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実猟 F 型ハンターコート

蛍光カモ柄 　H-4210
　M ･ L　 ￥37,000 （税込￥40,700）
　LL　　  ￥37,500 （税込￥41,250）
　3L　　  ￥38,000 （税込￥41,800）

軽量素材で快適！
耐久性撥水加工

① ② ③

大物猟用に考案されたベストです。前ファスナーに短かめな
着丈で、トランシーバーは 2 つ装備できます。前身のポケッ
トは収容能力抜群で、全てのポケットにはファスナーを付け
てあります。また、カギやトランシーバーなどを留めるフッ
クが付いていますので大変便利です。（日本製）

●表生地：ポリエステル 100％
●裏生地：ポリエステル 100％
●撥水加工生地　●内ポケット付　●ファスナー背袋付　
●カラー：蛍光カモ柄
S ･ M ･ L　￥23,500 （税込￥25,850）
LL     　　  ￥24,000 （税込￥26,400）
3L　     　  ￥24,500 （税込￥26,950）
4L　     　  ￥25,000 （税込￥27,500）

軽量素材で快適！

トランシーバーベスト  タイプ 6
H-1300 大物猟用ベスト  鳥獣被害対策にも最適！

トランシーバーベスト  タイプ 6
H-1290

大物猟用に考案されたベストです。前ファスナーに短かめな
着丈で、トランシーバーは 2 つ装備できます。前身のポケッ
トは収容能力抜群で、全てのポケットにはファスナーを付け
てあります。また、カギやトランシーバーなどを留めるフッ
クが付いていますので大変便利です。（日本製）

●表生地：ポリエステル 100％
●裏生地：ポリエステル 100％
●撥水加工生地　●内ポケット付　●ファスナー背袋付
●カラー：蛍光オレンジ
S ･ M ･ L　￥22,500 （税込￥24,750）
LL     　　  ￥23,000 （税込￥25,300）
3L　     　  ￥23,500 （税込￥25,850）
4L　     　  ￥24,000 （税込￥26,400）

S サイズから
4L サイズまであります！

トランシーバー入れ付き
フードは取り外せます

cm M L LL 3L
肩幅 50 51 53 54
胸囲 122 126 130 136
胴囲 118 122 126 132 
着丈 74 77 79 81
袖丈 60 61 63 64

cm S M L LL 3L 4L
肩幅 35 37 39 41 41 43
着丈 60 63 67 68 68 69
胴囲 97 105 112 122 128 136

極寒地域でのハンティングに機動性と機能性、さらに実用性を追究
したハンターコートです。表地は雨や雪などに強く身頃と袖には超
軽量の中綿保温材を多量に使用しています。取り外し可能なフード、
フェースガード、ハンドウォーマー付ポケット、許可書が入る内ポ
ケット、シーバー入れなどの機能満載なデザインです。（日本製）
●表生地：①②ポリエステル 100％
　　　　　③ポリエステル 65％ コットン 35％
●中綿：ポリエステル 100％　
●裏生地：ポリエステル 100％　●撥水加工生地　
●内ポケット付　●フード付き
●カラー：①蛍光カモ柄　②蛍光オレンジ　③グリーンカモ柄

蛍光オレンジ 　　H-4170
グリーンカモ柄 　H-4170
　M ･ L　 ￥35,500 （税込￥39,050）
　LL　　  ￥36,000 （税込￥39,600）
　3L　　  ￥36,500 （税込￥40,150）

左撃ち用あります

左撃ち用
　あります

左撃ち用
　あります
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トランシーバーベスト  タイプ 1
H-1110

胸に狩猟用バッチ穴とトランシーバー入れが付いてます。背中に
はロープや食料、獲物などあらゆる物を入れられる背袋は大変便
利です。裏地が付いてしっかりしたベストは変わらぬ機能性と実
用性で長年愛用されている定番モデルです。（日本製）

●表生地：ポリエステル 100％
●裏生地：ポリエステル 100％
●撥水加工生地　
●内ポケット付　
●ファスナー背袋付
●カラー：蛍光オレンジ
M ･ L　 ￥17,500 （税込￥19,250）
LL　　  ￥18,000 （税込￥19,800）
3L　　  ￥18,500 （税込￥20,350）

cm M L LL 3L
肩幅 37 39 41 41
着丈 63 67 68 68
胴囲 105 112 122 128 

大物猟に考案された裏無し一重のベストです。座ってもベストが
邪魔にならない着丈の長さです。背中はメッシュでムレません。
鳥獣被害対策に最適です。メッシュ部分には圧着刺繍やネームも
入れられます。（日本製）

●表生地：ポリエステル 100％　
●裏生地：なし
●撥水加工生地　●背中メッシュ使用
●ファスナー背袋　●内ポケット付
●カラー：蛍光オレンジ
M ･ L　 ￥13,000 （税込￥14,300）
LL　　  ￥13,500 （税込￥14,850）
3L　　  ￥14,000 （税込￥15,400）

書体は明朝体です。
圧着文字は別料金です。
書体の変更は可能です。

蛍光メッシュベスト  タイプ 3
H-1310

蛍光メッシュベスト  タイプ 1
H-1230 鳥獣被害対策ベスト対応

裏無し一重のベスト。トランシーバーベスト タイプ 1 と同様な
前身なので大変使い易いです。背中の全面が軽メッシュを使用な
のでムレる心配はありません。暑い季節の鳥獣被害対策などの制
服にも最適です。背中にネームも入れられます。（日本製）

●表生地：ポリエステル 100％
●裏生地：なし
●撥水加工生地
●内ポケット付　
●背袋なし
●カラー：蛍光オレンジ
M ･ L　 ￥13,000 （税込￥14,300）
LL　　  ￥13,500 （税込￥14,850）
3L　　  ￥14,000 （税込￥15,400）

背中メッシュで快適 !!

蛍光裏無ベスト
H-1240

書体は楷書体です。
圧着文字は別料金です。
書体の変更は可能です。

裏無し一重のベスト。前ファスナーの軽量ベストです。許可書が
入る大きさの内ポケットが付いています。上から入れる背袋は収
納抜群です。背中には猟友会やグループなどの刺繍や圧着刺繍が
入れられます。（日本製）

●表生地：ポリエステル 100％
●裏生地：なし　
●撥水加工生地　●ファスナー背袋
●内ポケット付
●カラー：蛍光オレンジ
M ･ L　 ￥12,500 （税込￥13,750）
LL　　  ￥13,000 （税込￥14,300）
3L　　  ￥13,500 （税込￥14,850）

cm M L LL 3L
肩幅 37 39 41 41
着丈 67 71 72 72
胴囲 105 112 122 128 

cm M L LL 3L
肩幅 37 39 41 41
着丈 67 71 72 72
胴囲 105 112 122 128 

cm M L LL 3L 4L
肩幅 37 39 41 41 42
着丈 67 71 72 72 72
胴囲 105 112 122 128 138 

鳥獣被害対策ベスト対応 鳥獣被害対策ベスト対応

ネームなどの刺繍も承ります。

スタンダードモデル

ネームなどの刺繍も承ります。

背袋もメッシュ

左撃ち用あります 左撃ち用あります

左撃ち用あります左撃ち用あります
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cm S M L LL 3L 4L 5L
総丈 90 94 98 100 98 98 98
股下 63 68 71 72 71 71 71
胴囲 78 83 88 95 101 106 112

スタンダードモデル

表生地は蒸れにくい素材に強力撥水加
工を施し、裏地には滑りが良いポリエ
ステルを使用。歩きやすさと機能性に
重点をおいたデザインです。前ポケッ
トにはファスナーが付き、ヒザ部分は
二重縫いで補強してあります。ジャー
ジ付き。（日本製）

●表生地：ポリエステル 85％
　　　　　コットン 15％
●裏生地：ポリエステル 100％
●撥水加工生地
●ファスナー付ポケット
●カラー：グリーン
S ･ M ･ L        ￥14,500 （税込￥15,950）
LL                   ￥15,000 （税込￥16,500）
3L ･ 4L ･ 5L  ￥15,500 （税込￥17,050）

A 型総裏付ズボン
H-2110 フリース裏地

cm S M L LL 3L 4L 5L
総丈 90 94 98 100 98 98 98
股下 63 68 71 72 71 71 71
胴囲 78 83 88 95 101 106 112

裏地には超軽量のマイクロフリース素
材を使用。肌触りは柔らかく、抜群な
温かさでタツマ撃ちに最適です。蒸れ
にくく強力撥水加工を施しています。
前ポケットにはファスナーが付き、ヒ
ザ部分は二重縫いで補強してありま
す。ジャージ付き。（日本製）

●表生地：ポリエステル 85％
　　　　　コットン 15％
●裏生地：ポリエステル 100％
●撥水加工生地
●ファスナー付ポケット
●カラー：グリーン
S ･ M ･ L        ￥15,000 （税込￥16,500）
LL                   ￥15,500 （税込￥17,050）
3L ･ 4L ･ 5L  ￥16,000 （税込￥17,600）

D 型総裏付ズボン
H-2190

ここが
ポイント

cm M L LL 3L 4L
総丈 94 98 100 98 98
股下 68 71 72 71 71
胴囲 83 88 95 101 106 

胴回りは表示サイズより約 6cm 広
がり激しい動きにもフィットしま
す。また、表生地は強力撥水加工を
施し、裏地には滑りが良いポリエス
テルを使用し前面と尻当ては二重補
強してあります。ジャージ付き。

（日本製）

●表生地：ポリエステル 85％ 
　　　　　コットン 15％
●裏生地：ポリエステル 100％
●撥水加工生地
●ファスナー付ポケット
●カラー：グリーン
M ･ L　  ￥15,500 （税込￥17,050）
LL           ￥16,000 （税込￥17,600）
3L ･ 4L  ￥16,500 （税込￥18,150）

F 型総裏付ズボン
H-2180

フィットする脇ゴム付き

cm M L LL 3L 4L
総丈 94 98 100 98 98
股下 68 71 72 71 71
胴囲 83 88 95 101 106 

深雪や雨などの過酷な自然条件にも素
早く対応するのは、やはり天然素材の
純毛ウールが一番です。機動性を最重
視したゆったりめなシルエットは大変
歩きやすくなっています。雪や水をは
じく厚手の純毛ウールは、暖かさでは
これに勝るものはないでしょう。厳冬
期の下半身に力強い味方です。ジャー
ジ付き。（日本製）

●表生地：ウール 95％  ナイロン 5％
●裏生地：ポリエステル 100％
●ファスナー付ポケット
●カラー：コン
M ･ L　  ￥20,000 （税込￥22,000）
LL           ￥20,500 （税込￥22,550）
3L ･ 4L  ￥21,000 （税込￥23,100）

ウール総裏付ズボン
H-2160

cm S M L LL 3L 4L 5L
総丈 90 94 98 100 98 98 98
股下 63 68 71 72 71 71 71
胴囲 78 83 88 95 101 106 112

オリジナルのカモフラージュ柄生地に
強力撥水加工を施し、枝やゴミが付着
せず、着心地と機能性に重視したデザ
インです。前ポケットにはファスナー
が付き、裏地は滑りが良く歩きやすく
ヒザ部分は二重縫いで補強してありま
す。ジャージ付き。（日本製）

●表生地：ポリエステル 85％
　　　　　コットン 15％
●裏生地：ポリエステル 100％
●撥水加工生地
●ファスナー付ポケット
●カラー：グリーンカモ柄
S ･ M ･ L        ￥14,500 （税込￥15,950）
LL                   ￥15,000 （税込￥16,500）
3L ･ 4L ･ 5L  ￥15,500 （税込￥17,050）

カモ柄総裏付ズボン
H-2140

スタンダードモデル

G 型総裏付ズボン
H-2200

ポリエステルの機能性を活かし
ながらまるでコットンの様な風
合いの素材です。ストレッチ性、
撥水機能、速乾性を併せ持った
ズボンです。胴回りは表示サイ
ズより約 8cm 広がります。ア
ウトポケットと後ろポケットは
ファスナー付きです。（日本製）

●表生地：ポリエステル 100％
●裏生地：ポリエステル 100％
●ストレッチ性撥水加工生地
●ファスナー付ポケット
●カラー：カーキ

cm M L LL 3L 4L
総丈 94 98 100 98 98
股下 68 71 72 71 71
胴囲 83 88 95 101 106 

ストレッチ素材＆脇ゴム付き

暖かさ抜群 !! 純毛ウール

M ･ L　  ￥18,500 （税込￥20,350）
LL           ￥19,000 （税込￥20,900）
3L ･ 4L  ￥19,500 （税込￥21,450）
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KORKERS　コーカーズ  ハンティングブーツ　H-9030 10 インチ ブーツ丈スパイク付き 極寒ブーツ !!

アイストラック　替ソール
H-9031
スパイク付きの靴底がすり減った
時の交換用靴底です。
●サイズ：7、8、9、 10、11  
￥5,600 （税込￥6,160）

アイスエクストリュウム　替ソール
H-9032
14 個の鋼鉄スパイクでガッチリ
氷をグリップする替え靴底です。
鋼鉄スパイクはネジで交換できます。
●サイズ：7、8、9、 10、11    
￥9,800 （税込￥10,780）

BOA システ機能付き
アイストラック

スノートラック ↓

ブーツにはアイストラックと
　スノートラックが標準装備です 替鋲

H-9036
● 5 個入り  
￥600 （税込￥660）

ロングスパッツ No.2　H-7190

レインチャップス　H-7421

ズボンの上から着用します。三層透
湿ラミネート構造素材は水滴を防ぎ
朝露や雪、汚れからズボンを守りま
す。雉撃ちやカモ撃ちに必需品です。
裾のファスナーはストッパー付き
で、ブーツを履いたままでも着脱で
きるのが大変便利です。（日本製）
●生　地：ナイロン 100％
●三層透湿ラミネート　
●カラー：カモ柄
￥8,000 （税込￥8,800） M  ( 股下 65cm) 　L ( 股下 72cm) 

ハバキ　H-7400

ハバキの素材は防水性帆布生地を使
用しています。これを着用すれば長
靴やズボンを傷めません。また裾後
ろ部分を斜めにカットしてあるのは
かかとで踏まないように考慮しまし
た。ふくらはぎまでくる長さなので
雨、雪、ゴミなどの侵入を防ぐばか
りでなく、ブーツや長靴などの保護
に大いに役立ちます。（日本製）
●防水性帆布生地
￥2,500 （税込￥2,750）

ハバキ　ファスナー付　H-7401

ファスナーを付け着脱しやすいようにし
ました。素材は防水性帆布生地を使用し
ています。これを着用すれば長靴やズボ
ンを傷めません。また裾後ろ部分を斜め
にカットしてかかとで踏まないように考
慮しました。ふくらはぎまでくる長さな
ので雨、雪、ゴミなどの侵入を防ぐばか
りでなく、ブーツや長靴などの保護に大
いに役立ちます。（日本製）
●防水性帆布生地
￥3,300 （税込￥3,630）

ロングスパッツ No.1　H-7180

防水ラミネート加工してありますので
水滴はもちろん、長靴やズボンの保護
にもなります。また、ふくらはぎの上
部まであるので歩きやすく、着脱しや
すいように後側にファスナーを装備
し、中央部分にゴムが入ってズレない
仕様です。（日本製）
●防水ラミネート加工生地 
●カラー：カモ柄
￥6,800 （税込￥7,480）

カモ柄生地に防水ラミネート加工し
てあります。水滴はもちろん、長靴
やブーツやズボンの保護にもなり傷
みを半減します。また、ふくらはぎ
の上部まであるので、雨、雪、ゴミ
などの侵入も防ぎます。（日本製）
●防水ラミネート加工生地 
●カラー：カモ柄
￥3,500 （税込￥3,850）

防水ラミネート加工

最高級メリノウールソックス。保温
性と肌触りが良く防臭抗菌作用もあ
ります。耐久性に優れ長時間履いて
も蒸れがなく頑丈です。（U.S.A)
●生　地：メリノウール 74％
　　　　　ナイロン 21％　
　　　　　スパンディックス 5％
●カラー：①ブラック　②オリーブ
￥3,200 （税込￥3,520）

②①

ロングサイズ

M（24.0 〜 26.5cm）　L（27.0 〜 29.5cm）

DARN TOUGH  ダーンタフ　ブーツソックス
H-9532

ファスナー付き

在庫処分 値下 !!　品切れ御免
極寒の野山で路面状況に応じ、靴底のソールが取り外して
変えられる画期的なブーツです。雪や泥に対応できるス
ノートラックと、猟場の路面や山道で威力を発揮する 32
個の鋼鉄スパイクが付いたアイストラックの 2 種の靴底が
付属しています。100% 防水と通気性を備えたブーティが
内装され、600g の Thinsulate( シンサレート・断熱素材 )
でどんな寒さにも耐えられます。BOA システムを採用し、
紐の代わりのワイヤーはダイヤルを回す事で締まるという
便利なシステムです。紐がほどける心配もなく、ダイヤル
を引張るだけのワンタッチで緩みます。(Cambodia）
●スノートラックとアイストラック付き
●重量：1,500g　　●カラー：グレー
●サイズ：7 ( 約 24.5 cm 〜 25 cm)
　　　　　8 ( 約 25.5 cm 〜 26 cm)
　　　　　9 ( 約 26.5 cm 〜 27 cm)
　　　　 10 ( 約 27.5 cm 〜 28 cm)
             11 ( 約 28.5 cm 〜 29 cm)

大特価‼︎
￥29,800 （税込￥32,780）
￥38,000（税込￥41,800）
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蛍光実猟帽子  タイプ 5
H-5270

蛍光実猟帽子  タイプ 4
H-5260

●表生地：ポリエステル 100％
●撥水加工生地　●耳カバー付き
●カラー：蛍光カモ柄（日本製）
フリー　 ￥6,000 （税込￥6,600）

●表生地：ポリエステル 100％
●撥水加工無し　●耳当て無し
●カラー：蛍光オレンジ
フリー　 ￥2,000  （税込￥2,200）

帽子サイズ　　M  55 〜 59cm、　L  57 〜 61cm、　LL  59 〜 63cm

●表生地：ポリエステル 100％
●撥水加工生地　●耳当て付き
●カラー：蛍光オレンジ（日本製）
M ･ L ･ LL　 ￥4,300 （税込￥4,730）

●表生地：ポリエステル 100％　●耳当無し
●撥水加工生地　●後ろメッシュ生地
●カラー：蛍光オレンジ（日本製）
フリー　 ￥3,500 （税込￥3,850）

●表生地：ポリエステル 65％　コットン 35％
●撥水加工素材　●耳当て付き　
●カラー：①グリーンカモ柄　
　　　　　②ブラウンカモ柄（日本製）
M ･ L ･ LL　 ￥3,500 （税込￥3,850）

●表生地：コットン 100％　
　太コーディロイ使用
●耳カバー付き
●カラー：①金茶　②アカ（日本製）
M ･ L ･ LL　 ￥4,500 （税込￥4,950）

●表生地：ポリエステル 100％
●撥水加工生地　●耳当て付き
●カラー：蛍光オレンジ（日本製）
M ･ L ･ LL　 ￥4,300 （税込￥4,730）

ベストと同素材

撥水加工素材

コールテン素材

①

②

①
②

蛍光実猟帽子  タイプ 1
H-5180

蛍光実猟帽子  タイプ 2
H-5190

ベストと同素材

カモ柄実猟帽子
H-5130

D 型実猟帽子
H-5210

襟首も暖かい
 撥水加工素材

軽くて薄くて暖かく繊維の中で最高レベルの保湿肌着です。
抜群の保温力で空気の層を包み込む三重構造特殊加工編地
により保温力アップし、冷えの大敵である汗や湿気は毛細
管現象で外側へ放出します。熱に弱いため洗濯は熱湯を避
け、乾燥機やアイロンのご使用はお避け下さい。（日本製）
●表側：アクリル 37％　ウール 30％　定外繊維 33％　
●中糸：ナイロン 100％
●裏側：ポリ塩化ビニル 80％　アクリル 20％
●カラー：①グレー　②ピーチ
 S ･ M ･ L ･ LL　 ￥7,500 （税込￥8,250）

ラビセーヌ　ひだまり健康肌着

抜群の保温力。 「全身を温めるツボ」は首のつけ根部分にあ
るとされ、この部分を温めると高い防寒効果が期待できます。 
2 重構造の複合編地で保温力抜群のネックウォーマーです。
耳までカバーできる長さで 20cm にもなる円筒状なので、肩
口からアゴや耳までカバーできる形状です。体温の 50％が逃
げていく首元をしっかりとカバーすることで寒冷地や冷所で
働いている方、ウィンタースポーツにも最適です。男女兼用
でお使い頂けます。（日本製）
●生地：アクリル　ナイロン　ポリ塩化ビニル、ウール
●カラー：①クロ　②コン　③グレー 
￥2,000 （税込￥2,200）

ネックウォーマー　H-9492

メンズサイズ表（許容範囲）
cm S M L LL

胸囲 80-88 88-96 96-104 104-112
ウエスト 68-76 76-84 84-94 94-104

身長 155-165 165-175 175-186 

レディースサイズ表（許容範囲）
cm S M L LL

バスト 72-80 79-87 86-94 93-101
ヒップ 82-90 87-95 92-100 97-105
身長 154-162

防寒肌着の決定版！

①②

メンズ長袖　　H-9500
メンズパンツ　H-9501
レディース長袖　　H-9502
レディースパンツ　H-9503

蛍光メッシュ帽子のワッペン無しです。前や横に
刺繍を入れられます。刺繍文字、数量、糸色をご
連絡ください。別途お見積もり致します。（日本製）
フリー　 ￥3,200 （税込￥3,520）

蛍光メッシュ帽子　H-5230 蛍光メッシュ帽子　H-5231



ドライ T シャツ　S-3040

ドライ T シャツは綿に比べて速乾性が非常に
高く、汗をすぐに吸ってすぐに乾かす画期的
なシャツです。吸汗性と速乾性に優れた機能
を発揮するポリエステル・メッシュ素材なの
で射撃やアクティブシーンに最適です。
●生地：ポリエステル 100％
 S ･ M ･ L ･ LL 
￥2,400 （税込￥2,640） 

射撃専用 T シャツ 速乾性に優れ、汗をかいてもドライをキープ！

①クロ ②コン ③アカ ④ブルー ⑤グレー

cm S M L LL
肩幅 44 46 48 50
着丈 65 68 71 74
袖丈 20 21 22 23 
胸囲 94 100 106 112

アクティブ T シャツ　S-3060
コンビネーションの脇下切
り替えのデザインがポイン
トです。べとつく汗を素早
く吸い取り、濡れ戻しも許
さない吸汗速乾性に優れた
ドライ素材を使用してます。
いつもサラサラした着心地
の良い T シャツです。

●生地：ポリエステル 100％
●カラー：グレー×シロ
 M ･ L ･ LL
￥2,000 （税込￥2,200）

射撃専用 T シャツオリジナル T シャツ　S-3050

コットンの着心地さに
首周りの耐久性に優れ
型崩れしにくい T シャ
ツです。

（バックプリント）
● 生 地： コ ッ ト ン
100％
●カラー：①アカ
　　　　　②オリーブ
M ･ L ･ LL   　
￥1,500 （税込￥1,650） ① ②

M ･ L　 ￥11,500 （税込￥12,650）
LL　　  ￥12,000 （税込￥13,200）
3L　　  ￥12,500 （税込￥13,750）

cm M L LL 3L
首回 40 42 45 47
肩幅 44 45 47 49
着丈 77 78 79 80
袖丈 58 59 59 60
胸回 110 116 124 136

ウールシャツは、保温性、耐
久性、撥水性に優れて過酷な
自然条件にも素早く対応して
くれます。厚いウール生地で
作った逸品で普段着としても
永く愛用できる一着です。

（日本製）
●生地：ウール 95％　
　　　　ナイロン 5％
●カラー：コン

M ･ L　 ￥14,500 （税込￥15,950）
LL　　  ￥15,000 （税込￥16,500）
3L　　  ￥15,500 （税込￥17,050）

胸のポケットは物が落ちない
ようにボタン付きです。強力
撥水加工を施し枝やゴミが付
きにくく、丈夫な素材なので
アクティブに着られます。

（日本製）
●生地：ポリエステル 65％  
　　　　コットン 35％
●撥水加工生地
●カラー：グリーンカモ柄

とても暖かい純毛ウールシャツ

cm M L LL 3L
首回 38 41 44 46
肩幅 44 46 48 50
着丈 71 75 76 77
袖丈 59 60 62 63
胸回 104 109 116 126

カモフラージュ柄シャツ
H-3140

純毛ウールシャツ
H-3180

ユニットスキン  インナー ユニットスキンパンツ　H-9452長袖ハイネック　H-9450

ス ポ ー ツ ア ン ダ ー に 必 須 な
2WAY ストレッチ素材がフィッ
トし、軽くて吸収速乾に優れて
吸った汗を肌面に戻さずベタつ
かないアンダーウェアです。こ
れを素肌に着用すれば、山で汗
をかいても着替えることなく快
適ドライでいられます。その秘
密は他のポリエステル素材に比
べ、ソフトな W 型繊維構造にあ
ります。テクノファインの W 型
繊維構造は肌に対して心地良い
ばかりでなく、肌の角質を傷め
ずやさしい繊維です。
●生地：ポリエステル 90％
　　　　ポリウレタン 10％
●カラー：①クロ
　　　　　②コン S ･M ･ L ･ LL ･ 3L　 ￥4,200 （税込￥4,620）

cm S M L LL 3L
着丈 58.5 61 63.5 66 68.5
身幅 39 43 47 51 55
袖丈 53 54 55 56 57 

　ユニットスキンインナー

cm S M L LL 3L
総丈 81 83.5 86 88.5 91
胴囲 68-76 76-84 84-94 90-100 94-104

　ユニットスキンパンツ

ウェア内部をドライに保ち、
　体温で暖かくなる機能繊維！

① ②

① ②

⑥シロ

7

S ･M ･ L ･ LL ･ 3L　 ￥4,200 （税込￥4,620）
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銃袋　3 挺入ケース　H-6400

オリジナル 3 挺入れケース

銃袋　ライフル＆空気銃用ケース　H-6300

厚いクッションが銃を守り大きめなスコープ
装着にも対応します。マチ付きのポケットが
大変便利です。42 インチは空気銃のサイク
ロンに最適です。（日本製）
●生　地：ナイロン 100％
●カラー：①クロ　②コン　
　　　　　③グリーン
38 インチ　外寸： 102 × 27 cm
42 インチ　外寸： 112 × 27 cm
46 インチ　外寸： 122 × 27 cm
￥14,000 （税込￥15,400） ナイロン製　スコープ対応

42” は FX サイクロンに
46” は FX クラウンに適合 !!

③

①

②

特許実用新案取得
登録 第 3123681 号特許実用新案取得　登録 第 3123681 号

スコープ付きのライフル銃、空気銃、散
弾銃などがこのケース 1 本で３挺まで入
ります。銃検査の時に 2 〜３本のケース
を持ち運ぶ苦労から解放されます。少々
重いですが、一度に運べるので管理や盗
難にも安心です。替銃身付きの銃をお持
ちの方にも最適です。
●生　地：ナイロン 100％　
●カラー：クロ
50 インチ　外寸： 131 × 27 cm
￥20,000 （税込￥22,000）

銃袋　二連・オート兼用ケース　H-6170 銃袋　ライフル用ケース　H-6180

●生地：防水性ラミネート加工生地　　●カラー：カモフラージュ柄（日本製）
46 インチ　外寸： 122 × 18 cm　　48 インチ　外寸： 126 × 18 cm
50 インチ　外寸： 131 × 18 cm　　52 インチ　外寸： 136 × 18 cm
54 インチ　外寸： 141 × 18 cm　　　　　　　　￥13,000 （税込￥14,300）

●生　地：防水性ラミネート加工生地（日本製）　　
●カラー：カモフラージュ柄
42 インチ　外寸： 112 × 23 cm
46 インチ　外寸： 122 × 23 cm　　　￥13,300  （税込￥14,630）

スコープ対応

銃袋　バックパックガンケース　H-6500
コンパクトでリュック型のガンケースです。
撥水性を施してある丈夫な帆布生地を使用し
ています。背負う事で両手が空き大変便利で
す。オートバイ乗りにもお勧めです。（日本製）
●生　地：撥水帆布コットン 100％
●カラー：グリーン
二連用　外寸： 80 × 25 cm
オート用　外寸： 93 × 25 cm　
￥15,000 （税込￥16,500）

オートバイ乗りに好評 !!

銃袋　ブルパップガンケース　H-6550
アサルト銃器の設計において、グリップと引
金より後方に弾倉や機関部を配置するブル
パップ方式の銃に対応して作ったガンケース
です。人気ある空気銃の AIR ARMS ガラハド
や FX ボブキャットなどに対応。撥水性を施
してある丈夫な帆布生地を使用しています。

（日本製）
●生　地：撥水帆布コットン 100％
●カラー：グリーン
40 インチ　外寸： 107 × 35 cm　
￥14,000 （税込￥15,400）

AIR ARMS ガラハド、FX ボブキャット用ケース
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コストパフォーマンス No.1 のガンケースです。
丈夫なナイロン製のパッドは 16mm の厚さで銃
を保護します。ポケット、ショルダーストラッ
プは付属していないシンプルなケースです。
●生　地：ナイロン 100％
●カラー：①クロ　
　　　　　②グリーン
46 インチ　外寸： 122 × 25 cm
￥7,000 （税込￥7,700）

ナイロン製
　コストパフォーマンス No.1

①

②

BULLDOG　エコノミーライフルガンケース　H-9742

BULLDOG　エコノミーショットガンケース　H-9743

ライフル同様コストパフォーマンスのショット
ガンケースです。ポケット、ショルダーストラッ
プは付属していないシンプルなケースです。
●生　地：ナイロン 100％
●カラー：①クロ　
　　　　　②グリーン
52 インチ　外寸： 132 × 18 cm
￥7,000 （税込￥7,700）

ナイロン製 コストパフォーマンス No.1

①

②

トランクケースカバー 高級トランクケースをキズや衝撃から守る専用カバーです。国内、海外の試合や遠征などには大変に便利で
重宝します。取り外し可能なショルダーストラップで両手がふさがることもありません。（日本製）

タイプ 2　S-7250
ぺラッツィのラウンド型タイプの
トランクケースに対応しています。
●外寸： 86 × 30 × 8 cm　
●カラー：クロ
￥17,000 （税込￥18,700）

タイプ 3　S-7260
ベレッタ DT10 のトランクケース
に対応しています。
●外寸 87.5 × 28 × 8 cm　
●カラー：クロ
￥17,000 （税込￥18,700）

タイプ 1　S-7240
旧型ベレッタやフランコタイプの
トランクケースに対応しています。
●外寸： 82 × 24 × 7.5 cm　
●カラー：クロ
￥17,000 （税込￥18,700）

ナイロン製

BULLDOG　スーペリアライフルガンケース　H-9744

BULLDOG　スーペリアショットガンケース　H-9745

クッション性が高くなり耐久性と耐水性のある
ナイロン素材の銃ケースです。銃口部分は補強
されています。5cm もマチがあるアクセサリー
ポケットと調節可能なショルダーストラップも
付いています。
●生　地：ナイロン 100％
●カラー：クロ×タン
42 インチ　外寸： 112 × 27 cm
46 インチ　外寸： 122 × 27 cm
￥10,000 （税込￥11,000）

ライフル同様のクッション性が高いショットガ
ンケースです。長い銃身の自動銃にも最適です。
ポケット、調節可能なショルダーストラップも
付いています。
●生　地：ナイロン 100％
●カラー：　
52 インチ　外寸： 132 × 18 cm
￥10,000 （税込￥11,000）
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テイクダウンケース　本革製　S-7160

テイクダウンケース　スエード製

厚手の本牛革を使用した型押しエピ柄パターンの高級ガンケースです。
30 インチまでの銃身長が収納可能で、利便性を兼ね備えた軽量コンパ
クト設計。トランクケースは重い、大きいと感じた方に是非お勧めです。

（日本製）
●外寸： W80 × D10 × H16 cm　
●カラー：①エピ柄クロ　②エピ柄チャ　　￥90,000 （税込￥99,000）

合皮スエード製

本牛革製

①

②

③

④

①

②

簡易銃袋　二連・オート兼用　H-6200
クッション材が無いナイロン生地の銃袋です。たたんでポケット
に収納できるのが便利です。ショルダーストラップはありません。
二連銃や自動銃に対応。（日本製）
●生地：ナイロン 100％　　●撥水加工生地　　
●外寸： 48 インチ　外寸 123 cm
●カラー：①クロ　②コン
￥5,000 （税込￥5,500）

①

②

ナイロン製

スエード製　二連用　S-7190
●外寸： W80 × D10 × H16 cm　
●カラー：①クロ　②チャ　③ブルー　④花柄
￥20,000 （税込￥22,000）

スエード製　オート用　S-7230
●外寸： W93 × D10 × H16 cm　
●カラー：①クロ　②チャ　③ブルー　④花柄
￥21,000 （税込￥23,100）

合成皮革製　二連用　S-7191
●外寸： W80 × D10 × H16 cm　
●カラー：⑤エナメルアカ　⑥エナメルイエロー
　　　　　⑦コン　⑧迷彩カモ柄
￥20,000 （税込￥22,000）

合成皮革製　オート用　S-7231
●外寸： W80 × D10 × H16 cm　
●カラー：⑤エナメルアカ　⑥エナメルイエロー
　　　　　⑦コン　⑧ブラックカモ柄
￥21,000 （税込￥23,100）

Made in Japan

限定販売 合成皮革製

オリジナル　トランクケース

二連用　S-9100
●外寸： 82 × 24 × 7.5 cm　
●カラー：①クロ　②チャ
￥￥20,000 （税込￥22,000） 

オート用　S-9101
●外寸： 91 × 24 × 7.5 cm　
●カラー：①クロ　②チャ
￥21,000 （税込￥23,100） 

ライフル用　S-9102
●外寸： 118 × 26.4 × 7.5 cm
●カラー：クロ
￥24,500 （税込￥26,950）  

二連用

オート用Made in Japan

銃ケースには見えない銃ケース。開閉はオープン
ファスナー式で内側は仕切りのあるデザインです。
非常に軽く、銃ケースだとは思えないところがオ
シャレです。ショルダー付きなので、両手がふさ
がる心配もありません。（日本製）

ライフル用

⑤ ⑥

⑦ ⑧
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多くの方がご愛用のストックカバーは上下ニ連銃を入れ
たまま開閉できるのが特徴です。傷やホコリなどから愛
銃を守ります。①と②はネールホルダーなし。（日本製）
●カラー：①クロ　②コン
　　　　　③カーキ
￥3,000 （税込￥3,300）

①

②

③

ストックカバー　H-6190

テイクダウンケースなどの収納にご利用下さい。（日本製）
●カラー：①クロ　③チャ　④エンジ　⑤ピンク
￥2,200 （税込￥2,420）

中袋　オート用　H-6420
●カラー：①クロ　②グリーン
　　　　　③チャ　④エンジ　⑤ピンク
￥2,400 （税込￥2,640） ③ ④

① ②

中袋　二連用　H-6410

⑤

①

②

銃カバー  タイプ 1

ライフル用　H-6150　全長約 115 cm
￥3,500 （税込￥3,850）

タイプ１は銃を包み込む構造で、銃床部分にマジックのゴムベルトを巻
き付けるタイプです。ライフル用と空気銃は標準のスコープを付けた状
態でも入ります。日本製））
●生　地：①ポリエステル 65％　コットン 35％
　　　　　②ポリエステル 100％ 
●撥水加工生地
●カラー：①カモ柄　②蛍光オレンジ

二連・オート兼用      H-6110　全長約 120 cm
スラッグ用                 H-6120　全長約 110 cm
兼用　52” 用              H-6130　全長約 130 cm（オレンジのみ）
兼用　54” 用              H-6140　全長約 135 cm
￥3,000 （税込￥3,300）

①

②

ブルパップ用　H-6270　全長約 100 cm
￥4,000 （税込￥4,400）

①カモ柄のみ

②オレンジのみ

空気銃用　H-6260　全長約 105 cm
￥3,500 （税込￥3,850）

AIR ARMS ガラハド・FX ボブキャットに最適 !!

銃カバー  タイプ 3
タイプ 3 はゴムの伸縮の許容範囲が長くなりました。銃がよりフィット
し、素早い銃の出し入れが可能です。収納ポケット付きです。（日本製））
●生　地：①ポリエステル 65％　コットン 35％
　　　　　② . ③ポリエステル 100％

二連・オート兼用　H-6610　全長約 95 〜 127 cm
●カラー：①カモ柄　②蛍光オレンジ
￥3,000 （税込￥3,300）

空気銃用　H-6680　全長約 95 〜 120 cm
￥3,500 （税込￥3,850）

①

②

①

②

③

①

②

③

二連・オート兼用　H-6611　全長約 95 〜 127 cm
●カラー：①蛍光カモ柄 （数量限定）
￥3,300 （税込￥3,630）

ライフル用　H-6650　全長約 95 〜 120 cm
●カラー：①カモ柄　②蛍光オレンジ
￥3,500 （税込￥3,850）

ライフル用　H-6651　全長約 95 〜 120 cm
●カラー：①蛍光カモ柄 （数量限定）
￥3,800 （税込￥4,180）
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10 発弾差　H-72406 発弾差　H-7230 ライフル弾差　H-7250

6 発弾差は雨や雪を防ぐフタ付きなので、装
弾を落とす心配もありません。4cm までのベ
ルトに装着可能です。弾差しベルトと一緒に
ご利用ください。（日本製）
●口径：① 12 番　② 20 番
￥6,000 （税込￥6,600）

効率の良い 10 発入りの弾差です。ゴムバンド
で素早く装弾が取り出せます。5cm 幅までの
ベルトに装着可能です。12 番用と 20 番用を
ご用意してあります。（日本製）
●口径：① 12 番　② 20 番
￥5,000 （税込￥5,500）

30 口径の実砲が 12 発
入ります。5cm までの
ベルトに装着可能です。
弾差ベルトと一緒にご
利用ください。（日本製）
￥5,800 （税込￥6,380）

スリング

二連・オート兼用　H-7340
●ベルト幅 25 mm　
●カラー：①カモ柄　②クロ
￥4,000 （税込￥4,400）

ライフル用　H-7350
●ベルト幅 30 mm　
●カラー：①カモ柄　②クロ
￥4,200 （税込￥4,620） 兼用 ライフル用

滑り止め付きスリング

① ②

LIMBSAVER　リムセーバー
ゴディアックエアスリング
H-9621

LimbSaver 社の技術と
研究開発の集大成のス
リングです。登録商標の
NAVCOM 技術のすべらない材質
を使用したメッシュデザインは体
の輪郭に曲がり、銃器の重量を均
等に分散するよう人間工学的に設
計 し て い ま す。 ま た、NAVCOM
ハンドグリップは調節可能でロッ
クします。すべての気象状況に対
応し、スイベルはワンタッチ機構
で分離できます。（U.S.A.） 
●ベルト巾 25 mm
●カラー：①クロ　
　　　　　②オリーブ
￥7,600 （税込￥8,360） ① ②

ALPINE　アルパイン
デュアルスリング　H-9765

① ②

アモスリッカーは特殊なノンス
リップのネオプレン製で雨や雪
などの悪条件でも弾が濡れるこ
とがありません。強力なベルク
ロで銃床に巻き付けるホルダー
式の弾差しです。ハンティング
の経験から細部にこだわりとて
も使いやすく出来ています。
弾差し部分はゴムを使用してい
ますので、散弾用は 12 番と 20
番兼用で 5 発入りです。ライフ
ル用も大口径が 7 発入ります。

（U.S.A.） 

ALPINE　アルパイン　アモスリッカー 防水ネオプレン素材使用

ライフル用　H-9767
●カラー：①マウンテンカモ柄　
　　　　　②シャドーカモ柄   
￥5,800 （税込￥6,380）

散弾用　　　H-9766
●カラー：①マウンテンカモ柄　
　　　　　②シャドーカモ柄   
￥5,800 （税込￥6,380）

革製とは違い布製は、切れるなど
の心配がございません。また、ス
トラップに親指を掛けて握ると非
常に楽に背負えるオリジナル機能
付き。特殊素材の滑り止め付き。

（日本製）

デュアルスリングは素早くシングルショルダーから
デュアルショルダーに数秒で変更できます。 安定性、
快適性のために両肩に重さを配分する設計になって
います。 38mm 巾のベルトにはウェビング滑り止め
で作られているため、スリップの心配はありません。

（U.S.A.） 
●ベルト巾 38 mm　●カラー：クロ
￥8,800 （税込￥9,680）

5 発差

7 発差
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弾差ベルト　H-7390マガジンケース

ワンタッチで装着可能な 30mm 幅の弾
差し用ベルトでナイフや弾差しケースな
どを持つのに便利です。65 〜 120cm ま
で調整可能。（日本製）
●カラー：①クロ　②グリーン
￥1,100 （税込￥1,210）

①

②

レミントン 7400 や FN-BAR などの
替マガジンが入ります。（日本製）
●サイズ： W5.2 × D2.7 × H8.2 cm

サコ− M85 やサワー 90 などのマグ
ナム用替マガジンが入ります。
●サイズ： W5.2 × D2.7 × H10.2 cm

本革製　
マグナム用
H-7460
￥6,000 （税込￥6,600）

マグナム用
H-7440
￥4,000 （税込￥4,400）

本革製  STD
H-7450
￥5,800 （税込￥6,380）

カモ柄  STD
H-7270
￥3,500 （税込￥3,850）

ボルトケース　本革製 ボルトケース　H-7280

本革製

ライフル銃にはなくてはなら
ないボルト。ボルトをキズか
ら守るだけでなく、盗難や紛
失防止のためにも専用ケース
があれば大変便利です。ロン
グは 20cm ショートは 17cm
の長さでベルトに装着可能で
す。（日本製）
●カラー：①クロ　②チャ

●表生地：ポリエステル 65％　
　　　　　コットン 35％
●カラー：①クロ　②グリーン　③ブルー　④カモ柄
●長さ：20 cm　　（日本製）
￥4,800 （税込￥5,280）

ロングアクション用　H-7430
●長さ：20 cm
￥7,800 （税込￥8,580）

ショートアクション用　H-7431
●長さ：17 cm
￥7,800 （税込￥8,580）

E 型手袋　総裏付　H-7300

E 型手袋は非常に柔らかく
とても手に馴染み易い本革
を使用。裏地付きで暖かい
加工をしています。１番痛
みやすい手のヒラと親指部
分は２重皮縫いの補強をし
てあります。（日本製）
●高級やぎ革　 
●総裏地付
●カラー：クロ
M･L･LL  　
￥5,800 （税込￥6,380）

本革手袋

F 型手袋　総裏付　H-7490

寒冷地仕様の手袋です。表面は
蜂の巣状に極小の気孔があり防
水性と透湿性を併せ持ち蒸れに
くいのが特徴です。薄い手の形
状したフィルムが入っていて起
毛の裏地が付いています。手首
はネオプレンで風を通さず暖か
いです。縫製部分からの水の侵
入は防げませんのでご了承くだ
さい。（日本製）
●ハイポラ (HIPORA) 素材
●総裏地付
●カラー：クロ　
M･L･LL  　
￥7,000 （税込￥7,700）

カモフラージュ手袋　総裏付　H-7410
本革は使い込むほど手に馴
染みます。甲の部分はカモ
柄生地で手のヒラは本革で
す。裏地付なので暖かく、
カモ柄生地は水をはじく撥
水加工してあります。１番
痛みやすい手のヒラと親指
部分は２重皮縫いの補強を
してあります。（日本製）
●高級やぎ革　 ●総裏地付
●カラー：クロ×カモ柄
M･L･LL 
￥6300 （税込￥6,930）

本革手袋

PEREGRINE　クイックショット　H-9600

① ②

フィールドで長時間銃を持っているのはとても
疲れます。そんなハンターの安全と疲労軽減を
考慮した優れものです。調節ができるベルトに
は 12 番、20 番装弾が入るゴムも付いています。
また、シャルムの 10 発弾差しやライフル弾差
しもオプションで装着可能です。
●カラー：①クロ　②カモ柄
￥8,600 （税込￥9,460）

防水特殊素材使用

① ②

手袋サイズ　　M  24cm、　L  25cm、　LL  26cm
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BEARTOOTH　ベアトゥース

ストックガード　H-9250
ストックガードはストックを傷から守るだけではなく、厚さの違う付
属のパット５枚でベンドの高さを簡単に調節できます。取付け取外し
も簡単で、ウエットスーツと同じ素材なので水滴も寄せ付けません。
●カラー：①クロ　②チャ　　￥7,400 （税込￥8,140）

ベンド調整カバー　本革製
この本革製のカバーを装着すればスコープやドットサイトが適切な目線で照準できます。
せっかく良いスコープを装着しても目の位置と狙点が合ってなくては当たりません。そ
れには、頬付けがスコープの高さに合うように、このベンドカバーで調節すると正確に
狙えます。スコープの高さに合わせて 5mm 〜 25mm の二連・オート兼用とボルト用の
各サイズからお選び下さい。（日本製）

二連・オート兼用　S-7410　
①    5 mm　￥16,500 （税込￥18,150）
② 10 mm　￥16,500 （税込￥18,150）
③ 12 mm　￥17,000 （税込￥18,700）
④ 15 mm　￥17,000 （税込￥18,700）
⑤ 18 mm　￥17,500 （税込￥19,250）
⑥ 20 mm　￥17,500 （税込￥19,250）
⑦ 23 mm　￥18,500 （税込￥20,350）
⑧ 25 mm　￥18,500 （税込￥20,350）

本革製

各種左用あります !!

いくら良いスコープを装着しても
　目と狙点が合わなければ当たりません。
　　このベンド調整カバーでバッチリです !!

ボルト用　S-7480　
①    5 mm　￥17,500 （税込￥19,250）
② 10 mm　￥17,500 （税込￥19,250）
③ 12 mm　￥18,000 （税込￥19,800）
④ 15 mm　￥18,000 （税込￥19,800）
⑤ 18 mm　￥18,500 （税込￥20,350）
⑥ 20 mm　￥18,500 （税込￥20,350）
⑦ 23 mm　￥19,500 （税込￥21,450）
⑧ 25 mm　￥19,500 （税込￥21,450）

LIMBSAVER　リムセーバー リコイルパッド

①ミディアム　　S-9890　 ( 縦 132 ×幅 49 ×厚 28 mm )
②ラージ　　　　S-9891　 ( 縦 144 ×幅 55 ×厚 28 mm )
③マッドハーフ　S-9892　 ( 縦 132 ×幅 49 ×厚 18 mm )
④レミントン用　S-9893　 ( 縦 127 ×幅 42 ×厚 28 mm )
⑤ FN-BAR 用        S-9894　 ( 縦 128 ×幅 43 ×厚 28 mm )
⑥マッドスロープ   S-9895  ( 縦 140 ×幅 50 ×厚 25 mm )
￥11,000 （税込￥12,100）

70％軽減する強力衝撃吸収素材のリコイルパッド。特にライ
フルのショックは軽減されます。レミントン用とブローニング
用の専用パッドをご用意致しました。レミントン用はシンセス
トックの 700ADL/BDL と＃ 870、＃ 1100、＃ 1187 の 12 番
用に対応します。ブローニング用はウッドストックの Bar Auto
とGold Auto用に対応します。また、トラップ用にはミディアム、
ラ−ジとマッドスロープの 3 種類から選べます。（U.S.A.） 

① ② ③ ④ ⑤

①

②

③

④

⑤

⑥

⑥

LIMBSAVER　リムセーバー X リング

① S / M　　　 S-9901　 ( 厚 13 mm 　縦 117 ×幅 40 〜縦 130 ×幅 45mm )
②スモール　　S-9902　 ( 厚 25 mm 　縦 114 ×幅 38 〜縦 122 ×幅 40mm )
③ミディアム　S-9903　 ( 厚 25 mm 　縦 122 ×幅 41 〜縦 130 ×幅 45mm) 
④ラージ　　　S-9904　 ( 厚 25 mm 　縦 130 ×幅 45 〜縦 136 ×幅 47mm ))
￥8,000 （税込￥8,800）

① ②

ゴム製のスリップオンパッドは、加工することなく銃床にかぶせるだけで反動を
最大 70％削減します。ほとんどのライフル、ショットガンに利用できます。
既存のリコイルパッドの上から直接取り付けも出来ますが、最適なパフォーマン
スを実現するためには、リコイルパッドを取り外して使用することをお勧めしま
す。（U.S.A.） 

LIMBSAVER　リムセーバー
スリップオンリコイルパッド

銃床にかぶせるだけで
　反動を最大 70％削減

連射の際、バレルの振動を抑えグルーピングを劇的に向上させます。
ブルバレル用はヘビーバレルの他にもスラッグガンにも適合します。

（U.S.A.） 
① STD バレル用　　S-9905　 ( 直径 13 〜 22mm )
② BULL バレル用 　S-9906　 ( 直径 20 〜 29mm )
￥3,800 （税込￥4,180）
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ALPINE　アルパイン

アルパインは特許取得の軽量で
静かな防水のネオプレン素材を
使って、ライフルスコープやス
ポティングスコープや弾刺しや
双眼鏡などのカバーを作ってま
す。また、アルパインのパテン
トであるレンズ拭きはとても重
宝します。ハンティングの経験
から細部にこだわり、とても使
いやすいアイテムを製作してい
ます。（U.S.A.） 

防水ネオプレン素材使用

②①

スコープカバー DX
スコープカバー DX は着脱する事なく、2 つの保持バンドでスコープに
保持し、各端を上下にずらしてアクセスできます。また、付属マイクロ
ファイバー・レンズクリーナーで、いつでも奇麗なレンズが保てます。

スモール　　H-9762　( 全長 200 〜 300 mm、対物 20 〜 40 mm )
ミディアム　H-9763　( 全長 300 〜 380 mm、対物 30 〜 60 mm ）
ラージ　　　H-9764　( 全長 350 〜 500 mm、対物 33 〜 75 mm ）
●カラー：①マウンテンカモ柄　
　　　　　②クロ   
￥3,800 （税込￥4,180）

眼の緊張も軽減し眼精疲労や風とグレアと周囲
の光を完全に遮断して透明性を高めます。また、
アイピースを保護するためにフラップが一緒に
曲がるのも特徴のひとつです。
●カラー：①マウンテンカモ柄
　　　　　②シャドーカモ柄
￥4,800 （税込￥5,280）

超軽量で耐候性のあるカバーです。
付属マイクロファイバー・レンズ
クリーナーですばやく簡単に掃除
できます。
●対物レンズ：100 mm で対応
●全　長：280 〜 400 mm に対応
●カラー：①カモ柄
　　　　　②クロ
￥3,600 （税込￥3,960）

②

 Dog Navi  ドッグナビ  Ver.2

狩猟者端末 ( HT - 01 )　D-3010
ドッグナビは GPS 機能と音声機能を備えてあり地図上で犬の位置
や距離などが一目でわかり、免許や登録など不要な技術適合商品
です。海外製品（ガーミン社製品）との互換性はありません。オ
プションでヒト検知機能をバージョンアップ出来ます。（日本製）
●無線規格：特定小電力無線（免許不要）　
●地図：日本全国版　●複数犬数：最大 15 頭
●電池：リチウムイオン 2 次電池（充電式）
●外寸：W67 × D31.5 × H140mm（突起部含まず） 
●質量：270g （本体のみ）　●防水構造：IPX5
●連続使用時間：音声あり約 6 時間 , 音声なし約 8.5 時間
●ヒト検知機能：なし ( オプション）
￥105,000 （税込￥115,500）

猟犬端末 ( DG - 01 )　D-3020
●外寸：W90 × D52 × H46.4mm（突起部含まず）
●質量：180g （本体のみ）　
●防水構造：PX5/7
●連続使用時間：
   音声あり約 3 時間
   音声なし約 27 時間 
￥55,000 （税込￥60,500）

ヒト検知機能　D-3030
「ヒト検知機能」とは狩猟者端末の位置も画面上に
表示させる機能です。お互いの位置が正確に把握
できるので誤射防止など安全狩猟への効果があり
ます。※ヒト検知機能は HT-01 のバージョンアッ
プ作業（バージョン２SP）が必要です。 
￥10,000 （税込￥11,000）

免許・登録不要！
電波法適合の GPS

仲間の位置もわかる「ヒト検知機能」

①
②

防水ネオプレン素材使用

①

ALPINE　アルパイン
スポットカバー　H-9761

ALPINE　アルパイン
ビノバンデッド　H-9770

双眼鏡カバー

※ドッグナビの主要部品の製造工場が火災になり今後の生産が出来なくなりました。
狩猟者端末 HT-01 は 2023 年 2 月末頃、猟犬端末 DG-01 は 2025 年 2 月末頃で販
売終了と予想されますのでご了承ください。詳細はご連絡くださ。
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スポーツシートパックはカモフラージュ柄の折り畳み
式椅子付きリュックです。大きなコンパートメントに
耐久パッド入りショルダーストラップが付いてます。
両サイドのメッシュポケットは取出しに便利で収納力
もあります。猟場で長時間の待ちにも楽に座っていら
れて便利です。
耐久重量 90kg
●防水ラミネート加工裏地　●重量：1700g
●容量：35L ●フレーム：W30 × D25 × H47cm 　
●カラー：カモ柄
￥15,000 （税込￥16,500）

イス付きの軽量リュック

大型のメインコンパートメントに多数の
ポケットがあり、背中は厚めのメッシュ
クッションとチェストストラップがある
ので長時間でも楽に背負えます。耐久性
のあるパッド入りでショルダーストラッ
プには携帯ケースが付属ています。
●防水ラミネート加工裏地　
●重量：1290g　
●容量：43L　
●フレーム：W35 × D25 × H50cm 
●カラー：カモ柄
￥9,800 （税込￥10,780）

頑丈に作られたダッフルバッグ。調節可能な
パッド入りショルダーストラップと大きなメ
インコンパートメント、フロントポケットと
2 つのサイドポケットがついています。
●防水ラミネート加工裏地　
●重量：1070g　●容量：54L　
●フレーム：W61 × D30 × H30cm
●カラー：カモ柄
￥6,800 （税込￥7,480）

ポケット多数・抜群の収納力！

RUGGED RARE　ラゲッドレア
スポーツシートパック　H-9280

RUGGED RARE　ラゲッドレア
キャリーオールバックパック　H-9282

RUGGED RARE　ラゲッドレア
ダッフルバック　H-9283

BUCK　バック　セルカーク　#863　K-2410

ハンティングはもちろんサバイバルやブッシュクラフトでも
大活躍間違いなしのナイフです。ナイロン形成のシースに緊
急ホイッスル機能が付いたファイヤースターターが標準装備
してます。CNC マシーンで削られたキャンバスマイカルタ・
ハンドルは耐水性、握り心地、耐久性に優れています。フル
タング構造なのでバトニングもできます。（U.S.A.）
●全長：240 mm　●刃長：117 mm　●重量：212 g
●材質：420HC　●ホイッスル付ファイヤースターター付属
●ナイロン形成シース付
￥15,400 （税込￥16,940）

RUKO　ルコ  スキニングセット　K-6050

米国とカナダで 60 年以上にわたりナイフを製造しています。
スキニングセットは獲物の解体専用ナイフです。皮を剥ぎやす
いガットフック付きスキナーナイフと獲物の頭皮や目の周りな
どデリケート部分に適したケーパーナイフのセットです。
●ガットフック全長：232mm　●ケーパー全長：178mm
●材質：420A ステンレス　●ナイロンシース付
●カラー：①クロ　②オレンジ
￥7,800 （税込￥8,580）

① ②

2 本入り

ファイヤースターター付き
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GEAR KEEPER　ギアキーパー　H-9750

COGHLAN'S　コフラン  ベアーベル　H-9700

オリジナルワッペン

A&F　サイレントホイッスル　H-9520

ACME　アクメ  サイレントドッグホイッス　H-9570

ACME　アクメ  ドッグホイッスル　H-9571

世界的に有名なホイッスル、アクメ社の
犬笛です。敏感な猟犬のために特別にデ
ザインされて、ネジの調整により 5400
ヘルツから 12800 ヘルツ間の周波数が
出るように設計されてます。天候や環境、
指示者などの条件にもよりますが、最大
3 キロ先までの効果があると言われてま
す。小さいながらも最高の造りでずっし
りした重量感が魅力です。（ENGLAND)
●カラー：シルバー
￥4,300 （税込￥4,730）

犬の訓練やトライアル競
技で標準使用している有
名なホイッスルです。驚
くほど遠くまで届き、大
変鋭いピッチ音は定評が
あります。

（ENGLAND）
●カラー：オレンジ
￥800 （税込￥880）

アクメ社のプラスティッ
ク 製 の 犬 笛 で す。 遠 く
ま で 良 く 通 る 音 色 を
追 求 さ れ た 犬 笛 で す。

（ENGLAND）
●カラー：①クロ
　　　　　②オレンジ
　　　　　③ブルー
　　　　　④ライム　
￥2,000 （税込￥2,200）

① ② ③ ④

① ② ③

軽量なアルミ合金から削
り出して作った 7g の犬
笛です。周波数を調整す
る後部はキャップで保護
されていますので、不用
意に回ることなくいつも
同じ音で使用できます。

（日本製）
●カラー：シルバー
￥1,800 （税込￥1,980）

ベルクロで簡単に洋服やバッグ、
ベルトに取り付けることができ
る熊鈴です。使用しないときは、
付属の磁石により消音すること
ができます。
●サイズ：9 × 38 mm
●重　量：36g
●カラー：①レッド
　　　　　②ブルー
　　　　　③イエロー
￥600 （税込￥660）

丸型ワッペン　S-7511
●サイズ：直径 70 mm　
●カラー：グレー
￥600 （税込￥660）

丸型ワッペン　S-7510
●サイズ：直径 85 mm　
●カラー：①クロ　②コン　③アカ
￥800 （税込￥880）

角型ワッペン　S-7512
●サイズ：40 × 70mm　
●カラー：①クロ　②コン
￥800 （税込￥880）

角型ワッペン　S-7513
●サイズ：30 × 90 mm　●カラー：コン
￥800 （税込￥880）

① ② ③

① ②

トラクター ( 自動巻上げ式コード ) の伸縮コー
ドは腐食にも強いスペトラで 255g までの吸引
力があります。大切なトランシーバー、双眼鏡、
カメラ、GPS、送信器、懐中電灯等の脱落防止
などにご使用下さい。着脱可能なマウントが 3
種類の付いたデラックスコンボです。（U.S.A)
●材質：本体はプラスチック
●コード：強化素材スペトラライン
●コード吸引力：９ オンス (255g)
●コード伸縮長：81 cm
￥4,400 （税込￥4,840）

A&F　ライフルカフス　H-9524

本 物 の 大 口 径 ラ イ フ ル
カートリッジから作られ
たワイシャツ用のカフス
で す。 様 々 な 大 き さ の
口径と銘柄があります。

（JAPAN）
●サイズ：12 × 22 mm
●重　量：12g
●材　質：真鍮
●ギフトボックス付
￥2,700 （税込￥2,970）

30-06 Sp
243 Win
30 Carbine
308 Wim
300 WinMag

ACME　アクメ  サンダラーホイッスル
H-9572

空気銃狩猟入門編　DVD+ ビデオ　H-9550

空気銃狩猟を始める方必見です。
かなり実践的な内容です。ビデオ
の他に DVD をお付けします。
VHS 45 分（日本製）
●空気銃の種類　 
●弾道とスコープの使い方
●実際の狩猟シーン
●スコープの選び方　
●狩猟登録とは？　　
●カモの解体説明
￥3,800 （税込￥4,180）

DVD ＆ビデオがセット！
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両刃仕様

猪や鹿猟用に鍛造しました。刃先は通常の剣鉈に比べ細身にし
てあり、差しやすくしてあります。また刀先を少し丸みをもた
せ皮剥ぎにも対応しています。柄は銃のストックと同じ高級ク
ルミ材を使用し、シースは本革製ケースです。（日本製）

土佐鋼猪鹿刀 180　K-1081
●全長：325 mm　●刃長：180 mm
●重量：300 g　　 ●材質：土佐白鋼
●柄：クルミ材　  ●レザーシース
￥16,000 （税込￥17,600）

土佐鋼猪鹿刀 150　K-1080
●全長：295 mm　●刃長：150 mm
●重量：280 g　　 ●材質：土佐白鋼
●柄：クルミ材　  ●レザーシース
￥15,000 （税込￥16,500）

大物ナイフの決定版
土佐万能小刀　K-1062　
猪や鹿の解体作業時に細かいところまで
行き届く、便利な狩猟解体小刀です。
油も付きにくく脅威な切れ味です。

（日本製）
●全長：168 mm　●刃長：60 mm
●重量：178 g　●材質：土佐白鋼
●レザーシース付　
￥4,000 （税込￥4,400）

オリジナル  バードナイフ　K-7000

鳥を獲った際にフックに内蔵を引っ
掛けて取り出します。今では腸抜き
が付いているナイフが少なく鳥撃ち
ハンターには必需品です。
●全長： 170 mm（閉鎖時 97 mm)
●刃長： 65 mm　●重量： 80 g
●材質：420 ステンレス　
●ケースなし
￥7,000 （税込￥7,700）

狩猟解体包丁

猪や鹿の肉の解体に造ら
れた包丁です。切れ味は
勿論、操作性を追求した
柄は刃から柄の先まで一
体型です。握りやすく力
も加えやすくなってます
のでプロの業者も使って
います。
片刃仕様 。（日本製）

片刃仕様 片刃仕様 片刃仕様

スキナー　K-1050
●全長：255mm　●重量：125g
●材質：特殊合金鋼 SKD11
●レザーシース付
￥8,500 （税込￥9,350）

骨スキ角　K-1052
●全長：255mm　●重量：130g
●材質：特殊合金鋼 SKD11
●レザーシース付
￥8,000 （税込￥8,800）

骨スキ丸　K-1054
●全長：255mm　●重量：130g
●材質：特殊合金鋼 SKD11
●レザーシース付
￥8,000 （税込￥8,800）

和式狩猟ナイフ
土佐打刃物 豊国は 400 年の伝統技法を守り、丹念に一本一本手作り鍛造してい
ます。硬さ、切れ味、柔軟性、耐久性は言うまでも無く抜群です。また、天然砥
石、人造砥石（セラミック等）でも簡単に刃がつけらます。想像以上の切れ味と
頑固な作りはプロの道具に恥じない信頼の高さを誇っています。鋼は土佐オリジ
ナル白鋼と上級者が愛用する安来鋼青２ダマスカス片面 7 層（両面で 15 層の軟
鉄で挟み込む）の 2 種類からお選びください。 樫木製ケース付き。（日本製）

槌目剣鉈の詳細　　刃長 / 全長 / 刃巾　単位 /mm
120  (120 / 260 / 34)  ．150  (150 / 290 / 34)
180  (180 / 320 / 34)  ．210  (210 / 350 / 34)
240  (240 / 400 / 34)  ．270  (270 / 445 / 34))  
300  (300 / 480 / 34)

和式狩猟用

槌目剣鉈
つちめけんなた

両刃仕様

①②③

④
⑤⑥⑦

オリジナル  ガットフックナイフ　K-7010

鍛冶屋 トヨクニ

両刃仕様

ローズウッドハンドル

① 槌目剣鉈  120  白鋼　K-1000　￥10,300 （税込￥11,330）

② 槌目剣鉈  150  白鋼　K-1001　￥11,000 （税込￥12,100）

③ 槌目剣鉈  180  白鋼　K-1002　￥13,000 （税込￥14,300）

④ 槌目剣鉈  210  白鋼　K-1003　￥16,500 （税込￥18,150）

⑤ 槌目剣鉈  240  白鋼　K-1004　￥18,000 （税込￥19,800）

⑥ 槌目剣鉈  270  白鋼　K-1005　￥20,000 （税込￥22,000）

⑦ 槌目剣鉈  300  白鋼　K-1006　￥21,000 （税込￥23,100）

① ダマスカス青 2  120　K-1010　￥19,000 （税込￥20,900）

② ダマスカス青 2  150　K-1011　￥21,000 （税込￥23,100）

③ ダマスカス青 2  180　K-1012　￥23,000 （税込￥25,300）

④ ダマスカス青 2  210　K-1013　￥25,500 （税込￥28,050）

⑤ ダマスカス青 2  240　K-1014　￥27,500 （税込￥30,250）

⑥ ダマスカス青 2  270　K-1015　￥29,500 （税込￥32,450）

⑦ ダマスカス青 2  300　K-1016　￥31,500 （税込￥34,650）

シャルムのオリジナルガットフック
ナイフです。獲物の解体で腹皮を開
いたり硬い筋や腱を切るのに重宝し
ます。フック状の刃を引っ掛けて
ジッパーを下ろすようにして皮を切
り裂きます。
●全長： 186 mm　●重量： 120 g
●材質：420 ステンレス
●レザーシース付
￥7,000 （税込￥7,700）

鳥撃ちの逸品
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BUCK　バックライト MAX2　#685　　K-2390
丈夫で耐久性があり、あらゆる状況に設計されナイフです。
ラバーハンドルでブレードの形はドロップポイント。（U.S.A.）
●全長：225 mm　●刃長：102 mm
●重量：133.2 g
●材質：420HC
●ナイロンシース付
￥7,000 （税込￥7,700）

BUCK　バックライト MAX2 GF　#685GF　K-2400
バックライト MAX2 のガットフック付ナイフです。
ラバーハンドル。（U.S.A.）
●全長：225 mm　●刃長：102 mm
●重量：133.2 g
●材質：420HC
●ナイロンシース付
￥8,200 （税込￥9,020） 

BUCK　バック  ジェネラル　#120　　K-2350

BUCK　バック  スキナー　#103　　K-2070
420HC は Buck の標準的なブレード材料。錆びに強く、必要十分な硬
度があって、切れなくなっても研ぎやすいという鋼材です。（U.S.A.）
●全長：209 mm　●刃長：102 mm
●重量：122.4 g
●材質：420HC
●レザーシース付
￥14,300 （税込￥15,730）

全長 30cm の大型ナイフです。#119 スペシャルを長くしたモデルです。
ブレードの形はクリップポイント。（U.S.A.）
●全長：300 mm　●刃長：187 mm
●重量：235.3 g
●材質：420HC
●レザーシース付
￥17,800 （税込￥19,580）

BUCK　フォールディングハンター　#110　　K-2010
BUCK 社が世界初のロック付フォールディングナイフを製造したベス
トセラーナイフです。折りたたみ式。（U.S.A.）
●全長：220 mm（折りたたみ時 124 mm)　●刃長：95 mm
●重量：205 g
●材質：420HC
●レザーシース付
￥12,500 （税込￥13,750）

BUCK　バック  スペシャル　#119　　K-2100
ヘビーな多目的用で、ブラッドグループ付きです。ハンドルはフェロ
リック樹脂を使用。丈夫なサドルレザーのシースケース付。（U.S.A.）
●全長：267 mm　●刃長：152 mm
●重量：213.5 g
●材質：420HC
●レザーシース付
￥14,500 （税込￥15,950）

BUCK　バック  スペシャル　#119BR　　K-2110
ハンドルのココボラウッドにはプラスチック樹脂を浸みこませてある
ので割れたり伸縮する心配がありません。クリップポイント。（U.S.A.）
●全長：267 mm　●刃長：152 mm
●重量：298.9 g
●材質：420HC
●レザーシース付
￥21,000 （税込￥23,100）

BUCK　バック  バックジッパー　#191BR　 K-2120
ビッグゲームの解体に適したハンター向けナイフです。ガットフック
付ドロップポイント。（U.S.A.）
●全長：216 mm　●刃長：105 mm
●重量：179.4 g
●材質：420HC
●レザーシース付
￥20,000 （税込￥22,000）

BUCK　バック  バックジッパー R　#691　 K-2330
#191バッグジッパーに滑りにくいラバーハンドルが付いたスタンダー
ドモデルです。ガットフック付ドロップポイント。（U.S.A.）
●全長：216 mm　●刃長：105 mm
●重量：187.9 g
●材質：420HC
●ナイロンシース付
￥18,500 （税込￥20,350）

BUCK　バック  バンガード　#192BR　　K-2130 BUCK　バック  バンガード R　#692　　K-2140
#192 バンガードに滑りにくいラバーハンドルが付いたスタンダード
モデルです。ドロップポイント。（U.S.A.）
●全長：216 mm　●刃長：105 mm
●重量：187.9 g
●材質：420HC
●ナイロンシース付
￥15,500  （税込￥17,050）

ホローグラインドブレードはあらゆる用途に適したナイフです。
ドロップポイント。（U.S.A.）
●全長：216 mm　●刃長：105 mm
●重量：179.4 g
●材質：420HC
●レザーシース付
￥18,000 （税込￥19,800）

BUCK　バック  パスファインダー　#105　　K-2090
アウトドアで使いやすい大きさの多目的シースナイフです。

（U.S.A.）
●全長：232 mm　●刃長：127 mm
●重量：128.1 g
●材質：420HC
●レザーシース付
￥12,500 （税込￥13,750）

BUCK　バック  スキナー　#103BR　　K-2080
大型ゲームの皮剥ぎ専用ナイフです。独特なカーブは肉と皮の間をス
ムーズに切り分けます。（U.S.A.）
●全長：209 mm　●刃長：102 mm
●重量：122.4 g
●材質：420HC
●レザーシース付
￥18,000 （税込￥19,800）

BUCK　フォールディングハンター  #110FG  　 K-2020
よりコントロールを要求される作業をする人達のために＃ 110 にフィ
ンガーグループを付けました。折りたたみ式。（U.S.A.）
●全長：220 mm（折りたたみ時 124 mm)　●刃長：95 mm
●重量：205 g
●材質：420HC
●レザーシース付
￥14,000 （税込￥15,400）
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No.4800 メッシュ射撃ベスト　S-2250

白を基調にメッシュ部分を多く取り入れた軽量メッシュベストです。装弾が取りやす
い大きなダブルポケットと片当てを最小限にしたシンプルなデザインです。肩当の裏
には衝撃吸収のショックエーターが入りますのでライフルやスラッグにも対応しま
す。また、背中にはネームが入れられる帯とゼッケンスナップを付けました。（日本製）
●メッシュ：ポリエステル 100％　　●付属地：ポリエステル 65％　コットン 35％
●カラー：①シロ×クロ　②シロ×コン　③シロ×アカ　④シロ×ブルー

cm M L LL 3L
肩幅 36 37 38 39
着丈 75 78 79 79
胴囲 97 102 112 122

M ･ L       ￥18,000 （税込￥19,800）
LL ･ 3L  ￥18,500 （税込￥20,350）① ② ③ ④

※衝撃吸収パットは付属しません

No.3400 メッシュ射撃ベスト　S-2130

エアロカプセルメッシュはムレにくく通気性がある吸汗加工が特徴で、汗をかいてもべとつき感や、汗冷え
感が少なく、シワになりにくい快適素材です。丸首タイプで、トラップにもスキートにも最適です。（日本製）
●メッシュ：ポリエステル 100％　エアロカプセル使用
●付属地：ポリエステル 65％　コットン 35％
●カラー：①クロ×クロ　②コン×コン　③クロ×アカ　

① ② ③

超軽量エアロカプセルメッシュの丸首ベスト !

cm S M L LL 3L
肩幅 35 36 37 38 39
着丈 72 75 78 79 79
胴囲 87 97 102 112 122

S ･ M ･ L     ￥16,500 （税込￥18,150）
LL ･ 3L        ￥17,000 （税込￥18,700）

No.4700 メッシュ射撃ベスト　S-2240
軽量メッシュと蒸し暑い日々には快適な麻素
材を使用したベストです。前身の V ゾーンは
従来より少し上になっています。ポケットは
ホック付きで装弾が取りやすく、マチ部分か
ら見える色使いがオシャレです。（日本製）
●メッシュ：ポリエステル 100％
　　　　　　細メッシュ使用
●付属地：麻 50％　コットン 50％
●マチ地：ポリエステル 65％
　　　　　コットン 35％
●カラー：①クロ×クロ　　②クロ×アカ
　　　　　③クロ×ブルー
M ･ L       ￥18,000 （税込￥19,800）
LL ･ 3L  ￥18,500 （税込￥20,350）

cm M L LL 3L
肩幅 36 37 38 39
着丈 75 78 79 79
胴囲 97 102 112 122 ① ② ③

超軽量、暑い日に快適な麻素材ベスト！ 左撃ち用あります

左撃ち用あります

左撃ち用あります
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No.3000 メッシュ射撃ベスト　S-2100

シャルムの太メッシュ定番ベストです。シェルポケットが大きいので
装弾が取りやすく、どなたにも似合う売筋ベストです。（日本製）
●メッシュ：ポリエステル 100％　太メッシュ使用
●付属地：ポリエステル 65％　コットン 35％
●カラー：①クロ×クロ　②コン×コン　③クロ×アカ
　　　　　④クロ×ブルー　⑤クロ×グリーン

cm S M L LL 3L 4L 5L
肩幅 35 36 37 38 39 40 41
着丈 72 75 78 79 79 80 80
胴囲 87 97 102 112 122 132 142

レディースには S サイズ、5L サイズまで対応

クラシックな定番ベスト！

① ② ③ ④ ⑤

太メッシュベスト

No.1800 射撃ベスト　S-1090

このベストは非常に軽く丈夫な素材を使用しています。季節を問わず通年着用できるシンプルな定番ベストです。（日本製）
●生　地：ポリエステル 65％　コットン 35％
●付属地：ポリエステル 65％　コットン 35％
●カラー：①クロ　②コン
　　　　　③クロ×アカ
　　　　　④ベージュ×グリーン

軽量素材　オールシーズン用ベスト！

cm S M L LL 3L 4L 5L
肩幅 35 36 37 38 39 40 41
着丈 72 75 78 79 79 80 80
胴囲 87 97 102 112 122 132 142

No.3800 射撃ベスト　S-1130
ポリエステルとコットンの綾織込みの強い
素材を使用しています。
背中のベルト部分はゴムになってますので
身体にフィットします。スタイルと機能性
を重視し、人工スエードが高級感を漂よわ
せるシンプルでオールシーズン着れるベス
トです。（日本製）
●生　地：ポリエステル 65％
　　　　　コットン 35％ 
●スエード：レ−ヨン 100％
●カラー：①クロ
　　　　　②コン
M ･ L       ￥16,500 （税込￥18,150）
LL ･ 3L  ￥17,000 （税込￥18,700）

cm M L LL 3L
肩幅 36 37 38 39
着丈 75 78 79 79
胴囲 97 102 112 122

高級感 漂う一着  スエードベスト !

① ②

① ② ③ ④

S ･ M ･ L     ￥16,500 （税込￥18,150）
LL ･ 3L        ￥17,000 （税込￥18,700）
4L                ￥17,500 （税込￥19,250）
5L                ￥18,000 （税込￥19,800）

S ･ M ･ L     ￥17,000 （税込￥18,700）
LL ･ 3L        ￥17,500 （税込￥19,250）
4L                ￥18,000 （税込￥19,800）
5L                ￥18,500 （税込￥20,350）

左撃ち用あります

左撃ち用あります

左撃ち用あります
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Wild Hare　ワイルドヘアー　プライマー メッシュ射撃ベスト　S-9506

cm S M L
肩幅 37 38 39
着丈 70 76 82
胴囲 97 〜 102 102 〜 112 112 〜 122

左右兼用のシンプルなベストです。ダブルファ
スナーでベルトには 2 発の弾差しと左右に D
リング が付いています。背中のベルト部分は
ベルクロで調節できます。
●メッシュ：ポリエステル 100％
● 付 属 地： ポ リ エ ス テ ル 35 ％　 コ ッ ト ン
65％
●カラー：①シロ×クロ
　　　　　②カーキ×ブラウン
S ･ M ･ L     ￥15,500 （税込￥17,050）

① ②

Wild Hare　ワイルドヘアー　ヒートウェブ メッシュ射撃ベスト　S-9502

cm S M L
肩幅 37 38 39
着丈 70 76 82
胴囲 97 〜 102 102 〜 112 112 〜 122

肩当ては共布地でダブルファスナーを採用。
胸に 2 発の弾差しと腰には左右に D リング 、
左側にはプロテクターなど掛けるストラップ
も付き、背中のベルト部分はベルクロで調節
でき、大きなポケットも付いています
●メッシュ：ポリエステル 100％
●付属地：ポリエステル 35％
　　　　　コットン 65％
●カラー：①クロ×クロ　②シロ×コン
　　　　　③カーキ×ブラウン
S ･ M ･ L     ￥17,500 （税込￥19,250）

MizMac、WildHare は海外製なので
サイズにご注意下さい。

① ② ③

ショックエーターが使えます

No.4900 メッシュ射撃ベスト　S-2260

cm M L LL 3L
肩幅 36 37 38 39
着丈 75 78 79 79
胴囲 97 102 112 122

限定販売 !! コスパベスト
シンプルでオーソドックスなモデルです。
コストパフォーマンスを追求しながらも機能
性は満たしているベストです。この商品は限
定販売のため、色や素材を変更する場合がご
ざいます。（日本製）
●メッシュ：ポリエステル 100％
●付属地：ポリエステル 50％　ウール 50％ 
●カラー：①シロ×クロ
　　　　　②シロ×コン
M ･ L       ￥12,000 （税込￥13,200）
LL ･ 3L  ￥12,500 （税込￥13,750）

① ②

cm XS S M
肩幅 36 37.5 39
着丈 68 69 72
胴囲 88 〜 96 92 〜 100 96 〜 104

MizMac　ウーマンズメッシュ射撃ベスト　S-9508
MizMac は女性の為に女性シューターが設計
しています。サイズ調節も背中のベルクロで
フィットできるデザインです。ダブルファス
ナーを採用し、タオルや帽子を掛ける D リン
グ が左右に付いています。
●メッシュ：ポリエステル 100％ 
●付属地：コットン 100％
●肩当地：合成皮革 
●カラー：①シルバー×コン
　　　　　②ターコイズ　③ホットピンク
XS ･ S ･ M     ￥17,000 （税込￥18,700）

① ② ③

企画商品のため色や素材は変更する場合がございます

ショックエーターが使えます、

左撃ち用あります

左撃ち用あります

左撃ち用あります
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cm M L LL 3L
首回 42 44 46 47
肩幅 47 48 49 50
着丈 73 75 76 76
袖丈 59 61 63 63
胸囲 105 110 120 130
胴囲 97 102 112 122

cm M L LL 3L
肩幅 47 49 51 53
着丈 76 78 79 79
袖丈 58 59 59 60 
胸囲 112 120 128 135
胴囲 104 112 122 132

暖かさ、軽さ、機能性と射撃ベストを組み合わせたシューティング
ジャケットです。襟はスタンドカラーで、肩当てにはスエード素材
が付いていますので滑ることはありません。背中のアコーディオン
タックは据銃しやすく機能性に富んでいます。寒い日などにはこの
ジャケットを着用したままでも撃てます。また、丈夫で風合のある
テフロンピーチ素材と軽く保温力のある裏地なので普段でも気軽に
羽織れます。袖口はジャージでフィットし、ウエストラインにはコー
ドゴムで調節可能です。内ポケット付き。（日本製）
●表生地：ナイロン 100％
　　　　　（耐水撥水テフロン） 
●スエード：レ−ヨン 100％ 
●裏　地：ポリエステル 100％
●カラー：グレー×クロ
M ･ L       ￥23,000 （税込￥25,300）
LL ･ 3L  ￥24,000 （税込￥26,400）

シューティング ジャケット  タイプ 2　S-4021 総裏付き
普段にも着れる洒落たジャケット

ショックエーター　S-9507

ShockEater® はナノポリ ™ テクノロジーで作ら
れ、大きな衝撃も吸収しエネルギーを分散する
特性をもつ吸収材です。わずか厚さ 8mm、39
グラムの超薄型＆軽量で、柔軟にフィットする
設計になっています。ワイルドヘアーベスト、
No.4800 ベストに使用可。
● W9.5 × H16.5cm
●カラー：クロ　　
￥6,500 （税込￥7,150）

① ②

シューティング ウィンドラバー　S-4011 トップシューターも愛用 秋から春の必需品 !!

撥水・透湿コーティング素材

風の強い日や寒い日などに強力な味方になってくれる一着で
す。軽く、薄く、防風性、機能性を重視して製作されたクレー
射撃専用のウィンドブレーカーです。肩当部分は体温の熱を
逃すように通気性の良いフリース素材を使い、射撃ベストと
の滑りも防ぎます。袖口はリブ素材でしっかりととまり、挙
銃をした時に楽に構えられるように長めにしてあります。ま
た、ムレを防ぐのに裏地と脇下にはメッシュ素材を使用して
います。射撃ベストの下に着用し
てご利用ください。

（日本製）
●表生地：ナイロン 100％
●付属地：ポリエステル 100％
●裏　地：ナイロン 100％　
●カラー：①クロ　②コン
M ･ L       ￥15,000 （税込￥16,500）
LL ･ 3L  ￥15,500 （税込￥17,050）

シューティング ジャンパー　S-4030

スラッグ・ライフル射撃の味方！

cm M L LL 3L
肩幅 47 49 51 53
着丈 76 78 79 79
袖丈 58 59 59 60 
胸囲 112 120 128 135
胴囲 104 112 122 132

普段着としても着用できるキルティングのジャンパーです。キルティ
ング生地裏にはアクリルコーティング加工をしていますので水滴が
染み込んでも中までは通らず防風性にも富んでいます。背中部分の
裏地は厚みのあるフリースを使用していますのでとても暖かくなっ
ています。また、シューティングジャケット同様背中にアコーディ
オンタック機能があります。襟はスタンドカラーで、肩当てにはス
エード素材が付いています。袖口はジャージでフィットし、サイド
ベンツはボタンで開閉できます。内ポケット付き。（日本製）
●表生地：ナイロン 100％
　　　　　（コーティング加工） 
●スエード：レ−ヨン 100％ 
●裏　地：ポリエステル 100％
●カラー：クロ×クロ
M ･ L       ￥28,000 （税込￥30,800）
LL ･ 3L  ￥29,000 （税込￥31,900）

衝撃吸収クッション！

総裏付き

特に背中が暖かいジャンパー
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ラッセルメッシュ生地は、非常に軽く
風通しに優れています。また、抗菌防
臭加工生地で汗の臭いも抑えます。

（日本製）
●メッシュ：ポリエステル 100％
●抗菌防臭加工生地
●カラー：①クロ　②コン　③グリーン
　　　　　④アカ　⑤ブルー
 Free (56 〜 60cm)　　￥4,500 （税込￥4,950）

No.710 メッシュ射撃帽子　S-5110

No.800 メッシュ射撃帽子　S-5080

No.600 メッシュ射撃帽子　S-5060

No.920 メッシュ射撃帽子　S-5130

シャドウ射撃帽子　S-5100

No.900 射撃帽子　S-5090

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

フーセン型でラッセルメッシュ生地を使用。
非常に軽く風通しに優れています。

（日本製）
●メッシュ：ポリエステル 100％
●抗菌防臭加工生地
●カラー：①クロ　②コン　
　　　　　③グリーン　④アカ　
　　　　　⑤ブルー　⑥シロ
 Free (56 〜 60cm)　　￥4,000 （税込￥4,400）

昔ながらのワイド型帽子。前が立ってる形は
射撃マンに愛用されています。（日本製）
●メッシュ：ポリエステル 100％
●生　地：ポリエステル 65％　コットン 35％
●カラー：①クロ　　
　　　　　②コン
　　　　　③クロ×アカ
　　　　　④クロ×ブルー
 Free (56 〜 60cm)　　￥3,700 （税込￥4,070）

① ②
③ ④

ポリエステル 100％のオリジナルマークの
軽量メッシュキャップです。
●メッシュ：ポリエステル 100％
●生　地：ポリエステル 100％
●カラー：①クロ
　　　　　②コン
　　　　　③アカ　　　④ブルー　
　　　　　⑤オレンジ　⑥シロ
 Free (56 〜 60cm)　　￥2,400 （税込￥2,640） ① ②

③ ④ ⑤

①

②

③

④

⑤

⑥

コットン 100％のシャルムオリジナル
マークのキャップです。
●生　地：コットン 100％
●カラー：①クロ
　　　　　②コン
　　　　　③アカ　　　④ブルー　
　　　　　⑤イエロー　⑥グレー
　　　　　⑦シロ　
 Free (56 〜 60cm)　　￥2,400 （税込￥2,640）

⑦

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

コットン 100％のシャルムオリジ
ナルマークのキャップです。
●生　地：コットン 100％
●カラー：①クロ　　
　　　　　②コン
　　　　　③アカ
　　　　　④ブルー　
　　　　　⑤ベージュ　⑥クリーン　
 Free (56 〜 60cm)　　￥2,000  （税込￥2,200）

⑥

⑥
* メッシュ生地が変わりました
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射撃手袋　合成皮革　全指タイプ　S-7381射撃手袋　本革製　全指タイプ　S-7462

ソフトで柔らかいの
が特徴です。繊細な
射撃に必要な素手感
覚 に 出 来 て い ま す。
また、トリガーを引
く人指し指はカット
できるようにミシン
縫いがしてあります。

（日本製）

革は使い込むほど手に
馴染みます。また、グ
ローブは手に受ける衝
撃や疲労も軽減するの
でお勧め致します。

（日本製）
●表生地：高級本革　
●手首部分ゴム
●カラー：クロ　
S･M･L･LL
￥5,200 （税込￥5,720）

射撃手袋　本革製　半指タイプ　S-7342

全天候タイプ。
吸収速乾素材素材で
グ リ ッ プ は 滑 ら ず、
ダブルストッパーで
フィット性は完璧で
す。人指し指部分は
カットできます。

（日本製）

① ②

全天候タイプ。全指と同
様に甲部分は吸収速乾
素材でブルストッパー
でフィットします。

（日本製）

① ②

合成皮革

合成皮革

本革製

本革製
射撃手袋　合成皮革　半指タイプ　S-7391

●表生地：高級本革
●手首部分ゴム
●カラー：クロ　
S･M･L･LL 
￥6,200 （税込￥6,820）

●表生地：合成皮革
●手首ゴム部分　　
●手首部分ゴム
●カラー：①クロ×クロ
　　　　　②クロ×アカ
S･M･L･LL
￥4,600 （税込￥5,060）

BIRCHWOOD　Off Eye　オフアイ

射撃をする時に片目を閉じてしまう
方がいますが、両目を開けたまま射
撃ができるようになると視野が広が
り、より正確に効率的に的を狙うこ
とができます。このシールをシュー
ティンググラスに貼ることで片目を
閉じてしまう状況を段階的に克服し
ていくことが期待されます射撃の腕
をもうワンランクあげたい方に最適
なアイテムです。
￥1,500 （税込￥1,650）

ビニール製で取り外し OK、再利用可能。 　あらゆる眼鏡に装着出来ます。

フィットセット
S-9150
6 種類を試す事ができるセット。
自分の目に合うのが探せます。

フロストセット
S-9151
霧の様にぼんやりと視界を防ぐ
タイプ。2段階(2種類)の明るさ。

40/60/80 セット
S-9152
格子状で 3 段階の明るさがあり
徐々に目を鳴らす事ができます。

RADIANS　レボルーション　S-9750

① ② ③

④

レボルーションの特長は眼鏡の角度とツルが
それぞれ 5 段階の可変調整が出来るのでど
なたにもフィットします。また、紫外線保護
と強い衝撃、硝煙、陽射、横風から目を護り
ます。UV カット率 99.9%。(U.S.A)
●カラー：①クリア　　②イエロー
　　　　　③スモーク　④バーミリオン
￥3,000 （税込￥3,300）

LIMBSAVER　リムセーバー 

シューティングパッド　S-9880
反動吸収素材に NAVCOMIII ゴム製を使用し体感反動を 50％
も軽減されます。バンド調整やフィットも抜群で着脱も簡単
です。リバーシブルなので右撃ち左撃ちご使用いただけます

（U.S.A.） 。
●カラー：クロ　　￥8,300 （税込￥9,130）

●表生地：合成皮革
●手首ゴム部分　　
●手首部分ゴム
●カラー：①クロ×クロ
　　　　　②クロ×アカ
S･M･L･LL
￥4,200 （税込￥4,620）

手袋サイズ　　S  23cm、　M  24cm、　L  25cm、　LL  26cm
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BULLDOG　レンジバッグ　デラックス　S-9801

スキートバッグ　S-7080

スキートバッグ　本革製　S-7420

50 発までの装弾が入ります。
取り易く使いやすい設計に
なっています。多くの一流ス
キート射手にご愛用して頂い
ています。（日本製）
●カラー：①クロ　
　　　　　②コン
　　　　　③グリーン　　
　　　　　④アカ　
　　　　　⑤ブルー
　　　　　⑥カモ柄
￥4,000 （税込￥4,400）

収納力抜群！

コーデュラナイロン製

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

本革製のスキートバッグです。
50 発までの装弾が入り、使いやすくなって
います。ベルト通しはボタンホックで装備
が簡単です。（日本製）
●カラー：クロ
￥11,000 （税込￥12,100）

本革製

入れやすく取りやすい！

BULLDOG　レンジバッグ　スペシャル　S-9802

シューティング タオル　S-7280

良質な生地で作られた肌触りの良いふっくらした今治タオルです。三つ折りに
して腰から下げてご利用ください。また、付属フックを外すと広がるのも便利
です。クラブやチームなどのオリジナル刺繍も可能です。（日本製）
●生　地：コットン 100％
●カラー：①グリーン　②イエローゴールド　　　￥2,000 （税込￥2,200）

②①

最大で 400 発の装弾が入り、射撃ベ
ストやプロテクターなどの一式が収
納できます、内側には 3 つの隠れポ
ケットと各側面にもポケットが付い
て収納抜群です。
3 箇所のアウトポケットには鍵が掛
けられるファスナーで、蓋はロール
巻にするとベルクロで収まり邪魔に
なりません。
●外　寸： W40 × D30 × H25 cm
●カラー：クロ
￥14,000 （税込￥15,400）

ライフル射撃に必要なスポッティン
グスコープやレスト、バイポット、
三脚など一式を収納するのにお勧め
のバッグです。デラックスよりひと
回り大きく、外側のベルクロで長い
バイポットなどを留められます。ま
た、クレー装弾なら 500 発以上収納
可能で、射撃ベストやプロテクター、
着替えなども収納できます。内側と
外側にポケットが多数付いているの
で重宝します。
●外　寸： W56 × D30 × H33 cm
●カラー：クロ
￥22,000 （税込￥24,200） コーデュラナイロン製
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トラップバッグ　スエード　S-7200

トラップバッグ　ポケット付　S-7360

トラップバッグ　本革製　S-7170

トラップバッグ　ナイロン　S-7040

トラップバッグ　デラックス　S-7060

①

②

③

④

⑤

25 発の装弾が 4 箱入り携
帯電話やメガネなどが入る
サイドポケット付きです。
背面に名刺などが入るクリ
アポケットも付いて使い易
い装弾バッグです。

（日本製）
●カラー：①クロ　
　　　　　②コン
　　　　　③グリーン
　　　　　④アカ　
　　　　　⑤ブルー
￥5,800 （税込￥6,380）

100 発入

高 級 感 溢 れ る 本 革 製 の 装 弾 バ ッ グ で
す .25 発装弾が 3 箱入り、ゴールドの金
具がオシャレで気品あるデザインになっ
てます。製造時に革の色が変わる場合が
あります（日本製）
●カラー：①クロ
　　　　　②チャ
￥11,000 （税込￥12,100） ① ②

ポリエステル・スエードを使用したオ
シャレな装弾バッグです。テイクダウン
ケースのスエードと一緒にお使いくださ
い。25 発装弾が 3 箱入ります。（日本製）
●カラー：①クロ
　　　　　②チャ
　　　　　③ブルー
￥4,000 （税込￥4,400） ① ② ③

75 発入

75 発入

75 発入

携帯電話やスペアトリガーを入
れられるサイドポケットを付け
ました。３箱 75 発入ります。

（日本製）
●カラー：①クロ
　　　　　②コン
　　　　　③ブルー
　　　　　④グリーン　
￥3,300 （税込￥3,630） ① ② ③ ④

本革製

合皮スエード製

ナイロン製

ナイロン製

射台まで装弾を運ぶのに便利な
トラップバックです。装弾が３
箱 75 発入ります。お好きなカ
ラーからお選びください。

（日本製）
●カラー：①クロ
　　　　　②コン
　　　　　③パープル
　　　　　④ブルー
　　　　　⑤グリーン
　　　　　⑥イエロー
　　　　　⑦オレンジ
　　　　　⑧ピンク
　　　　　⑨アカ
　　　　　⑩エンジ
￥2,500 （税込￥2,750）

* 材料の都合によりカラーが変わる場合がございます。

75 発入

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩
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PELTOR　タクティカル 500
S-9300

PELTOR　タクティカル 100
S-9293

外部の高音を遮断し会話等の低音が聞き
取れます。射撃用にデザインされた防音
装置付きです。付属のケーブルを iPhone
などのオーディオに接続するとオーディ
オヘッドホンにもなります。
電池は単 4 を 2 本左カップ
内に収納。折りたたみ
電子式。電池別売。
●消音効果：22 dB　 
●重量：280 g（電池込） 
●カラー：クロ
￥27,000 （税込￥29,700）

PELTOR　ショットガンナーⅡ
S-9295

モデルチェンジしたショットガンナーⅡで
す。消音効果も 24 デシベルにアップし、
しっかりしました。ヘッドバンド
が広くなったので長時間の
使用も楽になりました。
折りたたみ式。
●消音効果：24 dB　　
●重量：240 g
●カラー：クロ
￥8,000 （税込￥8,800）

ライフル射撃に最適 !!

ペルターの新型モデル

PELTOR　レンジガード
S-9298

会話等はクリアに増幅し発射音などの大きな
音は自動的にカットすします。4 時間のオー
トシャットオフ機能と音声調整機能が付いて
ます。また 3.5mm オーディオ入力ジャック
を備えていてます。電池は
単 4 を 2 本使用。折りた
たみ電子式。電池別売。
●消音効果：21 dB　 
●重量：240 g（電池込） 
●カラー：グレー
￥18,000 （税込￥19,800） 

ウルティマは聴覚保護のために音量
を低減し、軽量で快適性を犠牲にす
ることなく人間工学的に設計
されています。調整可能な
ヘッドバンドは熱の蓄積を
抑え、帽子を着用したとき
でも快適に着用できます。
●消音効果：30 dB　　
●重量：280 g
●カラー：クロ
￥9,000 （税込￥9,900）

PELTOR　ウルティマ
S-9297

30dB の強力な防音モデル

医療関係が使用する柔らかいシリコンゴム製なので長時間の使用でも
痛くなりません。衝動音をカットし通常の会話は聞こえます。
●消音効果：18 dB　●カラー：グレー　　￥2,200 （税込￥2,420）

Health　ヘルツ プレミアム
S-9051

Surefire　シュアファイア EP5　S-9950

人間工学に基づき設計された医療用のシリコン素材の耳栓です。
26dB のフルブロックタイプです。　 S･M･L　　￥2,800 （税込￥3,080）

電子式プロテクター

PELTOR　スモール
S-9303

スモールは快適なフィッ
ト感で簡単に調整できま
す。子供や女性や小柄な
方の為の小さめなサイズ
です。
●消音効果：22 dB　
●重量：170 g
●カラー：①クロ　
　　　　　②ピンク
￥7,400 （税込￥8,140）

PELTOR　替えイヤークッション
S-9299

最高級イヤーマフ。独自の 3M 技術で発射ノイ
ズを抑え低音を増幅し、音声の明瞭度を向上。
Bluetooth® ワイヤレステクノロジーによりモバ
イルデバイスとシームレスに同期。ヘッドセッ
トから通話を発信、受信します。
自動シャットオフ。単 3 × 2 本。
折りたたみ電子式。電池別売。
専用袋付き。
●消音効果：26 dB　
●重量： 420g（電池込）　
●カラー：クロ
￥39,000 （税込￥42,900）

電子式プロテクター
最高級 電子式プロテクター！

① ②

キッズ・ジュニア用

Peltor Sport Tactical 用の替えクッ
シ ョ ン で す。 タ ク テ ィ カ ル 500、
100 およびレンジガードに適応しま
す。クッションの摩耗や損傷した時
だけでなく、お好みのカラーに合わ
せてカスタマイズしてお楽しみくだ
さい。
●カラー：①ブルー　
　　　　　②ピンク
￥3,400 （税込￥3,740）

BULLDOG　ブック型隠し金庫
S-9820
本棚に溶け込むリアルなデザインで
中身は全面スチール素材。お金、証書、
パスポート、ジュエリーなど大切な
物・秘密の物を隠せます。ロック付き。
●外寸 : 約 19.7 × 26.7 × 6.4 cm
●内寸 : 約 17.0 × 23.6 × 5.0 cm
●重量：1120 g
●カラー：①ブルー　
　　　　　②ブラウン
￥8,000 （税込￥8,800）

①

②

見た目は本、
中身は鍵付き金庫！
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29dB と消音効果の高いプロテクターなのでライフル射撃には最適で
す。ヘッドバンドに CoolMax のクッションを使用し、常に快適にフィッ
トします。コンパクトになる折りたたみ式。
●消音効果：29 dB　　●重量：250 g　
●カラー：①クロ　②アカ
￥5,300 （税込￥5,830）

センガード専用の替ゴムです。
● 1 袋 4 個入　　　　￥800 （税込￥880）

SensGard　センガード替ゴム　 S-9071

通常の会話は聞こえま
すが、衝動音がすると
内臓バッフルが働き衝
動音をカットします。
●消音効果：6 dB
●カラー：アカ
￥2,000 （税込￥2,200）

RADIANS　シースファイアー
S-9705

SensGard　センガード SG26　 S-9070

① ② ③ ④ ⑤

耳に直接差し込む耳栓式で装着の安定性があります。
センガードは暑い季節の蒸れやベタつきや圧迫感を解
消したプロテクターです。独自の “Sound Chamber”
技術でノイズ・リダクション・レート (NRR) は 26dB
です。折り畳むと約 16cm × 6cm となりコンパクト
に収まり超軽量です。
●消音効果：26 dB　　●重量：42 g　
●カラー：①クロ　②ライム　③アカ 
　　　　　④オレンジ　⑤ピンク
￥4,600 （税込￥5,060）

フォームタイプの耳栓。
● 2 個 1 組が 100 組入。￥10,000 （税込￥11,000）

① ②

消音効果の高いモデル

RADIANS　TRPX ( ターミネーター )
S-9702

RADIANS　フォームプラグ
S-9706

ベストセラーモデル !RADIANS　ロウセット
S-9701

RADIANS　R-3200 ディアル
S-9711

アメリカでとても人気が
あり、カップが薄くて軽
量なデザインはレディア
ンスのベストセラーモデ
ルです。ヘッドバンドに
は CoolMax のクッショ
ンを使用し、常に快適に
フィットします。折りた
たみ式。
●消音効果：21 dB
●重量：200 g
●カラー：①クロ
　　　　　②ピンク
　　　　　③オレンジ
　　　　　④アクア
　　　　　⑤コーラル
　　　　　⑥タン
￥4,500 （税込￥4,950）

独立した 2 つのマイクで通常の会話や音が聞こえますが、銃などの
衝撃音を自動的にカットします。LED の ON / OFF ランプ付き。また
3.5mm ステレオ入力端子によりオーディオ再生が可能です。電池は単
4 を 2 本使用。折りたたみ電子式。電池別売。
●消音効果：23 dB　 　●重量：300 g（電池込み） 　●カラー：クロ
￥15,000 （税込￥16,500）

電子式プロテクター

ライフル射撃にも最適 !!

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

④ ⑤ ⑥ 新色です
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RED-I　レッド・アイ   レーザーボアサイト

ライフルやスラッグのグルーピングがご自宅で容易に正確なスコープ調
整がでるサイタ−です。 RED-I 社は 1 個 1 個削り出し生産で、C.I.P. や
S.A.A.M.I 規格なので安心です。また、日本レーザー規格に準拠して特別
生産しています。電池は各種 1 台に 3 個使用します

ライフル用　S-9571
● 243、270、300WIN、30-06、
　 30-30、308、7mm、etc  
￥43,000 （税込￥47,300）

散弾用　S-9570
● 12 番、20 番、410 番   
￥45,000 （税込￥49,500）

C&C　クリーニングキッド C&C　替えブラシ

SWABS　ボアティップス

OUTERS　チコツール　S-9080

散弾用　S-9030
●外寸： W34 × D7.5 × H4 cm　
●ロッド材質：真鍮 6 mm
●ロッド長さ：830 mm
●口径：① 12 番　　② 20 番 
￥3,400 （税込￥3,740）

ライフル用　S-9031
●外寸： W34 × D7.5 × H4 cm　
●ロッド材質：真鍮 5mm
●ロッド長さ：750mm
●口径：.30Cal 
￥3,400 （税込￥3,740）

ボアティップスは、医療関係等で
60 年の経験のある Tips を製造して
いる会社が、銃等のクリーニング
に開発した油拭です。手早く銃身の
中を 360 度くまなく接する為、よ
ごれを確実に落とします。使用後は
食器用洗剤で洗い乾燥させれば、繰
り返し 10 回程使用可能です。C ＆
C クリーニングキッドなどのアダプ
ターに対応してます。

チコツールは散弾銃用の長い棒状のモップ洗い矢です。ワンピー
スなので継ぎ足しする面倒がなく、一気に拭き取ることができ、
グリップの中に簡易モップが付属しています。使用後はぬるま湯
に洗剤をつけて回しながら洗浄し、乾かしてからケースに入れて
保管してください。また、上下や左右に振り回すと折れる場合が
あるのでご注意ください。
●全長：980 mm　　●モップ部：850 mm　　● 12 番、20 番
￥5,000 （税込￥5,500）

ブラシは米国製の洗い矢のアダプターに対応しています
が、国産品とはネジ山のピッチが違いますのでご注意く
ださい。各 1 個入り

① ブロンズブラシ S-9032 リンと鉄混合製ブラシ    #12GA, 20GA, 410GA,.30Cal, 243Cal, 22Cal
② スパイラルブラシ S-9033 渦巻スティールブラシ    #12GA, 20GA, 410GA,.30Cal, 243Cal, 22Cal
③ モップブラシ S-9034 コットンモップ製ブラシ #12GA, 20GA, 410GA,.30Cal, 243Cal, 22Cal
④ チャンバーブラシ S-9035 リンと鉄混合製ブラシとスティール製ブラシ   #.30Cal, 243Cal, 22Cal
⑤ ナイロンブラシ S-9036 ナイロン製ブラシ　　　　　　　　　　　　　#.30Cal, 243Cal, 22Cal

①

②

③
④

⑤

①

②

③

散弾用　S-9601
●口径：① 12 番　② 20 番　（1 袋 3 本入） 
￥1,300 （税込￥1,430）

ライフル用　S-9602
●口径：① .30Cal　② 243Cal　③ 22Cal　（1 袋 6 本入）  
￥1,000 （税込￥1,100）

① ② ③

①

②

持ち運びに便利なプラスティッ
クケース入り。３本継ぎの T ロッ
ド、布、クリーニング液容器、各々
ブラシが入っています。

￥400 （税込￥440）

ワンピースだからできる !!
　手間なく一気に拭き取れる洗棒

C&C　スネークブラシ

散弾用　S-9037
●口径：① 12 番　
　　　　② 20 番　
　　　　③ 410 番 
￥3,000 （税込￥3,300）

ライフル用　S-9038
●口径：.30Cal 
￥3,000 （税込￥3,300）

ボアスネーク同様ヒモ状に鉛落しが
付いているので銃身に通して引っ張
るだけで素早く掃除ができます。散
弾用は 12 番 , 20 番 , 410 番とライ
フル用は 30 口径があります。

①

②

③

替え電池　S-9573 
●各サイズ共通 1 個入り
￥400 （税込￥440）

引っ張るだけで瞬時に掃除ができる
　クリーニングツール !!　
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A-ZOOM　エーズーム 空打ケース
アルミ削り出し加工の空打ちケース。
従来の 30 倍の耐久力は現時点で世界
最高です。各種 2 個 1 組。

散弾用　S-9480
● 12 番、20 番、410 番　（2 個入）   
￥2,500 （税込￥2,750）

ライフル用　S-9481
● 243、30Carbin、30-39、270、
　 308、30-06、7mm、etc　（2 個入）  
￥2,600 （税込￥2,860）

アルミ削り出し加工の空打ちケース !!
アルミ　空打ケース

散弾用　S-9650　
● 12 番、20 番　（2 個入）   
￥2,600 （税込￥2,860）

アルミの空打ちケース。
各種 2 個 1 組。

EASY HIT　イージーヒット サイト

A
B C D

E F HG

タイプ A　S-9400　( 全長 130 mm  直径 2.5 mm )
タイプ B　S-9401　( 全長 130 mm  直径 2.5 mm )
タイプ C　S-9402　( 全長 130 mm  直径 3.0 mm ) 
タイプ D　S-9403　( 全長 130 mm  直径 3.0 mm )
タイプ E　S-9404　( 全長   70 mm  直径 2.5 mm )
タイプ F　 S-9405　( 全長   70 mm  直径 2.5 mm )
タイプ G　S-9406　( 全長   70 mm  直径 3.0 mm )
タイプ H　S-9407　( 全長   70 mm  直径 3.0 mm )  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥4,500 （税込￥4,950）

ヘッドアップを防止するサイト !!
照星と目が一致した時だけ光って見えます。正確な据銃でヘッドアップを防止する新しい
タイプのサイトです。強力両面テープで簡単に装着できます。脱脂用のクリーナー付き。

HI-VIZ　ハイビス サイト

ショットガンサイト
簡単装着のマグネット式照星です。グリーン、イエロー、
バーミリオン、の 3 色の交換照星が付いています。

M 300　S-9170　( リブ幅  5.5 〜 8.3 mm)
M 400　S-9171　( リブ幅  8.3 〜 11.1 mm)
M 500　S-9172　( リブ幅 11.3 〜 14.4 mm)  
￥5,000 （税込￥5,500）

フロントコンプサイト　S-9173
競技用のネジ止め式照星です。光を集めるポリマーロッドは
わずかな光でも明るく輝きます。グリーン、バーミリオン、
ホワイトの 3 色の交換照星と専用ケースが付いています。
￥6,600 （税込￥7,260）

M300
M400

M500

M500M300
M400

シューズプロテクター

ウラ側

本革製

シューズの上に銃口を置く
アイテムです。本革製の皮
で裏はフェルト張りになっ
ています。２つの留金で確
実に安定装着します。材料
の都合によりカラーが変わ
る場合がございます。

（日本製）。

本革製
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

ポッチなし　S-7370
●カラー：①クロ　②チャ　③コン　④アカ　⑤オレンジ　⑥イエロー
　　　　　⑦ピンクラメ　⑧エンジ　⑨サックス　⑩エメラルドグリーン　　　￥3,300 （税込￥3,630）

ポッチ付き　S-7440
●カラー：①クロ　②チャ　③コン　④アカ　⑤オレンジ　⑥イエロー
　　　　　⑦ピンクラメ　⑧エンジ　⑨サックス　⑩エメラルドグリーン　　　￥3,600 （税込￥3,960）

⑧ ⑨ ⑩

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
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*記載された仕様、価格等は予告なく変更する場合もございますので予めご了承ください。
*商品のサイズ、カラーなどの在庫が切れる場合もございますので予めご了承ください。
*カタログの掲載商品は印刷のため実際の商品の色味と多少異なる場合もございます。
*サイズには多少の誤差がある場合もございます。
*表示価格は本体価格と消費税込み価格を表示しています。

● 各種、左撃用もご用意してあります。
● 猟友会やクラブなどの刺繍も承ります。
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