
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　  営業時間　１１：００ａｍ～８：００ｐｍ　　　定休日　毎週水曜日および１２月３０日～１月５日

※価格には消費税は含まれております。各種手数料も消費税込みとなっております。

※赤色価格はエニス特価です。 ※紫色価格は取り寄せ商品の価格です。

※当社では会員制度を設けております。入会金および会費は無料です。

 　入会ご希望の方は、 郵便番号、住所、氏名、ふりがな、電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレスをご連絡ください。

　 当社カタログ「エニスシューターズガイド」をお送りいたします。

※会員様には電話一本で商品をお届けいたします。商品が届き次第下記口座へお振込みください。

※取り扱い商品および価格は予告なく変更する場合がございますので、ご注文の際は事前にお問い合わせください。

※銃のご予約は全額前金にてお願いいたします。現金書留または下記口座をご利用ください。

　 なお、振込手数料等ご送金に関する費用はお客様負担とさせていただきます。

　 郵便振替：００１４０－６－５８１５９　有限会社　中央商事　（ご注文品を通信欄にご記入いただけます）

   銀行振込：三菱ＵＦＪ銀行東恵比寿支店　　普通００７４４２９　　有限会社　中央商事

　　　　　　　　三井住友銀行恵比寿支店　　普通０９５７１６３　　有限会社　中央商事

※銃、火工品、ガンロッカー以外は代金引換も可能です。商品と発送手数料の合計に対する代金引換手数料は下記の通りです。

　 １万円未満 ：５００円　　３万円未満 ：７００円　　１０万円未満 ：１０００円　　３０万円未満 ：１６００円

※クレジットカード（１回払いのみ）は店頭に限りご利用いただけます。売掛金のお支払いにはご利用いただけません。

※発送手数料は重量、大きさ、地域により１梱包につき１００円、３００円、５００円、１０００円、１５００円となります。（沖縄県を除く）

 　沖縄県には送れない商品がございます。詳細はお問い合わせください。

 　梱包数は一任させていただきます。

　 お客様のご都合による返品またはサイズ変更のための返送料は、お客様負担とさせていただきます。

 　修理と改造の往復送料は、お客様負担とさせていただきます。

価格 備考

ファインベルクバウ ８００Ｘ ¥450,000 アルミストック　黒　赤　レイサースペーサー付き　4.7kg

８００Ｗ　クルミ ¥450,000 クルミストック　レイサースペーサー付き　4.2kg

８００Ｗ　ラミネート ¥450,000 オレンジラミネートストック　レイサースペーサー付き　4.3kg

８００　アルミ　 ¥410,000 アルミストック　黒　赤　4.5kg

８００　ユニバーサル ¥370,000 ラミネートストック　4.5kg　（取り寄せ）

ワルサー ＬＧ４００　アナトミック ¥540,000 ラミネートストック　青　4.0kg　在庫分￥４９０,０００

ＬＧ４００　アルテック ¥500,000 アルミストック　銀/黒　4.4kg　在庫分￥４６０,０００

ＬＧ４００　モノテック ¥640,000 アルミストック　黒　5.0kg　（取り寄せ）

アンシュッツ ９０１５　ＯＮＥ ¥650,000 アルミストック　黒　６８０５リアサイト　4.6kg　（取り寄せ）

９０１５　ベーシック ¥490,000 アルミストック　黒　６８０５リアサイト　4.0kg　（取り寄せ）

価格 備考

ステイヤー ＥＶＯ１０Ｅ ¥370,000 銀　黒　電磁トリガー　960ｇ　（取り寄せ）

ＥＶＯ１０ ¥310,000 銀　黒　960ｇ　（取り寄せ）

ワルサー ＬＰ５００Ｅ　エキスパート ¥380,000 銀　電磁トリガー　910g　（取り寄せ）

ファインベルクバウ Ｐ８Ｘ ¥280,000 黒　950ｇ　（取り寄せ）

価格 備考

リーダーレンツ ＺⅡ　ＥＣ ¥960,000 ＥＣアルミストック　角型ショートアクション　サイト・バットプレート別　（受注輸入）

グリュンネル Ｒ３レーサー　Ｋ１ ¥1,400,000 アルミストック　角型ショートアクション　5.4kg

Ｒ３レーサー　ＸＲＳ ¥1,150,000 アルミストック　角型ショートアクション　5.4kg

Ｒ３レーサー　ＣＳ ¥1,080,000 クルミ＋アルミストック　角型ショートアクション　5.4kg

アンシュッツ ５４．３０　ウォルナット ¥800,000 アルミストック　丸型アクション　5.8kg　（取り寄せ）

ブライカー チャレンジャー　メタリック ¥1,160,000 アルミストック　角型ショートアクション　5.7kg　（受注輸入）

ワルサー ＫＫ５００　アルテック ¥780,000 アルミストック　角型ショートアクション　5.8kg　（取り寄せ）

価格 備考

グリュンネル ＦＴ３００　ＸＲＳ ¥1,250,000 ６ＢＲ　３０８　アルミストック　6.0kg　（受注輸入）

価格 備考

マルゼン ＳＲ９６－１１Ｓ　スポーツライフル ¥69,960 本格仕様のアルミストック　サイトベース・マガジン付き　3340g

商品名

スモールボアライフル
商品名

ビッグボアライフル
商品名

ＡＰＳ
商品名

                     エニス　シューターズガイド　Ｎｏ.４９　価格表　　  　 2022.5.1

エアライフル
商品名

エアピストル

ライフルショップ　エニス　　　有限会社　中央商事
〒１５０－００２１　東京都渋谷区恵比寿西２－６－１　御池ビル３階　３０１号室

ＴＥＬ　０３－３４６１－８６４０　　　ＦＡＸ　０３－３４７７－０６５４

     Ｅ-ｍａｉｌ　info@rs-ennis.com　　  ＵＲＬ　http://www.rs-ennis.com



サイトセット ¥6,380 フロントサイト・リアサイト・ラバーアイシェード  （在庫限り）

ハイサイトブロック ¥5,280 高さ９.５ｍｍ　幅１１ｍｍ

マッチグリップ ¥9,130 アンシュッツタイプ　右　左

ＢＢ弾 ¥1,980 ０.２９ｇ　５００発

スペアマガジン ¥1,100 ３０発

サイトベース ¥7,480 フロント・リア

ＡＰＳ－３　ＬＥ２０２１　スポーツピストル ¥43,780 限定生産モデル　ハンドレスト可動　942g

ビームライフルストック ¥39,600 スポーツライフルと同型のアルミストック　チーク・グリップ・バットプレート可動

価格 備考

アンシュッツ/ＡＨＧ エアシリンダー ¥35,000 圧縮空気シリンダー　銀　ケース付き

エアシリンダー　アダプター ¥6,500 圧縮空気を充填するときの接続金具

エアシリンダー　エアヌキ ¥5,000 シリンダーから空気を抜く金具

リアサイト　６８０５ ¥37,000 0.4mm/10m  2.0mm/50m　ＦＷＢ不可

サイトセット　６８３４ ¥47,000 フロントサイト＋リアサイト６８０５

ラバーアイシェード ¥2,500 アイピースに光が入るのを防ぐラバーキャップ

フロントサイト ¥10,000 Ｍ１８　傾き可　セントラ製　プライン仕様

ハンドストップ　４７５２ ¥14,000 丸型　直径３２φ　上下・左右調節可

ハンドストップ　４７５１ ¥12,000 馬蹄型　左右調節可

ハンドストップ　６２２６ ¥8,000 丸型　直径３１φ

スリング環　４７５２　６２２６ ¥3,500 スリングとハンドストップを結合するリング　４７５２・６２２６用

スリング環　４７５１ ¥2,000 スリングとハンドストップを結合するリング　４７５１用

ＡＨＧレイサー　ピラー ¥38,000 ＡＲ・ＳＢ立射用　傾き可　 高さ36-54mm　長さ160mm　250g

レイサー　４８５６ ¥18,000 ＡＲ・ＳＢ三姿勢用　クルミ　レール付き  高さ23/34mm　長さ175mm　215g

バイポッド ¥5,000 小型銃架

ＡＨＧレトロバットプレート ¥59,000 フックはオフセット可能　ガイドポスト付き　伏射に最適

１８キャリヤー ¥21,000 プレサイスストック用伸縮金具

１３キャリヤー ¥18,000 アルミストック用伸縮金具　

トリガーブレード　７４３４ ¥9,000 上下左右回転可

トリガーブレード　８５４１ ¥6,000 一体型

ファインベルクバウ エアシリンダー　銀 ¥30,000 圧縮空気シリンダー　銀

エアシリンダー　赤 ¥32,000 圧縮空気シリンダー　赤

エアシリンダー　アダプター ¥4,500 圧縮空気を充填するときの接続金具

エアシリンダー　エアヌキ ¥2,500 シリンダーからエアを抜く金具

バットプレートウエイト ¥4,000 ７００アルミ/８００用　厚さ8mm　150g

バレルウエイト ¥9,000 ２０ｍｍ径銃身に使用可　150g

Ｘアルミバットプレート ¥29,000 アルミ製　７００アルミ/８００用　各パーツが独立して傾きを調節可

８００キャリヤー ¥12,000 ８００用伸縮金具　ショート

トリガーブレード ¥8,000 左右回転可

ステイヤー グリップ　ＥＶＯ１０Ｅ ¥28,000 ＥＶＯ１０Ｅ用　ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ

グリップ　ＥＶＯ１０　ＬＰ１０ ¥26,000 ＥＶ０１０・ＬＰ１０兼用　ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ

エアシリンダー　 ¥20,000 圧縮空気シリンダー　銀　黒　紫

エアシリンダー　アダプター ¥4,500 圧縮空気を充填するときの接続金具

フロントサイト ¥4,400 3.0  4.0  4.5  5.0mm

トリガーブレード　ＥＶＯ１０ ¥9,000 上下左右回転可

トリガーブレード　ＬＰ２ ¥4,000 一体型

ワルサー グリップ　ＬＰ４００ ¥32,000 ＬＰ４００用　Ｓ　Ｍ　Ｌ　（取り寄せ）

エアシリンダー　ＬＧ４００ ¥39,000 圧縮空気シリンダー　銀　（取り寄せ）

エアシリンダー　ＬＰ５００ ¥39,000 圧縮空気シリンダー　カーボン　（取り寄せ）

エアシリンダー　ＬＰ４００ ¥34,000 圧縮空気シリンダー　銀　（取り寄せ）

エアシリンダー　アダプター ¥4,500 圧縮空気を充填するときの接続金具　（取り寄せ）

バレルウエイト ¥10,000 銀　２０ｍｍ径銃身に使用可　100g

チューブウエイト ¥4,000 バレルチューブ用　30ｇ

バットプレートウエイト ¥7,000 チークピースにも使用可　100g

モリーニ グリップ　１６２ＥＩ ¥40,000 １６２ＥＩ用　ＸＳ　Ｓ　M　Ｌ　（取り寄せ）

エアシリンダー　２００ＥＩ ¥35,000 圧縮空気シリンダー　橙　黄　（取り寄せ）

エアシリンダー　１６２ＥＩ ¥35,000 圧縮空気シリンダー　青　赤　（取り寄せ）

エアシリンダー　アダプター ¥7,000 圧縮空気を充填するときの接続金具　（取り寄せ）

フロントサイト ¥7,700 4.0  4.5  5.0  5.5  6.0mm　（取り寄せ）

グリュンネル Ｋ１ストック ¥590,000 Ｒ３・ＡＮＳ２０用　アルミストック　バットプレート別

マウントアダプター　ＸＲＳ ¥28,000 銀　ＸＲＳストック用　丸型アクションを角型ストックに乗せるためのアダプター

マウントアダプター　ＣＳ ¥28,000 黒　ＣＳストック用　丸型アクションを角型ストックに乗せるためのアダプター

ＸＴ－Ｆ５フックバットプレート ¥110,000 ５ｍｍ厚ラバー　フックはオフセット可　ガイドポスト付き

ＸＴ－Ｆ１フックバットプレート ¥93,000 ラバーなし　フックはオフセット可　ガイドポスト付き

ＳＢチークピース ¥78,000 一式　左右オフセット可　左右微調節可　伸縮金具付き　ショート　ロング

キャリヤー ¥44,000 バットプレート用伸縮金具　ショート　ロング　ベース付

エスプリカラビーヌ ＥＣユニバーサルコンセプトストック ¥490,000 バレルベディングのアルミストック　バットプレート別　（受注輸入）

ＳＥ フロントサイト ¥11,000 黒　銀　フロントリングが宙に浮いて見えます　本体のみ　

プライン ¥3,000 2.8-4.4mm　0.2mm間隔　1.2mm幅

ガイドリング ¥2,000 プラインの外側のリング

レベル ¥5,000 水準器　ガイドリングなし

レベル＋ガイドリング ¥7,000 水準器　ガイドリング付き

テクロ レイサー　リフト　３.０ ¥31,000 ＳＢ三姿勢用　黒　レール付き　傾き可　高さ15-40mm  長さ19cm

トリガー　タッチ ¥13,000 自在に動く平らなトリガーブレード

銃付属品
商品名



トリガー　ポイント ¥13,000 自在に動く丸いトリガーブレード　

フュージョン　バットプレート ¥47,000 各パーツが独立して上下左右に調節可能　フックはオフセット可　ベース付き

キャリヤープレート ¥7,000 プレートのみ

キャリヤーロッド ¥3,500 ＡＮＳ１８用（１５φ）　ＡＮＳ１３用（１２φ）　ＷＡＬ用（１０φ）

セントラ リアサイト　スパイ ¥65,000 0.25mm/10m  1.22mm/50m　視界が広いサイト　左右兼用

アイピーススクリーン ¥1,500 セントラアイピース専用　半透明

ベーシックアイピース ¥9,000 穴径0.5-3.0mm　フィルター無し　色指定

偏光アイピース ¥17,500 穴径0.5-3.0mm　明るさが無段階に変化　色指定

コンビアイピース ¥22,000 穴径0.5-3.0mm　濃灰・灰・黄・緑・青＋偏光　色指定

アイピース　ミラー ¥6,500 見出しの確認ができます　セントラアイピース専用

クリア　インサート ¥19,500 内径2.8-3.8mm　1.2mm幅　クリア　Ｍ１８　Ｍ２２　色指定

クリア　インサート ¥19,500 内径3.3-4.4mm　1.2mm幅　クリア　Ｍ１８　Ｍ２２　色指定

バリオスウィング　インサート ¥18,000 内径2.5-5.0mm　1.6mm幅　水平/クロス　Ｍ１８　Ｍ２２　色指定

スコア ¥10,000 フロントサイト　Ｍ２２　ロックリング別売り　色指定

ブロック　４ ¥5,500 高さ4mm　ネジの締め過ぎ注意

ブロック　８ ¥8,500 高さ8mm

ブロック　クラブ ¥12,000 高さ11/16/19/24mm　オフセット4mm

ブロック　クラブ　スペーサー ¥900 高さ５ｍｍ　８ｍｍ

トラック ¥14,500 高さ9mm　オフセット0-9mm

ハンドストップ ¥16,000 丸型　直径１７φ　高さ・左右可変

スリング環 ¥5,000 スリングとハンドストップを結合するリング

アジャスタブルスリング ¥28,000 合成革製　微調節可　分解可　２バックル　プッシュ式ハンドストップ専用

コネクト ¥7,000 スリングとコートを止めるベルト

スタビライザーエコ ¥25,000 ストックのレールに取り付けるバランスウエイト　本体120g　ウエイト27gx2ヶ

ウエイト ¥2,200 スタビライザーエコ用ウエイト　27g

フリーポジションⅡ　バットプレート ¥55,000 各パーツが独立して上下左右に調節可能　ベース付き

ＭＥＣ コンタクトⅣライト　アルミバットプレート ¥43,000 ＡＲ用アルミバットプレート　各パーツが独立して上下左右に調節可能

ゲーマン リアサイト　コンパクト ¥24,000 0.3mm/10m  1.5mm/50m　コンパクトサイズのサイト

サイトスクリーン ¥1,200 取り付けキャップ付　黒　半透明　

アイピーススクリーン ¥1,200 アイピースの間に入れるスクリーン　黒　半透明　

フロントサイト ¥6,000 Ｍ２２　ＡＮＳ・ＦＷＢ兼用　ロックリング別売り

プライン ¥800 2.6-5.0mm  0.2mm間隔　Ｍ１８　Ｍ２２　クリヤ

プラインロックリング　Ｍ１８ ¥2,000 プライン用ホルダー　Ｍ１８
プラインロックリング　Ｍ２２ ¥1,500 プライン用ホルダー　Ｍ２２
レベル ¥9,000 Ｍ１８　Ｍ２２　フロントサイトの上側に見えます　目盛付き　

レンズホルダー　Ａ ¥7,500 アイピースに組み込むレンズホルダー　汎用

レンズホルダー　Ｇ ¥7,500 アイピースに組み込むレンズホルダー　ゲーマン用

コンタクトⅢ　アルミバットプレート ¥22,000 ＡＲ用アルミバットプレート　上部・下部が可動

スタンダードスリング ¥8,000 合成革製　２バックル式　緑　青　（右射手用・左射手用）

アカー ロジックベルト ¥17,000 合成革製　微調節可　分解可　２バックル　（右射手用・左射手用）

ショルダーベルト ¥3,000 スリングとコートを止めるベルト

クルト Ｍｏｄ.Ⅱ　スリング ¥12,000 合成革製　分解可　２バックル

バトラークリーク ミリタリースリング　１インチ ¥7,000 革製　（取り寄せ）

ミリタリースリング　３０ｍｍ ¥8,000 革製　（取り寄せ）

ジュエル トリガー　ＨＶＲ・ＴＳＢＲ ¥63,000 Ｒｅｍ７００用　セフティ・ボルトリリース付き　230g-1.6kg　（取り寄せ）

ＥＡＷ ピカティニーベース ¥18,000 Ｒｅｍ７００ショートアクション用　１ピース　（取り寄せ）

シーレン バレルブランク　３２インチ ¥90,000 セレクトマッチステンレス　６ｍｍ（８’）　３０（１３’）

バレルブランク　２８インチ ¥85,000 セレクトマッチステンレス　２２（１４’）　６ｍｍ（１４’）　３０（１０’）

価格 備考

カパピー ＮＳＧ　ジャケット ¥130,000 合成素材キャピテックス/レザー製　（注文製作）

ＮＳＧ　ズボン ¥84,000 合成素材キャピテックス製　（注文製作）

スクエア　ジャケット ¥105,000 合成素材キャピテックス/レザー製　（注文製作）

スクエア　ズボン ¥75,000 合成素材キャピテックス製　（注文製作）

プロ　ジャケット ¥48,000 キャンバス/レザー製　（注文製作）

プロ　ズボン ¥34,000 キャンバス製　（注文製作）

アンダーウェアー ¥11,000 黒　体温調節機能素材を使用したやや薄手のウェアー　男女別　Ｓ　Ｍ　Ｌ

タイツ ¥7,500 黒　体温調節機能素材を使用したやや薄手のウェアー　男女別　Ｓ　Ｍ　Ｌ

ベルト ¥3,500 黒　合成皮革　長さ指定

ハイテックス Ｅモーション　ジャケット ¥200,000 キャンバス/合成素材エボテックス/レザー製　プリント生地加算　（注文製作）

Ｅモーション　ズボン ¥185,000 キャンバス/合成素材エボテックス/レザー製　プリント生地加算　（注文製作）

エボトップ　ジャケット ¥182,000 合成素材エボテックス/レザー製　プリント生地加算　（注文製作）

エボトップ　ズボン ¥165,000 合成素材エボテックス/レザー製　プリント生地加算　（注文製作）

Ｃモーション　ジャケット ¥174,000 キャンバス/レザー製　（注文製作）

Ｃモーション　ズボン ¥155,000 キャンバス/レザー製　（注文製作）

コットンスター　ジャケット ¥92,000 キャンバス/レザー製　（注文製作）

コットンスター　ズボン ¥83,000 キャンバス製　（注文製作）

文字 ¥1,000 アルファベット１文字につき

クルト ＫＴ　ハイブリッド　プレミアム　ジャケット ¥191,000 合成素材/レザー製　（注文製作）

ＫＴ　ハイブリッド　プレミアム　ズボン ¥137,000 合成素材製　（注文製作）

ＫＴ　アイキャンバス　プレミアム　ジャケット ¥191,000 固さ不変のキャンバス/レザー製　（注文製作）

ＫＴ　アイキャンバス　プレミアム　ズボン ¥137,000 固さ不変のキャンバス製　（注文製作）

ＫＴ　キャンバス　プレミアム　ジャケット ¥170,000 キャンバス/レザー製　（注文製作）

ＫＴ　キャンバス　プレミアム　ズボン ¥120,000 キャンバス製　（注文製作）

６００プローン　ジャケット ¥105,000 キャンバス/レザー製　伏射専用　（注文製作）

ＴＬ　ジャケット ¥55,000 黒/青/白/赤　キャンバス製　Ｓ　Ｍ　L　ＸＬ　（既製サイズ）

ＨＬ　ズボン ¥53,000 黒/白　キャンバス製　Ｗ７５　８０　８５　９０ｃｍ　（既製サイズ）

装具
商品名



色追加 ¥5,000 ４色目から１色につき

文字 ¥1,500 アルファベット１文字につき

ベルト ¥8,000 黒　合成革製

バイザー ¥2,500 赤/黒リバーシブル　スポンジ製　フリーサイズ

ソリッドショート　グローブ ¥13,000 黒/灰/白　ハードラバー　指なし　ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ　ＸＬ　（右射手用）

トリガー　グローブ ¥3,500 黒　グリップ用薄手グローブ　指先なし　ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ　（右射手用）

マークスマン キャンバス　ジャケット ¥125,000 キャンバス/レザー製　（注文製作）

キャンバス　ズボン ¥100,000 キャンバス製　（注文製作）

文字 ¥1,000 アルファベット１文字につき

サワー パーフェクトトップ　ブーツ ¥48,000 黒/白　全体的に固めで細め　ストラップと靴ひもの色が選択可　２３－２８ｃｍ

アンダーウェアー ¥17,000 黒　体温調節機能素材使用　男性　Ｓ/Ｍ　Ｌ/ＸＬ  女性　ＸＳ/Ｓ　Ｍ

タイツ ¥13,000 黒　体温調節機能素材使用　男性　Ｓ/Ｍ　Ｌ/ＸＬ  女性　ＸＳ/Ｓ　Ｍ

ボタンツール ¥2,500 ボタンを楽に留めることができます

クリップカバー ¥2,500 緑半透明　ＤＸバイザー・ヘンドバンドに取り付け可

トップテン　グローブ ¥13,500 黒/白　厚めのクッション入り　指先なし　ＸＳ Ｓ Ｍ Ｌ ＸＬ　（右射手用・左射手用）

プレミアム　グローブ ¥11,500 黒　薄手クッション入り　指先なし　ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ　ＸＬ　（右射手用・左射手用）

コンタクト　グローブ ¥5,500 黒　グリップ用薄手グローブ　指先なし　ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ　（右射手用・左射手用）

ゲーマン トップグリップ　グローブ ¥10,500 黒　トップグリップラバー　指先なし　ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ　ＸＬ　（右射手用）

ハーフフィンガー　グローブ ¥9,500 紺　ハードラバー　指先なし　ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ　ＸＬ　（右射手用・左射手用）

フィンガーレス　グローブ ¥6,000 黒　ソフトラバー　メッシュ生地　指先なし　ＸＳ　Ｍ　Ｌ　（右射手用）

ブラインダー ¥3,500 黒　半透明　メガネ用　クリップ式

ＡＨＧ ストロングブーツ ¥42,000 全体的に固めで幅広ですが、甲は少々低いです

オールラウンド ¥32,000 ピストル専用に設計されたシューズ

ＤＸバイザー ¥4,000 灰　青　桃　スポンジ製　フリーサイズ　上下可

コンセプト１Ｃ　グローブ ¥8,500 黒/紺　ジェル内蔵のグローブ　指なし　ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ　ＸＬ　（右射手用）

チャンピオン スーパーオリンピック　フレーム ¥55,000 微調節可　ノーズ・ツル可動　30mm  23mm  44g　ライフル用 ピストル用左右あり

オリンピック　フレーム ¥33,000 ノーズ・ツル可動　30mm  23mm  35g　左用（青）　左右兼用（青、赤）

カバーディスク ¥2,000 灰  半透明

レンズホルダー ¥2,000 30mm  23mm　スーパーオリンピック用　オリンピック用

メタルブロック＋バー ¥3,500 レンズホルダー取り付け金具

センタリングディバイス ¥4,000 レンズの位置調整用　30mm  23mm

アイリスシャッター ¥12,000 可変絞り　30mm　23mm

フィルター　３０φ　ブラウン ¥7,000 クリップ式

フィルター　３０φ　イエロー ¥8,800 クリップ式

フィルター　３０φ　オレンジ ¥10,500 クリップ式

ヘッドバンド ¥4,000 バンド：紺　赤　カバーディスク：灰　半透明

ケース ¥3,500 青　外寸　5x20x23cm

クノブロッホ グラスフレーム　Ｋ１ ¥27,000 ノーズ可動　レンズ上下の回転可　37mm  23mm　39g

グラスフレーム　Ｋ３ ¥21,000 簡易型　レンズ回転不可　37mm  23mm  最軽量28g

カバーディスク ¥2,000 黒　半透明

レンズホルダー ¥4,000 37mm  23mm　

レンズホルダーバー ¥2,000 レンズホルダー取り付け金具

センタリングディバイス ¥3,000 レンズの位置調整用　37mm  23mm

アイリスシャッター ¥9,000 可変絞り　37mm  23mm

フィルター　３７φ　ブラウン ¥4,000 フィルターホルダーが必要です

フィルター　３７φ　イエロー ¥4,000 フィルターホルダーが必要です

フィルター　３７φ　オレンジ ¥4,000 フィルターホルダーが必要です

フィルターホルダー ¥1,800 フィルターをレンズホルダーに取り付けるためのパーツ

ケース ¥3,500 黒　外寸　5x18x23cm

エニス インナーグローブ ¥50 白　グローブの内側に装着する超薄手木綿製手袋　Ｓ　Ｍ　Ｌ

ＭＥＣ バイザー ¥2,500 青　スポンジ製　フリーサイズ

価格 備考

エニス セミハードケース ¥20,000 黒/赤　黒/青　７月入荷　黒/灰　黒/黄　バックパック/ワンショルダー兼用

サイトケース ¥4,500 黒/赤　セミハードケースと同じ素材を使用したケース　10x23x30ｃｍ

アクセサリーケース ¥5,500 黒/赤　二層式　セミハードケースと同じ素材を使用したケース　13x23x30ｃｍ

ＡＨＧ ボルトプロテクター ¥6,000 ＡＮＳ１４－２０用　ストライカースプリングが長持ちします

シリンダーケース ¥1,500 プラスチック製　エアライフル用　角型（半透明）

セフティボックス ¥1,000 缶入ＡＲ弾のホルダー　チャンヤン・Ｈ＆Ｎ用

弾速計 ¥26,000 ＡＲ・ＡＰ用　67x87x135mm　600g

ゲーマン ハンドポンプ　Ｍ２２０ ¥27,000 圧縮空気充填用手動ポンプ

マッチボックス ¥2,500 黒　桃　ＡＲ弾１００発を簡単に並べられます

セフティボックス ¥800 缶入ＡＲ弾のホルダー　ＪＳＢ/ＲＷＳ用

トルクレンチ ¥8,500 銃床締め付け用　六角ビット　2.5  3  4  5mm

ＡＰトリガーゲージ ¥11,000 ５００ｇウエイト　日ラ検定別

テクロ ライフルスタンド　３.０ ¥30,000 黒　赤　青　伸縮式　カーボン製　縮長66cm  1.35kg

ライフルスタンド　Ｘ ¥22,000 黒　伸縮式　アルミ製　縮長64cm  1.5kg

アモホルダー ¥5,500 スタンド用弾皿　１４－３４φのパイプに使用可

セントラ ユニツール ¥2,800 青　銀　黒　赤　緑　六角レンチ　2　2.5　3　4mm

セフティルック ¥800 安全状態表示用　ＳＢ用

バランスボード ¥50,000 立射・ＡＰのバランストレーニングに最適　2x44x90cm　（受注輸入）

商品名

備品



ボルトプロテクター ¥6,500 ＷＡＬ・ＫＫ５００用　ストライカースプリングが長持ちします

カパピー ＤＸシューティングマット ¥26,000 トップグリップラバー付き　2x80x200cm

ＳＴシューティングマット ¥13,000 オリジナルラバー付き　2x80x200cm

ＤＸニーリングロール ¥6,000 キャンバス製　ラバーリング付き　14cmφ　色指定不可

ＳＴニーリングロール ¥4,500 キャンバス製　14cmφ　色指定不可

ＭＴＭ サイトケース　８０３ ¥1,800 黒　樹脂製　5x16x24cm

サイトケース　８０５ ¥2,500 黒　樹脂製　8x20x26cm

サイトケース　８０７ ¥2,800 黒　樹脂製　5x24x33cm

ＢＢ弾箱　Ｒ５０ ¥1,000 クリヤブルー　ヒンジ式　大口径用５０発入　口径指定

関東スチール ガンロッカー　Ａ型 ¥73,000 ６丁入　38x30x137cm  20kg　（取り寄せ）

ガンロッカー　Ｂ型 ¥55,000 ５丁入　32x24x137cm  17kg　（取り寄せ）

ガンロッカー　Ｃ型 ¥48,000 ２丁入　24x20x131cm  13kg

ガンロッカー　Ｈ型 ¥41,000 ＡＰ用　24x30x60cm  8.2kg

装弾ロッカー　Ｓ型 ¥18,000 24x20x35cm  3.3kg

装弾ロッカー ¥24,000 37x26x45cm  6kg

ＭＥＣ ニーリングロール ¥19,000 キャンバス/ラバー製　赤/青　内部が３層になっています　中身なし

クルト ニーリングロール ¥9,000 革/トップグリップ製　マウスデザイン　11cmφ　13cmφ　色指定不可

プロマックス ハンドライフルケース ¥12,000 黒　樹脂製　8x23x89cm

ＩＳＳＦ セフティフラッグ ¥500 橙　安全状態表示用　１ｍ

コールドウェル ＤＸベンチレストスタンド ¥30,000 鉄製　フロントバッグ付き　（取り寄せ）

ＧＧＬ ＳＢスナップキャップ ¥1,200 ＳＢ用空撃ち弾　５０ヶ　（取り寄せ）

ハーバーアームス ＢＢスナップキャップ ¥2,500 ＢＢ用空撃ち弾　６ＰＰＣ　６ＢＲ　２ヶ　（取り寄せ）

ＴＦＣ ＢＢスナップキャップ ¥2,500 ＢＢ用空撃ち弾　３０－０６　２ヶ　（取り寄せ）

クロス ヘクスローブレンチ ¥1,500 トルクスネジ用　Ｔ８　Ｔ１０　Ｔ１５　Ｔ２０

エンジニア 六角レンチ ¥800 六角レンチ７本セット　ミリ　インチ

トラスコ 六角Ｔレンチ ¥1,000 2.5  3  4mm

日本ライフル協会 公認シール ¥2,700 銃認定シール　発行年度より５年間有効　取り扱い手数料込み

射手手帳 ¥600 試合参加実績記入手帳

価格 備考

パーカーヘール クリーニングロッド ¥6,000 ＰＨ規格　２２－６ｍｍ用　７ｍｍ－３０用　全長112cm 口径指定

銅ブラシ ¥1,000 ＰＨ規格　口径指定

ＶＦＧ アダプター　ＰＨ規格 ¥500 ライフルクリーナー専用　ＰＨ用　２２　３０

アダプター　ＵＳＡ規格 ¥500 ライフルクリーナー専用　デューイ用　　２２・３０共通

ライフルクリーナー　２２　 ¥3,000 マカロニタイプフェルト　500ヶ

ライフルクリーナー　６ｍｍ ¥3,000 マカロニタイプフェルト　500ヶ

ライフルクリーナー　３０ ¥3,800 マカロニタイプフェルト　500ヶ

ＡＨＧ クリーニングキット ¥3,500 ワイヤー式　ＡＲ/ＡＰ銃身クリーニング用　クリーニングモップ付

クリーニングモップ ¥300 クリーニングキット専用　１２８本

ボアテック ガンオイル ¥2,200 防錆潤滑油　118g  ポリ容器入り

リムファイヤブレンド ¥2,700 ＳＢ銃身用ソルベント　118g  ポリ容器入り

エリミネーター ¥3,300 ＢＢ銃身用ソルベント　118g  ポリ容器入り

ガングリース ¥1,800 ボルトのカジリ防止用　チューブ入り　10g

パッチジャグ ¥1,200 ＵＳＡ規格　耐ソルベント　２２　６ｍｍ　３０　

パッチ　２２－６ｍｍ ¥2,200 丸型木綿　２２・６ｍｍ口径兼用　５００枚　

パッチ　３０ ¥2,400 丸型木綿　３０口径用　５００枚　

ナイロンブラシ ¥500 ＢＢ用　２２　６ｍｍ　３０

ロッドガイド ¥6,500 ＢＢ用　カラー径１７.６ｍｍ　２２－６ｍｍ用　３０用

クレバー バリストール ¥1,000 ＡＲ・ＳＢ銃身用オイル　50g　 瓶入り

ファインベルクバウ スペシャルグリース ¥1,500 ＡＲ・ＡＰ用グリース　4ｇ　チューブ入り

プロショット チャンバーブラシ ¥3,500 薬室掃除用ブラシ　２２２用　６ＰＰＣ－３００６用　（取り寄せ）

セントラ ロッドガイド ¥4,000 アルミ製　ＡＮＳ１４－２０　ＷＡＬ　ＦＷＢ用

アカー バレルチューブクリーニングキット ¥3,000 １２番３本継ぎクリーニングロッドセットを流用　ブラシ径２０ｍｍ

価格 備考

ＲＣＢＳ ロックチャッカー　プレス ¥46,000 操作が楽で丈夫なプレス　（取り寄せ）

フルダイセット　Ａグループ ¥10,000 フルダイとシーターのセット　Ａグループ　（取り寄せ）

ディキャッピングユニット ¥3,800 ダイの内部一式　(取り寄せ）

シェルホルダー ¥2,500 ケースのホルダー　（取り寄せ）

デバリングツール ¥5,500 ネックのバリ取り工具　（取り寄せ）

ケースルーブ ¥1,300 リサイジング用オイル　（取り寄せ）

ルーブパッド ¥3,500 ケースルーブをケースに塗るためのパッド　（取り寄せ）

ネックブラシ ¥1,200 サイズＭ　（取り寄せ）

プライマーポケットブラシ ¥2,500 サイズＬ　（取り寄せ）

アクセサリーハンドル ¥2,500 ブラシを取り付けるためのハンドル

ブレットプラー ¥6,800 プレス用弾頭抜き　コレット別売り　（取り寄せ）

ブレットプラー　コレット ¥3,000 弾頭を挟む部品　（取り寄せ）

パワープル ¥6,300 ハンマー式弾頭抜き　(取り寄せ）

レディング ＤＸダイセット　Ａグループ ¥17,000 フルダイ・ネックダイ・シーターのセット　Ａグループ　（取り寄せ）

クリーニング用品
商品名

リローディングツール
商品名



ＤＸダイセット　Ｂグループ ¥24,000 フルダイ・ネックダイ・シーターのセット　Ｂグループ　（取り寄せ）

フルダイ　Ａグループ ¥8,000 フルダイ　Ａグループ　（取り寄せ）

フルダイ　Ｂグループ ¥11,000 フルダイ　Ｂグループ　（取り寄せ）

ネックダイ　Ａグループ ¥8,000 ネックダイ　Ａグループ　（取り寄せ）

ネックダイ　Ｂグループ ¥11,000 ネックダイ　Ｂグループ　（取り寄せ）

コンペティション　ネックダイ ¥25,000 ブッシング式高精度ネックダイ　ブッシング別売り　（取り寄せ）　

コンペティション　シーター ¥25,000 高精度シーター　（取り寄せ）

スモールベース　ボディダイ ¥9,000 フルダイよりも更に小さくサイジングできます。グループⅠ

ケーストリマー　１４００ ¥25,000 ケースの全長を矯正　コレット・パイロット（２２－３０口径）付き　（取り寄せ）

デバリングツール ¥5,500 ネックのバリ取り　（取り寄せ）

リー オートプライム ¥8,500 雷管を連続装着可　シェルホルダー別売り　（取り寄せ）

シェルホルダー ¥2,500 ケースのホルダー　（取り寄せ）

ケーストリマー ¥3,800 ケースの全長を矯正　簡易型　（取り寄せ）

価格 備考

シエラ ２２４－５２ｇｒ ＨＰＢＴ ¥6,000 大口径用弾頭　100ケ　試合用

在庫をご確認ください ２４３－６０ｇｒ ＨＰ ¥6,500 大口径用弾頭　100ケ　練習用

２４３－７０ｇｒ ＨＰＢＴ ¥7,500 大口径用弾頭　100ケ　試合用

５～９箱 ２４３－８５ｇｒ ＨＰＢＴ ¥7,300 大口径用弾頭　100ケ　練習用

１０％引き ２４３－１０７ｇｒ ＨＰＢＴ ¥9,100 大口径用弾頭　100ケ　試合用　ツイスト7-8インチ

３０・３０－１２５ｇｒ ＦＮ ¥8,400 ３０－３０用弾頭　100ケ　狩猟用　（取り寄せ　数量割引なし）

１０～１９箱 ３０８－１１０ｇｒ ＲＮ ¥8,300 ３０カービン用弾頭　100ケ　狩猟用　（取り寄せ　数量割引なし）

２０％引き ３０８－１１０ｇｒ ＨＰ ¥7,100 大口径用弾頭　100ケ　練習用

３０８－１２５ｇｒ ＳＰＴ ¥8,500 大口径用弾頭　100ケ　狩猟用　（取り寄せ　数量割引なし）

２０箱以上 ３０８－１５０ｇｒ ＦＭＪＢＴ ¥8,100 大口径用弾頭　100ケ　練習用　（取り寄せ　数量割引なし）

３０％引き ３０８－１５０ｇｒ ＲＮ ¥9,400 大口径用弾頭　100ケ　狩猟用　（取り寄せ　数量割引なし）

３０８－１５０ｇｒ ＳＰＴ ¥7,500 大口径用弾頭　100ケ　狩猟用

取り寄せ商品は ３０８－１５０ｇｒ ＳＢＴ ¥8,600 大口径用弾頭　100ケ　狩猟用

数量割引ありません ３０８－１５０ｇｒ ＨＰＢＴ ¥10,300 大口径用弾頭　100ケ　試合用

３０８－１５５ｇｒ ＨＰＢＴ　パルマ ¥10,800 大口径用弾頭　100ケ　試合用

３０８－１６５ｇｒ ＳＢＴ ¥9,000 大口径用弾頭　100ケ　狩猟用　（取り寄せ　数量割引なし）

３０８－１６５ｇｒ ＨＰＢＴ ¥9,000 大口径用弾頭　100ケ　練習用　（取り寄せ　数量割引なし）

３０８－１６８ｇｒ ＨＰＢＴ ¥10,300 大口径用弾頭　100ケ　試合用

３０８－１８０ｇｒ ＲＮ ¥10,000 大口径用弾頭　100ケ　狩猟用　（取り寄せ　数量割引なし）

３０８－１８０ｇｒ ＳＰＴ ¥7,900 大口径用弾頭　100ケ　狩猟用　（取り寄せ　数量割引なし）

３０８－１８０ｇｒ ＳＢＴ ¥9,400 大口径用弾頭　100ケ　狩猟用　（取り寄せ　数量割引なし）

価格 備考

ラプア ２２２Ｒｅｍ ¥11,800 反動が軽い競技用口径　１００本

２２３Ｒｅｍ ¥13,900 反動が軽い競技用口径　１００本　（取り寄せ）

２２０ラシアン ¥23,000 ６ｍｍＰＰＣを作るためのケース　１００本　（取り寄せ）

６ｍｍＢＲ ¥13,600 ベンチレストおよび競技用口径　１００本

２４３Ｗｉｎ ¥15,800 反動の軽い狩猟用口径　１００本

３０８Ｗｉｎ ¥12,200 一般的な競技用狩猟用口径　１００本

３０－０６ ¥15,900 一般的な狩猟用口径　１００本

ノルマ ６ｍｍＰＰＣ ¥23,000 ベンチレストおよび競技用口径　１００本

価格 備考

デュポン ＩＭＲ４２２７ ¥16,000 １ポンド　３０カービン　（取り寄せ）

在庫をご確認ください ＩＭＲ４１９８ ¥16,000 １ポンド　２２２　２２３　（取り寄せ）

３～５ポンド ＩＭＲ３０３１ ¥16,000 １ポンド　２２２　２２３　６ＢＲ　３０８

＠￥１５,０００ ＩＭＲ４８９５ ¥16,000 １ポンド　２２２　２２３　６ＢＲ　３０８

ＩＭＲ４０６４ ¥16,000 １ポンド　２４３　３０８　３０－０６

６～１１ポンド ＩＭＲ４３５０ ¥16,000 １ポンド　３０－０６　マグナム　（取り寄せ）

＠￥１４,０００ ＩＭＲ４８３１ ¥16,000 １ポンド　マグナム　（取り寄せ）

ＩＭＲ７８２８ＳＳＣ ¥16,000 １ポンド　マグナム　重量弾頭　小粒　（取り寄せ）

ホジドン Ｈ３２２ ¥16,000 １ポンド　６ＰＰＣ　６ＢＲ

在庫をご確認ください ベンチマーク ¥16,000 １ポンド　６ＰＰＣ　６ＢＲ　（取り寄せ）

３～５ポンド Ｈ４８９５ ¥16,000 １ポンド　２２２　２２３　６ＢＲ　３０８　（取り寄せ）

＠￥１５,０００ バーゲット ¥16,000 １ポンド　６ＢＲ　２４３　３０８　３０－０６　（取り寄せ）

Ｈ３８０ ¥16,000 １ポンド　２４３　３０－０６　（取り寄せ）

６～１１ポンド Ｈ４３５０ ¥16,000 １ポンド　３０－０６　マグナム　（取り寄せ）　

＠￥１４,０００ トレイルボス ¥16,000 ２５４ｇ　３０８の減装弾用　（取り寄せ　数量割引なし）

ウインチェスター ２９６ ¥16,000 １ポンド　３０カービン　（取り寄せ　数量割引なし）

在庫をご確認ください ７４８ ¥16,000 １ポンド　２２２　２２３　３０８　（取り寄せ　数量割引なし）

数量割引ありません ７６０ ¥16,000 １ポンド　２４３　３０－０６　（取り寄せ　数量割引なし）

価格 備考

フェデラル ２０５Ｍ　スモール雷管 ¥3,100 スモール雷管　100ケ

在庫をご確認ください ２１０Ｍ　ラージ雷管 ¥3,100 ラージ雷管　100ケ

２１５　マグナム雷管 ¥3,100 マグナム雷管　100ケ　（取り寄せ）

２１５Ｍ　マグナム雷管 ¥3,600 マグナム雷管　100ケ　（取り寄せ）

商品名

火薬
商品名

雷管

空ケース
商品名

弾頭
商品名



ウインチェスター スモール雷管 ¥2,500 スモール雷管　100ケ

ラージ雷管 ¥2,500 ラージ雷管　100ケ

ＲＷＳ Ｎｏ.４０３３　スモール雷管 ¥6,400 スモール雷管　250ケ　（取り寄せ）

在庫をご確認ください Ｎｏ.５３４１　ラージ雷管 ¥6,400 ラージ雷管　250ケ　（取り寄せ）

Ｎｏ.５３３３　マグナム雷管 ¥6,700 マグナム雷管　250ケ　（取り寄せ）

Ｓ＆Ｂ ４.４ＳＲ　スモール雷管 ¥2,000 スモール雷管　100ケ　（取り寄せ）

在庫をご確認ください ５.３ＳＲ　ラージ雷管 ¥2,000 ラージ雷管　100ケ　（取り寄せ）

価格 備考

レンミントン ３０カービン １１０ｇｒ　ＦＭＪ @\210 狩猟用　50発単位

３０８Ｗｉｎ １８５ｇｒ　ＦＭＪ @\300 練習用　20発単位

３０－０６ １８５ｇｒ　ＦＭＪ @\300 練習用　20発単位

ノルマ ３０８Ｗｉｎ １７５ｇｒ　ＦＭＪ @\280 練習用　50発単位

３０－０６ １７５ｇｒ　ＦＭＪ @\280 練習用　50発単位

３０８Ｗｉｎ　銅弾 １７０ｇｒ @\500 狩猟用　20発単位

３０－０６　銅弾 １７０ｇｒ @\500 狩猟用　20発単位

ラプア ２２２Ｒｅｍ ５５ｇｒ　　ＦＭＪ @\290 練習用　20発単位

２２３Ｒｅｍ ５５ｇｒ　　ＦＭＪ @\290 練習用　20発単位

６ＢＲ １０５ｇｒ　ＨＰＢＴ @\400 試合用　50発単位

２４３Ｗｉｎ １０５ｇｒ　ＳＰ @\480 狩猟用　20発単位

３０－３９ １２３ｇｒ　ＦＭＪ @\280 練習用　30発単位

３０８Ｗｉｎ １５５ｇｒ　ＨＰＢＴ @\410 試合用　50発単位

３０８Ｗｉｎ １６７ｇｒ　ＨＰＢＴ @\410 試合用　50発単位

３０８Ｗｉｎ １５０ｇｒ　ＲＮ @\400 狩猟用　20発単位

３０－０６ １８５ｇｒ　ＲＮ @\410 狩猟用　20発単位

ＧＥＣＯ ２４３Ｗｉｎ １０５ｇｒ　ＳＰ @\430 狩猟用　20発単位

３０８Ｗｉｎ １７０ｇｒ　ＳＰ @\430 狩猟用　20発単位

３０－０６ １７０ｇｒ　ＳＰ @\430 狩猟用　20発単位

フェデラル ２４３Ｗｉｎ １００ｇｒ　ＳＰ @\330 狩猟用　200発単位

２７０Ｗｉｎ １３０ｇｒ　ＳＰ @\330 狩猟用　200発単位

７ＲｅｍＭａｇ １５０ｇｒ　ＳＰ @\490 狩猟用　200発単位

３０－３０ １５０ｇｒ　ＦＮ @\310 狩猟用　200発単位

３０８Ｗｉｎ １５０ｇｒ　ＳＰ @\330 狩猟用　200発単位

３０８Ｗｉｎ １６８ｇｒ　ＨＰＢＴ @\480 試合用　200発単位

３０－０６ １５０ｇｒ　ＳＰ @\330 狩猟用　200発単位

３０－０６ １６８ｇｒ　ＨＰＢＴ @\500 試合用　200発単位

３００ＷｉｎＭａｇ １８０ｇｒ　ＳＰ @\470 狩猟用　200発単位

３００ＷｉｎＳｈｏｒｔＭａｇ１８０ｇｒ　ＳＰ @\640 狩猟用　200発単位

Ｓ＆Ｂ ３０カービン １１０ｇｒ　ＳＰ @\310 狩猟用　200発単位

３０－３９ １２３ｇｒ　ＳＰ @\290 狩猟用　200発単位

３０８Ｗｉｎ １４７ｇｒ　ＦＭＪ @\300 練習用　200発単位

３０８Ｗｉｎ １５０ｇｒ　ＳＰＣＥ @\310 狩猟用　200発単位

３０－０６ １４７ｇｒ　ＦＭＪ @\300 練習用　200発単位

３０－０６ １５０ｇｒ　ＳＰＣＥ @\310 狩猟用　200発単位

価格 備考

チャンヤン オリンピック　　　１箱 ¥1,300 高精度試合用  200発  4.49φ　4.50φ

オリンピック　　１０箱単位 ¥9,400 高精度試合用  2000発  4.49φ  4.50φ

オリンピック　　５０箱単位 ¥42,000 高精度試合用  10000発  4.49φ  4.50φ

トレーニング　　　１缶 ¥1,500 練習用  500発  4.49φ  4.50φ

トレーニング　　１０缶単位 ¥10,800 練習用  5000発  4.49φ  4.50φ

トレーニング　　４０缶単位 ¥39,000 練習用  20000発  4.49φ　4.50φ

ＲＷＳ Ｒ１０　　　１缶 ¥2,300 試合用  500発  4.49φ  4.50φ

Ｒ１０　　１０缶単位 ¥15,000 試合用  5000発  4.49φ  4.50φ

Ｒ１０　　５０缶単位 ¥69,000 試合用  25000発  4.49φ  4.50φ

価格 備考

エレー テネックス @\65 高精度試合用　フラットノーズ弾頭　50発単位

マッチ @\51 試合用　フラットノーズ弾頭　50発単位

チーム @\43 試合用　フラットノーズ弾頭　50発単位

クラブ @\31 練習用  50発単位

ラプア Ｘアクト @\80 高精度試合用　50発単位　（取り寄せ）

ミダス＋ @\61 試合用　50発単位　（取り寄せ）

センターＸ @\49 試合用　50発単位　（取り寄せ）

ＳＫ ＦＮ　マッチ @\39 試合用　フラットノーズ弾頭　50発単位　（取り寄せ）

ライフルマッチ @\39 試合用　50発単位　（取り寄せ）

ＦＮ　ベーシック @\34 練習用  フラットノーズ弾頭　50発単位　（取り寄せ）

スタンダード＋ @\34 練習用  50発単位　（取り寄せ）

ロングレンジマッチ @\41 高速弾　50発単位　（取り寄せ）

ＢＢ弾　（１００発未満は取扱手数料１０００円）

ＳＢ弾
商品名

商品名

ＡＲ弾　ＡＰ弾

商品名



ＲＷＳ Ｒ１００ @\81 高精度試合用  高速弾　50発単位　（取り寄せ）

Ｒ５０ @\77 高精度試合用　50発単位　（取り寄せ）

スペシャルマッチ @\55 試合用　50発単位　（取り寄せ）

ライフルマッチ @\45 試合用　50発単位　（取り寄せ）

ターゲット @\37 練習用  50発単位　（取り寄せ）

価格 備考

クルーガー ＡＲ　（250枚）　　 標的 ¥1,200 ＩＳＳＦ公認　250枚単位

ＡＲ　（1,000枚） 標的 ¥3,700 ＩＳＳＦ公認　1,000枚単位

ＡＲ　（10,000枚） 標的 ¥28,000 ＩＳＳＦ公認　10,000枚単位

ＡＰ　（250枚）　　 標的 ¥3,500 ＩＳＳＦ公認　250枚単位

ＳＢ　（250枚）　　 センターペーパ－ ¥2,200 ３点圏まで　250枚単位

クルト ＳＢターゲットステッカー　（1000枚） ¥5,500 ８点圏までのシール　１０００枚単位ロール

標的
商品名


