
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  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

　表示価格は消費税込みの価格です。発送手数料やその他の手数料も消費税込みとなっております。

　価格は予告なく変更する場合がございますので、ご注文の際は価格と在庫の有無をご確認ください。

　　※赤色価格はエニス特価です。　　　※緑色価格は在庫限りの処分特価です。 ※紫色価格は取り寄せ商品の価格です。

ファインベルクバウ　８００Ｘ ファインベルクバウ　８００　アルミ

アルミストック　黒　赤　グリップ Ｓ　Ｍ　Ｘバットプレート・トランクケース付き　４.７ｋｇ アルミストック　黒　赤　グリップ Ｓ　Ｍ　コンフォートバットプレート・トランクケース付き　４.５ｋｇ

ファインベルクバウ　８００Ｗ ファインベルクバウ　８００Ｗ

クルミストック　グリップ　Ｍ　Ｘバットプレート・トランクケース付き　４.２ｋｇ オレンジラミネートストック　グリップ　Ｍ　Ｘバットプレート・トランクケース付き　４.３ｋｇ

ファインベルクバウ　８００　ユニバーサル テスロ　ＲＳ１００　シグナム

ラミネートストック　コンフォートバットプレート・トランクケース付き　４.５ｋｇ アルミストック　黒　グリップＭ　トランクケース付き　４.５ｋｇ

ワルサー　ＬＧ４００　アナトミック ワルサー　ＬＧ４００　アルテック

ラミネートストック  青　グリップ Ｍ　トランクケース付き　４.０ｋｇ アルミストック　銀/黒　グリップ Ｍ　トランクケース付き　４.４ｋｇ

アンシュッツ　９０１５　ＯＮＥ アンシュッツ　９０１５　ＯＮＥ　ベーシック

アルミストック　黒　グリップ Ｍ　６８０５リアサイト・トランクケース付き　４.６ｋｇ アルミストック　黒　グリップ Ｍ　６８０５リアサイト・トランクケース付き　４.４ｋｇ

ステイヤー　ＥＶＯ１０Ｅ ステイヤー　ＥＶＯ１０ モリーニ　２００ Ｅ Ｉ ワルサー　ＬＰ５００Ｅ
　　　　　　　　エキスパート

銃本体：銀　黒　　シリンダー：銀　黒 銃本体：銀　黒　　シリンダー：銀　黒 銃本体：黒　 シリンダー：橙＋黄 銃本体：黒　 シリンダー：カーボン調

グリップ ＸＳ  Ｓ  Ｍ  Ｌ 　予備シリンダー付き グリップ ＸＳ  Ｓ  Ｍ  Ｌ 　予備シリンダー付き グリップ Ｓ　Ｍ　Ｌ　予備シリンダー付き グリップ Ｓ　Ｍ　Ｌ　予備シリンダーなし

電磁トリガー　９６０ｇ メカニカルトリガー　９６０ｇ 電磁トリガー　９６０ｇ 電磁トリガー　９１０ｇ

エニス　シューターズガイド　Ｎｏ.５０　  2023.2.1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エアライフル　　　　　　　　　　　※２年保証・日ラ公認シール付

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エアピストル　  　　　 　　　　    ※２年保証・日ラ公認シール付

ライフルショップ　エニス
〒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/

￥３７０,０００￥４５０,０００

保存版

￥５００,０００ ￥４５０,０００

￥３２０,０００

￥４５０,０００

￥６００,０００ ￥５５０,０００

￥５５０,０００￥７３０,０００

￥４１０,０００

￥５００,０００

￥４９０,０００

￥５００,０００

１丁のみ

￥３５０,０００(1丁限り)



グリュンネル　Ｒ３レーサー　ＧＯ グリュンネル　Ｒ３レーサー  ＸＲＳ スペシャル

角型ショートアクション　ステンレスバレル　アルミストック　黒　グリップ Ｍ　 グリップＭ スパイサイト・スコアフロントサイト・ブラック1チーク・レトロバットプレート

ＳＢチークピース・ロッドガイド・ボルトプロテクター・トランクケース付き　５.４ｋｇ ロッドガイド・ボルトプロテクター・トランクケース付き　５.４ｋｇ

グリュンネル　Ｒ３レーサー　ＣＳ リーダーレンツ　ＺⅡ　ＸＲＳ

角型ショートアクション　ステンレスバレル　クルミ＋アルミストック 角型ショートアクション　ステンレスバレル　グリュンネルＸＲＳストック　グリップＭ

ＳＢチークピース・ロッドガイド・ボルトプロテクター・トランクケース付き　５.４ｋｇ レトロバットプレート・スパイリアサイト・ゲーマンフロントサイト・ロッドガイド付き　５.２ｋｇ

テスロ　ＳＢＲ１００　シグナム リーダーレンツ　ＺⅡ　ＥＣ

角型ショートアクション　アルミストック　銀　グリップＭ 角型ショートアクション　プレシジョンステンレスバレル　ＥＣアルミストック

スタビライザー・ロッドガイド・トランクケース付き  ５.７ｋｇ グリップＭ　ロッドガイド付き　サイトセット・バットプレート別売り　５.２ｋｇ　（受注輸入）

ブライカー　チャレンジャーⅡ　メタリック アンシュッツ　５４.３０　ウォルナット

角型ショートアクション　ステンレスバレル　アルミストック各色　グリップＭ 丸型アクション　アルミ削り出しストック　黒　グリップ Ｍ

ハンドストップ・ロッドガイド・ボルトプロテクター・トランクケース付き　５.７ｋｇ　（受注輸入） ７００２リアサイト・ハンドストップ・レイサー・トランクケース付き　５.８ｋｇ

ワルサー　ＫＫ５００　アルテック ファインベルクバウ　２８００　アルミ

角型ショートアクション　アルミストック　銀　グリップ Ｓ　Ｍ 超ショートアクション　アルミストック　グリップ　Ｍ

ハンドストップ・レイサー・トランクケース付き　５.８ｋｇ ハンドストップ・レイサー・トランクケース付き　５.８ｋｇ

マルゼン 　　サイトセット 　　スペアマガジン

ＳＲ９６－１１Ｓ 　　フロント＋リア 　 ￥１,１００
ポンプ式エアガン 　 ￥６,３８０
３３４０ｇ　３０発 　　ＢＢ弾

対象年齢１８歳以上 　　ハイサイトブロック 　マッチグリップ 右 左 　　５００発

マッチグリップ別売り 　 ￥５,２８０ 　　￥９,１３０ 　 ￥１,９８０
マルゼン　アルミストック マルゼン　ＡＰＳ－３　ＬＥ２０２１

ビームライフル用 ポンプ式エアガン

チークピース・グリップ・ ９４２ｇ　５発

バットプレート可動 ハンドレスト可動

マッチグリップ別売り 対象年齢１８歳以上

エスプリカラビーヌ グリュンネル

ＥＣユニバーサル ＧＯストック

コンセプトストック ３Ｄグリップ

バレルベディング ＳＢチークピース
（受注輸入） Ｒ３　ＡＮＳ２０用

グリュンネル グリュンネル

ＸＲＳストック ＣＳストック

旧ブラックⅡチーク ブラックⅡチーク

Ｒ３　ＡＮＳ２０用 クルミ＋アルミ製　Ｒ３用

アダプターでＡＮＳ１９可 アダプターでＡＮＳ１９可

アンシュッツ アンシュッツ

１９１８ストック １９１４ストック

グリップ Ｍ クルミ製

ＡＮＳ１４－１９用 ＡＮＳ１４－１９用

アキュラシー

ＨＳ　プレシジョン ＡＩストック

ＰＳＴ２５ストック ＲＥＭ７００ショートアクション用

ＲＥＭ７００ショートアクション用 モスグリーン　サンドベージュ　

ブラック　バットプレート・チークピース可動 チークピース可動　３０８着脱マガジン付き

エアシリンダー

ファインベルクバウ　８００　７００　Ｐ７０ アンシュッツ　９０１５　９００３　８００２ モリーニ　２００ Ｅ Ｉ　１６２ Ｅ Ｉ ワルサー　ＬＧ４００

銀 ￥３５,０００ 銀　ケース付 ￥３９,０００ 橙　黄　青　赤 ￥３８,０００ 銀 ￥４３,０００
ファインベルクバウ　８００　７００　Ｐ７０ ステイヤー　ＥＶ０１０Ｅ　ＥＶＯ１０　ＬＰ１０ ワルサー　ＬＰ５００Ｅ ワルサー　ＬＰ４００

赤 ￥３８,０００ 銀　黒 ￥２４,０００ カーボン調 ￥４３,０００ 銀 ￥３７,０００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スモールボアライフル　　　　　  　　※２年保証・日ラ公認シール付

ＡＰＳ

銃付属品

￥９００,０００

￥１９０,０００

￥１,３５０,０００

￥２８０,０００

￥２７０,０００

￥１,１９０,０００

￥７８０,０００

￥５５０,０００

￥２００,０００

￥８８０,０００

￥７５０,０００

￥３９０,０００ ￥１,０５０,０００

￥１,６９０,０００

￥１５０,０００

￥１,２９０,０００

￥４９０,０００

￥１９０,０００

￥６９,９６０

￥３９,６００ ￥４３,７８０

１丁のみ

１丁のみ

３丁のみ

K1￥５９０,０００



グリュンネル アンシュッツ アンシュッツ アンシュッツ

リアサイト リアサイト リアサイト リアサイト

０.４ｍｍ/１０ｍ プレサイス ７００２/２０ ６８０５

２.０ｍｍ/５０ｍ ０.２ｍｍ/１０ｍ ０.２ｍｍ/１０ｍ ０.４ｍｍ/１０ｍ

ベアリング内蔵 １.０ｍｍ/５０ｍ １.０ｍｍ/５０ｍ ２.０ｍｍ/５０ｍ

傾き可　ＦＷＢ不可 上下左右共片側ノブ ベアリング内蔵 ＦＷＢ不可

￥７５,０００ 左右兼用 ￥５９,０００ ￥５９,０００ ￥４２,０００
セントラ セントラ セントラ

リアサイト リアサイト リアサイト ゲーマン

スパイ スパイＳＲ ベース リアサイト

０.２５ｍｍ/１０ｍ ０.２５ｍｍ/１０ｍ ０.２５ｍｍ/１０ｍ コンパクト

１.２５ｍｍ/５０ｍ １.２５ｍｍ/５０ｍ １.２５ｍｍ/５０ｍ ０.３ｍｍ/１０ｍ

視界が広いリアサイト クイックレバー仕様 全長が短いので １.５ｍｍ/５０ｍ

ＡＮＳ　ＦＷＢ　ＷＡＬ ￥７０,０００ ＡＮＳ　ＦＷＢ　ＷＡＬ ￥６５,０００ 伏射に最適です。 ￥４９,０００ ￥２６,０００
ゲーマン ゲーマン セントラ ゲーマン

サイト アイピース アイピース レンズホルダー

スクリーン スクリーン スクリーン Ａ：汎用

黒　半透明 ￥１,２００ 黒　半透明 ￥１,２００ 半透明　セントラ専用 ￥２,０００ Ｇ：ゲーマン専用

セントラ セントラ アンシュッツ

リアサイトチューブ 偏光リアサイトチューブ ラバーアイシェード アイピースにレンズ

リアサイトの前側取付け 明るさ連続可変 アイピースの光避け を取り付けるための

￥２,０００ ￥５,０００ ￥２,５００ アダプター　２３φ ￥７,５００

セントラ　（黒　青　赤） ゲーマン　５０３０９ ゲーマン　５０３０９ セントラ

セントラ　（黒　青　赤） セントラ　（黒　青　赤） コンビアイピース ゲーマン　５１０ ゲーマン　５５０ １.５倍アダプター １.５倍アダプター ピープディスク

ベーシックアイピース 偏光アイピース 穴径０.５ー３.０ｍｍ ベーシックアイピース 偏光アイピース 回転するだけではっき 回転するだけではっき 穴径は変わりません。

穴径０.５ー３.０ｍｍ 穴径０.５ー３.０ｍｍ 濃灰・灰・黄・緑・青 穴径０.５ー３.０ｍｍ 穴径０.５ー３.０ｍｍ りと１.５倍に見えます。 りと１.５倍に見えます。 アイピーススクリーン

フィルター無し 明るさ連続可変 ＋偏光 フィルター無し 明るさ連続可変 マスターズ専用 旧タイプ 固定板付き

￥９,５００ ￥１８,５００ ￥２３,０００ ￥７,０００ ￥１４,５００ ￥８,０００ ￥４,０００ ￥４,５００
ＳＥ　フロントサイト　（黒　銀）

フロントリングだけが宙に浮いて見える

ので照準に集中できます。また、視界

が広いので風旗が良く見えて風の状況

を確認することができます。

フロントサイト本体 ￥１２,０００
プライン　１.２幅 ￥３,５００ ゲーマン ゲーマン ゲーマン アンシュッツ

ガイドリング ￥２,３００ プラインロックリング プラインロックリング プライン プライン

レベル　（リングなし） ￥５,５００ Ｍ２２ Ｍ１８ Ｍ２２　Ｍ１８ Ｍ１８

レベル　（リング付き） ￥７,５００ ￥１,５００ ￥２,０００ ￥９００ ￥５００
アンシュッツ

リアサイトクリックノブ

２ヶセット

￥２,０００
ＡＨＧ

セントラ　（黒） セントラ　（黒　青　赤） セントラ　（黒　青　赤） イーグルアイ

DUO 水平バー Ｍ２２ クリアインサート バリオスウィング セントラ（黒 青 赤 銀） アンシュッツ ゲーマン Ｍ１８　Ｍ２２

内径２.８ー４.８ｍｍ Ｍ１８　Ｍ２２　１.２幅 Ｍ１８　Ｍ２２　１.６幅 スコア 　Ｍ２２ フロントサイト フロントサイト 電的から出るブルー

外径６.４－９.０ｍｍ 内径２.８ー３.８ｍｍ 内径２.５ー５.０ｍｍ フロントサイト Ｍ１８ Ｍ２２　プライン仕様 ライトをカットする

ＡＮＳ　ＦＷＢ　ＷＡＬ 内径３.４ー４.４ｍｍ 水平バー/十字バー ＡＮＳ　ＦＷＢ　ＷＡＬ １９/２０シリーズ用 ＡＮＳ/ＦＷＢ兼用 フィルターです。

￥１７,０００ ￥２１,０００ ￥１９,０００ ￥１１,５００ ￥１１,５００ ￥７,０００ ￥５,０００
ゲーマン

アイピースレンチ

 ￥３００
セントラ

アンシュッツ アイピースレンチ

セントラ ゲーマン　５８１ ファインベルクバウ アンシュッツ  ￥３００ ＡＨＧ アンシュッツ

アイピースミラー レベル ワルサー インサートセット セントラ　ゲーマン ハイサイト　ＸＸＬ ハイサイト　６８１７

見出しが確認できます。Ｍ１８　Ｍ２２ インサート Ｍ１８　スチール製 インサートレンチ ＦＷＢ １９/２０シリーズ用

セントラ専用 回転可　目盛付き Ｍ１８　スチール製 ３.２－４.３ｍｍ（７枚） Ｍ２２　Ｍ１８ 高さ１８ｍｍ 高さ８ｍｍ

￥６,８００ ￥９,０００ ￥１００ ￥３００  ￥３００ ￥６,０００ ￥７,０００

ゲーマン　スーパーハイサイト ゲーマン　マルチハイサイト

ＷＡＬ　高さ１３－２７ｍｍ ＡＮＳ　ＷＡＬ　ＦＷＢ　高さ２６.５－４７.５ｍｍ セントラ　ブロック４ セントラ　ブロック８

１ｍｍ単位で調節可 １ｍｍ単位をノブでワンタッチ調節可 ＡＮＳ　ＦＷＢ　ＷＡＬ ネジの締め過ぎ注意 ＡＮＳ　ＦＷＢ　ＷＡＬ

オフセット６ｍｍ ￥９,０００ オフセット５・１０ｍｍ ￥９,０００ 高さ４ｍｍ ￥６,０００ 高さ８ｍｍ ￥９,５００

セントラ セントラ

ブロック セントラ トラック

クラブ ブロック ＡＮＳ

ＡＮＳ 　　スペーサー クラブＳＲ ＦＷＢ セントラ

ＦＷＢ 　　さらに高くできます。ＷＡＬ ＷＡＬ フロントサイトキャップ

ＷＡＬ 高さ１１・１６・１９・２４ 　　高さ５ｍｍ　８ｍｍ 高さ１１・１６・１９・２４ ワンタッチで着脱可 高さ９ｍｍ Ｍ１８　Ｍ２２

オフセット４ｍｍ ￥１２,５００ 　 ￥９００ オフセット４ｍｍ ￥１２,５００ オフセット０－９ｍｍ ￥１５,５００ ￥２００
セントラ エアアダプター エアヌキ

スピードキット ファインベルクバウ ￥５,５００
レンチなしで アンシュッツ ￥８,０００ ファインベルクバウ

ブロックを着脱可 ステイヤー ￥５,０００ ￥３,０００ シリンダーキャップ

アンシュツとゲーマンにも使用可能です ワルサー ￥５,０００ アンシュッツ ステイヤー ＦＷＢ　ＡＮＳ

￥５,０００ モリーニ ￥８,０００ ￥５,５００ ￥１,５００  ￥１００

銃付属品



スタリック テクロ ＳＥ

ロングカーボンバレルチューブ （モデル名、銃身長、銃身径指定） スタリックカーボンチューブAIR カーボンバレルチューブ
精度向上のためのチューナー付き ６０ｇ　延長１４ｃｍ １５０－２６０ｇ　延長３３ｃｍ

ロング：２２０ｇ 延長３１ｃｍ　ショート：１８０ｇ 延長１８cm ANS FWB WAL 黒 赤 青 銀 桃 ￥３６,０００ ＡＮＳ１９０７/２００７/５４.３０用２４φ

銀 赤  ロング￥３９,０００  ショート￥２９、０００ チューブウェイト(３０g) ￥２,０００ ブライカー用２２φ　グリュンネル用２２φ ￥３５,０００
アンシュッツ

セントラ ワルサー モリーニ

スタビライザーエコ ＳＢストックウエイト コンペンセーター コンペンセーター ステイヤー

本体１２０ｇ リングウエイト アルミストック先端用 ＬＰ４００用 バレルウエイト １６２ＥＩ　２００ＥＩ バレルウエイト

ウエイト２７ｇＸ２ヶ付き 　　　　ウエイト 内径１２φ　２５ｇ ７５ｇ フロントサイト付き ＬＰ４００用　１４ｇｘ２ヶ 銃身径１２φに使用可 ＬＰ１０用　１０ｇｘ４ケ

￥２７,０００ 　　　￥２,５００ ￥１,５００ ￥１,０００ ￥１２,０００ ￥２,０００ ￥１０,０００ ￥２,０００

エニス エニス アンシュッツ　レイサー４８５６

ＡＮＳ用ロングリアサイトベース Ｒｅｍ用ロングリアサイトベース セントラ　パームレスト ＳＢ立射用 ＡＲ・ＳＢ三姿勢用　レール付き

スコープベース兼用　高さ８ｍｍ　長さ２０ｃｍ スチール製　長さ１９ｃｍ 高さ３０－８０ｍｍ 上下・傾き・回転可 高さ２３/３４ｍｍ　長さ１７５ｍｍ　２１５ｇ
￥１３,０００ ￥１８,０００ ￥２８,０００ ３９０ｇ ￥２０,０００

ＡＨＧ

レイサー　ピラー

テクロ　レイサー　リフト３.０ 上下・傾き・回転可 ワルサー　レイサー

ＡＲ・ＳＢ三姿勢用　レール付き レイサー　リフト２.０ 高さ３６－５４ｍｍ 高さ２５－５５ｍｍ

高さ１５－４０ｍｍ　長さ１９５mｍ　２６５ｇ 高さ１５－５５ｍｍ　長さ１７５mｍ　３６０ｇ 長さ１６０mｍ　２５０ｇ 長さ２５０mｍ　２００ｇ

￥３４,０００ ＳＢ三姿勢用 ￥２７,０００ ＳＢの立射で平手で構える方に最適です。 ￥４０,０００ ￥２５,０００

アンシュッツ アンシュッツ

セントラ ハンドストップ ハンドストップ アンシュッツ

ハンドストップ ４７５２ ４７５１ ハンドストップ

丸型　直径１７φ 丸型　直径３２φ 馬蹄型 ６２２６

上下・左右・傾き可 上下・左右可 回転・左右可 丸型　直径３１φ

￥１７,０００ ￥１６,０００ ￥１４,０００ ￥８,０００
セントラ アンシュッツ スリング環

アジャスタブルスリング バイアスロンスリング セントラ

微調節・回転・分解可　プッシュ式 ￥５,０００
￥２９,０００ アンシュッツ　４７５２　６２２６

コネクト バックル ￥３,５００
ジャケットの袖との結合ベルト 微調節・回転可能 アンシュッツ　４７５１

￥７,０００ ￥１４,０００ ハンドストップ付 ￥２４,０００ ￥２,０００

ゲーマン クルト

スタンダードスリング ＭｏｄⅡスリング アカー　ロジックベルト ＡＨＧ　スリングフック

２バックル式 ２バックル式 微調節・分解可 左あり 　　ショルダーベルト ショルダーベルト用

緑　青　左あり ￥８,０００ 分解可 ￥１３,５００ ￥２０,０００ 　　袖との結合ベルト ￥３,０００ ￥1,０００
テクロ ジュエル ＨＶＲ・ＴＳＢＲ

トリガーブレードが トリガー ハリス

自由自在に動きます ＲＥＭ７００用 バイポッド

トリガーポイント ２３０ｇー１.６ｋｇ ハンティングライフル アンシュッツ

￥１４,０００ セフティ付き Ｌ　   １９－３０ｃｍ バイポッド

トリガータッチ ボルトリリース付き 伸縮可 小型銃架

￥１４,０００ ￥７０,０００ ￥１３,０００ ￥５,５００
バトラークリーク　ミリタリースリング アンクルマイクス　スリング環 グリュンネル マウントアダプター アキュラシー

アンシュッツの丸型 マガジン

アクション用

革製 ＸＲＳストック用（銀） ＡＩストック用

１インチ幅 ３０ｍｍ幅 ＣＳストック用（黒） ３０８　５発

￥７,０００ ￥８,０００ １インチ　３０ｍｍ ￥２,０００ ￥３０,０００ ￥１４,０００
ワルサー ファインベルクバウ バレルウエイト

チューブウエイト バットプレートウエイト １５０ｇ

３０ｇ １００ｇ 　　グリップ 銃身外径２０φ用

チューブ外径２８φ用 チークピースにも可 　　右：M ￥１０,０００
￥４,５００ ￥７,５００ 　　左：Ｓ　Ｍ バレルウエイト

 　￥２５,０００ 丸型５７ｇ　６０ｇ

￥１,０００
バレルウエイト バレルウエイト バットプレート

１００ｇ　銀 １００ｇ　黒 ウエイト

銃身外径２０φ用 銃身外径２０φ用 　　　　　チークピース １５０ｇ

￥１２,０００ ￥８,０００  　　　 ￥１０,０００ ￥４,５００
ボーダー　ステンレスバレル シーレン　ステンレスバレル 未加工　工賃別

ライフリングが切削によって切ってある高精度バレルです。 セレクトマッチ（３２’） ６ｍｍ（８’）　３０（１２’）　３０（１３’） ￥１２３，０００
フルート（６本の縦溝）入りは剛性が高く、振動が軽減されます。 セレクトマッチ（２８’） ２２（１４’）　６ｍｍ（１４’）　３０（１０’） ￥１１０，０００

セレクトマッチ（２８’） ＳＢ（１６’） ￥４５,０００
アンシュッツ　純正クロモリバレル

２０シリーズ　６６０ｍｍ　（１９３５ｇ） 加工済み　工賃込み ￥８５,０００
ＡＮＳ２００７　ノーマル　６６０ｍｍ　（２１３０ｇ） 加工済み　工賃込み ￥８５,０００ ２０シリーズ　６９０ｍｍ　（２２０６ｇ） 加工済み　工賃込み ￥９０,０００
ＡＮＳ２００７　フルート　６６０ｍｍ　（１８４８ｇ） 加工済み　工賃込み ￥９０,０００ １９シリーズ　６６０ｍｍ　（１９３２ｇ） 加工済み　工賃込み ￥１１０,０００
ＡＮＳ１９１３　フルート　６９０ｍｍ　（２２６４ｇ） 加工済み　工賃込み ￥１２０,０００ １９シリーズ　６９０ｍｍ　（２２１８ｇ） 加工済み　工賃込み ￥１２０,０００

銃付属品



アンシュッツ

　　フックバットプレート ベース

　 ￥２８,０００ ￥１０,０００
テクロ

    １８チークピース

    プレサイス用 １３チークキャリヤー

  ￥３９,０００ アルミストック用 フック

￥１５,０００ ４ヶ所可変　オフセット可

テクロ ＭＥＣフリーポジションⅡに取り付け可

１８キャリヤー ￥９,５００
プレサイスストック用 ファインベルクバウ Ｘアルミバットプレート

￥２１,０００ キャリヤープレート ７００・８００アルミ用

￥８,０００ ５ヶのパーツが独立

して可変可能です。

１３キャリヤー キャリヤーロッド ￥３３,０００
アルミストック用 ロッド径

￥１８,０００ １０　１２　１５

￥４,５００
ウエイト

チークピース

バットプレート

１４０ｇ

￥４,０００ ８００キャリヤー

ＭＥＣ エスプリカラビーヌ ショート ゲーマン ＭＥＣ

コンタクトⅢ ￥１５,０００ コンタクトⅢ コンタクトⅣライト

アルミバットプレート バップレキャリヤー アルミバットプレート アルミバットプレート

上下のパーツの傾き 新型 レイサースペーサー 上下のパーツの傾き ３ヶのパーツが独立

を可変可能です。 ストッパー付き ８００用 を可変可能です。 して可変可能です。

￥２２,０００ ￥２９,０００ ￥９,０００ ￥２４,０００ ￥５０,０００
トリガーブレード エニス

　　　　ファインベルクバウ

アンシュッツ　７４３４ 　　　￥８,０００ 　　　　　　　スペーサー

￥９,０００ 　　　　ステイヤー　ＥＶＯ１０ クイックレバー 　　　　　　　穴径８ｍｍ

アンシュッツ　８５４１ 　　　￥９,０００ Ｍ５ネジ　 　　　　　　　高さ５ｍｍ

￥６,０００ 　　　　ステイヤー　ＬＰ２ １６ｍｍ　２５ｍｍ 　　　　　　　高さ２０ｍｍ

　　　￥４,０００ ￥８００ 　　　　　　　２ヶセット ￥５００

　　　　　　　　　　　 ステイヤー 　ステイヤー 　　　　　　ステイヤー 　　　　　　　　　　　モリーニ 　　　リンク 　　　　　　　ヘンメリー

　　　　　　　　　　　 グリップ 　グリップ 　　　　　　グリップ 　　　　　　　　　　　グリップ 　　　グリップ 　　　　　　　グリップ

　　　　　　　　　　　 ＥＶＯ１０Ｅ 　ＥＶＯ１０ 　　　　　　ＬＰ１０Ｅ 　　　　　　　　　　　２００ Ｅ Ｉ 　　　テスロＰＡ 　　　　　　　ＳＰ２０

　ＬＰ１０　　　 　　　　　　右 Ｌ 　　　　　　　　　　　右 S  Ｍ 　　　ＷＡＬ３００ 　　　　　　　右　Ｍ

　　　左　Ｓ

マーチ　ライフルスコープ ブラウネル

シンクレア ＭＷＧ レミントンＡＤＬ用トリガーガード

スコープレベル スコープレベル ￥６,０００
オフセット　３０ｍｍ １インチ レミントン７００用ステンレススクリューセット

世界的に各分野で採用されている超高性能なスコープです。詳細はお問い合わせください。 ￥５,０００ 　 ￥３,５００ ￥３,０００
レオポルド バジャー　ピカティニーベース レミントン

ＳＴＤ

マウントリンクﾞ

１インチ径

￥１０,５００ Ｒｅｍロングアクション ￥２３,０００
３０ｍｍ径 　　　　　ＱＲＷ ＢＤＬトリガーガード フロアプレート

￥１５,０００ 　　　　　マウントリング ショート ロング ３０－０６

　　　　　ピカティニーベース対応 ￥１５,０００ ￥３,０００
ＳＴＤマウントベース 　　　　　クイックレバー式 スプリング マガジン枠

Ｒｅｍ用 　　　　　１インチ径 ￥２２,５００ ＱＲＷピカティニーベース ３０８　３０－０６ ３０８　３０－０６

￥１０,５００ 　　　　　３０ｍｍ径 ￥２５,５００ Ｒｅｍショートアクション ￥１８,０００ ￥１,０００ ￥１,０００

銃付属品

ＡＨＧ
レトロ

ＭＥＣ
フリーポジションⅡ

ゲーマン
フックバットプレート

伏射に最適
フラットな面で反動を
受けることができます。

フックはオフセット可能

￥６０,０００

パーツが独立して上下
と３Ｄ回転で調節可能
フックはオフセット可能

パーツが独立して上下
左右と傾きを調節可能

￥４９,０００
￥２５,０００

￥４５,０００

グリュンネル
ＸＴ－Ｆ５

滑り止めに優れた
５ｍｍ厚のラバー付
フックはオフセット可能

￥１１５,０００

上部の傾斜とフックの
上下左右が調節可能

グリュンネル
ＸＴ－Ｆ1

ＸＴ－Ｆ５よりプルレングス
が５ｍｍ短くなります。

￥９８,０００

テクロ
フュージョン

￥１６,０００￥３３,０００￥３１,０００ ￥２９,０００ ￥１６,０００

ＳＥ
エルゴノミックＥ

￥３３,０００

￥１６,０００

パーツが独立して上下
と傾きを調節可能
フックはオフセット可能

パーツが独立して上下
左右と傾きを調節可能

６個のパーツが３Dに動き
肩の隅々までフィットします。
フックはオフセット可能

￥８３,０００

アンシュッツ
マスター



グリュンネル

ＳＢチークピース　 ブラックⅡチークピース

前部跳ね上げ式 前部跳ね上げ式

左右微調節可 左右微調節可

オフセット可 オフセットなし

ショート　ロング ショート　ロング

￥８０,０００ ￥５８,０００

チークピースラチェット バットプレート バットプレート

ショート　ロング ラチェット キャリヤー

￥２３,０００ ショート　ロング ショート　ロング

￥２３,０００ ￥４８,０００

カパピー カパピー マークスマン

近年ワールドカップやオリンピックに幾度も登場し金メダルも獲得している製品です。特殊な生地のキャピテックスを 体温調節機能素材

使用したＮＳＧやスクエアは国内でも大人気です。 を使用した射撃専

用のやや薄手の

ＮＳＧ 　　　　　　　スクエア ウェアーです。

キャピテックスとレザー 　　　　　　　キャピテックスとレザー 男性　Ｓ　Ｍ　Ｌ

を使用した特殊なカッ 　　　　　　　を使用したコストパフォ 女性　Ｓ　Ｍ　Ｌ

ティングのオーダーメ 　　　　　　　－マンスに優れたオー アンダーウェアー

イド製品です。 　　　　　　　ダーメイド製品です。 ￥１４,０００
トップグリップラバー 　　　　　　　オリジナルラバー タイツ

ジャケット 　　　　　　　ジャケット ￥９,０００ キャンバス生地と

￥１５０,０００ 　　　　 　￥１２６,０００ サワー レザーを使用した

ズボン 　　　　　　　ズボン 体温調節機能素材 オーダーメイド製品

￥１００,０００ 　　　　 　￥９０,０００ を使用した通気性に ジャケット

優れ、縦の縫い目が ￥１２５,０００
ないウェアーです。 ズボン

男性　Ｓ/Ｍ　Ｌ/ＸＬ ￥１００,０００
女性　ＸＳ/Ｓ　Ｍ

アンダーウェアー

プロ 　　　　　セミプロ　ズボン ￥２０,０００
キャンバスとレザー 　　　　　キャンバス製　白 タイツ

を使用したオーダー 　　　　　Ｗ８３ｃｍ ￥１５,０００ カパピー

メイド製品です。 　　　　￥１６,０００ レンツ メタルボタン

スタンダードグレイド 　　　　　Ｗ１０６　１１５ｃｍ 体に張り付くような ￥７００
オリジナルラバー 　　　　￥９,０００ 立体裁断と素材を

ジャケット 採用しています。

￥５７,０００ 　　　　　プロ　ズボン 男性アンダー Ｓ Ｍ ＸＬ

ズボン 　　　　　キャンバス製　黒 男性タイツ Ｓ Ｍ ＸＬ サワー

￥４０,０００ 　　　　　Ｗ１１２ｃｍ 女性アンダー  Ｍ Ｌ ボタンツール

　　　　￥９,０００ 女性タイツ  Ｍ Ｌ ボタンを楽に留める

アンダーウェアー タイツ ことができます

￥７,０００ ￥４,０００ ￥３,０００
ハイテックス

高品質の生地と丁寧な縫製で世界的に人気の製品です。オリンピックの金メダリストがデザインに加わっています。

Ｅモーション

合成素材のエボテックス 　　　　　　　　　　　　　エボトップ 　　　　　　　　コットンスター

とキャンバスを使用した 　　　　　　　　　　　　　エボテックスとレザー 　　　　　　　　キャンバスとレザー

トップモデルのオーダー 　　　　　　　　　　　　　を使用したオーダー 　　　　　　　　を使用したオーダー

メイド製品です。 　　　　　　　　　　　　　メイド製品です。　　　　 　　　　　　　　メイド製品です。

ジャケット 　　　　　　　　　　　　　ジャケット 　　　　　　　　ジャケット

￥２２０,０００ 　　　 　　 　　　　￥２００,０００ 　　　　　　￥１００,０００
ズボン 　　　　　　　　　　　　　ズボン 　　　　　　　　ズボン

￥２０５,０００ 　　　 　　 　　　　￥１８０,０００ 　　　　　　￥９０,０００
クルト

世界のトップシューターに使用されている高品質な製品です。新製品のＫＴプライムシリーズは随所に立体裁断を採用しフィット感が向上しています。 ＴＬ　ジャケット

ハイブリッドは固さの変化がない合成素材、アイキャンバスは固さの変化がないキャンバス素材、キャンバスとプローンは通常のキャンバス素材です。 キャンバス製既製品

黒/白/青/赤

　　　ＫＴプライム Ｓ　Ｍ　Ｌ　ＸＬ

　　　ハイブリッド 　　　　ＫＴプライム ￥６５,０００
　　　アイキャンバス 　　　　キャンバス

　　　ジャケット 　　　　ジャケット ＨＬ　ズボン

　　￥２２０,０００ 　　　￥１８８,０００ キャンバス製既製品

　　　ズボン 　　　　ズボン 黒/白

　　￥１５５,０００ 　　　￥１３２,０００ Ｗ７５ ８０ ８５ ９０ｃｍ

　　　　６００プローン ￥１２５,０００ ￥６２,０００
サワー ＡＨＧ ＡＨＧ

パーフェクトトップ ストロング ステンバーグ

固めで細め、甲高です。 全体的に固めで

靴紐・ストラップの色は サワー　靴紐＆ストラップ 幅広ですが、甲は 幅広ですが、甲は

右記をご参照ください。 パーフェクトスタイルⅡにも使用可能です。 少々低いです。 少々低いです。

２３－２８ｃｍ 青 緑 黄 橙 桃 白 赤 水 黄緑 ターコイズ 紫 ２３－２８ｃｍ ２８ｃｍ

￥５５,０００ ￥３,０００ ￥４５,０００ ￥２５,０００
ＡＨＧ コールドウィナータイツ

ＡＨＧ コールドウィナー ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ　ＸＬ

オールラウンド アンダーウェアー ￥５,０００
ピストル専用に設計 体温調節機能素材

された靴底がフラ のやや厚手のウェ ステンバーグ　タイツ

ットで固い材質で カパピー　ベルト クルト　ベルト アーです。 薄手のタイツです。

できています。 合成皮革　長さ指定　６６－１０４ｃｍ 合成皮革 ＸＳ　ＸＬ ＸＳ　Ｓ　Ｍ　ＸＬ

￥３２,０００ ￥３,５００ ￥９,０００ ￥７,０００ ￥３,０００
 ※ 厚さ、硬さ等のルールに関しましては気象状況や計測機器によって誤差がでることがありますので保証は致しかねます。新品の内は硬い商品もございますので試合で使用される

　   場合は事前に測定の上ご自身でルールに適合するように対処してください。大幅な寸法違いを除きクレームはお受けできません。使用された商品のクレームはお受けできません。

　   色の一部が予告なしに変更となる場合がございます。採寸のためにご来店の際は専門スタッフの在席をご確認ください。ご自身で採寸された場合のサイズの保証は致しかねます。

装　具

銃付属品



ＡＨＧ ＭＥＣ クルト ＪＩＬ

ＤＸバイザー バイザー バイザー バイザー

灰　青　桃　上下可 青 赤/黒　リバーシブル 赤　黒　青　桃　橙　

￥５,０００ ￥２,５００ ￥３,０００ ￥８００

ゲーマン ゲーマン ゲーマン ゲーマン クスターマン サワー サワー サワー

トップグリップ ハーフフィンガー フィンガーレス スリムライン ショート トップテン プレミアム コンタクト

トップグリップラバー ハードラバー メッシュ生地 薄手　平手用 ハードラバー 厚めのソフトラバー 薄手　平手用 グリップ用

右射手用 右射手用　左射手用 右射手用 右射手用 右射手用 右射手用　左射手用 右射手用　左射手用 右射手用　左射手用

ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ　ＸＬ ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ　ＸＬ ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ Ｓ ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ　ＸＬ ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ　ＸＬ ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ

￥１１,０００ ￥１０,０００ ￥６,０００ ￥３,０００ ￥３,０００ ￥１６,０００ ￥１３,５００ ￥６,０００

クルト クルト ＡＨＧ ＡＨＧ

ソリッド　ショート トリガー コンセプト１Ｃ コンセプト１ エニス サワー ゲーマン エニス

ハードラバー グリップ用 ジェル入りラバー ジェル入りラバー インナーグローブ クリップカバー ブラインダー ブラインダー

右射手用 右射手用 右射手用 右射手用 薄手　木綿製 薄緑色、半透明 メガネ用 メガネ用

ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ　ＸＬ ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ ＸＳ　Ｓ　Ｍ　Ｌ ＸＳ　Ｓ　ＸＬ Ｓ　Ｍ　Ｌ ＤＸバイザー取付け可 半透明　黒 黒　半透明

￥１４,５００ ￥３,８００ ￥９,０００ ￥７,０００ ￥５０ ￥３,０００ ￥４,０００ ￥１,５００
ゲーマン

トップグリップラバー

ペルター 高級ジャケットに使用されている

Ｈ＆Ｎ イヤプロテクター ＥＡＲ ＥＡＲ 高グリップ力のザラザラしたラバー

バイザー 折りたたみ式　黒 ウルトラフィット イヤプラグ ４ｍｍ厚

￥１,０００ ￥３,０００ ￥１,０００ ￥１００ ４０Ｘ４０ｃｍ ￥４,０００
チャンピオン

レンズホルダー レンズホルダー メタルブロック＋バー

３０φ　２３φ ３０φ　２３φ レンズホルダーを

オリンピック スーパーオリンピック 取り付けるパーツ

カバーディスク ￥２,８００ ￥２,８００ ￥３,５００
オリンピック　フレーム スーパーオリンピック　フレーム 灰　半透明

３０φ　２３φ　３５ｇ　ノーズ・ツル可動 ３０φ　２３φ　４４ｇ　ノーズ・ツル可動 ￥２,５００
ケース付き　左射手用あります。 ケース付き　左射手用あります。

左右兼用は青と赤があります。 装着したままレンズを微調節可能です。

￥４４,０００ ￥６２,０００

センタリング

フィルター フィルター フィルター アイリスシャッター ディバイス 　　　　ヘッドバンド

ブラウン イエロー オレンジ ３０φ　２３φ ３０φ　２３φ 　　　　バンド：紺　赤　桃 ケース

２３φ￥４,８００ ２３φ￥６,０００ ２３φ￥７,０００ ピストル用絞り レンズ調整用 　　　　カバー：灰　半透明 ５ｘ２０ｘ２３ｃｍ

３０φ￥７,０００ ３０φ￥８,８００ ３０φ￥１０,５００ ￥１５,５００ ￥４,５００ 　　　￥４,８００ ￥３,５００
クノブロッホ

レンズホルダー

３７φ ２３φ

￥４,５００

　　　　　レンズホルダーバー

　　　　　レンズホルダーを 　ケース

　　　　　回転させるパーツ 　５ｘ１８ｘ２３ｃｍ

グラスフレーム　Ｋ３ グラスフレーム　Ｋ１ カバーディスク 　　 　￥２,０００  ￥３,５００
３７φ　２３φ　２８ｇ　最軽量 ３７φ　２３φ　３９ｇ　レンズ回転可 黒　半透明

簡易型　ケース付き ノーズ可動　ケース付き ￥２,５００
￥２６,０００ ￥３３,０００ 　　　　　　　センタリング

アイリスシャッター 　　　　　　　ディバイス

フィルター　　　　　　　　 　フィルター　　　 　　　　　　フィルター　　　　　　　　 　フィルターホルダー ３７φ　２３φ 　　　　　　　３７φ　２３φ

３７φ　黄　　　 　　　　　　３７φ　橙　　　　　　　　　　３７φ　茶　　 　　　　　　　 ３７φ ピストル用絞り 　　　　　　　レンズ調整用

￥４,５００　 　　　　￥４,５００　　　　　  ￥４,５００　　　　    ￥２,０００ ￥１０,０００ 　　　　　￥３,５００

　　　　※ 先の尖ったアルミバットプレートは

　　　　　　ファスナーを破損する可能性があ

　　　　　　りますので外して入れてください。

　　　　※ ストラップを強い力で引っ張りますと

　　　　　　取り付け部分が破損する可能性が

　　　　　　ありますので銃の入ったケースを持

　　　　　　ち上げるときにはご注意ください。

　　　　※ 以上２点は修理ができませんので

エニス　セミハードケース 　　　　　　修理は承れません。

ハードケースの保護性とソフトケースの軽便性を兼ね備えたデザインで、モールド成型の本体にポリエステル生地を圧着した高級な銃ケースです。ポリエステル製の裏地付きで、底には

補強パッドが付いています。シリンダーやバレルチューブを入れることができるケース、許可証用ポケット、パーカーヘール・クリーニングロッドを固定するためのカバーも付いています。

ストラップはワンショルダーでもバックパックでも担ぐことができるように着脱式のものが２本付属しています。大きさは携行しやすく、車にも入れやすいコンパクトサイズです。

本体色/ファスナー色・縁取り色 ： 黒/赤（3月入荷予定）黒/青（残１本）黒/灰　黒/黄　黒/紫（3月入荷予定）　サイズ ： ８ｘ２３ｘ１１７ｃｍ ￥２５,０００

装具

備　品



テクロ エニス

スコープスタンド

エクステンション

１６φ　４５ｃｍ

￥５００
アモホルダー

１４－３４φのパイプ ＡＨＧ セントラ

に使用可能です ボルトプロテクター ボルトプロテクター

１１ｘ１４ｃｍ ＡＮＳ１４－２０用 ＷＡＬ・ＫＫ５００用

￥６,０００ ￥６,５００ ￥８,０００
ベルボン

小型自由雲台

￥５００

膝射用アダプター エニス

３.０旧タイプ用 クランプスタンド

最下段のポールに フレキシブル ゲーマン

アモホルダーを取り付 小型スコープ用 ハンドポンプ　Ｍ２２０ ゲーマン　トルクレンチ

けるためのアダプター ゲーマン　自由雲台 高さ３２－５８ｃｍ 圧縮空気充填用 銃床締め付け工具 六角ビット４本付き

￥５００ ￥１,０００ ￥２,０００ ￥２８,０００ ￥９,０００ ２.５　３　４　５ｍｍ

テクロ テクロ

ライフルスタンド　３.０ ライフルスタンド　Ｘ

カーボン製　伸縮式 アルミ製　伸縮式

縮長６６ｃｍ　１.３５ｋｇ 縮長６４ｃｍ　１.５ｋｇ フリーランド ハクバ　アダプター ＡＨＧ　シリンダーケース ＡＨＧ　トルクレンチ

赤　青　黒　桃 黒 サドルストッパー１６φ ３/８→１/４インチネジ エアライフル用 測定値がはっきりと感じられます。

￥３５,０００ ￥２４,０００ ￥１,０００ ￥１００ 角型（半透明） ￥１,５００ ￥８,５００ ４ｍｍ六角ビット付き

ＩＳＳＦ

セフティフラッグ

安全状態表示用

１ｍ

ゲーマン ゲーマン ＡＲにはそのままご セントラ エニス

マッチボックス マッチボックス ゲーマン ＡＨＧ 使用いただけます。 セフティルック 銃口カバー

ＡＲ弾用弾箱　１００入 ＡＲ弾用弾箱　１００入 セフティボックス セフティボックス ＡＰとＳＢの場合は 安全状態表示用 革製

黒 ピンク ＪＳＢ・ＲＷＳ用 チャンヤン・Ｈ＆Ｎ用 必要にに応じてカット ＳＢ用 ハイサイト用

￥２,５００ ￥２,５００ ￥８００ ￥１,０００ してください。 ￥５００ ￥１,０００ ￥３００
ＭＴＭ ゲーマン ゲーマン

ＡＰトリガー

ＳＢ弾箱 BB弾箱　Ｒ５０ BB弾箱　Ｒ５０ ゲージ ダイヤルテンション

サイトケース　８０３ サイトケース　８０５ サイトケース　８０７ ２００入 クリヤブルー　５０入 クリヤブルー　５０入 ５００ｇ トリガーゲージ

５ｘ１６ｘ２４ｃｍ ８ｘ２０ｘ２６ｃｍ ８ｘ２４ｘ３３ｃｍ ２２ロングライフル ヒンジ式　口径指定 一体型　３０－０６ 検定料別 ２５－２５０ｇ　置針式

￥２,０００ ￥２,８００ ￥３,３００ ￥１,５００ ￥１,３００ ￥５００ ￥１４,０００ ￥２２,０００

ＤＩＳＡＧ

クロス セントラ　ユニツール ゲーマン ゲーマン エニス リングゲージ

エンジニア トラスコ ヘックスローブレンチ 六角レンチ 弾痕ゲージ 弾痕ゲージ 弾痕ゲージ ０.１点計測用ゲージ

六角レンチ 六角Ｔレンチ トルクスネジ用 ２　２.５　３　４ｍｍ ＡＰ　SB ３２口径 ＳＢ　ＢＢ５.６ｍｍ ＳＢ用

ミリ　インチ　７本セット ２.５mm　３mm　４mm Ｔ８　Ｔ１０　Ｔ１５　Ｔ２０ 青　銀　黒　赤　緑 日ラ認定品 非認定品 非認定品 日ラ認定品

￥８００ ￥１,０００ ￥１,５００ ￥３,５００ ￥１,０００ ￥１,０００ ￥３００ ￥１,０００
エニス ブラウネル　ボルト分解工具 関東スチール

セミハードケースと同じ素材を使用した軽量で保護製に優れた ボルトエンドと撃針を本体から

高級ケースです。 外すための工具です。 ガンロッカー　Ａ型

レミントン用 ライフル６丁用　２２ｋｇ

￥６,０００ ３８ｘ３０ｘ１３７ｃｍ

￥７６,０００
ガンロッカー　Ｂ型

サイトケース ライフル５丁用　１８ｋｇ

１０ｘ２３ｘ３０ｃｍ ３２ｘ２４ｘ１３７ｃｍ

￥４,５００ ￥５６,０００
ガンロッカー　Ｃ型

プロマックス ライフル２丁用　１３ｋｇ

ハンドライフルケース ８ｘ２３ｘ８９ｃｍ ￥１４,０００ ２４ｘ２０ｘ１３１ｃｍ

￥４８,０００
ガンロッカー　Ｈ型

エアピストル用　８ｋｇ

２４ｘ３０ｘ６０ｃｍ

￥４１,０００

アクセサリーケース 二層式

１３ｘ２３ｘ３０ｃｍ ￥５,５００ 中古トランクケース各種多数在庫がございます

装弾ロッカー　Ｓ型 装弾ロッカー

パクマイヤー ハーバーアームス ２４ｘ２０ｘ３５ｃｍ ３７ｘ２６ｘ４５ｃｍ

ＡＨＧ ＴＦＣ ＢＢスナップキャップ ＢＢスナップキャップ ￥１９,０００ ￥２７,０００
弾速計 ＢＢスナップキャップ ＢＢ空撃ち弾 （２ケ） ＢＢ空撃ち弾 （２ケ） ＧＧＬ

ＡＲ・ＡＰ・ＳＢ用 ＢＢ空撃ち弾 （２ケ） アルミ製 アルミ製 ＳＢスナップキャップ

６７ｘ８７ｘ１３５ｍｍ ゲーマン　マシンレスト ＡＰ・ＡＲとＳＢのＢ＆Ａ プラスチック製 ２２２　２２３　２４３ ６ＰＰＣ　６ＢＲ ＳＢ空撃ち弾 （５０ヶ）

￥２９,０００ 反動吸収装置付き ￥２９,０００ ￥２,５００ ￥１,２００ ￥２,５００ ￥１,２００

備　品



カパピー

セントラ　ニーリングロール クルト　ニーリングロール ＤＸニーリングロール ＳＴニーリングロール

内部が３層に分かれているので足首をしっか 革/トップグリップ　マウスデザイン ラバー付き ラバーなし セントラ

り固定できるように調節できます。（中身なし） 大（直径１３ｃｍ）　小（直径１１ｃｍ） ￥６,０００ ￥４,５００ バランスボード

ポリエステル/ラバー ￥２０,０００ 色指定不可 ￥１０,５００ キャンバス製　直径１４ｃｍ　色指定不可 立射・ＡＰのバランストレーニングに最適です

５ヶのクッションボールの組み合わせにより

バランスの調節が可能です。（受注輸入）

ＡＨＧ ２Ｘ４４Ｘ９０ｃｍ ￥５５,０００
ピストルパック

ピストルケースと

カパピー　ＤＸシューティングマット シューズ等を一括

トップグリップ付き カパピー　ＳＴシューティングマット 収納可能です。

ワールドカップにて使用実績があります。 オリジナルラバー付き ２５ｘ３５ｘ４９ｃｍ エニス ３３８口径弾頭

２Ｘ８０Ｘ２００ｃｍ ￥２８,０００ ２Ｘ８０Ｘ２００ｃｍ ￥１５,０００ ￥９,０００ キーホルダー ￥１００
日本ライフル射撃協会 日本ライフル射撃協会

射手手帳 公認シール

プロテクター プロテクター

フロントバッグ フロントバッグ

コールドウェル コールドウェル ＃０１　幅４ｃｍ ＃１Ｃ　幅４ｃｍ 銃検シール

コールドウェル　ＤＸベンチレストスタンド ハンディレスト リアバッグ ＃０２　幅６ｃｍ ＃３Ｃ　幅７ｃｍ 競技実績記録と練習 ５年間有効

鉄製　フロントバッグ（砂入り）付 プラスチック製 砂入り 革製　砂なし コーデュラ製　砂なし 記録用の手帳です。 取り扱い手数料込み

￥３５,０００ ￥８,０００ ￥１４,０００ ￥５,０００ ￥３,０００ ￥６００ ￥２,７００

デューイ　　クリーニングロッド　 ＵＳＡ規格　　２２－６ｍｍ用　　全長１１８ｃｍ　　ブラシアダプター・パッチジャグ付き ￥８,０００

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

５ｍｍ　全長８２ｃｍ ￥２,０００
パーカーヘール　　クリーニングロッド　 ４.５ｍｍ　全長８２ｃｍ ￥３,０００ パーカーヘール　　クリーニングロッド　 ４.５ｍｍ　被覆なし ￥２,０００

ＶＦＧ　 パーカーヘール ボアテック ブラウネル プロショット ボアテック デューイ シンクレア

アダプター 銅ブラシ ナイロンブラシ 銅ブラシ 銅ブラシ パッチジャグ パッチジャグ パッチジャグ

ＰＨ規格　２２　３０ ＰＨ規格 ＵＳＡ規格　ＢＢ用 ＵＳＡ規格 ＵＳＡ規格 ２２　６ｍｍ　３０ ＵＳＡ規格 デューイ用　

ＵＳＡ規格　共通 ４.５　２２　６　７　３０ ２２　６ｍｍ　３０ ２２　６ｍｍ　３０ ６ｍｍ ＵＳＡ　耐ソルベント ２２　３０ ２２　６ｍｍ

￥８００ ￥１,２００ ￥６００ ￥５００ ￥３００ ￥１,２００ ￥８００ ￥８００

ＡＨＧ ＡＨＧ

デューイ デューイ クリーニングキット クリーニングモップ

ブラシアダプター ＰＨアダプター 銃身掃除用紐 銃身掃除用紐 プロショット　チャンバーブラシ

ＵＳＡ規格→デューイ ＵＳＡ規格→ＰＨ規格 クリーニングモップ付 １２８本 薬室掃除用ブラシ ２２２　６ＰＰＣ－３００６

￥８００ ￥１,０００ ￥３,８００ ￥３００ ￥３,８００

セントラ　ロッドガイド アンシュッツ　ロッドガイド シンクレア　ロッドガイド ボアテック　ロッドガイド

アルミ製　ＡＮＳ１４－２０　ＦＷＢ　ＷＡＬ プラスチック製　ＡＮＳ１４－２０用 カラー外径１７.６φ　２２－６ｍｍ カラー外径１７.６φ　２２－６ｍｍ　３０

￥４,５００ ￥３,０００ ￥４,５００ ￥６,５００
ＶＦＧ　クリーナー ボアテック　パッチ ブラウネル　パッチ

５００ヶ ５００枚 １０００枚
２２　６ｍｍ ２２－６ｍｍ ６ｍｍ

￥４,５００ ￥２,２００ ￥２,７００ プロショット　ロッドガイド
７.５ｍｍ ３０ ３０ カラー外径１７.６φ　２２－３０

￥５,５００ ￥２,４００ ￥３,３００ ￥６,５００
ボアテック クレバー バーチウッド ＶＦＧ

フェルトペレット

ＡＲ用クリーニング弾

５００ヶ

￥５００

リムファイヤブレンド バリストール

ガンオイル ブライカー推奨 エリミネーター アンシュッツ推奨 ガンオイル バリケード アカー

防錆潤滑油 ＳＢ銃身用ソルベント ＢＢ銃身用ソルベント ＡＲ/ＳＢ銃身用オイル 潤滑油 防錆油 バレルチューブクリーニングキット

１１８ｇ　ポリ容器入り １１８ｇ　ポリ容器入り １１８ｇ　ポリ容器入り ５０ｇ　瓶入り １３５ｇ　缶入り １３５ｇ　缶入り １２番３本継ぎクリーニングロッドセットを流用

￥２,２００ ￥２,７００ ￥３,３００ ￥１,０００ ￥１,５００ ￥２,６００ ブラシ径２０φ ￥３,０００
ボアテック ファインベルクバウ

ガングリース スペシャルグリース

ボルトのカジリ防止用 ＡＲ用グリース

１０ｇ　チューブ入り ￥１,８００ ４ｇ　チューブ入り ￥１,８００

備　品

クリーニング用品



ＲＣＢＳ レディング
フルダイセット ＤＸダイセット
フルダイ フルダイ レディング
＋シーター ＋ネックダイ フルダイ
Ａグループ ＋シーター ネックダイ

￥１６,０００ Ａグループ Ａグループ

２２２ ￥２７,０００ ￥１２,０００ 　　シーター

￥６,０００ Ｂグループ Ｂグループ 　　６ＰＰＣ

￥３７,０００ ￥１５,５００ 　 ￥４,４００
レディング

ネックダイセット スモールベース

ネックダイ ボディダイ

＋シーター フルダイよりも更に小さく

２２２　２２３ ＤＸダイセット サイジングできます。

６ＰＰＣ ２２２　３０－０６ ６ＰＰＣ グループⅠ

３０－０６ ￥７,５００ ￥１２,０００ ￥１８,０００ １３,０００
ＲＣＢＳ　ロックチャッカープレス

操作が楽で丈夫なスチール製プレス

￥８０,０００

レディング ウィルソン ウィルソン

ブッシング ＲＣＢＳ ブッシング ディキャッパー

コンペティションネック シーター ウィルソン ネックダイ用 ２４３　３０８　Ｍａｇ ウィルソン

ダイ用　１/１０００単位 ２２２　６ＰＰＣ＿＿＿＿ネックダイ １/１０００単位 ネックダイベース可 シーター

￥３,０００ ￥２,２００ ２２２　２２３　６ＰＰＣ ￥２,０００ ￥２,０００ ７－０８

６ＢＲ　２４３　３０８ ￥３,０００
３０－０６ ２２２　２２３

ＲＣＢＳ ブッシング別売り ウィルソン　ディキャッピングピン ６ＰＰＣ

ディキャッピング ディキャッピングピン ￥８,０００ ２２　６ｍｍ　３０ ￥１,０００ ￥８,０００
ユニット ５本セット

￥３,８００ ￥８００
レディング レディング

コンペティション コンペティション

ネックダイ シーター

ブッシング別売り 弾頭を正確にシート ウィルソン ＲＣＢＳ

￥３９,０００ ￥３９,０００ ＲＣＢＳ レディング ＲＣＢＳ ネックダイ パウダーバッフル

２２２　６ＰＰＣ　６ＢＲ ２２２　６ＰＰＣ デバリングツール デバリングツール シェルホルダー ２２２Ｒｅｍ パウダーメジャーの

３０８　３０－０６ ３０－０６ ネックのバリ取り用 ネックのバリ取り用 ケースのホルダー ネック径：０.２４６ 精度アップできます。

￥１６,５００ ￥１６,５００ ￥８,５００ ￥９,２００ ￥２,５００ ￥２,０００ ￥２,５００

レディング

パウダートリクラー ＲＣＢＳ

火薬を一粒ずつ サターン パウダーメジャー

パウダースケール アルミファネル レディング フォースター １回のハンドル操作で

ＲＣＢＳ の皿に落とすことが 火薬じょうご　口径別 ファネル ネックターナー 火薬を直接ケースに

パウダースケール　Ｍ５００ できます ２２　６ｍｍ 火薬じょうご　全口径 パイロット付き 入れることができます

火薬計量用スケール ￥１５,０００ ￥８,５００ ￥２,２００ ￥１,５００ ￥５,０００ ￥４３,７００

ＲＣＢＳ

ＲＣＢＳ ＲＣＢＳ ＲＣＢＳ プライマー ＲＣＢＳ ＭＴＭ

ルーブパッド ケースルーブ ネックブラシ ポケットブラシ アクセサリーハンドル ローディングブロック

ルーブ塗布用パッド リサイズ用オイル ルーブ添付用ブラシ 雷管室掃除用ブラシ ブラシ取り付け用 ５０本　全口径 RCBS　ローディングブロック

￥３,６００ ￥２,０００ ￥１,２００ ￥３,０００ ￥３,０００ ￥２,８００ ５０本 ￥３,６００
ＲＣＢＳ リー レディング

ブレットプラー ＮＥＷオートプライム ケーストリマー　１４００

プレス用弾頭抜き 雷管を連続に装着可

コレット別売り シェルホルダー別売り

￥８,５００ ￥１２,０００
コレット ＲＣＢＳ ハンマー式弾頭抜き シェルホルダー

￥４,５００ パワープル ￥８,５００ ￥２,５００
リー

シンクレア

エキスパンダー シンクレア

２２０ラシアンを６ＰＰＣに ネックターナー

ネックアップするためのダイ プライマー ケーストリマー ネック外厚矯正用 ケース全長矯正用

６ｍｍマンドレル付き ポケットクリーナー ケース全長矯正用 ６ｍｍマンドレル付 コレット・パイロット（２２－３０）付き

￥５,０００ ￥５００ ￥６,０００ ￥１３,０００ ￥３６,５００

シエラ

弾頭　（１００ヶ）

５～９箱　　　１０％引き

１０～１９箱　２０％引き ＨＰ　ホローポイント ＨＰＢＴ ＳＰＴ　スピッツァー ＳＢＴ ＲＮ　ラウンドノーズ ＦＮ　フラットノーズ

２０箱以上　 ３０％引き ホローポイントボートテール スピッツァーボートテール

紫色価格 ： 取り寄せ（数量割引なし）

２２４－５２ｇｒ　ＨＰＢＴ ￥７,０００ ３０８－１１０ｇｒＨＰ ￥８,３００ ３０８－１５５ｇｒパルマ ￥１０,８００
２４３－６０ｇｒ　ＨＰ ￥６,５００ ３０８－１２５ｇｒＳＰＴ ￥８,５００ ３０８－１６５ｇｒＳＢＴ ￥９,０００
２４３－７０ｇｒ　ＨＰＢＴ ￥７,５００ ３０８－１５０ｇｒFMJBT ￥８,１００ ３０８－１６５ｇｒＨＰＢＴ ￥９,０００
２４３－８５ｇｒ　ＨＰＢＴ ￥７,３００ ３０８－１５０ｇｒＲＮ ￥９,４００ ３０８－１６８ｇｒＨＰＢＴ ￥１１,９００
２４３－１０７ｇｒＨＰＢＴ ￥１０,６００ ３０８－１５０ｇｒＳＰＴ ￥７,５００ ３０８－１８０ｇｒＲＮ ￥１０,０００
３０３０－１２５ｇｒＦＮ ￥８,４００ ３０８－１５０ｇｒＳＢＴ ￥８,６００ ３０８－１８０ｇｒＳＰＴ ￥７,９００
３０８－１１０ｇｒＲＮ ￥８,３００ ３０８－１５０ｇｒＨＰＢＴ ￥１０,３００ ３０８－１８０ｇｒＳＢＴ ￥９,４００

リローディングツール

弾頭

２０２３年２月時点で在庫

があるのは価格の記載

がある弾頭のみです。

他の弾頭は入荷次第ＨＰ

でご案内いたします。



フェデラル（１００本） ノルマ（１００本） ラプア（１００本）

２２２Ｒｅｍ 

マッチ(ニッケルメッキ) ６ｍｍＰＰＣ　ＵＳＡ    ２２２Ｒｅｍ    ２２３Ｒｅｍ ６ｍｍＢＲ　ノルマ ２４３Ｗｉｎ ３０８Ｗｉｎ ３０－０６　ＳＰＧ

 ￥９,０００ ￥２４,０００   ￥１２,８００   ￥１５,０００ ￥１５,８００ ￥１８,０００ ￥１４,２００ ￥１７,５００

無煙火薬 ホジドン                             雷管 フェデラル　１００入 ＲＷＳ　２５０入

Ｈ３２２ ６PPC/６BR              スモール　ラージ スモール　ラージ

ベンチマーク ６PPC/６BR       ￥３,３００ ￥６,５００
Ｈ４８９５ ２２２/３０８/３０-０６   マグナム マグナム

デュポン バーゲット ２２２/３０８/３０-０６ ￥３,６００ ￥７,０００
ＩＭＲ４２２７ ３０カービン Ｈ３８０ ２４３/３０-０６             

ＩＭＲ４１９８ ２２２/２２３ Ｈ４３５０ ３０-０６/Mag            ウインチェスター　１００入 Ｓ＆Ｂ　１００入

１ポンド（４５４ｇ） ＩＭＲ３０３１ ２２２/２２３/３０８ スモール スモール　ラージ

￥２０,０００ ＩＭＲ４８９５ ２２２/６BR/３０８ ウインチェスター ￥２,５００ ￥２,２００
３～５ポンド ＩＭＲ４０６４ ２４３/３０８/３０-０６ ７６０

＠￥１９,０００ ＩＭＲ４３５０ ３０-０６/Mag ３０８　３０－０６ フィオッキ　１５０入

６～１１ポンド ＩＭＲ４８３１ Mag 数量割引なし ラージ

＠￥１８,０００ ＩＭＲ７８２８ＳＳＣ Mag  ￥１３,０００ ￥３,７５０

レミントン レミントン レミントン ノルマ ノルマ ラプア

３０カービン ３０８Ｗｉｎ ３０－０６ ３０８Ｗｉｎ ３０－０６ ２２２Ｒｅｍ

１１０ｇｒＦＭＪ（５０発） １５０ｇｒＦＭＪ（２０発） １５０ｇｒＦＭＪ（２０発） １５０ｇｒＦＭＪ（５０発） １５０ｇｒＦＭＪ（５０発） ５５ｇｒＦＭＪ（２０発）

＠￥２５０ ＠￥３５０ ＠￥３５０ ＠￥３５０ ＠￥３５０ ＠￥２９０
ラプア ラプア ラプア ラプア ラプア ラプア

６ＢＲ ２４３Ｗｉｎ ３０８Ｗｉｎ ３０８Ｗｉｎ ３０８Ｗｉｎ ３０ー０６

１０５ｇｒＨＰＢＴ（５０発） １０５ｇｒＳＰ（２０発） １５０ｇｒＲＮ（２０発） １５５ｇｒＨＰＢＴ（５０発） １６７ｇｒＨＰＢＴ（５０発） １８５ｇｒＲＮ（２０発）

＠￥４００ ＠￥４８０ ＠￥４００ ＠￥４１０ ＠￥４１０ ＠￥４１０

チャンヤン トレーニング　ＡＲ弾 ＲＷＳ Ｈ＆Ｎ

０.５３ｇ Ｒ１０　ＡＲ弾 フィナーレマッチ　ヘビー

オリンピック　ＡＲ弾 ５００発　缶入り ０.５３ｇ ０.５３ｇ

０.５３ｇ ４.４９φ　４.５０φ Ｒ１０　ＡＰ弾 ５００発　缶入り

２００発　箱入り １缶（４.４９φ） ￥１,６００ ０.４５ｇ ４.５０φ

４.５０φ   ４.４９φ １０缶単位（４.４９φ） ￥１２,０００ ５００発　缶入り
４０缶単位（４.４９φ） ￥４４,０００ ４.４９φ　４.５０φ

１缶（４.５０φ） ￥１,１００ １缶 ￥２,５００ １缶 ￥１,１００
１箱（４.５０φ） ￥１,５００ １０缶単位（４.５０φ） ￥９,０００ １０缶単位　＠１,６００ ￥１６,０００ １０缶単位 ￥９,０００
１０箱単位（４.５０φ） ￥１０,０００ ４０缶単位（４.５０φ） ￥３３,０００ ５０缶単位　＠１,４６０ ￥７３,０００
ＪＳＢ

プレミアム　ヘビー

０.５３５ｇ

プレミアム　ミドル マッチ　ライト

０.５２０ｇ マッチ　ヘビー マッチ　ミドル ０.４７５ｇ

２００発　箱入り ０.５３５ｇ ０.５２０ｇ ５００発　缶入り

４.４９φ　４.５０φ ５００発　缶入り ５００発　缶入り ４.４９φ

１箱 ￥１,１００ ４.４９φ ４.５０φ ４.５０φ

１０箱単位　＠１,２００ ￥９,０００ １缶 ￥２,０００ １缶 ￥２,０００ １缶 ￥１,１００
３０箱単位　＠１,１００ ￥２５,０００ １０缶単位　＠１,２００ ￥１２,０００ １０缶単位　＠１,２００ ￥９,０００

エレー　テネックス エレー　マッチ エレー　チーム エレー　クラブ ラプア　エグザクト ラプア　ミダス ＋ ラプア　センターＸ

試合用　フラットノーズ 試合用　フラットノーズ 試合用　フラットノーズ 練習用 試合用 試合用 試合用

＠￥６５ ＠￥５１ ＠￥４３ ＠￥３１ ＠￥８０ ＠￥６１ ＠￥４９

ＳＫ　フラットノーズ ＳＫ　フラットノーズ

マッチ ＳＫ　ライフルマッチ ベーシック ＳＫ　スタンダード＋ ＲＷＳ　Ｒ１００ ＲＷＳ　Ｒ５０ ＲＷＳ　ライフルマッチ ＲＷＳ　ターゲット

試合用 試合用 練習用 練習用 試合用高速弾 試合用 試合用 練習用

＠￥３９ ＠￥３９ ＠￥３４ ＠￥３４ ＠￥８１ ＠￥７７ ＠￥４５ ＠￥３７

クルーガー シュミット クルーガー クルーガー クルーガー クルト

ＡＲ ＡＰ ＳＢ　ＩＳＳＦ公式標的 ＳＢ－Ｇ　ＩＳＳＦ公式標的 ＳＢ ＳＢ

ＩＳＳＦ公式標的 ＩＳＳＦ公式標的 センターペーパー ターゲットステッカー

２５０枚

￥１,５００
１０００枚

￥４,５００ ＳＢ３点圏標的 ＳＢ８点圏シール

１００００枚 ２５０枚 ３４Ｘ３４ｃｍ 連続標的　３３.５Ｘ３０.５ｃｍ ２５０枚 １０００枚

￥３９,０００ ￥４,２００ ２５０枚 ￥４,０００ ２５０枚 ￥２０,０００ ￥２,５００ ￥７,６００

火薬  雷管

ＢＢ弾

空ケース

標的

ＳＢ弾

ＡＲ弾　　ＡＰ弾

１００発未満
取扱手数料

￥２,０００

現在、多くの銘柄の在庫がありません。

お買い求めの際は事前にお問い合わ

せください。



　① ＪＲ山手線恵比寿駅西口から山手線の左側を線路に沿って渋谷方向へ５００ｍ。信号２つ過ぎた所にあるＥＮＥＯＳガソリンスタンドの先
   　 ５軒目。１階の壁に動物の絵が描いてある白いビルの３階３０１号室。（上図赤線）
  ② 営団地下鉄日比谷線２番出口から山手線の左側を線路に沿って渋谷方向へ５００ｍ。信号２つ過ぎた所にあるＥＮＥＯＳガソリンスタンド
   　 の先５軒目。１階の壁に動物の絵が描いてある白いビルの３階３０１号室。（上図赤線）
  ③ ＪＲ埼京線渋谷駅新南口出口から埼京線の左側を線路に沿って恵比寿方向へ５００ｍ。清掃工場の先の信号右の跨線橋で山手線を
　　　渡って恵比寿駅方向へ降りたところの正面、１階の壁に動物の絵が描いてある白いビルの３階３０１号室。(上図緑線)
　④ 東急東横線代官山駅北口から代官山アドレスを左に見ながらまっすぐ山手線方向へ５００ｍ。山手線に突き当たったら右角。
　    大きなマンション恵比寿スカイハイツ入り口の左側、１階の壁に動物の絵が描いてある白いビルの３階３０１号室。（上図青線）

※価格には消費税が含まれております。各種手数料も消費税込みとなっております。
※当社では会員制度を設けております。入会金および年会費は無料です。
 　入会ご希望の方は、 郵便番号、住所、氏名、電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレスをご連絡ください。
　 会員様には電話一本で商品をお届けいたします。商品が到着次第下記の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。お支払い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 ：７００円　　３万円未満 ：９００円　　１０万円未満 ：１３００円　　３０万円未満 ：１９００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実費は、保証期間に関係なくお客様負担とさせていただきます。

　 リーダーレンツ（スイス）：新鋭のカスタム銃メーカー　　グリュンネル（スイス）：高精度のカスタムライフル銃で世界トップの歴史あるメーカー
　 アンシュッツ（ドイツ）：もっとも古い競技銃専門メーカー　　ファインベルクバウ（ドイツ）：ＡＲでは日本一のシェアを誇る競技銃専門メーカー
　 ワルサー（ドイツ）：一般にも知られている銃器総合メーカー　　ステイヤー（オーストリア）：ＡＰは日本でもっとも多く使用されています。
　 テスロ（ドイツ）：元ワルサーの技術者が起業した競技銃専門メーカー　　ブライカー（スイス）：世界中で利用者が多いカスタム銃メーカー
　 モリーニ（スイス）：電磁トリガー付きのＡＰを先駆けて販売してきたメーカー

　 エスプリカラビーヌ（フランス）：画期的なバレルベディングを採用したアルミストックメーカー　　ＡＨＧ（ドイツ）：アンシュッツの兄弟会社
　 ゲーマン・セントラ・ＭＥＣ・テクロ・スタリック・ＳＥ・サワーはいずれもドイツの高品質な銃付属品や装具を販売しているメーカー
　 カパピー（インド）：世界的に今一番人気の装具メーカー　　ハイテックス（チェコ）：デザインが特徴的な高品質な装具メーカー
　 マークスマン（韓国）：学生に多く使用されている装具です。　　チャンピオン（スイス）とクノブロッホ（ドイツ）は射撃用メガネ専門メーカー
   クルト（フィンランド）：高品質な装具メーカー　　ＲＣＢＳ・レディング・シンクレア・ウィルソンはいずれもアメリカのリローディング専門メーカー
　 シエラ（アメリカ）：世界的シェアを誇る弾頭メーカー　　チャンヤン（中国）：内外のトップシューターに使用されているＡＲ弾です。
   ＪＳＢ（チェコ）：近年世界のトップシューターに使用されて話題沸騰のＡＲ弾です。　　Ｈ＆Ｎ（ドイツ）：ＡＲ弾の専門メーカー
　 ＲＷＳ（ドイツ）：ドイツ最大の実包メーカーＲＵＡＧ社のＡＲ弾とＳＢ弾　　　エレー（イギリス）：ＳＢ弾は世界のトップシェアを誇っています。
   ラプア（フィンランド・ドイツ）：装弾の総合メーカー　　　ＳＫ（ドイツ）：ラプアのドイツ工場にて製造されているＳＢ弾

ご 案 内


