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VISION&MISSION

創業者ウイルヘルム・スワロフスキーが会社を興 した時から、スワロフスキー ・オ

プテイック社は光学性能、独創性、そして使う人の心に訴えかけるデザインの製品

を目指 してきました。美 しいデザイン、精度の高い光学、細部までの気配 り、そし

て最高レベルの品質基準がスワロフスキー ・オプティック社の文化を形成 してき

ました。世界の光学機器メーカーのリーデイングカンパニーのひとつであるスワ

ロフスキー ・オプティック社は最高の技術を持った職人たちに支えられています。

革新の精神とお客様との強い絆、そして市場からの要望に応えるために日々改良・

進歩を続けています。より良い製品のための改良こそスワロフスキー ・オプティッ

ク社の使命であり、ユーザーが期待している以上の性能・品質を供給することに大

きな喜びを感 じています。オース トリアのアルプスに囲まれたチロル地方に根を

張ったスワロフスキー ・オプティック社の本社工場は美しい自然環境に囲まれてい

ます。だからこそ、すべての社員が自然を守る責務を強 く感 じ、その精神を60年

間引き継いできたのです。ユーザーのみなさんがスワロフスキーの「タカの日(Eyes

of hawk)」 で自然を観察 し、さらに自然に対する愛情が深 くなるための手助けを

することがスワロフスキー ・オプティック社に与えられた使命と考えています。

HISTORY

●スワロフスキーの誕生         '

ダニエル・スワロフスキーが世界初の電動ジュエリー研磨機を開発 した後、1895

年にオース トリア西部のチロル州に誕生 しましたしそれ以来スワロフスキーは

最 もクリアなクリスタルのブラン ドとして世界中に知 られるようにな りまし

た。現在、スワロフスキーグループにはクリスタルジュエリーや置物を生産する

「SWAROVSKI」 、研磨・カットの機械を製造する「TYROLIT」 、そして光学機器を

製造する「SWAROVSKI OPTIK」 があります。

●スワロフスキー ・オプティック社の創業

創業者ダニエル・スワロフスキーの虐、子のウイルヘルム・スワロフスキーが47歳

だった1935年 、天文ファンの彼が天体を観るために双眼鏡を作 りました。その

後1949年 ウイルヘルムはインスブルック近郊のアプサムにスワロフスキー ・オプ

テイック社を設立、後年世界中から高い評価を得る光学機器メーカーの礎となりま

した。スワロフスキー 。オプティック社が最初のライフルスコープを発売 したの

が1959年 です。1971年 には世界初のラバーアーマリングの双眼鏡、1976年 には

ショックアブソーバー内蔵のライフルスコープの発売、1994年 には初のフイール

ドスコープを発売しました。そして1999年 に世界初の革新的なラップアラウンド

グリップの ELシ リーズ双眼鏡を発表、世界中から高い評価を得ました。2007年

には初の6倍 ズームの Z6シ リーズライフルスコープを発表して世界中のハンター

から喝来を受けました。このようにスワロフスキー 。オプティック社はオリジナ

リテイの高い革新的な機能、デザイン、性能を持った製品を供給 し続けています。

ENVIRONMENTAL POLICY

スワロフスキー ・オプティック社のカリーナ・シースル・スワロフスキー会長は 「私

たちの製品を使うフイール ドは自然と環境の調和によって作られています。多様

な植物、動物などの自然が、記憶に残る観察体験を実現させてくれるのです」と自

然の大切さ認識 しています。2000年 12月 に取得 したIS014001に よリスワロフス

キー ・オプテイック社の環境マネジメントシステムがいかに環境を配慮 したもの

かを証明 しています。スワロフスキー ・オプティック社は法律で規制された環境

規定にとどまらず、より高いレベルでの環境マネジメントシステムを確立 してい

ます。一方でスワロフスキー ・オプティック社は絶滅が危惧 される動物の保護に

も力を注いでいます。世界各地の動物保護機関に資金援助、機材の提供などを行い、

野生動物の保護に貢献 しています。



Z6/Z6i2nd Generation

発売時に世界中のハンターたちに大きな衝撃を与えたZ6/Z6iシリーズが第2世代になりました。さらにスリムに

なり、そして最新の機能を備えた完璧なライフルスコープの実現です。新設計の弾道タレットと視差タレットはよ

リー層操作性が向上しています。新しい世代に採用された最新設計のSWAROLIGHTテ クノロジーは銃の角度

をセンサーで感知して、レチクル照明のON/OFFス イッチを自動的に作動させて電池の消耗を最小限にします。

Slimlner design

照明ユニットがさらにスリムになり、高さを抑えた設計です。

Optinlized day/night switch

昼夜切り替えスイッチで、選択したモードを表示します。

この切り替えは電池のムダな消耗を防ぎます。

New battery cover with bayonet socket

新設計の電池カバーを採用し、旧タイプより2mm低 くなっています。

Automatic shutⅡoff

自動で昼夜を認識し電源をOFFに する機能で、電池のムダな消耗を防ぎます。

SWAROLIGHTが 作動している場合でもこの機能は働きます。

Brightness control

レチクル照明の明るさレベルを64段階で調整することができます。

あえて自動調整機能を採用しなかったのは、瞬時に明るさを調整できることを

優先したことが理由です。



Z6/Z6i2nd Generation

SWAROLIGHTテ クノロジー

スワロフスキー 。オプティックが開発した新しい機能です。ライフルスコープに内蔵した角度センサーを使ってレ

チクル照明のON/OFFス イッチを自動化しました。ライフルスコープを搭載した銃を発射する姿勢にすると直

ちにレチクル照明の電源が入り、ハンターは射撃に集中することができます。銃を水平から上下70度、または左

右に30度傾けるとレチクル照明の電源が切れます。これによつて電池の寿命を伸ばす事ができます。

弾道タレット

ハンターが自分自身で簡単な操作によって弾道タレットを高い精度でセットすることができます。マークが付い

ている4つの距離に加えて、他の距離設定もできます。スワロフスキー 。オプティックが開発した弾道プログラム

を使つて、希望の距離設定 (クリック数)が できます。弾道タレットにあるアライメント・ノプがゼロベースを使用

しているかどうかを表示します。

弾道タレットのロックメカニズム

弾道タレットが誤つて回つてしまうことがフイールドではよくあり、命中ポイントが大きくずれたりする場合があ

ります。弾道タレットの下部にあるロックメカニズムがこれを防止します。このロックメカニズムはタレットより

大きく作られていて、冬期に手袋をしていても操作できるように設計されてセヽます。さらに、弾道タレットのカッ

プリングはコインで簡単に取り外せるように設計されています。

視差タレット

ライフルスコープのレチクルは100mで 視差ゼロになるよう調整されています。つまりこの距離では照準を合わ

せた目標とレチクルが同一面に位置したときに視差ゼロとなります。100mよ りも長い距離の場合、標的とレチク

ルの中心とは異なります。このためZ6の高倍率モデルでは3つの視差補正がついています。射撃姿勢でもすば

やく操作でき、望みの距離に簡単に設定することができます。1

SWAROCLEANコ ー テ イング

対物レンズとアイピース (接眼レンズ)の 表面に汚れが付きにくく、たとえ付いても簡単に落とせるコーテイング

SWAROCLEANが 施されています。防虫スプレーの液や樹液などは一旦付着すると取り除きにくいものですが、

SWAROCLEANコ ーテイングのレンズ面は簡単にきれいにすることができます。

光の透過率

コーティングによつて光の透過率を高くすることができます。コーテイングなしの場合、光が1枚のレンズ (2面)

を通過すると反射によつて約16%光 を失います。コーテイングは光の反射を限界まで減らし、透過率を最大にし

ます。Z6/Z6i2nd Generationではすべての光学系で90～ 91%の 光を通し、明るく、コントラストの高い像を見

せてくれます。

スワロフスキー ・コーティング

スワロフスキーライフルスコープにはSWAROTOP,SWARODUR,SWAROCLEANコ ーテイングが施されてい

ます。SWAROTOPは レンズの一面の光のロスを0.2%まで減少します。SWARODURは 外側のレンズにコー

トされる強いコーテイングで、指紋、防虫スプレー液、ガンオイルなどの化学物質やキズからレンズを守ります。

SWAROCLEANは 表面のレンズを汚れにくくするコーテイングです。これらのコーテイングはすべてスワロフス

キーが開発した独自のものです。



Z6/Z6i2nd Generation

Z6/Z6il‐ 6x24

特に動く標的を確実に捉えるときに、1000mの距離で42.5mの視野の広さが威力を発揮し、間違いなく他のハンターから一

歩リードできます。6倍ズームで狭い森の中でも標的を瞬時に、そして正確に獲物を捉えることができ、正確な発射が可能です。

適応レチクル:Z6:4
Z6i:41,CDl,LDl

Z6il‐ 6x24EE

大口径ライフルにはこのモデルがすばらしいパートナーになるはずです。静止でのハンティングや、サファリでの大きな獲物

には十分な倍率です。このモデルはアイレリーフが120mmと 長く、強いリコイルが生じても安全に使用することができます。

適応レチクル:41,CDl

Z6/Z6il。 7‐10x42

あらゆるタイプの銃に適したライフルスコープです。森林・平地.・山岳地帯などで獲物を追って猟をするタイプに特に適し

ています。

適応レチクル:Z6:4A

Z6i:4Al,CDl,4A‐3001

Z6/Z6i2‐ 12x50

このライフルスコープは一般的な猟に使えるよう設計されています。国径が大きいので夕暮れ時など暗いフィールドでも対

応し、開けた猟場での遠距離射撃や森林地帯で動く標的にも対応します。

適応レラ■クル:Z6:4A,4A‐ 300
Z6i:4Al,4A‐3001,BRXl



Z6/Z6i2nd Generttion

Z6ノ Z6125‐ 15x44P

視度補正が付いた高倍率15×と高解像度 (HD)レ ンズにより、長距離射撃でも信頼性の高いモデルです。特に重量や距離

が決定的な役割を呆たすような起伏の多い地形などで適応しています。

適応レチクル:Z6:4A

Z6i:4Al,BRXJ

Z6/Z6i25‐ 15x56P

大口径による明るさが強みで、光が乏しい状況での狩猟に適しています。6倍ズームによつて倍率15倍の視野を得ることができ、長

距離射撃に威力を発揮します。高い解像度(ID)レンズと視差補正により、どのような距離でも非常に精度の高い視野を保証します。

適応レチクル:Z6:4A,4A‐ 300
Z61:4Al,4A‐3001,BRXJ

Z6/Z6i3‐ 18x50P

高倍率18xで 非常に遠くの標的も鮮明に見ることができます。新しく側面に付いた視差補正と高い解像力のHDレ ンズなの

で、長距離射撃に最適です。3xの 倍率では広い視野を得ることができます。

適応レチクル:Z6:4A‐300,Plex
Z6i:4Al,4A‐3001,BRXJ

Z6/Z6i5‐ 30x50P

今までは最高倍率24xのモデルがで最も人気がありました。このモデルは最高倍率30xに再設計、視差補正とHDレ ンズに

より、さらに長距離射撃に威力を発揮します。

適応レチクル :Z6:Plex,BRH

Z6i:4Al,4A‐3001,BRXl



Z3 series

Z3シリーズはシヤープなデザインと新設計の3倍ズーム光学系、そして筒径25.4mm(1イ ンチ)の 非常に魅力的

なライフルスコープです。スリムな構造のため銃身に接近してマウントできます。あらゆるタイプの銃に適した

ライフルスコープです。

Z33‐ 9x36

伝統的なモデルです。Z3シリーズの中で最も小型`軽量のライフルスコープです。

ターに理想的なモデルです。特に伝統的なタイプの銃に合います。

適応レチクル:4A

コンパクトでも高い性能を要求するハン

様々なシチュエーションに適したモ

Z33・ 10x42

スリムで堅牢、しかも高性能光学系を持つクラシックタイプのライフルスコープです。

デルで、そのシャープなデザインはあらゆるタイプの銃にマッチします。

適応レチクル:4A,BRX

Z34‐ 12x50

このシリーズ最大国径のライフルスコープです。

ンで選べることがこのモデルの大きな特長です。

適応レチクル:4A,Plex,BRX

対物レンズは大口径50mm、最高倍率12x、そして弾道タレットをオプショ

大口径・高倍率なので光の乏しい状況や長距離射撃に適しています。



EL RANGE

スワロフスキー ・オプティックの光学技術とエレクトロニクス技術の融合で、まったく新しい双眼鏡+距 離測定レ

ンジファインダーを完成させました。エレクトロニクスを内蔵させると光学性能に影響を与えて、その性能が落ち

るのが一般的です。しかしスワロフスキーは光学性能に何ら影響を与えず、最高の光学性能を実現させています。

光学性能

●光の透過率

EL RANGEの プリズム、レンズにはスワロフスキー独自のコーテイングSWAROTOP、

SWARODUR、 SWAROBRIGHTが 施されています。双眼鏡を通る光はレンズやプリ

ズムを通過するたびにロスし、暗くなります。スワロフスキーのコーテイングは光のロ

スを最小限にして、すべてのレンズを通過した時点でも91%の 透過率を誇り,ます。他

社製の双眼鏡と較べても非常に高い透過率です。

・広い視野

61度のアイピースを搭載して、広い視野を確保しています。視野が広いと容易に対象

物を捉えることができます。

・メガネをかけても100%視野確保

長いアイレリーフでメガネをかけた状態でも視野の周辺まで100%見ることができます。

。新設計のビント調節リング

新しく設計されたピント調節リングは手袋をしていても微妙な調節が可能です。また

電池がこのリングに入ります。ターゲットマークの点滅は電池交換時期のサインですか

ら、速やかに電池を交換してください。

距離測定機能

およそ秒速30万キロメートルの速さでレーザーが発射され、日標物から反射して戻り、

距離を測定します。30～ 1375mの距離を測定できます。

動く対象物の距離を測定する場合、測定ボタンを押し続けると距離表示も変化し、実際

の距離を表示します。

SWAROAIM仰 角測定機能

EL RANGEの 特長は距離を表示すると同時に仰角 (水平に対する上下の角度)を 表示

して、弾道計算と命中ポイント補正でできます。双眼鏡の測定結果とライフルスコープ

の弾道タレットをマッチさせてより正確な射撃ができます。

倍率

有効径

ひとみ径

視野 (1000mで )

実視界

最短合焦距離

薄暮係数 (DIN58388)

長さ

幅

高さ

重さ

最長測定距離

最短測定距離

測定精度

表示

距離表示

防水性能

8x           10x

42mm      42mm

5.3mm     4.2mm

137m      l10m

7.8°           6.3°

5m        5m

18.3        20.5

166mm     160mm

l17mm     l17mm

81mm      81mm

9108         895g

1375m      1375m

30m       30m

± lm

LCD

メートル/ヤ ード切り替え

窒素ガス封入 。水深4m



Technical Data / Reticles

スワロフスキーライフルスコープ
テクニカルデータ

倍率

対物レンズ有効径 (mm)

ひとみ径(mm)

アイレリーフ(mm)

視野 (m/1oOm)

視野 (°)

みかけ視界 (mm)

視度調整(фt)

透過率 (%)

薄暮係数(D!N58388)

命中ポイント補正/クリック(mm/100m)

最大高度/偏 向調整幅(m/1oOm)

視差補正 (m)

対物レンズフィルターねじ

長さ(照明なし/照明付き)

重さ L version(照明なし/照明付き)

重さ SR verdon(照 明なし/照明付き)

筒径 (mm)

レチクル(照明なし)

レチクル(照明付き)

レチクル(弾道タレット付き)

1-6x

9.6‐24

9.6‐4

95

42.5‐6.8

23.8‐3.9

23.4

‐3-+2

90

2.8‐12

15

2

M27xO.75

293/296

420/460

‐/460

30

4

41,CDl,

LDl

1-6x

10.9‐24

10.8-4

120

33.5‐5.4

18.9‐3.1

18.8

‐3′ヤ+2

91

2.8‐12

15

2.1

M27xO.75

‐/315

‐/450

30

4‐l,CD‐l

1.7-10x

16‐42

96-42

95

25.2‐4.2

14.3‐2.4

23.7

‐3-+2

90

4.7‐20.5

10

1.5

M44xO,75

321/324

470/510

‐/520

30

4A

4Al,CD‐l

4A‐3001

4A―|

2-12x

19.3‐50

9.6-4.2

95

21‐3.5

11.8‐1.95

23.4

‐3′ν+2

90

5,7‐24.6

10

1.5

M52xO.75

340/343

520/560

‐/520

30

4A,4A‐300

4Al,4A‐300‐l

BRX‐|

4A‐|

25-15x

24.2‐44

9.5‐2.9

95

16‐2.7

9.2‐1.5

23.3

‐3 V́+2

90

7.1‐25,7

10

1.8/1

50‐∞

M46xO.75

356/359

555/595

-/610

30

4A

2.5‐15x

24‐56

9.5‐3.8

95

165‐27

9.4‐1.5

23.2

‐3-+2

91

7.1‐29

10

1.8/1

50‐∞

M58xO.75

364/367

635/675

-/685

30

4A,4A‐300

4A‐l,BR� 4A‐l戯10°
‐l

4A,4A‐1        4A,4A‐ l

Reticles

モデル毎に選択できるレチクルは限られています。テクニカルデータまたは各モデルの項を参照してください。

4A-300-|

4A-300 Plex BRX BRH



Technical Data I Accessories

スワロフスキーライフルスコープ
テクニカルデータ

倍率

対物 レンズ有効径 (mm)

ひとみ径 (mm)

アイレリーフ (mm)

視野 (m/1oOm)

視野 (°)

みかけ視界 (mm)

視度調整 (dpt)

透過率 (%)

薄暮係数 (DIN58388)

命中ポイント補正 /クリック (mm/100m)

最大高度/偏 向調整幅 (m/1oOm)

視差補正 (m)

対物 レンズフィルターねじ

長 さ (照明なし/照 明付 き)

重 さ L version(照 明なし/照 明付 き)

重 さ SR verdon(照 明なし/照 明付き)

筒径 (mm)

レチクル (照 明なし)

レチクル (照明付 き)

レチクル (弾道 タレット付 き)

3-18x

29‐50

9.5-28

95

133-22

7.6‐1.3

22.8

‐3～ +2

90

8.5‐30

5※

1.8/1

50-∞

M52xO.75

381/384

595/635

‐/655

30

4A-300

Plex

4A―|,4A‐300‐!

BRX―:

Plex,4A―|

5‐30x

48.2‐50

9.5‐17

95

7.9-13

4.5‐0.75

22.8

‐3 ―́+2

90

14.1‐38.7

5※

1.2/0.7

50‐∞

M52xO.75

395/398

600/640

30

Plex,BRH

4A‐l,4A‐300‐!

BRX‐:

Plex,4A‐|

3-9x

36

12月4日

90

13-45

7.4‐2.6

22.7

-2.5´ヽ+2.5

90

7

1.6/1.6

100

M39xO.75308

308/―

340/‐

25.4

4A

3-10x

42

12.6‐4.2

90

11‐39

6.3‐2.2

227

‐2.5～ +2.5

90

7

1.4/1.4

100

M44xO.75

321/―

360/‐

25.4

4A,BR×

4-12x

50

12.5‐4.2

90

9.7‐33
｀
  5.5‐1.9

227

‐2.5 ν́+2.5

90

7

1.2/1.2

100

M52xO.75

350/―

410/‐

254

4A,Plex

BRX

Plex

※弾道タレット付きの機種では10mm/100mと なります。

Accessories

ス コ ー プ ガ ー ド

スワロフスキーの ライフルスコープは非常 に堅牢 に設計 されてい ますが荒

天下での使用やハー ドな使用でキズがついた りします。 スコープガー ドは

それ らの外部か らの衝撃 をやわ らげるための ものです。弾力のあるネオプ

レン素材のスコープガー ドは撥水1/1で雨 をは じき、キズか いライフルスコー

プを守 ります。厳冬H寺グローブを した ままです ばや く、そ して音 をたてる

ことな く、取 り外す ことがで きるよう設計 されてい ます。 スコープガー ド

には 3つ のサ イズがあ ります。あなたの ライフルスコープに合 うサ イズを

お選び下 さい。

Sサ イズ対応 :Z6/Z6il-6x24、  Z6il‐ 6x24EE、  Z33-9x36

Mサ イズ対応 :Z6/Z6il.7-10x42、  Z33-10x42

Lサ イズ文寸応 :Z6/Z6i2-12x50、 Z6/Z6125‐ 15x44P、 Z6/Z6i2.5-15x56P、

Z6/Z6i3-18x50P、  Z6/Z6i5-30x50P、  Z34-12x50

レンズク リーニ ングセ ッ ト

高性能なコーテイングを損なうことなく、汚れを確実に落とすレンズクリー

ニングセットです。日頃のメンテナンスに必要なアイテムです。

セット内容 :キャリングバッグ、クリーニングブラシ、クリーニング液、

クリーニングウエットテイッシュ、 ミクロフアイバークロス

レフィル(詰め替え)セ ット

レンズクリーニ ングの詰め替え用です。

セ ッ ト内容 :クリーニ ング液、クリーニ ングウエ ッ トテ イッシュ
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保証                   .

正規販売店でご購入のスワロフスキー。オプティッグ・ライフルスコープの

保証はお買い上げ日から本体が10年間、レチクル照明部が2年間です。

詳細は製品に添付されている保証書をご覧下さい。      '

。このカタログは2012年 9月 1日現在のものです。
・製品の外観、仕様、価格などは変更することがあります。
・製品の色は印刷のため実際と異なる場合があります。
・本カタログに記載されている文章、写真の無断転載はおことわりします。

アドウエープ直営シヨールーム      ′

スワロフスキー ・オプティック銀座

〒10鎖鵬1東京都中央区銀座6‐4‐6花の木ビル6階

TEL:03‐6252‐3097 FAX:03‐6252‐3098

販売代理店

株式会社 國友銃砲火薬店
〒m8032 京都府京都市下京区寺町仏光寺上る

TEL:07nl‐ 3037 FAX:07nl‐ 3041

スワロフスキー・オプティック日本総代理店

株式会社 ア ドウエープ

〒220‐0011神奈川県横浜市西区高島2‐3‐21 ABEビル4階
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