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完全防水 & 防曇
豪雨から川を渡る時まで心配はいりません。独自開発の防水システムにより約 10m の深さの水没実験テストを繰り返
し、圧力変化にも対応しています。

耐衝撃性能
使用者の安全を最優先に考え、最も過酷な環境状況を想定し、リコイルマシーンで 5000 回の衝撃テストに耐えなけれ
ばなりません。エントリーモデルからハイクラスまで全てのスコープはテストをクリアしています。

気候環境
−40℃～+71℃まで全ての光学部品が問題なく動き、過酷な環境の中でも機能を失うことはありません。

PROFESSONAL-GRADE OPTICAK SYSTEM (VX-6HD / VX-5HD)
プロフェッショナルグレードの光学システムは、優れた性能を発揮するように設計されました。
最高の透明度を誇り、特に曇天時や夕暮れ等の周囲に光が少ない環境でその性能を発揮し、エッジからエッジまで鮮明な像を提供します。
地球上で最も過酷で野性的な場所でその威力を発揮します。

ELITE OPTICAL SYSTEM (VX-3HD)
エリート光学システムは、驚異の光透過率で鮮明な像を映し出します。
過酷な光の中でグレア最大軽減や優れた解像度で、世界中のハンターに認められています。

ADVANCE OPTICAL SYSTEM (VX-FREEDOM)
アドバンス光学システムは、バランスのとれて優れたハイコントラストな像を映し出します。
クラス最高の耐久性・輝度・透明度を誇ります。

【CDS Dial】

【CDS ZL Dial】

低いフォルムのレチクルクリック調整ノブ。見やすい
大きい文字でキャップを外す必要がない為に直接操
作が可能です。上部には滑り止めの刻みがあります。
またキャップフリーですので、キャップを失うことが
ありません。1 クリック 1/4MOA。

低いフォルムの 1 回転式調整ノブ。ボタンを押すとロ
ックが解除され調整が可能になり、再度ゼロに戻すと
ロックがかかります。回転が始まるとボタンが沈み込
み、再度ゼロに戻すとロックがかかります。1 クリッ
ク 1/4MOA。

【CDS ZL2 Dial】

【CDS TZL2 Dial】

低いフォルムの 2 回転式調整ノブ。ボタンを押すとロ
ックが解除され調整が可能になり、再度ゼロに戻すと
ロックがかかります。1 回転目ではボタンが半分沈み、
2 回転目でボタンが完全に沈んで 2 回転目のターンに
入っている事が分かります。1 クリック 1/4MOA。

精度を高める為のターゲット仕様の 2 回転式調整ノ
ブ。ボタンを押すとロックが解除され調整が可能にな
り、再度ゼロに戻すとロックがかかります。1 回転目
ではボタンが半分沈み、2 回転目でボタンが完全に沈
んで 2 回転目のターンに入っている事が分かります。
1 クリック 1/8MOA。

【CDS TZL3 Dial】
精度を高める為のターゲット仕様の 3 回転式調整ノ
ブ。ボタンを押すとロックが解除され調整が可能にな
り、再度ゼロに戻すとロックがかかります。1 回転目
ではボタンが半分沈み、2 回転目でボタンが完全に沈
んで 2 回転目のターンに入っている事が分かります。
1 クリック 1/4MOA。

【POP UP Re-zero Dial】
ゼロの調整を簡単にでき、ポップアップしたままダイ
アルを調整し、所定の位置でポップダウンすれば調整
は可能です。1 クリック 1/4MOA。

VX-6 HD
VX-6HD は光学性能を全く新しいレベルに引き上げました。高精細光学の「PROFESSONAL-GRADE OPTICAL SYSTEM」は明るさ、色の一貫性
と解像度を与え、6:1 ズーム比は広い範囲をカバーし、CDS ゼロロック 2 システム及び取り外しが可能なスローレバー等リューポルド
社の最上位モデルです。
モーションセンサーテクノロジー
リバーシブルスローレバー

5 分間以上スコープに動きがないときに、自動的に電源が切れバッテリーの消耗を抑えます。スコープに動きがあると即座に点灯します。
素早い倍率変更の為に、着脱可能なレバーが付属しています。向きを変えられる為、左右どちらの指でも操作が可能です。

1-6x24mm CDS ZL2 イルミ

2-12x42mm CDS ZL2 イルミ

￥275,000

￥320,000

●全長：273mm
●重量：380g
●チューブ径：30mm
●レチクル： A (#171552)
▶モーションセンサーテクノロジー

●全長：319mm
●重量：476g
●チューブ径：30mm
●レチクル： A (#171563)
C (#171557)※在庫限り

▶リバーシブルスローレバー

▶モーションセンサーテクノロジー

▶プッシュボタンイルミネーション

▶リバーシブルスローレバー

▶アルミナフリップバックレンズカバー

▶プッシュボタンイルミネーション

▶ガードイオンレンズコーティング

▶アルミナフリップバックレンズカバー

▶100%防水/防曇

▶ガードイオンレンズコーティング

▶使用電池：CR2032

▶100%防水/防曇

▶原産国：アメリカ

▶使用電池：CR2032
▶原産国：アメリカ

3-18x50mm CDS ZL2 SF イルミ

3-18x44mm CDS ZL2 SF イルミ
A

￥330,000

￥370,000

C

A

￥350,000

B・C

￥390,000

▶サイドフォーカス

●全長：330mm
●重量：586g
●チューブ径：30mm
●レチクル： A (#171572)
B (#171573)
C (#171576)

▶モーションセンサーテクノロジー

▶サイドフォーカス

▶リバーシブルスローレバー

▶モーションセンサーテクノロジー

▶プッシュボタンイルミネーション

▶リバーシブルスローレバー

▶アルミナフリップバックレンズカバー

▶プッシュボタンイルミネーション

▶ガードイオンレンズコーティング

▶アルミナフリップバックレンズカバー

▶100%防水/防曇

▶ガードイオンレンズコーティング

▶使用電池：CR2032

▶100%防水/防曇

▶原産国：アメリカ

▶使用電池：CR2032

●全長：343mm
●重量：544g
●チューブ径：30mm
●レチクル： A (#171565)
C (#171568)

▶原産国：アメリカ

4-24x52mm CDS TZL3 SF イルミ

4-24x52mm CDS ZL2 SF イルミ
A・C

￥410,000

E

￥450,000

￥450,000

●全長：372mm
●重量：637g
●チューブ径：34mm
●レチクル： A (#171294)
C (#171579)
E (#171581)

●全長：372mm
●重量：637g
●チューブ径：34mm
●レチクル： D (#179293)

▶サイドフォーカス

▶リバーシブルスローレバー

▶モーションセンサーテクノロジー

▶プッシュボタンイルミネーション

▶リバーシブルスローレバー

▶アルミナフリップバックレンズカバー

▶プッシュボタンイルミネーション

▶ガードイオンレンズコーティング

▶アルミナフリップバックレンズカバー

▶100%防水/防曇

▶ガードイオンレンズコーティング

▶使用電池：CR2032

▶100%防水/防曇

▶原産国：アメリカ

▶サイドフォーカス
▶モーションセンサーテクノロジー

▶使用電池：CR2032
▶原産国：アメリカ

A FireDot Duplex

B Illum Boone & Crockett

C Illum T-MOA

E

Illum Varmint Hunter

D

Illum Impact-23 MOA

VX-5 HD
VX-5HD は、5:1 比の広い倍率範囲は、ハンターとシューターにどんな環境にも適応する能力を与えます。「PROFESSONAL-GRADE
OPTICAL SYSTEM」の光学システムを中心に構築されており、最も困難な条件で優れた性能を発揮するように設計された比類のない光透
過率を提供します。業界をリードするグレア低減により、過酷な直射日光下でも鮮明な画像が得られます。すべてのリューポルドライ
フルスコープと同様に、米国で設計、機械加工、組み立ています。全機種にラバーレンズキャップが付いています。

1.5x24mm POP UP DIAL イルミ

1.5x24mm CDS ZL2 イルミ

2-10x42mm POP UP DIAL

￥170,000

￥198,000

￥179,000

●全長：273mm
●重量：379g
●チューブ径：30mm
●レチクル: B (#171385)

●全長：273mm
●重量：379g
●チューブ径：30mm
●レチクル C (#172367)

●全長：319mm
●重量：476g
●チューブ径：30mm
●レチクル： A (#171386)

▶モーションセンサーテクノロジー

▶モーションセンサーテクノロジー

▶プッシュボタンイルミネーション

▶プッシュボタンイルミネーション

▶ガードイオンレンズコーティング

▶セカンドフォーカルプレーン

▶セカンドフォーカルプレーン

▶ガードイオンレンズコーティング

▶100%防水/防曇

▶100%防水/防曇

▶使用電池：CR2032

▶原産国：アメリカ

▶セカンドフォーカルプレーン
▶ガードイオンレンズコーティング
▶100%防水/防曇
▶原産国：アメリカ

▶原産国：アメリカ

2-10x42mm CDS ZL2 イルミ

3-15x44mm CDS ZL2 SF

￥198,000

A・D

￥189,000

E

￥238,000

3-15x44mm CDS ZL2 SF イルミ
￥198,000
●全長：343mm
●重量：544g
●チューブ径：30mm
●レチクル： C (#172368)

▶プッシュボタンイルミネーション

●全長：343mm
●重量：544g
●チューブ径：30mm
●レチクル： A (#171714)
D (#171715)
E (#171717)

▶ガードイオンレンズコーティング

▶サイドフォーカス

▶プッシュボタンイルミネーション

▶セカンドフォーカルプレーン

▶セカンドフォーカルプレーン

▶ガードイオンレンズコーティング

▶100%防水/防曇

▶ガードイオンレンズコーティング

▶セカンドフォーカルプレーン

▶使用電池：CR2032

▶100%防水/防曇

▶100%防水/防曇

▶原産国：アメリカ

▶原産国：アメリカ

▶使用電池：CR2032

●全長：319mm
●重量：476g
●チューブ径：30mm
●レチクル： C (#171389)
▶モーションセンサーテクノロジー

▶サイドフォーカス
▶モーションセンサーテクノロジー

▶原産国：アメリカ

3-15x56mm CDS ZL2 SF イルミ

4-20x52mm CDS ZL2 SF

4-20x52mm CDS ZL2 SF イルミ

￥257,000

￥298,000

￥337,000

●全長：345mm
●重量：632g
●チューブ径：30mm
●レチクル： B (#175834)
C (#171390)

●全長：373mm
●重量：666g
●チューブ径：34mm
●レチクル： A (#171701)

●全長：373mm
●重量：666g
●チューブ径：34mm
●レチクル： C (#178166)

▶サイドフォーカス

▶モーションセンサーテクノロジー

▶モーションセンサーテクノロジー

▶セカンドフォーカルプレーン

▶プッシュボタンイルミネーション

▶プッシュボタンイルミネーション

▶ガードイオンレンズコーティング

▶ガードイオンレンズコーティング

▶ガードイオンレンズコーティング

▶100%防水/防曇

▶セカンドフォーカルプレーン

▶セカンドフォーカルプレーン

▶原産国：アメリカ

▶100%防水/防曇

▶100%防水/防曇

▶使用電池：CR2032

▶使用電池：CR2032

▶原産国：アメリカ

▶原産国：アメリカ

7-35x56mm CDS TZL3 SF
￥377,000
●全長：396mm
●重量：734g
●チューブ径：34mm
●レチクル： G (#172754)
H (#173221)
▶サイドフォーカス
▶セカンドフォーカルプレーン
▶ガードイオンレンズコーティング
▶100%防水/防曇
▶原産国：アメリカ

D Wind- Plex

A Duplex

B FireDot 4 Fine

C FireDot Duplex

E Boone & Crockett

G TMOA

H Impact-14 MOA

VX-3 HD
VX-3HD は VX-3i の後継機として誕生しました。多くのハンターがライフルスコープで望んでいるものを提供します。信じられないほ
ど頑丈でありながら軽量モデルです。伝統的なパフォーマンスと「ELITE OPTICAL SYSTEM」によって非常に優れた透明度を提供しま
す。また「CDS ZL」ダイアルを使用すると、必要な時にのみ移動することができます。ボタンを押してロックを解除し、ダイアルして
から回転させてゼロに戻し所定の位置にロックします。すべてのリューポルドライフルスコープと同様に、米国で設計、機械加工、組
み立ています。

1.5-5x20mm CDS ZL

1.5-5x20mm CDS ZL イルミ

2.5-8x36mm CDS ZL

￥98,000

￥118,000

￥98,000

●全長：246mm
●重量：279g
●チューブ径：1”
●レチクル： A (#180615)

●全長：244mm
●重量：354g
●チューブ径：30mm
●レチクル： E (#180626)

●全長：289mm
●重量：334g
●チューブ径：1”
●レチクル： A (#180616)

▶リバーシブルスローレバー

▶リバーシブルスローレバー

▶リバーシブルスローレバー

▶セカンドフォーカルプレーン

▶プッシュボタンイルミネーション

▶セカンドフォーカルプレーン

▶100%防水/防曇

▶セカンドフォーカルプレーン

▶100%防水/防曇

▶原産国：アメリカ

▶100%防水/防曇

▶原産国：アメリカ

▶原産国：アメリカ

3.5-10x40mm CDS ZL

3.5-10x40mm CDS ZL イルミ

3.5-10x50mm CDS ZL

￥98,000

￥118,000

￥118,000

●全長：322mm
●重量：382g
●チューブ径：1”
●レチクル： A (#180617)

●全長：322mm
●重量：400g
●チューブ径：30mm
●レチクル： E (#180627)

●全長：312mm
●重量：428g
●チューブ径：1”
●レチクル： A (#180618)

▶リバーシブルスローレバー

▶リバーシブルスローレバー

▶リバーシブルスローレバー

▶セカンドフォーカルプレーン

▶プッシュボタンイルミネーション

▶セカンドフォーカルプレーン

▶100%防水/防曇

▶セカンドフォーカルプレーン

▶100%防水/防曇

▶原産国：アメリカ

▶100%防水/防曇

▶原産国：アメリカ

▶原産国：アメリカ

3.5-10x50mm CDS ZL イルミ
￥138,000

4.5-14x40mm CDS ZL
A

￥118,000

D

4.5-14x50mm CDS ZL

￥138,000

￥138,000
●全長：312mm
●重量：479g
●チューブ径：1”
●レチクル： A (#180622)

▶リバーシブルスローレバー

●全長：322mm
●重量：379g
●チューブ径：1”
●レチクル： A (#180619)
D (#180620)

▶プッシュボタンイルミネーション

▶リバーシブルスローレバー

▶セカンドフォーカルプレーン

▶セカンドフォーカルプレーン

▶セカンドフォーカルプレーン

▶100%防水/防曇

▶100%防水/防曇

▶100%防水/防曇

▶原産国：アメリカ

▶原産国：アメリカ

▶原産国：アメリカ

●全長：312mm
●重量：499g
●チューブ径：30mm
●レチクル： E (#180628)

▶リバーシブルスローレバー

4.5-14x50mm CDS ZL イルミ

6.5-20x40mm EFR CDS TZL2

6.5-20x40mm SF CDS TZL2

￥158,000

￥169,000

￥198,000

●全長：368mm
●重量：516g
●チューブ径：1”
●レチクル： B (#180624)

●全長：365mm
●重量：589g
●チューブ径：30mm
●レチクル： B (#180625)

▶フロントフォーカス

▶サイドフォーカス

▶リバーシブルスローレバー

▶リバーシブルスローレバー

▶セカンドフォーカルプレーン

▶セカンドフォーカルプレーン

▶100%防水/防曇

▶100%防水/防曇

▶原産国：アメリカ

▶原産国：アメリカ

●全長：321mm
●重量：550g
●チューブ径：30mm
30m
●レチクル： E (#180629)
▶リバーシブルスローレバー
▶プッシュボタンイルミネーション
▶セカンドフォーカルプレーン
▶100%防水/防曇
▶原産国：アメリカ

A Duplex

B Fine Duplex

D Boone & Crockett

E

FireDot Twilight Hunter

VX-FREEDOM
VX-FREEDOM は、伝説的なリューポルドのパフォーマンスと信頼性を提供します。3-9 倍以上に CDS ダイアルモデルとなり進化を遂げま
した。クラス最高の光学系・精度でコストパフォーマンスに優れたモデルです。全てオレゴンの工場で設計、組み立てられていて、上
位機種と変わらず耐久性基準テストもクリアしています。

2-7x33mm

2-7x33mm RIMFIRE

￥58,000

￥58,000

●全長：238mm
●重量：272g
●チューブ径：1”
●レチクル： B (#174177)
F (#180590)

●全長：279mm
●重量：314g
●チューブ径：1”
●レチクル： J (#180592)

●全長：279mm
●重量：314g
●チューブ径：1”
●レチクル： C (#174179)

▶セカンドフォーカルプレーン

▶セカンドフォーカルプレーン

▶セカンドフォーカルプレーン

▶100%防水/防曇

▶100%防水/防曇

▶100%防水/防曇

▶原産国：アメリカ

▶原産国：アメリカ

1.5-4x20mm
B

￥49,000

F

￥58,000

▶原産国：アメリカ

3-9x33mm EFR AIR GUN

3-9x40mm CDS

￥79,000

A

●全長：294mm
●重量：343g
●チューブ径：1”
●レチクル： I (#175075)

￥58,000

D

3-9x40mm 450 BUSHMASTER

￥67,000

￥58,000
●全長：315mm
●重量：345g
●チューブ径：1”
●レチクル： A (#176011)

▶フロントフォーカス

●全長：315mm
●重量：345g
●チューブ径：1”
●レチクル： A (#174182)
D (#180603)

▶セカンドフォーカルプレーン

▶セカンドフォーカルプレーン

▶100%防水/防曇

▶100%防水/防曇

▶100%防水/防曇

▶原産国：アメリカ

▶原産国：アメリカ

▶原産国：アメリカ

3-9x50mm CDS

3-9x50mm FIRE DOT イルミ

￥67,000

￥97,000

●全長：307mm
●重量：414g
●チューブ径：1”
●レチクル： A (#180613)

●全長：307mm
●重量：404g
●チューブ径：30mm
●レチクル： G (#177228)

▶セカンドフォーカルプレーン

▶プッシュボタンイルミネーション

●全長：317mm
●重量：371g
●チューブ径：1”
●レチクル： A (#180600)
D (#180601)

▶100%防水/防曇

▶セカンドフォーカルプレーン

▶セカンドフォーカルプレーン

▶原産国：アメリカ

▶100%防水/防曇

▶100%防水/防曇

▶原産国：アメリカ

▶原産国：アメリカ

4-12x40mm CDS SF

4-12x50mm CDS

6-18x40mm CDS SF

￥97,000

￥77,000

￥97,000

●全長：312mm
●重量：445g
●チューブ径：30mm
●レチクル： D (#175079)

●全長：305mm
●重量：425g
●チューブ径：1”
●レチクル： A (#180602)

●全長：370mm
●重量：481g
●チューブ径：30mm
●レチクル： D (#175081)

▶サイドフォーカス

▶セカンドフォーカルプレーン

▶サイドフォーカス

▶セカンドフォーカルプレーン

▶100%防水/防曇

▶セカンドフォーカルプレーン

▶100%防水/防曇

▶原産国：アメリカ

▶100%防水/防曇

▶セカンドフォーカルプレーン

4-12x40mm CDS
A

▶原産国：アメリカ

￥67,000

D

￥77,000

▶原産国：アメリカ

A Duplex

B Pig-Plex

C Rimfire-MOA

D

Tri-MOA

F MOA-Ring

G FireDot Twilight Hunter

I Fine Duplex

J

Hunt-Plex

生産終了(在庫品)

VX-3i

生産終了(在庫限り)

6.5-20x50mm CDS SF TG

1-5x20mm

2.5-8x36mm

￥90,000

￥90,000

●全長：246mm
●重量：263g
●チューブ径：1 ㌅
●レチクル： A (#170675)

●全長：290mm
●重量：323g
●チューブ径：1 ㌅
●レチクル： A (#170678)

▶セカンドフォーカルプレーン

▶セカンドフォーカルプレーン

●全長：364mm
Mm
●重量：578g
●チューブ径：30mm
●レチクル： B (#170714)
C (#170715)

▶100%防水/防曇

▶100%防水/防曇

▶サイドフォーカス

▶原産国：アメリカ

▶原産国：アメリカ

▶セカンドフォーカルプレーン

B

￥205,000

C

￥217,000

▶アイレリーフ：94mm～97mm
▶100%防水/防曇
▶原産国：アメリカ

A Duplex

B Fine Duplex

C Varmint Hunter

VX-FREEDOM AR
1.5-4x20mm イルミ

3-9x40mm

￥98,000

￥48,000

●全長：239mm
●重量：272g
●チューブ径：1 ㌅
●レチクル： A (#177226)
▶セカンドフォーカスプレーン
▶100%防水/防曇
▶原産国：アメリカ

生産終了(在庫限り)

6-18x40mm SF
￥103,000

●全長：315mm
●重量：436g
●チューブ径：1 ㌅
●レチクル： B (#178252)

●全長：363mm
●重量：482g
●チューブ径：30mm
●レチクル： B (#177231)

▶セカンドフォーカスプレーン
▶100%防水/防曇

▶セカンドフォーカスプレーン
▶100%防水/防曇

▶原産国：アメリカ

▶原産国：アメリカ

A FireDot MIL-Ring

VX-R
1.25-4x20mm イルミ
￥100,000
●全長：246mm
●重量：340g
●チューブ径：30mm
●レチクル： A (#110683)
▶モーションセンサーテクノロジー
▶プッシュボタンイルミネーション
▶セカンドフォーカルプレーン
▶100%防水/防曇
▶使用電池：CR2032
▶原産国：アメリカ

A FireDot-4

B TMR

生産終了(在庫限り)

DOT SIGHT
FREEDOM RED DOT は非常に信頼性が高いドットサイトです。
「PFOFESSIONAL-GRADE RED DOT OPTICAL SYSTEM」を搭載し少ない光でも
より多くを見ることができ、コントラストを高め、まぶしさを軽減して最適なパフォーマンスを発揮します。リューポルド社のリコ
イルマシーンで無数のテストを行い耐久性も抜群です。

FREEDOM RDS

DELTA POINT PRO

￥58,000

￥110,000

#180092

#119688

●全長：134mm
●重量：204g
●倍率：1 倍
●対物レンズ径：34mm
●レチクル：1MOA-DOT
●レチクルカラー：レッド
●照度調整：8 段階

●全長：46mm
●重量：41g
●倍率：1 倍
●対物レンズ径：32mmx24mm
●レチクル：2.5MOA-DOT
●レチクルカラー：レッド
●照度調整：8 段階

▶モーションセンサーテクノロジー

▶モーションセンサーテクノロジー

5 分以上動作がないとスリープモードに入ります。

5 分以上動作がないとスリープモードに入ります。

▶プッシュボタンイルミネーション

▶プッシュボタン式 ON/OFF

▶100%防水/防曇

▶プロテクトカバー

▶使用電池：CR2032

▶クイックスロットマウント

▶原産国：アメリカ

▶100%防水/防曇

2.5MOA-DOT

▶使用電池：CR2032
▶原産国：アメリカ

1MOA-DOT

BINOCULAR
リューポルドの双眼鏡は、最も重要な時に明るい画像を提供

BX－4 PRO GUIDE HD

します。夜明けから夕暮れまで全ての時間帯での光透過率、

￥98,000
10x42mm

過酷な光でのトップレベルのグレア低減、解像度と明瞭さを

#172666

兼ね備えています。人間工学に基づいたオープンブリッジ設

●全長：142mm
●重量：662g

計や軽量化によりフィールドでの長い使用でも快適です。

▶ELITE OPTICAL SYSTEM
▶アルミニウムボディ
▶ガードイオンコーティング
▶ソフトケース＆ストラップ
▶100%防水/防曇

BX－2 TIOGA HD

BX－2 ALPINE HD

￥62,000

￥49,000

※在庫限り

10x32mm
#172690
●全長：114mm
●重量：510g
▶ADVANCED OPTICAL SYSTEM
▶ソフトケース＆ストラップ
▶100%防水/防曇
▶原産国：中国

▶原産国：中国

10x42mm

BX－1 MCKENZIE HD

#181177

￥39,000

●全長：270mm
●重量：682g

10x42mm

▶ADVANCED OPTICAL SYSTEM

#181173

▶EXO コーティング

●全長：147mm
●重量：622g

▶ソフトケース＆ストラップ
▶100%防水/防曇

▶ADVANCED OPTICAL SYSTEM

▶原産国：中国

▶ソフトケース＆ストラップ
▶100%防水/防曇
▶原産国：中国

SPOTTING SCOPE
最も過酷な条件向けに製造された SX-2 スポッティング

SX-2 ALPINE HD

スコープは、高度な光学システムを中心に構築されてお

￥98,000
20-60x80mm

り、光透過率、過酷な光でのクラス最高のグレア低減、
解像度と透明度を提供します。角度の付いた接眼レンズ
は、不快感を感じることなく、使用感抜群です。

#180144
メーカー名：リューポルド
●全長：424mm
●重量：1040g
●倍率：20～60 倍
●対物レンズ径：80mm
▶ADVANCED OPTICAL SYSTEM
▶原産国：アメリカ

RANGEFINDER
RX シリーズ距離計は、ボタン一つで瞬時に目標物までの距離が計測できます。日中でも確認がしやすいディスプレイや、お好みでレ
チクルが選択可能です。TBR モデルでは傾斜のある先の目標物を計測する場合にショットの角度を考慮して距離を表示でき、リュー
ポルド RX には様々な機能が備わっています。独自のレンジングエンジンを搭載し、超高速の精度で狩猟や射撃を次のレベルに引き
上げます。

RX-2800 TBR

RX-1600i TBR

RX-1400i TBR

RX-FULLDRAW3

￥110,000

￥90,000

￥41,000

￥59,000

#171910

#173805

#179640

#174557

製品名

RX-2800 TBR

RX-1600i TBR

RX-1400i TBR

RX-FULL
DRAW3

測定距離

6.4～2560m

5.5～1460m

5.5～1280m

5.5～1190m

倍率

7倍

6倍

5倍

6倍

赤

赤

赤

黒

ハイコントラスト

ハイコントラスト

ハイコントラスト

ハイライト

TBR (TRUE BALLISTIC RANGE)
TBR テクノロジーは傾斜の先にある目標物の場合、通常の水平測定では正確な距離が測
れない為、ショットの角度を考慮し距離を表示します。

数値表示色
ディスプレイ

ラストターゲットモード
複数のターゲットを認識した時に最も遠いターゲット迄の距離が表示されます。

レッドΟLED

レッドΟLED

レッド OLED

ブラック LCD

レチクル

3 セレクト

3 セレクト

3 セレクト

3 セレクト

TBR

○

○

○

☓

ラストターゲットモード

○

○

○

○

スキャンモード

○

○

○

○

トロフィースケール

☓

☓

×

○

オートパワーオフ機能

○7 分

○7 分

○5 分

○5 分

ヤード・メートル切替

○

○

○

○

サイズ

101x73x38mm

96x71x33mm

96x71x33mm

100x63x38mm

重量

223g

220g

170g

198g

バッテリー

CR123A

CR2

CR2

CR2

スキャンモード
連続的にレーザーを照射して目標物が変わる度に測定結果を更新します。

原産国

中国

付属品

ソフトケース・ストラップ・電池

トロフィースケール
鹿の角に標準を合わせて、その鹿のおおよその大きさが分かります。

EYE WEAR
アメリカでは数多くの射撃競技で使用されています。計量・飛散防止レンズ等、頑丈に作られていていて競技やフィールドで目の保
護に最適です。偏光レンズは眩しさを解消し、レンズ表面にはイオン撥水コーティングが施され、汚れや水を落とし鮮明な視界を確
保します。競技・フィールドの他、日常の使用にも最適です。

KATMAI

PACKOUT

SWITCHBACK

￥24,000

￥27,000

￥27,000

#179099

#179630

#179093

●レンズ：エメラルドミラー

●レンズ：ブルーミラー

●レンズ：エメラルドミラー

●フレーム：ブラック

●フレーム：ブラウン

●フレーム：ブラック

●フレームフィット：やや狭い

●フレームフィット：標準

●フレームフィット：やや広い

ハードケース・ソフトケース・クロス付

ハードケース・ソフトケース・クロス付

ハードケース・ソフトケース・クロス付

●カタログ記載内容は 2021 年 2 月現在のものです。

北 斗 商 事 株 式 会 社

●カタログ記載の価格は小売価格(税抜)です。
●製品の価格・外観・仕様は予告なく変更することがあります。

〒277-0802 千葉県柏市船戸 1 丁目 19 番地 3

●印刷の為、実物と色合いが異なる場合があります。

TEL: 04-7170-1082
FAX: 04-7170-1083
Mail: s-aoki@hokuto-trading.co.jp
Web: www.hokuto-trading.co.jp

●掲載商品の一部には受注発注商品もあります。

