｨｶｰﾄﾞ ジュリー用提示カード　黄／緑／赤セット Ａ７サイズ　ポリプラ製　ISSF規則6.12.6.2準拠 受注 ¥1,400

Ｓｃｈｉｅｓｓ Ｊａｐａｎ 中古用品のお問い合わせはお電話で  ０５５－９３４－４１１２

https://www.scatt.com/scatt-mx-w2
https://www.scatt.com/scatt-mx-02
https://www.scatt.com/scatt-basic
https://www.scatt.com/scatt-biathlon
https://www.scatt.com/scatt-ws1
http://www.mec-shot.de/en/scatt-world/
https://www.scatt.com/images/trigger_sensors/trigger_WTS.png
http://4112.o.oo7.jp/image/steyr_mount.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/scatt-sidewinder.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/scatt_holder.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/scatt_holder.jpg
http://rika1.com/main2-2.asp?PID=4
http://jga.anschuetz-sport.com/index.php5?produktID=978&menu=100&sprache=1&produktShow=detail
http://ahg.anschuetz-sport.com/index.php5?menu=55&sprache=1&seite=83&produktID=517
http://ahg.anschuetz-sport.com/index.php5?menu=73&sprache=1&seite=83&produktID=1122
http://shootingsoftware.com/chronographs.htm
https://shop.ahg-anschuetz.de/media/image/d0/a9/ee/Anschutz-KK-50-Final_600x600.jpg
https://gehmann.com/deutsch/produkte.php?id=1242&kategorie=20
http://www.gehmann.com/pages-de/detail.php?id=177
http://www.centra-visier.de/en/products/sights/iris-aperture/sight-30-optic/sight-30-pol-optic/
http://www.centra-visier.de/index.php?id=491&L=2&MP=92-725
http://4112.o.oo7.jp/image/SH2_stand.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/SH2_stand_BK.jpg
https://msp.c.yimg.jp/images/v2/FUTi93tXq405grZVGgDqGwk2NHH-Rw3kMB6hb1iBSUR0yuVUWR2m5kVDH96xvQ2MQQwg-Wuyl7edQ9WrfRUDyjr59zBUN_bTP2HSDbrw7skb8nLGQFAzX_uFIrhyISvLK9vDbVJeRVTdF1zUftp9zLpJKhcJKAL5Mrb4ypzDOBw0FvcvVNjzPpCl2d6GGiY4nyAoVxFyB-1M4e4gIkWU_QDGcphVmaWnkqzkdBNDgBfI_HFF8pwFCLwTbFSftNmR/E00800A20VIS5002002.jpg?errorImage=false
http://4112.o.oo7.jp/image/Flyer VIASS.pdf
http://4112.o.oo7.jp/image/GHM_scope.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/steyr_mount.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/SCJ_bergman5.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/SCJ_bergman5.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/SCJ_bergman5.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/SCJ_bergman5.jpg
https://www.intarso.com/en/tcr20-basic-target-retrieval
https://www.gehmann.com/en/182-Electronic-target-changer/A3E115A07D4749E7BED67C678F9DBD15
https://www.gehmann.com/en/110-50-50-metre-rifle-target-changer/0222CDF84C5A4502B29ABAB2937BA35F
http://4112.o.oo7.jp/image/SCJ_Bullet_catcher.pdf
http://4112.o.oo7.jp/image/SCJ_Bullet_catcher.pdf
http://www.gehmann.com/pages-de/detail.php?id=574
https://www.mec-shot.de/en/products/accessories/all/mec-portable/portable/
https://www.mec-shot.de/en/products/accessories/all/mec-portable/mec-portable-lp-halterung/
http://4112.o.oo7.jp/image/SCJ_lug.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/SCJ-mat-INT.jpg
http://4112.o.oo7.jp/image/SCJ_mat2014.JPG
http://4112.o.oo7.jp/image/SCJ_gunluck.jpg
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注文番号 NEW 商  品  名 概     要 税込価格

■ 空気銃弾 検定料込み　送料; １０缶まで５kgサイズ　５０缶まで１０kgサイズ　１００缶まで２０kgサイズ

H&N-MAXX-HV H&N    Finale Maxx 箱入２００発　スペシャル弾　4.49・4.50　最高級空気銃弾 0.53g　ＡＲ用 Heavy ¥1,900
H&N-MAXX-LT H&N    Finale Maxx 箱入２００発　スペシャル弾　4.49・4.50　最高級空気銃弾 0.51g　ＡＰ用 Light ¥1,900
ZQS-T200/1 ﾁｪﾝﾔﾝ  Olympic 箱入２００発　スペシャル弾　ＡＲ4.49・4.50　中国チェンヤン　最高級クラス ＮＴ御用達 ¥1,000
ZQS-T200/15 ﾁｪﾝﾔﾝ  Olympic 箱入２００発　スペシャル弾　ＡＲ4.49・4.50　中国チェンヤン　１５箱セット 02kgｻｲｽﾞ @¥900 ¥13,500
ZQS-T200/50 ﾁｪﾝﾔﾝ  Olympic 箱入２００発　スペシャル弾　ＡＲ4.49・4.50　中国チェンヤン　５０箱セット 20kgｻｲｽﾞ @¥866 ¥43,300
ZQS-M500/1 ﾁｪﾝﾔﾝ  Match 缶入５００発　０８缶セット　ＡＲ4.49・4.50　中国チェンヤン　マッチ空気銃弾 @¥1,050 ¥8,400
ZQS-M200/40 ﾁｪﾝﾔﾝ  Match 缶入５００発　４０缶セット　ＡＲ4.49・4.50　中国チェンヤン　マッチ空気銃弾 @¥995 ¥39,800
JSB-PM200 JSB    Premium 箱入２００発　スペシャル弾　ＡＲ4.49・4.50  ＡＰ4.49・4.50　トップクラス ＮＴ御用達 ¥2,100
JSB-PM200 JSB    Premium 箱入２００発　スペシャル弾　ＡＲ4.49・4.50  ＡＰ4.49・4.50　１０箱セット 02kgｻｲｽﾞ @¥1,530 ¥15,300
JSB-MT500 JSB    Match 缶入５００発　１０缶セット　ＡＲ4.49・4.50  ＡＰ4.49・4.50　最高級空気銃弾 @¥1,420 ¥14,200
JSB-MT500 JSB    Match 缶入５００発　５０缶１ｶｰﾄﾝ　ＡＲ4.49・4.50  ＡＰ4.49・4.50　最高級空気銃弾 @¥1,300 ¥65,000
JSB-MT500 JSB    Match 缶入５００発　100缶 ２ｶｰﾄﾝ　ＡＲ4.49・4.50  ＡＰ4.49・4.50　最高級空気銃弾 @¥1,286 ¥128,600
JSB-MT500 JSB    Match 缶入５００発　１缶単品販売　Match空気銃弾　メーカー手詰めで目視確認済　ＡＲ･ＡＰ･サイズ選択 ¥2,800
H&N-MT500 H&N    Match 缶入５００発　１０缶セット　ＡＲ4.49・4.50　マッチ空気銃弾 @¥860 ¥8,600
H&N-MT500/50 H&N    Match 缶入５００発　５０缶１ｶｰﾄﾝ　ＡＲ4.49・4.50　マッチ空気銃弾 @¥820 ¥41,000
H&N-MT500/100 H&N    Match 缶入５００発　100缶 ２ｶｰﾄﾝ　ＡＲ4.49・4.50　マッチ空気銃弾 @¥816 ¥81,600
H&N-MT500@ H&N    Match 缶入５００発　１缶単品販売　マッチ空気銃弾　機械詰めでFinaleと同品質　ＡＲのみサイズ選択 ¥1,100
H&N-FM500 H&N    Finale 缶入５００発　１０缶セット　ＡＲ4.48・4.49・4.50  ＡＰ4.48・4.49・4.50・4.51　最高級空気銃弾@¥1,250 ¥12,500
H&N-FM500/50 H&N    Finale 缶入５００発　５０缶１ｶｰﾄﾝ　ＡＲ4.48・4.49・4.50  ＡＰ4.48・4.49・4.50・4.51　最高級空気銃弾@¥1,240 ¥62,000
H&N-FM500/50 H&N    Finale 缶入５００発　100缶 ２ｶｰﾄﾝ　ＡＲ4.48・4.49・4.50  ＡＰ4.48・4.49・4.50・4.51　最高級空気銃弾@¥1,235 ¥123,500
H&N-FM500G@ H&N    Finale 缶入５００発　１缶単品販売　Finale空気銃弾　メーカー手詰めで目視確認済　ＡＲ･ＡＰ･サイズ選択 ¥1,600
RWS-R10-500 RWS    R-10 缶入５００発　１０缶セット　ＡＲ4.48・4.49・4.50  ＡＰ4.48・4.49・4.50　プレミアム空気銃弾 @¥1,480 ¥14,800
RWS-R10-500/50 RWS    R-10 缶入５００発　５０缶１ｶｰﾄﾝ　ＡＲ4.48・4.49・4.50  ＡＰ4.48・4.49・4.50　プレミアム空気銃弾 @¥1,428 ¥71,400
RWS-R10-500/100 RWS    R-10 缶入５００発　100缶 ２ｶｰﾄﾝ　ＡＲ4.48・4.49・4.50  ＡＰ4.48・4.49・4.50　プレミアム空気銃弾 @¥1,417 ¥141,700
RWS-R10@ RWS    R-10 缶入５００発　１缶単品販売　ﾌﾟﾚﾐｱﾑ空気銃弾　ＡＲ･ＡＰ･サイズ選択ください ¥2,400

★数量割引★ ＊ＪＳＢ・Ｈ＆Ｎ弾一括注文 ４ｶｰﾄﾝ以上で10缶の５％割引  ８ｶｰﾄﾝ以上で10缶の10％割引

★ﾛｯﾄ指定★ ＊メーカー／サイズ／重量を選択　受注後３０日迄保管します　ロッド指定料10～50％別途

H&N-RM2/4.50 H&N    Rabbit Mag 4.5缶入２００発　ﾊｲﾊﾟﾜｰ空気銃弾　ﾗﾋﾞｯﾄﾏｸﾞﾅﾑ2 4.50㎜　1.02g =15.7gr ¥1,500
H&N-RM2/5.50 H&N    Rabbit Mag 5.5缶入２００発　ﾊｲﾊﾟﾜｰ空気銃弾　ﾗﾋﾞｯﾄﾏｸﾞﾅﾑ2 5.50㎜　1.60g =24.7gr ¥1,600
H&N-BRM/5.5X H&N    ﾊﾞﾗｸｰﾀﾞﾏｯﾁ 5.5 缶入２００発　ﾊｲﾊﾟﾜｰ空気銃弾　バラクーダ　5.50mm・5.51・5.52・5.53 1.37g=21.1gr マッチ弾 ¥1,500
H&N-BRM/4.5X H&N    ﾊﾞﾗｸｰﾀﾞﾏｯﾁ 4.5 缶入５００発　ﾊｲﾊﾟﾜｰ空気銃弾　バラクーダ　4.50㎜　0.69g =10.6gr マッチ弾 ¥2,100
H&N-BRM/4.5X H&N    ﾊﾞﾗｸｰﾀﾞﾏｯﾁ 4.5 缶入５００発　ﾊｲﾊﾟﾜｰ空気銃弾　バラクーダ　4.51㎜・0.69g =10.6gr マッチ弾 ¥2,500
H&N-BRD/PW H&N    Baracuda 4.5 缶入２００発　ﾊｲﾊﾟﾜｰ空気銃弾　バラクーダ　4.50㎜　POWER　銅コート 0.66g =10.2gr ¥1,300
H&N-BRD/GR H&N    Baracuda 4.5 缶入２００発　ﾊｲﾊﾟﾜｰ空気銃弾　バラクーダ　4.50㎜　GREEN LEAD-FREE 0.42g = 6.5gr ¥1,400
H&N-BRD/HR H&N    Baracuda 4.5 缶入２００発　ﾊｲﾊﾟﾜｰ空気銃弾　バラクーダ　4.50㎜　HUNTER Hollow-P 0.67g =10.3gr ¥1,300
H&N-BRD/5.00 H&N    Baracuda 5.0 缶入２００発　ﾊｲﾊﾟﾜｰ空気銃弾　バラクーダ　5.00㎜　0.86g =13.3gr ¥1,500
H&N-BRD/6.35 H&N    Baracuda 6.35 缶入２００発　ﾊｲﾊﾟﾜｰ空気銃弾　バラクーダ　6.35㎜　2.01g =31.0gr ¥1,500

■ 弾ボックス・リサイザー・トリマー・模擬弾
H&N H&N    ﾏｯﾁﾎﾞｯｸｽ 4.5mm用　弾整理ケース　１００発サイズ　競技規則必需品　箱を振ると弾が配列　緑　H-Nｽﾃｯｶｰ ¥2,100
AHG-1001-P ｱﾝｼｭｯﾂ ﾏｯﾁﾎﾞｯｸｽ 4.5mm用　弾整理ケース　１００発サイズ　競技規則必需品　箱を振ると弾が配列　桃　AHGｽﾃｯｶｰ ¥2,500
TEO-0393 ﾃｸﾛ    ﾏｯﾁﾎﾞｯｸｽ 4.5mm用　弾整理ケース　１００発サイズ　競技規則必需品　箱を振ると弾が配列　黒　ﾃｸﾛｽﾃｯｶｰ ¥2,700
SCJ H&N    ﾏｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｼｰｽ 5.5mm用　弾整理ケース　　６４発サイズ　競技規則必需品　箱を振ると弾が配列　灰　ﾊｲﾊﾟﾜｰ用 ¥2,400
SCJ ｼｰｽ    ｾｰﾌﾃｨﾎﾞｯｸｽ 4.5mm用　丸缶ホルダー　５００発丸缶用　シーリング不要　プラ製　透過 (半透明色で透ける) ¥500
AHG-2101 ﾒｰｶｰ   ｾｰﾌﾃｨﾎﾞｯｸｽ 4.5mm用　丸缶ホルダー　５００発丸缶用　シーリング不要　プラ製　アンシュッツ黒　ステイヤー灰 ¥1,000
AHG-2107 ﾒｰｶｰ   ｾｰﾌﾃｨﾎﾞｯｸｽ 4.5mm用　丸缶ホルダー　チェンヤン缶用　シーリング不要　プラ製　アンシュッツ黒　ＭＥＣ青 ¥1,000
MEC-5000114 ﾒｯｸ    ｴｱｰﾊﾟｯｸ260 4.5mm用　詰替えケース　５００発サイズ　密閉保存に最適　弾丸が取り易い　アルミ製 ¥8,000
AHG-2105 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾍﾟﾚｯﾄﾎﾞｯｸ 4.5mm用　500発丸缶用 　中華鍋状で弾が取り易い　樹脂製 在庫限 ¥1,600
GEH-869 ｹﾞｰﾏﾝ　ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾄﾚｰ 5.6mm用　カートリッジトレー　黒　５０発サイズ　エレー以外の弾皿がそのまま装着可能 ¥3,000
MTM-SB200 MTM-SB ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾎﾞｯｸｽ 5.6mm用　カートリッジボックス　２００発サイズ ¥3,700
SCJ ｼｰｽ　 SBｹｰｽﾘｻｲｻﾞｰ 5.6mm用　ＳＢ弾カラ薬莢の先端成型器　薬室に装填しやすい　分析装置御用達 国産 Mod-2018 ¥24,900
CAT-CBT22 ｼｺﾅｰﾆ  ﾌﾞﾚｯﾄﾞﾄﾘﾏｰ 5.6mm用　弾頭を削りワッドカッター形状にします　弾頭真直角矯正機能　風雨に強くなる ¥64,000
FMT-100P FMT 　 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｶｰﾄﾘｯｼﾞ 5.6mm用　カラ撃ち用模擬弾　緑　桃　１袋　１００発入り　分析装置御用達　国産 ¥1,300

■ 日本ライフル射撃協会
NRA ﾆﾁﾗ 公認シール　競技会出場時に必要です　銃貼付用　５年間有効　数量割引無　銃モデルお知らせ下さい ¥2,400
NRA ﾆﾁﾗ 射手用手帳　競技会出場時に必要です　カバー付 ¥500
NRA ﾆﾁﾗ ﾙｰﾙﾌﾞｯｸ II 日本ライフル射撃協会発行　規則集　最新版　第２巻(技術／競技関係) 受注 ¥3,700
NRA ﾆﾁﾗ ﾙｰﾙﾌﾞｯｸ I 日本ライフル射撃協会発行　規則集　最新版　第１巻(規約／運営関係) 受注 ¥3,300
〇公式試合用標的 検定料込み　発注単位にご注意ください　送料お客様の着払いとなります

NRA ﾆﾁﾗ　AR ﾅﾝﾊﾞｰ ＡＲ公式的 10.0X10.0㎝  3000枚単位 ９号Ｇ 連続ナンバー入り　送料着払　受注 @¥5.1 ¥15,200
NRA ﾆﾁﾗ　AP ﾅﾝﾊﾞｰ ＡＰ公式的 17.0X17.0㎝  2000枚単位 ４号Ｇ 連続ナンバー入り　送料着払　受注 @¥24.5 ¥49,000
NRA ﾆﾁﾗ　SB ﾅﾝﾊﾞｰ ＳＢ公式的 34.0X34.0㎝   500枚単位 ３号Ｇ 連続ナンバー入り　送料着払　受注 @¥89.2 ¥44,600

■ 工具類・タイマー NEW:発売後１年未満の製品

G+E-97-8130 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ﾌｫｰﾙﾄﾞﾒｰﾀｰ 立射時の足型計測に使用　全長100cm　10分割折畳み式　木製　黒 ¥3,000
GEH-705 ｹﾞｰﾏﾝ  ﾄﾙｸﾚﾝﾁ トルク４～１２Ｎｍ　青　レンチ４本セット（2.5mm・3.0mm・4mmロング・5mmロング） ¥11,400
CEN-19A1-1000 ｾﾝﾄﾗ　 ﾄﾙｸﾚﾝﾁ トルク１～２０Ｎｍ　銀　Torque Tool 受注 ¥28,500
TEO-0143 ﾃｸﾛ    ﾎﾞｯｸｽ 青／黒　正面両側にノンスリップラバー貼付　内部にフエルト貼付 直径150mm・130mm・120mm 選択 ¥10,000
WAL-269-6878 ﾜﾙｻｰ　 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾂｰﾙ 携帯用六角レンチセット　1,5/2.0/2,5/3,0/4,0/5,0mm　Waltherロゴ入り ¥3,900
CEN-19A0-000X ｾﾝﾄﾗ　 ﾕﾆﾂｰﾙ ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ･六角レンチ/2,5/3,0/4,0mm　　　　銀･黒･青･赤･緑 選択　工具４種一体ツール ¥3,200
CEN-19A0-003X ｾﾝﾄﾗ　 ﾂｰﾙX ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ･六角レンチ/2,5/3,0/4,0mm/5,0mm　銀･黒･青･赤･緑 選択　工具５種一体ツール ¥3,800
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注文番号 NEW 商  品  名 概     要 税込価格

■ 標的・治痕紙 ISSF公認　日ラマークなし

KRG-1300/1 ｸﾙｰｶﾞ  10m ＡＲ標的 10.0X10.0cm  １,０００枚  2kg ナンバーなし @¥3.5 ¥3,500
KRG-1300/5 ｸﾙｰｶﾞ  10m ＡＲ標的 10.0X10.0cm  ５,０００枚 10kg ナンバーなし @¥3.3 ¥16,700
KRG-1300/10 ｸﾙｰｶﾞ  10m ＡＲ標的 10.0X10.0cm  １万枚 ／箱 20kg ナンバーなし @¥2.9 ¥29,300
KRG-1300-N ｸﾙｰｶﾞ  10m ﾅﾝﾊﾞｰ ＡＲ標的 10.0X10.0cm  １万枚 ／箱 20kg 連続ナンバー入り @¥3.2 ¥31,500
KRG-1440 ｸﾙｰｶﾞ  10m ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ＡＲ標的 10.0X10.0cm  練習用250枚  2kg ナンバーなし　黒点のみのタイプ @¥3.0 ¥760
KRG-1460 ｸﾙｰｶﾞ  10m ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ＡＲ標的 10.0X10.0cm  練習用250枚  2kg ナンバーなし　５タイプ取り混ぜ @¥6.8 ¥1,700
KRG-2500-N ｸﾙｰｶﾞ  10m RUNNING ＡＲ標的 26.0X15.0cm  ランニング用 500枚  連続ナンバー入り @¥12.0 ¥6,000
KRG-3010/1 ｸﾙｰｶﾞ  10m AP-CP ＡＰ標的 13.5X13.5cm  １,０００枚　センターペーパー ３圏的迄印刷 10kg ナンバーなし @¥5.3 ¥5,300
KRG-3010/5 ｸﾙｰｶﾞ  10m AP-CP ＡＰ標的 13.5X13.5cm  ５千枚 ／箱　センターペーパー ３圏的迄印刷 20kg ナンバーなし @¥5.0 ¥24,900
KRG-3000/02 ｸﾙｰｶﾞ  10m ＡＰ標的 17.0X17.0cm  　 ２５０枚　０圏的迄印刷 05kg ナンバーなし @¥10.0 ¥2,500
KRG-3000/05 ｸﾙｰｶﾞ  10m ＡＰ標的 17.0X17.0cm  　 ５００枚　０圏的迄印刷 05kg ナンバーなし @¥9.2 ¥4,600
KRG-3000/1 ｸﾙｰｶﾞ  10m ＡＰ標的 17.0X17.0cm  １,０００枚　０圏的迄印刷 10kg ナンバーなし @¥8.9 ¥8,900
KRG-3000/5 ｸﾙｰｶﾞ  10m ＡＰ標的 17.0X17.0cm  ５千枚 ／箱　０圏的迄印刷 20kg ナンバーなし @¥8.5 ¥42,500
KRG-3000-N/1 ｸﾙｰｶﾞ  10m ﾅﾝﾊﾞｰ ＡＰ標的 17.0X17.0cm  １,０００枚　０圏的迄印刷 10kg 連続ナンバー入り @¥10.0 ¥10,000
KRG-3032 ｸﾙｰｶﾞ  10m ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ＡＰ標的 17.0X17.0cm  練習用250枚  5kg 連続ナンバーなし　黒点のみのタイプ @¥8.4 ¥2,100
KRG-3039 ｸﾙｰｶﾞ  10m ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ＡＰ標的 17.0X17.0cm  練習用250枚  5kg 連続ナンバーなし　５タイプ取り混ぜ @¥9.6 ¥2,400
KRG-2030/1 ｸﾙｰｶﾞ  50m SB-CP ＳＢ標的 13.5X13.5cm  １,０００枚　センターペーパー 10kg ナンバーなし @¥6.1 ¥6,100
KRG-2030/3 ｸﾙｰｶﾞ  50m SB-CP ＳＢ標的 13.5X13.5cm  ３,０００枚　センターペーパー 20kg ナンバーなし @¥5.0 ¥15,100
KRG-2030/5 ｸﾙｰｶﾞ  50m SB-CP ＳＢ標的 13.5X13.5cm  ５千枚 ／箱　センターペーパー 20kg ナンバーなし @¥4.7 ¥23,300
KRG-2060/1 ｸﾙｰｶﾞ  50m SB-G ﾅﾝﾊﾞｰ ＳＢ標的 34.0X31.0cm 　　２５０枚　Ｇ号連続的 10kg　 連続ナンバー入り @¥58.4 ¥14,600
KRG-2060/5 ｸﾙｰｶﾞ  50m SB-G ﾅﾝﾊﾞｰ ＳＢ標的 34.0X31.0cm  1,250枚／箱　Ｇ号連続的 20kg　 連続ナンバー入り @¥54.3 ¥67,900
KRG-2400 ｸﾙｰｶﾞ  300m ＢＢ標的 104 X 102cm　300m用 　１０枚　フルサイズ @¥490 ¥4,900
KRG-2410 ｸﾙｰｶﾞ  300m-CP ＢＢ標的 61.0X61.0cm　300m用 　１０枚　センターペーパー @¥380 ¥3,800
KRG-113-25 ｸﾙｰｶﾞ  100m ＢＢ標的 34.0X34.0cm　100m用 ２５０枚　センターペーパー　４点圏迄 (１０点５０Φ) @¥35.2 ¥8,800
NRA ﾆﾁﾗ 大口径用公認シール　ＢＢ標的競技会使用時貼付用　数量割引無　１０枚単位　標的仕様連絡下さい ¥540
KRG-2080 ｸﾙｰｶﾞ   ﾘﾍﾟｱｽﾃｯｶｰ 標的用治痕紙　ＳＢ用　７圏的枠　１,０００枚／巻　黒シール　シールが乱反射しにくい @¥4.3 ¥4,300
KRG-8615 ｸﾙｰｶﾞ   ﾘﾍﾟｱｽﾃｯｶｰ 標的用治痕紙　黒・標的色 選択　●シール１５mmФ　１,０００枚／箱　乱反射しにくい @¥0.8 ¥820
KRG-8619 ｸﾙｰｶﾞ   ﾘﾍﾟｱｽﾃｯｶｰ 標的用治痕紙　黒・標的色 選択　●シール１９mmФ　１,０００枚／箱　乱反射しにくい @¥1.1 ¥1,080
NIT 50m/EST ﾗﾊﾞｰｼｰﾄ 電子標的専用　エキストラシート　ロールタイプ　長さ20ｍ　幅20cm　SIUS純正品と同材質　受注 ¥15,900

＊公式標的 については 日本ライフル射撃協会 欄をご参照ください

■ ガンケース 送料別途

〇１丁用 ライフルケース

SCJ ｼｰｽ   ｿﾌﾄｹｰｽ-1 ¥12,000

SCJ ｼｰｽ   ｿﾌﾄｹｰｽ-1 125X25X06cm 　１丁用　銀黒　両肩に背負える　エアシリンダーバックを内部装備　分割可防水仕様 ¥20,000
AHG-283 ﾌﾟﾗﾉ   ｿﾌﾄﾊｰﾄﾞｹｰｽ 136X19X10cm   １丁用　黒+黄土 ストラップ付き　モデル XLT Hybrid 硬めのソフトケース ¥13,900
AHG-201 ﾌﾟﾗﾉ   ﾊｰﾄﾞｹｰｽ 10101 121X22X11cm 　１丁用　黒　４点止め　フルヒンジ　デュアルロック付き　ガンガード　納期約10日 ¥25,600
AHG-256 ﾌﾟﾗﾉ   ﾊｰﾄﾞｹｰｽ 122X28X08cm   １丁用　黒　４点止め　ロック付き　SE SERIES 10470 受注 ¥18,500
〇２丁用 ライフルケース

SCJ ｼｰｽ   ｿﾌﾄｹｰｽ-2S
125X25X13cm 　２丁用　銀黒　分離し１丁ケース２個にもなります　両肩に背負える
エアシリンダーバックを内部に装備　大型ポケット　アルミバットでも丈夫な底部

防水仕様 ¥24,000

WAL-273-0481 ﾜﾙｻｰ   ﾊｰﾄﾞｹｰｽ 118X34X13cm   ２丁用　黒　４点止め　ハードプラスチック製　鍵部品別売 ¥23,700
WAL-269-7149 ﾜﾙｻｰ   ﾊｰﾄﾞｹｰｽ 130X32X10cm   ２丁用　黒　３点止め　最高級プラスチック製　ネグリーニ社1644　イタリア製 ¥55,600
AHG-275 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾊｰﾄﾞｹｰｽ：ｱﾙﾐ 134X33X11cm   ２丁用　銀　４点止め　ダイヤルロックキー付き 6.7kg ¥34,000
VGD ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞﾊｰﾄﾞｹｰｽ：ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ 134X35X12cm   ２丁用　黒  ５点止め　ダイヤルロックキー付き　ポリカーボネート製 7.3kg ¥41,200
AHG-286 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾊｰﾄﾞｹｰｽ 120X40X14cm   ２丁用　黒　５点止め　防水完全密閉式　デュアルロック付き ¥48,200
PEL-1750 ﾍﾟﾘｶﾝ  ﾊｰﾄﾞｹｰｽ 128X34X13cm 　１丁用　黒　４点止め　４点ヒンジ　防水完全密閉式 受注 ¥83,900
〇サイトケース・アクセサリケース

SCJ ｼｰｽ　 ｻｲﾄ ｹｰｽ-1  31X22X07cm　 サイトケース　　黒青・黒赤・黒灰・黒緑 ４色 ソフトタイプ　シングル収納 ¥3,100
SCJ ｼｰｽ　 ｻｲﾄ ｹｰｽ-2  31X22X12cm　 サイトケース　　黒青・黒赤・黒灰・銀黒 ４色 ソフトタイプ　マルチ収納式在庫限 ¥4,100
GEH-985 ｹﾞｰﾏﾝ  ｻｲﾄ ｹｰｽ  22X17X06cm　 サイトケース　　紺　１点止め　ハードタイプ　アルミフレーム ¥6,000
BER-917-159 ﾊﾞﾘｰｽﾞ ｻｲﾄ ｹｰｽ  29X19X07cm　 サイトケース　　黒　２点止め　ハードタイプ　スライドロック式 ¥3,600
BER-867-960 ﾊﾞﾘｰｽﾞ ｻｲﾄ ｹｰｽ  39X29X10cm　 サイトケース　　黒　２点止め　ハードタイプ　スライドロック式　ＡＰ収納可 ¥7,900
〇ピストル ケース

SCJ ｼｰｽ　 ｹｰｽﾊﾞｯｸﾞ  50X30X13cm 　ﾋﾟｽﾄﾙｹｰｽｶﾊﾞｰbag 黒黒・黒青・黒赤・黒緑　ショルダー式　グラスフレーム収納可 ¥5,000
AHG-224 ﾄﾞｽｺ   ﾊｰﾄﾞｹｰｽ  45X36X11cm 　ピストルケース  黒　２点止め　フルヒンジ　デュアルロック付き 在庫限 ¥22,100
STY-1-KO-40 ｽﾃｲﾔｰ　ﾊｰﾄﾞｹｰｽ  44X19X08cm　 ピストルケース　黒　２点止め　スライドロック付き　ＡＰ用 ¥11,500
WAL-5.8021 ﾜﾙｻｰ   ﾊｰﾄﾞｹｰｽ  45X33X15cm 　ピストルケース  銀　２点止め　アルミ製　デュアルロック付き 受注 ¥25,600
AHG-9208 ｱﾝｼｭｯﾂ ｿﾌﾄｹｰｽ  45X25X10cm 　ピストルケース  黒　ポリエステル製 受注 ¥10,900
〇ハンドライフルケース・バイアスロンケース

VGD ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞﾊｰﾄﾞｹｰｽ：ｱﾙﾐ  92X33X12cm   ハンドライフル　銀　４点止め　コンビネーションロック付き ¥21,700
AHG-233 ﾄﾞｽｺ   ﾊｰﾄﾞｹｰｽ  95X29X11cm　 ハンドライフル　黒　４点止め　フルヒンジ／デュアルロック付き 受注 ¥38,300
JGA-001488 ｱﾝｼｭｯﾂ ｿﾌﾄｹｰｽ 120X25X07cm 　バイアスロン用　黒/赤 ポリエステル製  9210 受注 ¥20,100

■ シュ－タ－ズバック NEW:発売後１年未満の製品　送料別途

SCJ ｼｰｽ   ｼｭｰﾀｰｽﾞﾊﾞｯｸ W ¥17,600

WAL-269-6878 ﾜﾙｻｰ　 ｼｭｰﾀｰｽﾞﾊﾞｯｸ 78X41X34cm  青基調　車輪／把手付き　大型ジャケットが折らずに収納可能 在庫限 ¥20,700
AHG-296 ｱﾝｼｭｯﾂ ｼｭｰﾀｰｽﾞﾊﾞｯｸXXL 85X42X40cm  灰／青　車輪／大型伸縮把手付き　キャリーカート式 ¥45,800
AHG-292 ｱﾝｼｭｯﾂ ｼｭｰﾀｰｽﾞﾊﾞｯｸ 80X40X34cm  灰／青　車輪／大型伸縮把手付き　キャリーカート式 受注 ¥29,800
AHG-291 ｱﾝｼｭｯﾂ ｼｭｰﾀｰｽﾞﾊﾞｯｸ 50x25xXXcm　黒基調　リュックサックタイプ　ピストルケースとシューズが同時収納可能 受注 ¥13,500

95X36X30cm  黒紺・黒赤・黒灰・銀黒　車輪／把手付　150㍑　大型装具折らずに収納可
大開口部で出し入れ楽　厚手クッション材使用　底部は丈夫なアルミフレーム装着 ４色より選択

125X25X06cm 　１丁用　黒青・黒赤・黒灰・黒緑・黒桃・黒・紺・赤・灰・緑・黄・迷彩・海 13色
両肩に背負える　エアシリンダーバックを内部に装備　大型２ポケット　丈夫な底部
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注文番号 NEW 商  品  名 概     要 税込価格

■ クリーニング用品 愛銃の末永いご使用と保護のため時間と経費をかけましょう

SCJ ｼｰｽ   ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾｯﾄ SB ＳＢ清掃セット　BWﾎﾞｱｽｸﾗﾊﾞｰ1個, ﾌｴﾙﾄ1000発, 銅繊維ﾌｴﾙﾄ80発, VFG洗矢 ｽﾀｰﾀｰｷｯﾄ 8%OFF ¥16,400
VFG-611-66814 VFG 　 ﾗｲﾌﾙ ﾌｴﾙﾄ ライフル用フエルト ５００発入り　２２用・６ﾐﾘ用(66189) 選択 ¥4,200
VFG-614-66817 VFG 　 ﾗｲﾌﾙ ﾌｴﾙﾄ ライフル用フエルト 80・50発入り　２２用・６ﾐﾘ用(66827) 選択　銅繊維配合強力タイプ ¥2,000
VFG VFG 　 ﾗｲﾌﾙ ﾌｴﾙﾄ ライフル用フエルト ５００発入り　６.５・７.０・７.５・８.０・９.３・10.３ﾐﾘ 選択 ¥6,300
VFG VFG 　 ﾗｲﾌﾙ ﾌｴﾙﾄ ライフル用フエルト 50～80発入り　上記の口径を選択　銅繊維配合強力タイプ ¥2,200
SIN-CP10138 ｺｯﾄﾝ   ﾊﾟｯﾁ ＳＢ用 パッチ　 １,０００枚入り　35x35mm －
SIN-CP10134 ｺｯﾄﾝ   ﾊﾟｯﾁ 大口径 パッチ　 １,０００枚入り  45x45mm　６ｍｍ・３０口径 －
AHG-504 ｱﾝｼｭｯﾂ ｺｯﾄﾝ ﾊﾟｯﾁ ＳＢ／ＡＲパッチ　 ５００枚入り　26x26mm ¥1,700
SCJ ｼｰｽ　 ｺｯﾄﾝ ﾊﾟｯﾁ 大口径用パッチ　　 １００枚入り  45x45mm　６ｍｍ・３０口径 －
VFG VFG 　 ﾍﾞｰｼｯｸｷｯﾄ AR マッチＡＲ清掃セット　ライフリング用　976･951･955･580･502･570　最強６点組み　8%OFF ¥12,400
VFG-976-67013 VFG 　 ﾍﾞｰｼｯｸｷｯﾄC AR/AP用ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾛｯﾄﾞ64+33cm・ﾛｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ・ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付属　VFG-580･570必要 ¥4,500
VFG-951-67007 VFG 　 ﾎﾞｱｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ 銃腔内清掃用ボアコンパウンド　20g　VFG-580･570必要 ¥1,200
VFG-955-67008 VFG 　 LUPUSﾃﾌﾛﾝｸﾞﾘｽ 銃腔内用塗布テフロングリース　40g　VFG-580･570必要　ペレットに使用可能 ¥2,500
VFG-580-66800 VFG 　 ﾌｴﾙﾄﾍﾟﾚｯﾄ ＡＲ／ＡＰ用フエルト　4.5mm １００発入り　VFG-976用 ¥1,400
VFG-946 VFG 　 ｾﾝﾀﾘﾝｸﾞｽﾘｰﾌﾞ ＡＲ／ＡＰ用スリーブ清掃用洗い矢 　フエルト１個付属 ¥4,300
VFG-502-66793 VFG 　 ﾌｴﾙﾄﾍﾟﾚｯﾄ ＡＲ／ＡＰ用フエルト　4.5m　５００発入り　実射終了後に数発使用 ¥2,100
VFG-570-66799 VFG 　 ﾌｴﾙﾄﾍﾟﾚｯﾄ ＡＲ／ＡＰ用フエルト　4.5m　１００発入り　実射1000発毎に使用　銅繊維配合強力タイプ ¥1,800
WAL-269-8277 ﾜﾙｻｰ   ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾｯﾄ ＳＢ／ＡＲ／ＡＰ用バレル内清掃セット　ワイヤー, コットン２束 (30本)入り ¥2,500
AHG-507 ｱﾝｼｭｯﾂ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾｯﾄ ＳＢ／ＡＲ／ＡＰ用バレル内清掃セット　ワイヤー, コットン８束 (128本)入り ¥3,300
AHG-508 ｱﾝｼｭｯﾂ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｺｯﾄﾝ 上記の専用コットン ３２束 (1000本）入り　鉛がよく落ちる ¥1,600
VFG-690-66889 VFG    ﾛｯﾄﾞ ﾗｲﾌﾙ ライフル用洗矢　ＳＢ／6mm用　90cm　１本タイプ　ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付き (大口径 6.5ﾐﾘ･7.0ﾐﾘ 有り) ¥5,800
HBB-7.112 ﾌﾞﾚｲｶｰ ﾛｯﾄﾞ ﾗｲﾌﾙ ライフル用洗矢　ＳＢ／6mm用 100cm　１本タイプ　ブレイカー専用　ボアテック社製 ¥30,200
AHG-585 VFG 　 ﾌﾞﾛﾝｽﾞﾌﾞﾗｼ ２２口径銅ブラシ  ＶＦＧ洗矢用　１本 ¥1,000
PHL PH     ﾌﾞﾛﾝｽﾞﾌﾞﾗｼ ２２口径銅ブラシ  他の口径有り　１本　パーカヘル用 ¥1,400
VFG VFG 　 ﾛｯﾄﾞ ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 各社洗い矢用　ＶＦＧフエルト取り付けアダプター 洗い矢メーカーを指定 ¥800
AHG-586 ﾃﾞﾞｭｰｲ　ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ アメリカ製ロッドと欧州製ブラシのアダプター　雌／雌　1/8" to 8/32" ¥900
VFG-612･506 VFG 　 ｹｱｶｾｯﾄ ｽﾁｰﾙｹｰｽＳＢ用;ﾗｲﾌﾙﾌｴﾙﾄ80発　ＡＲ用;ﾌｴﾙﾄ弾　共に銅入りﾌｴﾙﾄ80発　ｵｲﾙｼｰﾄ30枚入り　 ¥6,000
JGA-014134 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾛｯﾄﾞ ｶﾞｲﾄﾞ ２２口径ロッドガイド　アンシュッツ用  ジュコラン製  4401 ¥6,200
CEN-19C0-020X ｾﾝﾄﾗ   ﾛｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ ２２口径ロッドガイド　アルミ製　アンシュッツ・ワルサー・バウ 選択 ¥7,200
SCJ ｼｰｽ    ﾛｯﾄﾞ ｶﾞｲﾄﾞ 注文製作ロッドガイド　アルミ製　ワルサー他　銃メーカー／口径指定下さい ¥7,800
HBB-7.114.4 ﾌﾞﾚｲｶｰ ﾛｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 各種口径ロッドガイド　ブレイカー専用  ジュコラン製 ¥11,400
G+E-14-4880 ｸﾞﾘｭﾝﾈﾙ ﾛｯﾄﾞ ｶﾞｲﾄﾞ 各種口径ロッドガイド　RACER・ＳＴ・ＦＴ専用  ¥14,400
VFG-701-66897 VFG    ﾛｯﾄﾞ ｼｮｯﾄｶﾞﾝ 散弾銃専用洗矢　アダプター付き ¥5,300
VFG-770-66922 VFG 　 ｼｮｯﾄｶﾞﾝ ﾌｴﾙﾄ 散弾銃専用フエルト　２５発入り　１２・２０番 選択 ¥1,300
VFG-775-66925 VFG 　 ｼｮｯﾄｶﾞﾝ ﾌｴﾙﾄ 散弾銃専用フエルト　２５発入り　１２・２０番 選択　銅繊維配合強力タイプ ¥2,700

■ メンテナンス用品
KLE-21000 ｸﾚﾊﾞｰ     ﾊﾞﾘｽﾄｰﾙ 鉛剥離用　瓶入タイプ  50ml　植物油系　アルカリ性　銃腔内防錆用　バリストール ¥900
KLE-23532 ｸﾚﾊﾞｰ     ｿﾙﾍﾞﾝﾄ ｿﾛﾐﾙ鉛剥離用　瓶入タイプ  65ml　非石油系　アルカリ性　銃腔鉛剥離用　強力タイプ ¥1,300
MTC-SNIPER MILITEC-1 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ SB・BB用　銃身内の塗布で命中精度向上　30ml　グリス＋ニードル付 金属結合皮膜超極圧潤滑剤 ¥2,600
BWK ﾊﾞｰﾁｳｯﾄﾞ  ﾎﾞｱｽｸﾗﾊﾞｰ 鉛剥離用　スプレー式 300ml  ＳＢ／大口径用ソルベント　鉛剥離用　10オンス ¥2,200
MIL ﾌｫﾚｽﾄ  　 ｿﾙﾍﾞﾝﾄ 銅鉛剥離　フォーム式  90ml  大口径用  銅鉛がスゴクよく落ちる ¥2,600
KLE-22169 ｸﾚﾊﾞｰ     ｶﾞﾝｵｲﾙ 金属潤滑　瓶入タイプ  65ml　高粘度液　黒銃身用　黒パーカライジング被膜を浸食しない ¥1,100
BWK ★ ﾊﾞｰﾁｳｯﾄﾞ  ｶﾞﾝｵｲﾙ 金属潤滑　缶入タイプ 135ml　低粘度液　４オンス 在庫限 ¥1,500
BWK ﾊﾞｰﾁｳｯﾄﾞ  ｶﾞﾝｵｲﾙ 金属潤滑　スプレー式 300ml  低粘度液　10オンス ¥1,900
BWK ﾊﾞｰﾁｳｯﾄﾞ  ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 防錆専用　スプレー式 170ml　低粘度液　６オンス ¥2,000
VFG-801-66941 VFG       ｵｲﾙｼｰﾄ 防錆専用　オイル染込シート　３０枚入 ¥1,300
JGA-001489 ｱﾝｼｭｯﾂ 　 ｸﾞﾘｽ 無煙スペシャルグリス　チューブタイプ 5g　稼動部用　Ｏリングにも使用可能 ¥2,400
SIN-01-4300 ﾓﾉｼﾞｪｸﾄ   ﾎﾞﾙﾄ ｸﾞﾘｽ 装薬銃用ボルトグリス　注射容器入り 10ml　厳寒時でも稼動操作が楽になります ¥1,800
BWK ﾊﾞｰﾁｳｯﾄﾞ  ﾌﾞﾗｯｸｽﾌﾟﾚｰ フロントサイト乱反射防止用艶消しブラックスプレー  100g　速乾性 ¥4,000
AHG-523 ｱﾝｼｭｯﾂ    ﾌﾞﾗｯｸﾗｲﾀｰ フロントサイト乱反射防止用艶消しブラックタイター ¥2,100
BWK ﾊﾞｰﾁｳｯﾄﾞ  ｽｰﾊﾟｰﾌﾞﾙｰ 黒着色液　瓶入タイプ  90ml  鉄＆ニッケルクロム用　ステンレス不可 ¥2,300
BWK ﾊﾞｰﾁｳｯﾄﾞ  ｱﾙﾐﾌﾞﾗｯｸ 黒着色液　瓶入タイプ  90ml  アルミ専用 ¥2,800
KLE ｸﾚﾊﾞｰ     ｽﾄｯｸｵｲﾙ ストック用オイル  クリアー・ブラウン 選択　200ml ¥1,300

■ オーバーホール・メンテ の技術にお任せ下さい。    銃のご送付は弊社へご連絡の後にお願い致します 御送付方法

シース公認エンブレム（６x１ｃｍ）を貼付のご指定で 次回のオーバーホール基本料３０％割引チケットを進呈します

SCJ ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 空気銃　基本オーバーホール　本体／アクセサリー／サイトチェック含む ¥15,000
SCJ ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 空気銃　基本オーバーホール　本体／アクセサリー／サイトチェック含む ¥15,000
SCJ ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 空気銃　基本オーバーホール　本体／アクセサリー／サイトチェック含む ¥15,000
SCJ ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 空気銃　基本オーバーホール　本体／アクセサリー／サイトチェック含む ¥16,500
SCJ ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 空気銃　基本オーバーホール　本体／アクセサリー／サイトチェック含む ¥16,500
SCJ ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 空気銃　基本オーバーホール　本体／アクセサリー／サイトチェック含む ¥16,500
SCJ ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ ＳＢ銃　基本オーバーホール　本体／アクセサリー／サイトチェック含む ¥11,000~
SCJ ｻｲﾄｼｽﾃﾑ 競技銃　リアサイト本体溶媒洗浄／テンション調整／マイクロメーターテスティング ¥6,600~
SCJ ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 販売３年以内の製品対応　基本洗浄～消耗部品交換～グリスアップ～充填検査　交換部品別 ¥20,800

＊修理の場合はオーバーホール料金の他に交換部品代金が加算されます　銃の往復送料は含まれておりません青／黒　正面両側にノンスリップラバー貼付　内部にフエルト貼付 直径150mm・130mm・120mm 選択

＊修理で１週間以内のご返却日指定の場合（繁忙期不可）は基本オーバーホール料金にエクストラ代金４０％が加算されます

ALTER ｱﾙﾐｽﾄｯｸ アルミストック鋳造タイプ　グリップ後部断裂時の溶接結合修理　塗装代別途 ¥32,400~
ALTER ﾍﾞﾃﾞｨﾝｸﾞ ストックフルグラスベディング ¥53,000~
ALTER ﾊﾞﾚﾙｼｯｸ バレル肉厚研削加工  お好み重さに仕上げます ¥87,000~
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注文番号 NEW 商  品  名 概     要 税込価格

■ 立射用スタンド NEW:発売後１年未満の製品　★：モデルチェンジ製品

SCJ ｼｰｽ    ｽﾀﾝﾄﾞ ｶｰﾎﾞﾝT 立射用　弾皿ホルダー付　高さ 80～170cm　カーボン　伸縮式　1.0Kg　case付 テクロ弾皿ホルダー付 ¥29,000
SCJ ｼｰｽ    ｽﾀﾝﾄﾞ ｶｰﾎﾞﾝN 立射用　弾皿ホルダー付　高さ 80～170cm　カーボン　伸縮式　1.0Kg　case付 弾皿ホルダー無し ¥23,000
SCJ ｼｰｽ    ｽﾀﾝﾄﾞ ｶｰﾎﾞﾝV 立射用　弾皿ホルダー付　高さ 80～170cm　カーボン　伸縮式　1.1Kg　case付 可変弾皿ホルダー付 ¥32,600
SCJ ｼｰｽ    ｽﾀﾝﾄﾞ ｱﾙﾐ 立射用　弾皿ホルダー付　高さ 40～160cm　灰･紅･青　継足式　1.5Kg　case付 可変弾皿ホルダー付 ¥24,500
SCJ ｼｰｽ    ｽﾀﾝﾄﾞ ﾎﾙﾀﾞｰ 可変弾皿ホルダー2023　マッチボックス／ＳＢ弾取付け可能　アルミ銀　ピンチ式で速攻装着可能 ¥13,600
TEO-0386 ﾃｸﾛ     ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ 立射用　弾皿ホルダー付　高さ 80～170cm　ﾌｧｲﾊﾞｰ製　伸縮式　1.4kg　case付　STATIV3.0 青･桃 選択 ¥37,000
TEO-0409 ﾃｸﾛ     ｽﾀﾝﾄﾞ ﾎﾙﾀﾞｰ 可変弾皿ホルダー 3.0　マッチボックス／ＳＢ弾取付け可能　アルミ黒　ピンチ式で速攻装着可能 ¥7,000
MEC-5000154 ﾒｯｸ     ｽﾀﾝﾄﾞ ﾎﾙﾀﾞｰ 可変弾皿ホルダー2021　マッチボックス／ＳＢ弾取付け可能　アルミ黒　ピンチ式で速攻装着可能 ¥5,800
MEC-5009987 ﾒｯｸ 280 ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ 立射用　弾皿ホルダー付　高さ 60～190cm  アルミ黒　伸縮式　2.6kg　case付 在庫限 ¥29,800

■ ガンロッカー･セキュリティガンロッカーは弊社から直送となります　装弾ロッカー送料20kgサイズ　２･５･６丁用送料は別途記載

KSK-B ｹｰｴｽｹｰ ｶﾝﾄｳｽﾁｰﾙ ガンロッカー　警察庁規格銃刀法適合品 137X32X24cm　Ｂ型５丁用　濃緑　全射撃銃の保管に最適 ¥48,600
KSK-C ｹｰｴｽｹｰ ｶﾝﾄｳｽﾁｰﾙ ガンロッカー　警察庁規格銃刀法適合品 131X24X20cm　Ｃ型２丁用　濃黒　散弾銃他の保管に最適 ¥43,600
KSK-CS ｹｰｴｽｹｰ ｶﾝﾄｳｽﾁｰﾙ ガンロッカー　警察庁規格銃刀法適合品 131X24X30cm　深型２丁用　薄緑　スコープ付き狩猟銃用 ¥47,200
KSK-H ｹｰｴｽｹｰ ｶﾝﾄｳｽﾁｰﾙ ガンロッカー　警察庁規格銃刀法適合品  60X24X30cm　Ｈ型ＡＰ用　濃黒　エアピストル保管最適 ¥34,500
KSK-SS ｹｰｴｽｹｰ ｶﾝﾄｳｽﾁｰﾙ 装弾ロッカー　警察庁規格銃刀法適合品  35X24X20cm　SB弾保管用　濃緑　自宅保管量 800発以内 ¥21,100
KSK-SD ｹｰｴｽｹｰ ｶﾝﾄｳｽﾁｰﾙ 装弾ロッカー　警察庁規格銃刀法適合品  45X36X26cm　装弾保管用　濃緑　自宅保管量 800発以内 ¥14,000
KSK-CT ｸﾛｰｾﾞｯﾄ ｹｰｴｽｹｰ ｶﾝﾄｳｽﾁｰﾙ ガンロッカー　警察庁規格銃刀法適合品  85X40X25cm　小型３丁用　薄緑　AP HR SGの保管に最適受注 ¥37,400
KSK-A ｹｰｴｽｹｰ ｶﾝﾄｳｽﾁｰﾙ ガンロッカー　警察庁規格銃刀法適合品 137X38X30cm　Ａ型６丁用　濃緑　全ライフル保管用 受注 ¥60,600
KSK-G ｹｰｴｽｹｰ ｶﾝﾄｳｽﾁｰﾙ ガンロッカー　警察庁規格銃刀法適合品 137X52X28cm　Ｇ型８丁用　色選択 黒･濃緑　観音開 受注 ¥84,500
NPK ﾆｯﾎﾟｳ  ｾｷｭﾘﾃｨｰ サイバーガード２４　ロッカーの異常を振動センサーで感知し携帯電話やＥメールへ直接通報 受注 ¥69,300

■ スコープスタンド 弊社オリジナルのスコープスタンド　スコープと雲台が分離しますので収納が楽！　軽量で操作性抜群

SCJ ｼｰｽ   ｽｺｰﾌﾟｽﾀﾝﾄﾞV2 ３姿勢用セット　仰角／左右／回転微調整可　スチールポール３本付き　フルセット ¥27,800
SCJ ｼｰｽ   ｽｺｰﾌﾟｽﾀﾝﾄﾞPN 伏射専用セット　仰角／左右／回転微調整可　二脚∀型＋雲台＋ポール１本のセット ¥24,800
SCJ ｼｰｽ   ｽｺｰﾌﾟﾍﾞｰｽ スコープ取付用雲台　黒　仰角／左右／回転微調整可　他メーカーのポール装着可能 ¥13,300
SCJ ｼｰｽ　 ｽﾀﾝﾄﾞﾎﾟｰﾙS 延長ポール １本 長さ50cm  スチール　他製品との接続可能　銀　丈夫さで勝負 ¥2,500
SCJ ｼｰｽ   ｽﾀﾝﾄﾞﾍﾞｰｽF 二脚スタンドベース　黒　フリーランドモデル類似　他メーカーのポール装着可能 ¥16,800
SCJ ｼｰｽ   ｽﾀﾝﾄﾞﾍﾞｰｽV 二脚スタンドベース　黒　∀型　スコープを床面+４cm迄下げられる　他メーカーのポール装着可能 ¥11,500

■ 監的用スコープ 全てズーム式価格です　単倍率価格はお問合せください

VIK-A52A ﾋﾞｸｾﾝ   ｽｺｰﾌﾟ ｼﾞｵﾏ52A 曲視式  対物レンズ径52mm　接眼固定倍率２５倍付　銀灰色　防水 10m･50m  受注 (ズーム別) 460g ¥17,500
KOW-TSN-601 ｺｰﾜ     ｽｺｰﾌﾟ 曲視式  対物レンズ径60mm　接眼ズーム20～60倍付　薄緑色　防水 SB･100m　受注 740g ¥83,400
KOW-TSN-883M ｺｰﾜ     ｽｺｰﾌﾟ 曲視式  蛍石レンズ径88mm　接眼ズーム20～60倍付　濃灰色　防水 SB･300m　受注 1,4kg ¥280,400
KOW-C610 ｺｰﾜ     ｽｺｰﾌﾟｹｰｽ ＴＳ－６１１用・ＴＳＮ用 選択　キャリングケース ¥4,700
KOW-C881 ｺｰﾜ     ｽｺｰﾌﾟｹｰｽ ＴＳＮ８８３用　キャリングケース　装着中スコープ使用可　防水性 受注 ¥8,800

■ ゲージ類
SCJ ｼｰｽ   ﾘｱｻｲﾄﾁｪｯｶｰ リアサイト用クリック測定機　レール幅の可変可能　上下と左右測定切替が簡単　ケース付き ¥40,100
GEH-138 ｹﾞｰﾏﾝ  ﾘﾑｹﾞｰｼﾞ ＳＢリム厚さゲージ　弾選別で初速安定 連続満射必至！ ナショナルチーム御用達 ¥14,100
SCJ USA    ﾀﾞｲﾔﾙﾃﾝｼｮﾝｹﾞｰｼﾞトリガー圧力ゲージ　置針ダイアル式　便利な２針仕様　０～５３０ｇ　ＡＰ向け ¥14,000
SCJ USA    ﾀﾞｲﾔﾙﾃﾝｼｮﾝｹﾞｰｼﾞトリガー圧力ゲージ　置針ダイアル式　便利な２針仕様　０～３３０ｇ ¥13,700
STA ｽﾀｰｽﾞ  ｳｪｲﾄｹﾞｰｼﾞ トリガーｳｪｲﾄゲージ　５００ｇ　ＡＰ用　ゲーマンと同じ本体　木箱付き　ﾃﾝｼｮﾝ仕様　日ラ検定無 ¥10,300
GEH-750-500K ｹﾞｰﾏﾝ  ｳｪｲﾄｹﾞｰｼﾞ トリガーｳｪｲﾄゲージ　５００ｇ　ＡＰ用　本体のみ　日ラ検定無し ¥10,500
GEH-735 ｹﾞｰﾏﾝ  ｳｪｲﾄｹﾞｰｼﾞ トリガーｳｪｲﾄゲージ　1,500ｇ　 ＣＰ用　本体のみ　日ラ検定無し　（500g+500g+360g+140g）受注 ¥19,100
GEH-751 ｹﾞｰﾏﾝ  ｳｪｲﾄｹﾞｰｼﾞ トリガーｳｪｲﾄゲージ　追加ウェイト　５００ｇ・３６０ｇ・１４０ｇ 選択　日ラ検定無し 受注 ¥9,400
NRA ﾆﾁﾗ トリガーｳｪｲﾄゲージ　日本ライフル射撃協会検定料金 ¥5,800
ISSF ISSF   ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞ 弾痕測定ゲージ　ＡＲ外線仕様・ＡＰ外線／ＡＲセンター兼用 検定無 ¥1,500
ISSF ISSF   ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞ 弾痕測定ゲージ　ＡＲ内線仕様・ＡＰ内線仕様 検定無 ¥6,500
ISSF ISSF   ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞ 弾痕測定ゲージ　ＳＢ用 検定無 ¥5,200
ISSF ISSF   ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞ 弾痕測定ゲージ　ＣＰ用　３２・３８口径 選択 検定無 ¥5,900
ISSF ISSF   ﾌｧｲﾅﾙｹﾞｰｼﾞ 弾痕測定ゲージ　ＡＲ・ＡＰ・ＳＢ 選択 Nonius　ファイナル専用　日ラ検定無 ¥2,600
PEAK1960 ﾋﾟｰｸ   ﾙｰﾍﾟ 置型ルーペ　弾痕審査用　５倍率　審査必須用具　各地国体射撃場導入品 ¥1,100
GEH-759 ｹﾞｰﾏﾝ  APｻｲｽﾞﾎﾞｯｸｽ ＡＰサイズ検査用測定箱　アルミ製　検定料込　上蓋付き　日ラ検定品　420x200x50mm ¥75,200
GEH-758 ｹﾞｰﾏﾝ  CPｻｲｽﾞﾎﾞｯｸｽ ＣＰサイズ検査用測定箱　アルミ製　検定料込　上蓋付き　日本ライフル射撃協会検定品 受注 ¥68,200
ISSF ISSF   ﾃｽﾄｾｯﾄ ジュリー用　厚さ･堅さ･オーバーラップ･ブーツ 各ゲージの校正確認用セット　ケース付 ¥35,800
GEH-755 ｹﾞｰﾏﾝ  ｼｯｸﾈｽｹﾞｰｼﾞ 厚さゲージ　用具検査必需品　日本ライフル射撃協会検定品　手持型　デジタル式　 受注 ¥178,900
GEH-755-T ｹﾞｰﾏﾝ  ｼｯｸﾈｽｹﾞｰｼﾞ 厚さゲージ　用具検査必需品　日本ライフル射撃協会検定品　卓上型 受注 ¥378,700
GEH-757-N ｹﾞｰﾏﾝ  ｸﾛｼｨﾝｸﾞｹﾞｰｼﾞ 堅さゲージ　用具検査必需品　日本ライフル射撃協会検定品 受注 ¥355,900
SCJ ｼｰｽ   ｹﾞｰｼﾞﾊﾟﾈﾙ 堅さゲージ用フラットパネル　90x90x6cm 観音折りたたみ式 全面硬質メラミン板貼付 木製 10.0kg受注 ¥62,400
GEH-753 ｹﾞｰﾏﾝ  ﾗｲﾌルﾌﾞｰﾂｹﾞｰｼﾞ ライフルブーツ柔軟検査用　用具検査必需品　日本ライフル射撃協会検定品 受注 ¥418,800
GEH-756 ｹﾞｰﾏﾝ  ﾗｲﾌルﾌﾞｰﾂｹﾞｰｼﾞ ライフルブーツ高さ検査用　用具検査必需品　日本ライフル射撃協会検定品 受注 ¥284,800
GEH-752-S ｹﾞｰﾏﾝ  ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟｹﾞｰｼﾞ 射撃ジャケット用ボタンゲージ　競技役員用　用具検査必需品　日本ライフル射撃協会検定品 受注 ¥257,500
GEH-737 ｹﾞｰﾏﾝ  ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟｹﾞｰｼﾞ 射撃ジャケット用ボタンゲージ　競技役員用　用具検査必需品　簡易用　日ラ検定無 ¥9,200

■ 標的採点機 日本ライフル射撃協会検定料込み

DIS-00307 ﾃﾞｨｻﾞｯｸ RM-IV 標的採点機　ＡＲ／ＡＰ／ＳＢセンターペーパー用　印字機能　日本語取扱説明書付き 受注 ¥495,000
DIS-00401 ﾃﾞｨｻﾞｯｸ RM-IV ｹｰｽ 標的採点機　ＲＭ-IV 専用ケース 受注 ¥38,500
DIS-00379 ﾃﾞｨｻﾞｯｸ RM-IV INK 標的採点機　ＲＭ-IV 専用インクリボン ¥4,800
DIS-00374 ﾃﾞｨｻﾞｯｸ RM-III INK 標的採点機　ＲＭ-３・２用インクリボン ¥5,300
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注文番号 NEW 商  品  名 概     要 税込価格

■ 書籍類
SCJ-AIM-J ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ 射撃ノート shooting notes 日本版　Aiming Art著　選手自身がコーチ視点で自己分析 ¥2,200
MEC-5000192 ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ 教本　Ways of the rifle　 英語版　H Reinkemeier MEC著　写真多数 受注 ¥10,700
MEC-5026103 ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ 教本　Air rifle combook 　英語版　H Reinkemeier MEC著　写真多数 受注 ¥11,700
MEC-5000204 ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ 教本　Pistol shooting   　英語版　H Reinkemeier MEC著　写真多数 受注 ¥11,700
AHG-9915E ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ 教本　メンタルトレーニング英語版　STANVAAG版　写真多数 ¥7,000
ISSF ISSF ﾙｰﾙﾌﾞｯｸ ＩＳＳＦ国際射撃連合発行　規則集　英語版 受注 ¥10,600
 

■ ブランドアイテム
SCJ ｽﾃｯｶｰ 各社ステッカー　アンシュッツ･ワルサー･バウ･ゲーマン他各社 お問合せください ¥100~
WAL-269-6860 ﾜﾙｻｰ　 ﾘｭｯｸｻｯｸ リュックサック　青／黒基調 ¥8,900
WAL-276-5XXX ﾜﾙｻｰ　 ﾎﾟﾛｼｬﾂ ポロシャツ　サイズＭ～ＸＬ　ブラック 在庫限 ¥10,500
WAL-270-9911 ﾜﾙｻｰ　 ｱﾝﾌﾞﾚﾗ 大型傘　直径１２８ｃｍ　ダークブルー ¥11,300
WAL-5-8038 ﾜﾙｻｰ　 ﾗｲﾀｰ Ｚｉｐｐｏライター　モデルＰ９９ ¥8,600
WAL-5-8039 ﾜﾙｻｰ　 ﾗｲﾀｰ Ｚｉｐｐｏライター　モデルＰ２２ ¥9,400
WAL-3-7001 ﾜﾙｻｰ　 ﾏｸﾞﾗｲﾄ ﾁﾀﾝ マグライト ６Ｖ仕様 全長１２ｃｍ　チタン ¥4,300
WAL-3-7000 ﾜﾙｻｰ　 ﾏｸﾞﾗｲﾄ ﾌﾞﾗｯｸ マグライト ６Ｖ仕様 全長１２ｃｍ　ブラック ¥4,100
WAL-270-9449 ﾜﾙｻｰ　 ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ Ｐ９９ キーホルダー 全長３０ｍｍ　シルバー　ケース付き ¥3,200
WAL-263-5950 ﾜﾙｻｰ　 ﾋﾟﾝ Ｐ９９ ピンバッジ　 全長３０ｍｍ　シルバー ¥1,300
WAL-276-8810 ﾜﾙｻｰ   ｱｸｻｾﾘｰ エコバッグ 青　コットン製 400x300mm ¥1,000
WAL-278-2529 ﾜﾙｻｰ   ｱｸｻｾﾘｰ ピンバッジ ゴールド　ケース付き 30mmΦ ¥1,900
WAL-278-2588 ﾜﾙｻｰ   ｱｸｻｾﾘｰ ピンバッジ 青 30x10mm ¥1,300
WAL-264-5360 ﾜﾙｻｰ   ｱｸｻｾﾘｰ エンブレム 楕円形 100x45mm ¥1,000
WAL-278-2618 ﾜﾙｻｰ   ｱｸｻｾﾘｰ エンブレム 長方形 100x45mm ¥1,000
MEC-5036122 ｾﾝﾄﾗ 　ﾀｵﾙ セントラＭＥＣ　ロゴ入りタオル　フック付き ¥3,900
AHG-2010 ｱﾝｼｭｯﾂ ｽﾄﾗｯﾌﾟ ストラップ　モデル Lanyard 在庫限 ¥1,700
JGA-799-3005 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾜｯﾍﾟﾝ ワッペン　ポリエステル製　ロゴ刺繍　白生地　85X55mm 在庫限 ¥1,000
JGA-711-6450 ｱﾝｼｭｯﾂ ｷｬｯﾌﾟ 帽子　青／黒基調　Free Size　7910 在庫限 ¥3,600
JGA-710-6400 ｱﾝｼｭｯﾂ ｸｫｰﾂｳｫｯﾁ ダイバーウォッチ  防水耐圧３０圧  径４０ミリ  耐水レザーバンド付 在庫限 ¥14,600
AHG-293 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾘｭｯｸｻｯｸ リュックサック　黒基調　モデルＢＡＣＫＰＡＣＫ ¥6,500
AHG-2000 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾋﾟﾝ ストロングブーツ　　ピン式バッジ　幅２０ｍｍ ¥400
AHG-2003 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾌﾟﾚｰﾄ ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ １９１２　キーホルダー　プレートタイプ　重量５０ｇ 在庫限 ¥1,300
AHG-2007 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾌﾟﾚｰﾄ ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ ２３１３　キーホルダー　プレートタイプ　重量５０ｇ ¥1,700
AHG-2012 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾌﾟﾚｰﾄ ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ ９００３　キーホルダー　プレートタイプ　重量５０ｇ ¥1,700
AHG-2006 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾀｲﾋﾟﾝ ２３１３　記念タイピン　クリップ式 ¥1,800
AHG-2002 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾋﾟﾝ １９１２スモールボアピン式バッジ　幅５６ｍｍ 在庫限 ¥900
AHG-2013 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾋﾟﾝ １９１８スモールボアピン式バッジ　幅５６ｍｍ ¥1,400
AHG-2005 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾋﾟﾝ ２３１３スモールボアピン式バッジ　幅５６ｍｍ 在庫限 ¥1,300
AHG-2009 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾋﾟﾝ ９００３プレミアム　ピン式バッジ　幅５６ｍｍ ¥1,300
AHG-2014 ｱﾝｼｭｯﾂ ﾋﾟﾝ ９０１５－ＯＮＥ　　ピン式バッジ　幅５６ｍｍ ¥1,300
GEH ｹﾞｰﾏﾝ  ﾏｳｽﾊﾟｯﾄﾞ パソコン用マウスパッド　カタログ掲載商品ズラリ　240X190X4mm ¥1,000
GEH-867 ｹﾞｰﾏﾝ　ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ 弾型キーホルダー　直径１２ｍｍ　黒・金 選択 ¥1,800

■ カタログ 商品ご予約／ご注文時は割引致します

JGA-CATALOG JG-ｱﾝｼｭｯﾂ ｶﾀﾛｸﾞ 最新版　オールカラー　銃・付属品関係 ¥1,010
AHG-CATALOG ahgｱﾝｼｭｯﾂ ｶﾀﾛｸﾞ 最新版　オールカラー　衣類・アクセサリー ¥930
GEH-CATALOG ｹﾞｰﾏﾝ　　 ｶﾀﾛｸﾞ 最新版　オールカラー　銃・衣類総合カタログ ¥970
FWB-CATALOG ﾊﾞｳ　　　 ｶﾀﾛｸﾞ 最新版　オールカラー　総合カタログ ¥400
WAL-CATALOG ﾜﾙｻｰ　　　ｶﾀﾛｸﾞ 最新版　オールカラー　総合カタログ ¥700
STY-CATALOG ｽﾃｲﾔｰ　　 ｶﾀﾛｸﾞ 最新版　オールカラー　総合カタログ ¥400
SAU-CATALOG ｻﾞﾜｰ　　　ｶﾀﾛｸﾞ 最新版　オールカラー　総合カタログ ¥200
SPT GUN ｽﾎﾟｰﾂｶﾞﾝ　ｶﾀﾛｸﾞ 最新版　スポーツガンガイド　オールカラー国内用銃砲総合カタログ 受注 ¥5,100

■ トーイ関係
- ﾄｰｲ 弾型フラッシュライト　３０－０６仕様　ＬＥＤ ¥1,800
- ﾄｰｲ 弾型ライター　カートリッジ型　ドイツ製　贈答用 ¥3,200
- ﾄｰｲ 弾型格納ナイフ　　３０－０６仕様 ¥2,000
- ﾄｰｲ 弾型ネクタイピン　ＳＢ弾仕様　ピン真鍮仕様 ¥3,300
- ﾄｰｲ 標的キーホルダー　直径３５ｍｍ ¥1,600
- ﾄｰｲ 弾型キーホルダー　ＡＲ弾　直径２３ｍｍ ¥1,600
- ﾄｰｲ 弾型キーホルダー　ＳＢ弾　直径１２ｍｍ ¥1,900
- ﾄｰｲ 弾型キーホルダー　４４マグナム　直径９ｍｍ ¥2,200
- ﾄｰｲ 弾型ボールペン　　真鍮仕様　青インク ¥1,700

■ 銃砲書換／保管／申請書類関係
SCJ 銃砲保管料　　(１丁毎　１ヶ月以内日割契約) ¥160
SCJ 銃砲保管料　　(１丁毎　１ヶ月契約) @¥110 ¥3,300
SCJ 銃砲保管料　　(１丁毎　３ヶ月契約) @¥103 ¥9,300
SCJ 銃砲保管料　　(１丁毎　６ヶ月契約) @¥97 ¥17,400
SCJ 銃砲保管料　　(１丁毎　12ヶ月契約) @¥90 ¥33,000
SCJ 銃砲保管料　　(１丁毎　24ヶ月契約) @¥85 ¥61,800
SCJ 譲渡等承諾書発行手数料(再発行時)・銃砲名義書換料(１丁毎　保管料別) ¥1,200
SCJ 銃砲記載事項変更手数料・銃砲廃棄手数料　(１丁毎 下取／引取時は無料) ¥1,200
SCJ 銃砲所持許可証返納手数料 ¥3,600
SCJ 公安委員会各種申請用紙 各 ¥80
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電子メールで御注文の場合は下記項目に記入し本文にテキストで貼り付けてください
★：銃のご注文時・学割ご利用時のみご記入下さい

★：推薦書はＳＢ･ＡＰ･競技用大口径･低年者が銃を御注文時にＦＡＸお願いします

作 成 日 ２０　　年 月 日

電話番号

携帯電話 ＦＡＸ番号

ｅメール
(大きめ記載)

〒

ご 職 業 ★社名／団体名･学校名／学部／学年

★日本ライフル会員証ＩＤ

生年月日 ★昭和・平成 　　　年　　　　　月　　　　　日 (　　歳)

推 薦 書 ★体育協会推薦書番号／発行日 第　　　号  平成　　年　　月　　日発行

◎：注文者と送付先が異なる場合はご記入ください
◎：銃のご送付は所持許可証記載のご自宅以外(職場等)はできません

〒

（フリガナ） 携帯電話

価格表
発刊名 注文番号  商品名

サイズ
右･左射手

他の指定 数量 小 計

－  商品送料

－  代引手数料 ご利用時はご注文金額により手数料が必要です

 ゆうちょ振替　　銀行振込　　現金代引　　ＰａｙＰａｙ(店頭のみ)
 デビットカード(代引)　　クレジットカード(代引）　現金書留　　

ＦＡＸ：０５５－９３２－４１１２
ＴＥＬ：０５５－９３４－４１１２

〒４１０－０８１７　静岡県沼津市本郷町３番１６号
E-Mail：schiess-japan@nifty.ne.jp http://4112.o.oo7.jp

支払指定

総合計

複数梱包の場合は個数分を加算して下さい
ご不明な場合は未記入で結構です

荷受人◎

商品送付先

電話番号

ｅメール

（フリガナ）

(フリガナ)

お名前

ご住所
(具体的に)

（フリガナ）


