L AY L A X B R A N D S CATA LO G

LayLaxは、
イギリスのエアソフトガンニュースサイト
Popular Airsoft 主催の世界WEB投票企画において
ベスト・エアソフトアップグレードパーツメーカー部門
4th、6th、7th、8thと世界No.1を受賞することができました。

LayLax Inc. 1-1,Shichikenya, Higashiosaka-shi, Osaka, 577-0005, Japan
TEL:06-6743-3880 FAX:06-6743-3883
E-mail:official-shop@laylax.com

BEST AIRSOFT UPGRADE PARTS 2018
※商品の価格、仕様、
デザイン等は改良のため予告なく変更する場合があります。
※カタログ記載の商品写真のカラーは、印刷等の都合により実物と若干異なる場合があります。※カタログの記載内容は2018年9月現在のものです。

BRAND CONCEPT

CONTENTS
03

LayLax CUSTOM GUN COLLECTION

27

NINE BALL

49

GIGA TEC

07

NITRO.VO

35

PSS

51

LayLax GOODS

13

F-FACTORY

37

QUINTESSENCE

52

OFFICIAL SITE LAS

19

PROMETHEUS

39

MODE-2

53

KRYTAC

23

PROGRESS

41

GHOST GEAR

55

CLAWGEAR

24

GARUDA

45

BATTLE STYLE

56

CERAKOTE

25

LayLax CUSTOM HANDGUN COLLECTION

47
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精 密 射 撃に最 適 なボ ルトアクションライフル
シリーズの持つポテンシャルを最大限に引き出す
べく開発されたグレードアップパーツシリーズ

バッテリーシリーズは、妥協なき設計・検査による
高品質を確保した様々なユーザーのために考え
出されたバッテリーをラインナップしています。

電動ガンからハンドガンまでのライラクスらしい
オリジナリティあふれる総合ブランド

ライフルスコープ・ダットサイトによる精密射撃を
目的としたスナイパー向け機器や接続器具を
取り扱うブランド

LayLaxオフィシャルサイトだけで販売している、
特別な仕様で作られた限定生産モデルのライン
ナップ

各内部パーツを様々な観点から再構築、個々に
課せられた役割を最大に発揮させその総合力を
120%引き出すことを目的とした電動ガン専用
カスタムパーツシリーズ

これまでのサプレッサーを含みつつも、固定概念
にとらわれずブランドスケールをアップさせ、多く
のお客様に喜んでいただけることを目標に立ち
上げました。

先 進 的 なメカ ニックデ ザ イン が 採 用 さ れ た
KRISS VECTOR
（クリスヴェクター）
シリーズで
有名な実銃メーカー、KRISS社グループのエア
ソフトガンブランド

個人装備の中でも繊維系を中心に、機能的で
リアルな商品開発を心掛け、
ゲームライフの充実
を目標としたブランド

オーストリアのシュタイアーにあり、高品質かつ
安全性に富んだアイテムで各国の特殊部隊に愛
される新進気鋭のギアメーカー

サバイバルゲーム装備のニュースタイルを提案
する、LayLaxオリジナルギアブランド

アメリカ軍部隊でも使用されている特殊な塗装
（コーティング）

RIS・レイルハンドガードを核とし、個々のGUNが
持つポテンシャルを引き出すことと、ユーザーの
イメージに合わせ拡張・変化することを目的とし
たブランド

エアガンが持つ性能の追求と維持の為に個々の
パーツに合った最良のケミカルを選び、全ての
ユーザーに提供していきます。
注目度の高い流行アイテムを、
どれだけリーズナ
ブルな価格での提供が可能かを考え、尚且つ実
用度の高いアイテムとする挑戦を続けていくカ
テゴリの枠を超えたブランドです。
ハンドガンをよりスタイリッシュに、
よりタフネス
にカスタマイズにする事を目的に開発された
パーツ群のブランド

ゴーグルやマーカーなどサバゲーの必需品から、
スリングやガンケースなどのサポートアイテムを
サポートするサバイバルゲームを楽しむ全ての
人々をバックアップするブランド

NEXT GENERATION
次世代

F.FACTORY
次世代AKストックベース ¥5,800

CQB-R TACTICAL MASTER

F.FACTORY
次世代AKストックベースセット ¥8,800

AK102
KEYMOD MODEL

NEXT GENERATION
次世代

F.FACTORY M4シリーズ用
「[MG]アッパーフレーム」
＋
「[MG]ロアフレーム」
＋
「チャージングハンドル」
セット
●NOVESKEタイプ ●COLTタイプ●Knight sタイプ ●無刻印タイプ
各¥24,800

□F.FACTORY ハイダー調整シムリングセット ¥1,400 □F.FACTORY 次世代M4 ハードバレルベース ¥2,800 □F.FACTORY 次世代M4用アウターバレルベース＜4インチ＞ ¥4,800 □F.FACTORY 次世代M4用アウターバレルピース＜5インチ＞ ¥3,600
□F.FACTORY 次世代M4用アウターバレルピース＜1.5インチ＞ ¥2,500 □F.FACTORY スタンダード＆次世代対応 M4アクシズスリムグリップ ¥4,800 □F.FACTORY SOPMOD トリガーロックピン M4 ¥800
□F.FACTORY M4メタルフレーム専用 フレームロックピン ¥2,000 □F.FACTORY 次世代M4用フレームロックピン ¥1,000 □F.FACTORY 次世代M4 ハードバッファーリング ¥2,200 □F.FACTORY 次世代M4用 スリングバッファープレート ¥3,800

S T A N D A R D
ス タン ダ ード

DESERT BATTLE MODEL

M4A1

NITRO.Vo 次世代AK102Keymodハンドガード
□Quintessence ダットサイト
「Evil Killer 07」¥16,800 □F.FACTORY QDスリングスイベル（2個セット）¥2,800 □SATELLITE CQBスリング ¥3,400 □KRYTAC リトラクタブルバッテリーストック ¥8,000

QS-MILのショートスコープ「SOL」に
最も親和性の高い、
チューブ径30mm対応の
スコープマウント。

左 : □NITRO.Vo 次世代AKS74U Keymod レイルハンドガード ¥16,800
□PROMETHEUS 東京マルイ 次世代シリーズ用 EGハードギア New Ver.1/2用 強化純正トルクタイプ ¥10,500
□PROMETHEUS 東京マルイ 次世代 New Ver.1用 ハードピストン ¥3,900
□PROMETHEUS ステンレスハードシリンダー TYPE A ¥2,000
□PROMETHEUS ピストンヘッド POM Ver.4＆9（New Ver.1）¥3,000
□Quintes sence マイクロダットサイト type-L ¥13,800
右 : □NITRO.Vo AKβスペツナズ Keymod レイルハンドガード ¥14,800
□Quintes sence ダットサイト
「Evil Killer 07」¥16,800
□Quintes sence オプティカルハイマウント ¥4,800

F.FACTORY
サイドクランプスコープマウント30mm
●クイックリリースタイプ ¥11,800
●ネジタイプ ¥9,800

Quintes sence
オプティカルハイマウント ¥4,800

F.FACTORY
QDスリングスイベル
（2個セット） ¥2,800

MODE-2
M4 QDサプレッサー ¥11,500

□NITRO.Vo【PROFIT】
フォアグリップ ¥2,200 □F.FACTORY ハイダー調整シムリングセット ¥1,400 □F.FACTORY M16 トリガーロックピン ¥600 □F.FACTORY M16 フレームロックピン
（BK/SV ）¥1,500
□F.FACTORY M16 QDスイベルマウントストックリング ¥3,200 □GIGA TEC EVOリポバッテリー7.4V/1200mAh ストックパイプインタイプ ¥3,500 □F.FACTORY M4ストックパイプ（スタンダードタイプ）¥4,800

KRYTAC
Keymod ハンドガード
（10インチ/CRBサイズ）
¥22,000

Quintessence
ダットサイト
「Evil Killer 08」
¥13,800

TYPE89 KEYMOD & SHORTY MODEL
S T A N D A R D
ス タン ダ ード

GAS BLOW BACK
ガ ス ブ ロ ー バ ック

BLOCK1 CUSTOM
03

LAYLAX COMPLETE GUN

CQBR

□KRYTAC フラッシュハイダー（メタル）¥3,800 □KRYTAC電動ガン リトラクタブルバッテリーストック ¥8,000 □NITRO.Vo ハイマウントレイル＜Sサイズ＞用 クイックリリースキット ¥3,400
□NITRO.Vo Keymod エンブレム
【スクエア型/KRYTAC】¥1,800 □NITRO.Vo Keymod ハンドストップ ¥2,000 □WAR SPORT レイルバンジー ¥2,000

左 : □NITRO.Vo 89式キーモッドハンドガード ¥18,800 □NITRO.Vo 89式カスタムガスピストン ¥3,800
□NITRO.Vo Keymod コンパクトフォアグリップ ¥3,500
□F.FACTORY 89式（固定銃床式）ストックベースセット
（ストックパイプ付き）¥8,800
□F.FACTORY 89式ハードバレルベース ¥5,800 □F.FACTORY M4 LEタクティカル バットプレート¥3,800
□F.FACTORY M16 ストックリング¥2,500
□F.FACTORY サイドクランプスコープマウント30mm ネジタイプ ¥9,800

右 : □NITRO.Vo 89式スパイナルレイルハンドガード Type S ¥15,800 □NITRO.Vo カスタムフォアグリップ ¥5,500
□F.FACTORY 89式ショートアウターバレル ¥6,000 □F.FACTORY 89式（固定銃床式）ストックベース ¥5,800

AK KEYMOD HANDGUARD
NEXT GENERATION & STANDARD
次 世 代 & ス タン ダ ード

LAYLAX COMPLETE GUN

04

！
連結！

F.FACTORY
P90 アームドマグクリップ ¥3,800

MODE2
カーボンロングサプレッサー ￥14,800

NITRO.Vo
P90 Keymodレイルハンドガード¥13,800

F.FACTORY
P90 カスタムマガジンキャッチ
¥2,800

HIGH CYCLE CUSTOM
ハイサイクルカスタム

HC
P90
SNEAKER KILLER

HIGH CYCLE CUSTOM
ハイサイクルカスタム

P90 HC GOHRAI

F.FACTORY
P90 スリングスイベルエンド Ver.2
¥4,800

□NITRO.Vo P90アーマードレイルシステム ¥13,800 □F.FACTORY P90 スリングスイベルエンド Ver.2 ¥4,800 □F.FACTORY P90 アームドマグクリップ ¥3,800 □F.FACTORY P90 カスタムマガジンキャッチ ¥2,800
□Quintessence ダットサイト
「Evil Killer 08」¥13,800

□Quintessence ダットサイト
「Evil Killer 07」¥16,800 □MODE2 カーボンロングサプレッサー ¥14,800 □NITRO.Vo P90 Keymodレイルハンドガード ¥13,800 □F.FACTORY P90 BOXマガジン ¥12,400
□F.FACTORY P90 スリングスイベルエンド Ver.2 ¥4,800 □PROMETHEUS EGバレル 247mm G36C・P90・CAR15・SIG552 ¥5,200

KSG SPIKE WARRIOR
GAS SHOTGUN
ガ ス シ ョット ガ ン

G A S

S H O T G U N

ガ ス シ ョット ガ ン

BK

M870
BREACHER WARRIOR CUSTOM
SV

NITRO.Vo
M870ブリーチャー用
ストライクキャップ ¥3,400

F.FACTORY KSG
タクティカルスリングスイベル
¥2,000

NITRO.Vo
M870ブリーチャー
トップレイル
¥13,800

□F.FACTORY M870ブリーチャー用 ストライクキャップ ¥3,400 □F.FACTORY M870 サイドプレートシェルホルダー ¥6,200 □F.FACTORY M870ブリーチャーストライクハイダー ¥4,300
□NITRO.Vo Keymodバリケードストップ<1個入> ¥3,800 □NITRO.Vo M870ブリーチャー トップレイル ¥13,800 □Quintessence ダットサイト
「Evil Killer 08」¥13,800

PUSH

F.FACTORY KSG ショトシェル
クイックワイドマグレバー ¥3,400

□NITRO.Vo KSG キーモッド ロングトップレイル ¥13,800 □NITRO.Vo KSG サイドマウントベース ¥2,900 □F.FACTORY KSG ストライクハイダー ¥4,500 □F.FACTORY KSG ツインスパイク ¥5,800
□F.FACTORY KSG マズルブレーキ TYPE-D フラッシュハイダー ¥4,000 □F.FACTORY KSG タクティカル スリングスイベル ¥2,000 □F.FACTORY KSG ショトシェル クイックワイドマグレバー ¥3,400
□F.FACTORY KSG ショットシェルホルダー ¥6,800 □SATELLITE マルチパッド/プレデター ¥1,200 □F.FACTORY KSG/M870 タクティカル カスタムインナーバレル260mm ¥4,500

F.FACTORY
M870
ミニレイル
システム/DX
¥9,800

NITRO.Vo
M870 レイルフォアエンド
¥13,800

M870 TACTICAL WARRIOR CUSTOM
G A S

S H O T G U N

ガ ス シ ョット ガ ン
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LAYLAX COMPLETE GUN

□NITRO.Vo M870 ミニレイルシステム/DX ¥9,800 □NITRO.Vo M870 レイルフォアエンド ¥13,800 □NITRO.Vo M870 タクティカル トップレイル ¥12,800
□F.FACTORY M870 ストライクハイダー Atype ¥4,000 □F.FACTORY M870 ストライクハイダー Btype ¥4,500
□Quintessence サイトロンジャパン ミルスペック スコープ RS1-4×24mm SHORT SCOPE SOL ¥34,500 □Quintessence サイドクランプ スコープマウント ¥9,800
□F.FACTORY KSG/M870タクティカル カスタムインナーバレル260mm ¥4,500

F.FACTORY
M870タクティカル トップレイル
¥13,800

MP7A1 ZWEIHƒNDER
ELECTRIC COMPACT
電 動 コ ン パ クト

NINE BALL
東京マルイ 電動MP7A1
ストックベースセット
（ストックパイプ付き）
¥8,800

NITRO.Vo
東京マルイMP7A1
エクステンションフレーム ¥14,800

□NITRO.Vo キャリングハンドルロング ¥9,800 □NITRO.Vo カスタムフォアグリップ ¥5,500 □MODE-2 SCAR-SDサプレッサー ¥9,800 □Quintessence マイクロダットサイト type-A ¥13,800
□NINE BALL 電動MP7A1 コンパクトマシンガンバレル／ロング ¥4,800 □NINE BALL 電動コンパクトマシンガン エアシールシリンダー ¥1,600 □NINE BALL 電動コンパクトマシンガン ハードピストンプラス ¥3,000
□NINE BALL 電動MP7A1 外部バッテリー変換アダプター ¥2,800

LAYLAX COMPLETE GUN
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Keymod（キーモッド）
とは

【ニトロ・ヴォイス】NITRO.Vo
RIS・レイルハンドガードを核とし、
個々のGUNが持つポテンシャルを引き出すこと、
所有者のイメージに合わせ拡張・変化することを目的としたブランド。
オリジナルシステムを構築する為の基本となるパーツ群の総称です。

銃本体へライトやフォアグリップなど便利な拡張機器を取り付ける
ための新しい規格で、必要な部分だけにピカティニー規格レイルの
取付もできる、軽量で扱いやすい新しいオプション拡張規格です。

M-lok（エムロック）
とは
Magpul Industriesによって特許取得されたライセンスフリーの
オプション拡張規格です。

軽量・高強度なアルミ合金製
「メイドインジャパン」の信頼性！

P90 Keymod レイルハンドガード
JAN：4571443137654

超軽量Keymodタイプの
P90専用レイルハンドガード

¥13,800

トップにピカティニー規格レイル、サイドとアンダーにKeymod規格レイルを採用。
新フェイスのP90へと生まれ変わります。サプレッサーはM14逆ネジ仕様で、42mm径まで対応でカーボンロングサ
プレッサー、HKサプレッサーリアルなどと抜群の相性！過去にないシルエットは新しい存在感として使い手をより引き立
たせることでしょう。対応機種:東京マルイ製 P90シリーズ

89式 Keymod ハンドガード
JAN：4571443144072

89式 Keymod ハンドガード ショート

¥18,800

JAN：4571443147226

●KeyMod規格に準拠したマウントを採用
●アルミ合金製の軽量で握りやすいデザイン
トップにピカティニー規格レイル、サイドとアンダーにKeymod(キーモッド)規格レイルを採用。
無加工装着はもちろんのこと、純正ハンドガードと交換するだけで使用可能。
これまでカスタムバリエーションが限られていた89式5.56mm小銃に新しいカスタムの可能性を提案!
軽量で高剛性なアルミ合金を採用し、KeyMod規格に準拠した高い拡張性と機能性を誇ります。
■対応機種: 東京マルイ製 89式5.56mm小銃

¥17,800

東京マルイ製スタンダード電動ガン 89式5.56mm小銃に取り付け出来るショートタイプのKeyMod
対応ハンドガードです。軽量なアルミ合金製のハンドガードに20mmトップレイルと3面のKeyModを
配することで拡張性を大幅UP!
上下分割式のハンドガード内部にバッテリースペースを確保しつつスタイリッシュなフォルムを目指し、
現代装備との親和性向上も図りました。もちろん無加工取り付け可能!
あなたの89式を現代風にアップグレードします!
■対応機種: 東京マルイ製 89式5.56mm小銃

■対応機種
東京マルイ製 次世代電動ガン
・AK102
・AKS74N

次世代AK Keymod ハンドガード
Designed by:石渡マコト氏(ニトロプラスメカニックデザイナー)

¥19,800

JAN：4571443146007

メカニックデザイナーの石渡マコト氏（ニトロプラスアーツ）デザインによる「AK キーモッドハンドガード」。無加工
装着はもちろんのこと、純正ハンドガードと交換するだけで使用可能。これまでカスタムバリエーションが限られて
いた次世代電動ガンAKシリーズに新しいカスタムの可能性を提案! 軽量で高剛性なアルミ合金を採用し、KeyMod
規格に準拠した高い拡張性と機能性を誇ります。又、ハンドガード上部はテイクダウンラッチを操作して取り外す事
が可能。バッテリーの脱着がスムーズに行えます。そして、特徴的なハンドガードからレシーバーまで延長された
パーツはマグウェルグリップとして機能美をも兼ね備えた、石渡マコト氏渾身のデザインとなっています。

■対応機種:東京マルイ
ガスショットガン KSG

KSG Keymod ロングトップレイル
JAN：4571443144126

東京マルイ製電動ガンMP5K（クルツ）専用に設計したKeymod対応のレイルハンドガードです。無加工装着はもちろ
んのこと、純正ハンドガードと交換するだけで使用可能。Keymod規格に準拠した拡張性と近代装備にマッチしたルック
スを両立！軽量で高剛性なアルミ合金を採用、安心の純国内生産とする事で高い品質を誇ります！
対応機種：東京マルイ電動ガン MP5K/K PDW/MP5K ハイサイクル

次世代AKS74U Keymod レイルハンドガード

AKβスペツナズ Keymod レイルハンドガード

¥16,800

JAN：4571443135766

トップにはピカティニー規格レイル、サイドとアンダーにはKeymod規格を採用した軽量レイルハンドガードです。ハンド
ガード内にはミニバッテリーをそのまま搭載できる仕様で、使い勝手をそのままに拡張性を大幅アップさせる、次世代
AKS74Uユーザーのニーズに合わせた自信作です！Keymod規格のため、拡張無しでも手触りよくハンドガードとして
の性能も高く、アルミ合金の堅牢な質感あるレイルハンドガードによりタクティカルなAKS74Uに進化します！
対応機種：東京マルイ 次世代電動ガン AKS74U

L

BLU

RED

GLD

¥14,800

トップにはピカティニー規格レイル、サイドとアンダーにはKeymod規格を採用した軽量レイルハンドガードです。
Keymod規格のため、拡張無しでも手触りよくハンドガードとしての性能も高く、アルミ合金の堅牢な質感あるレイル
ハンドガードによりタクティカルなフォルムへ進化します！
対応機種：東京マルイ 電動ガン AK47βスペツナズ/東京マルイ ハイサイクル電動ガン AK47ハイサイクル

BLU

Keymod レイルアーマー Sサイズ
JAN：
【BK】4571443141125【SV】4571443141132
【GLD】4571443141149【RED】4571443141156
【BLU】4571443141163

GLD

RED

SV

BK

各¥2,500

Keymod規格を採用した各種レイルハンドガードに対応したレイルアーマーです。
軽量で高強度なアルミ合金切削加工、各種Keymodレイルハンドガードに適合する独自寸法を採用。豊富なカラー
バリエーションはドレスアップに最適！バンジーコードやパラコードを組み合わせて独自カスタムが可能！

Square（LayLax）
JAN：
4571443142320

L

M

Square（KRYTAC）
JAN：
4571443142337
Square（無刻印）
JAN：
4571443142344

42mm径の
サプレッサーまで対応！

S

KRISS VECTOR Keymod レイルハンドガード L/M/S
L:¥14,800、M:￥13,800、S:￥12,800

EXTENDED PARTS

JAN：4571443135773

¥8,800

SV

各¥2,800

Keymod規格を採用した各種レイルハンドガードに対応したレイルアーマーです。軽量で高強度なアルミ合金切削加工、
各種Keymodレイルハンドガードに適合する独自寸法を採用。豊富なカラーバリエーションはドレスアップに最適！
バンジーコードやパラコードを組み合わせて独自カスタムが可能！
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東京マルイ クルツ用 Keymod ハンドガード

JAN：4571443141347

￥13,800

BK

KRYTAC
（クライタック）
製電動ガン・クリスベクター専用KeyMod対応レイル
ハンドガードです。無加工装着はもちろんのこと、当社製サイレンサー（外径
42mmまで）
とのマッチングを前提に設計。軽量で高剛性なアルミ合金を採
用し、KeyMod規格に準拠した高い拡張性と機能性を誇ります。
■対応機種:KRISS USA Licensed Kriss Vector Airsoft AEG SMG
Riﬂe.・クリスベクター SMG

42mm径の
サプレッサーまで対応！

東京マルイ製ガスショットガンKSGを戦闘的にドレスアップするロングトップレイルです。
ピカティニー規格に準拠したトップレイルは本体後方に延長、全長約420mmの長さを誇ります。
Keymod規格に準拠したマウント方式をバレルジャケットに採用し、ライトオプション等の追加に対応
します。各パーツは軽量かつ高強度なアルミ合金製、高い剛性を誇りハードな扱いに追従します。
またバレルジャケット両サイドに当社製KSGショットシェルホルダーをダイレクトにマウント!
マウントポジションはお好みに応じて前後左右の計4種から選択し取り付けることができます。
ドレスアップと拡張性を両立したKSGの機能性を高めるアップグレードアイテムです。

JAN：
【BK】4571443141071【SV】4571443141088
【GLD】4571443141095【RED】4571443141101
【BLU】4571443141118

JAN：
【L】4571443144355【M】4571443144348【S】4571443144331

JAN：4571443135971

●道具不要！無加工で簡単装着！
●Keymod規格に準拠したマウントを
採用
●アルミ合金製の軽量で握りやすい
東京マルイ MP5用 Keymod ハンドガード
JAN：4571443140418
デザイン
¥12,800
東京マルイ製スタンダード電動ガンMP5専用に設計したKeymod対応のレイルハンドガードです。
純正ハンドガードと交換するだけで使用可能。当社製 PSEリポバッテリー7.4V次世代SOPMODタイプ 専用設計と
する事でスリムな握りやすいデザインを実現。
対応機種：東京マルイ電動ガン スタンダードタイプ MP5（A4/A5/RAS/J/A5ハイサイクル）

Keymod レイルアーマー Mサイズ

写真はMサイズの装着例です。

東京マルイ MP7A1エクステンションフレーム ¥14,800

アサルトライフルに匹敵するメインウエポンへ変貌させることをコンセプトに、本体の長さを大胆にエクステンション
（拡
張）
させるフレームです。軽量・高強度なアルミ合金の押し出し成型から高精度CNC切削にて仕上げたメイドインジャパ
ン製品です。電動コンパクトマシンガンタイプ＆ガスブローバックタイプのMP7A1両方に取り付け可能です。原形をと
どめないほどの大胆なルックスと高い実用性を兼ね備えたオススメの逸品です。対応機種：東京マルイ 電動コンパクト
MP7A1・東京マルイ ガスブローバック MP7A1

ステアーハイサイクル Keymod レイルハンドガード
JAN：4571443137746

42mm径の
サプレッサーまで対応！

M

¥13,800

超軽量拡張Keymodタイプのステアーハイサイクル専用レイルハンドガード。
42mm径のサプレッサーまで対応！
トップにピカティニー規格レイル、サイドとアンダーにKeymod規格レイルを採用。
これまでカスタムバリエーションが限られていたステアーに新しいカスタムの可能性を提案！
見たことのないスタイリッシュなニューフェイスにより、
プレイスタイルを新たなステージへと引き上げて
くれることでしょう。サイレンサーアタッチメントはM14逆ネジ仕様。

Round（LayLax）
JAN：4571443142351

Keymod対応レイル Lサイズ ¥3,000

JAN：4571443139283

Keymod対応レイル Mサイズ ¥2,500

Keymod規格を採用した各種レイル、
ハンドガードに対応したオプション
レイルです。

JAN：4571443135063

ピカティニー規格に準拠したレイル本体は軽量で高強度なアルミ合金製、高精度で安心のジャパンメイド！
対応機種：M870ブリーチャートップレイル/KRYTAC電動ガン TRIDENTシリーズ各種/各社Keymod規格レイル

Keymod エンブレム

各¥1,800

Keymod規格の各種レイルハンドガードに装着する２タイプのスタイリッシュなエンブ
レムベース。レーザー刻印のロゴマーク入りと無刻印バージョンをラインナップ。無刻
印バージョンはチームや個人ユーザーなど、オリジナルのロゴマークを入れるベース
に最適です！またネジとナットを取り外し、
リングやパラコードを通してキーホルダーと
しても使用できます。オリジナルカスタムのワンポイントアクセントにも最適です。

Round（KRYTAC）
JAN：4571443142368
Round（無刻印）
JAN：4571443142375

EXTENDED PARTS
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BK

BK

TAN

Keymod バリケードストップ（2個入/1個入り）
JAN：
【2pcs】4571443135476
JAN：
【1pc】4571443135469

2個入り ¥7,400
1個入り ¥3,800

Keymod規格を採用した各種ハンドガードに対応するバリケードストップです。
窓枠や壁・柱などに銃本体を押しつけて固定し、射撃の安定化を図る際に役立ちます。
先端に設けたスパイクはフィールド内に設置された様々なストラクチャーにしっかり喰らい
つきます！実用性だけでなく、特徴的なデザインの外観は見る者を圧倒するアクセントに！
対応機種：各社製Keymod規格アタッチメント

Keymod コンパクトフォアグリップ

TAN

各¥3,500

Keymod ハンドストップ

各¥2,000

P90アーマードレイルシステム

JAN：
【BK】4571443142146【TAN】4571443142153

JAN：
【BK】4571443142047【TAN】4571443142054

ショートサイズのガラス繊維強化ABS樹脂製フォアグリップ。
スリングなどに絡みつくのを防ぐ凹凸の少ないデザインながらも、
フラットな側面形状と
滑り止めで高いコントロール性を保っています。狭所での取り回しの良さが格段にアップ
する超軽量約36g。グリップ底部から六角工具を使用しネジを緩めることで取り付け
位置を変更することが可能になっています。サイズ：22×32×72mm 重量：約36g
対応機種：Keymod規格を採用した各種ハンドガード等

一般的には、ハンドストップやフィンガーストップと呼び、実銃の場合、チューブラー形状のハンド
ガードを握る際にハンドストップに手や指をかけ、保持することでマズルフラッシュの反動制御の
態勢を行いやすくします。取り付ける位置は、各個人により様々あり、腕の長さや使用する銃器に
よっても異なり、ハンドガード下部又はサイドが一般的です。又はハンドストップをハンドガード
上部に取り付け、上から抑え込むようにホールドするスタイルも可能です。更に、戦況によっては
バリケードストップとして利用する事も可能です。対応機種：各社製Keymod規格アタッチメント

JAN：4571443143860

●無加工取り付け可能!
●多数のプレートから構成されるアー
マー状のデザイン
●センタープレートを取外す事で、
32mm径のサプレッサーまで対応!
￥13,800

多数のプレートから構成されるアーマー状のデザインは、
SFに登場する兵器を彷彿とさせ、
P90の近未来的なイメージを更に加速させま
す！フロントはマズルまでプレートで覆われたフルフラット形状。障害物の多いCQBフィールドでも抜群の取り回しを発揮します!!
装着時の重量バランスを追求したボディにより、
リアヘビーなP90の重心位置が最適化され、安定したサイティングが可能です。
正面のセンタープレートを取り外す事で、当社製ファットサプレッサー、
スリムサプレッサー又はφ32mmまでのサプレッサーを取り付け出
来ます。対応機種: 東京マルイ 電動ガン P90 TR、PS90 HC(ハイサイクル)※P90(ドットサイトタイプ)は取付け不可

レイルハンドガード P90
JAN：4582109581711

¥12,800

P90にレイルシステムを構築するレイルハンドガードですが、
その外観はP90のコンセプトを覆すほど攻撃的なスタイルを完成させます。
レイルに各種アイテムを装着し、
カーボンロングサプレッサーやHKロングサプレッサーを組み合わせる事で消音力を装備し、
BOXマガジン
との組み合せで大幅に戦闘力を向上させる事ができます。
対応機種：東京マルイ P90/P90-TR/PS90HC

BK

S

M

Keymod QDスイベルマウントセット

¥3,900

JAN：4571443139238

Keymod規格を採用した、各種ハンドガードに対応するQDアタッチメントのマウントです。
QDスリングスイベルとQDスイベルマウントが各1個ずつのセットで、Keymodの好きな
位置にスリングスイベルの増設を行うことができます。取り付けの自由度を高めたコンパ
クトな設計で、拡張性と汎用性を兼ね備えたアイテムです。装着基部はスチールを用いる
ことで、アルミ製のハンドガードへ強固に取り付け可能です！
セット内容：QDスリングスイベル×1個 QDスリングマウント×1個

Keymod QDスイベルマウント
JAN：4571443137616

¥2,800

Keymod規格を採用した、各種ハンドガードに対応するQDアタッチメントのマウントです。
QDスリングスイベル
（別売）
と使用することで、
Keymodの好きな位置にスリングスイベル
の増設を行うことができます。
装着基部はスチールを用いることで、
アルミ製のハンドガードへ強固に取り付け可能です！
対応機種：各社製Keymod規格アタッチメント

M-LOK変換Keymodアダプター
JAN：
【M】4571443147066
【S】4571443147059

¥2,800
¥3,200

■サイズ:
・M(ミディアム)97mm
・S(ショート)77mm
■材質:
・アルミ合金
・スチール

M-LOK規格のハンドガード等にkeymod規格を採用した各種オプションを取付けるための
変換アダプターです。アダプター本体は軽量で高強度なアルミ合金製、ナットは高強度な
スチールを採用。必要最小限の厚みを確保したロープロファイル、keymod規格のオプ
ションをM-LOKに取付けできます!
※Produced by Goat97 & Manufactured by LayLax.

DE

89式 スパイナルレイルハンドガード
JAN：4560329170403

¥15,800

SCAR-L/SCAR-H ハンドガードブースター

JAN：
【BK】
4560329176498【DE】
4560329176504

各¥12,800

もともと基本性能の高い電動ガンである89式ですが、
レイル式のハンドガードを装備していない為に、各デバイスの拡張性が低いこと
が唯一の不満点でした。その不満点を解消するのが89式スパイナルレイルハンドガードです。ハンドガードからレシーバー上部までを
1本のスリーブで繋ぐ構造を持つ為、
メタル製のレシーバーで高剛性の89式が、更に強固な鎧をまとうことになります。正にその名の
通り、
スパイナル（脊髄）
をイメージしたデザインで、89式の外観を豹変させます。

東京マルイ製の次世代電動ガン SCAR-LとSCAR-Hに対応したハンドガードの拡張パーツです。両サイドのレイルを利用して約
163mmハンドガードの延長が可能です。延長された両サイドのレイルと追加されたアッパーレイルで、
より多くのデバイスの搭載が可
能となります。更にサイドレイルにはQDスイベルのマウント機能もあり、弊社のQDスリングスイベルの取り付けが可能です。対応機
種：東京マルイ次世代電動ガン SCAR-L/SCAR-H

89式 スパイナルレイルハンドガード Type S

レイルハンドガード MP・MC

XS

S

42mm径の
サプレッサーまで対応！
P90 M-lok レイルハンドガード

写真はXSサイズの装着例です。

デュアルレイル[S]ショート 65mm ￥2,500/[XS]エクストラショート 45mm ￥2,300

￥13,800

JAN：4571443153791

当製品はM-LOKベースを搭載する事で、拡張性を高めているのは勿論、サイレンサー装着を前提にしたデザインを採用する事で実用
性にも優れたアイテムです! また、素材には高品質かつ、軽量で高強度を両立したジャパンメイドのアルミ合金仕様!さらにハイダーや
アウターバレルを外すだけで、簡単&無加工装着が可能になっています! エッジの利いたスタイリッシュなフォルムは、見る者を圧倒す
る迫力と威圧感で、本来のシンプルな外観を獰猛で攻撃的なイメージに一新させます。
軽量なアルミ合金製のハンドガードに20mmトップレイルと3面のM-LOKを配することで拡張性を大幅UP!

JAN：4560329170410

JAN：
【S】4571443147455【XS】4571443147448

KeyMod規格を採用した各種レイルハンドガードだけで無くM-LOK規格のレイルハンドガードにも対応するオプションレイルです。
ピカティニー規格に準拠したレイル本体は軽量で高強度なアルミ合金製、高精度で安心のジャパンメイド!
様々なKeyMod規格とM-LOK規格に適合できる独自寸法を採用、
ライトやフォアグリップなど自由に拡張できます!
Keymod/M-lok対応ピカティニーレイル

¥15,800

当社別売の89式ショートアウターバレルに対応したショートスケール用レイルハンドガード。取り回しが良いアクティブモデルとして89式
を再構築し、高い基本性能はそのままにアタッカータイプへと派生させました。89式唯一の弱点であった各デバイスの拡張性が低さを解
消し、
ハンドガードからレシーバー上部までを1本のスリーブで繋ぐ構造を持つ為、
もともとメタル製のレシーバーで高剛性の89式が、
更に
強固な鎧をまとうことになります。まさにその名、
スパイナル
（脊髄）
をイメージしたデザインで、
89式の外観を豹変させます。

JAN：4582109581704

¥8,800

MP5とMC51にレイルシステムを装備する事によって、組み合わ可能なアイテムが大幅に増え汎用性と攻撃力が大幅に向上します。
また、
ミニバッテリーも内蔵可能としました。
対応機種：東京マルイ MP5A4/MP5A5/MC51

Short

BK

写真は89式カスタムガスピストンの装着例です。

89式 カスタムガスピストン ￥3,800
89式 カスタムガスピストン ショート ￥3,500

JAN：4571443144089
【Short】4571443147127

SCAR QD スイベルマウントセット
JAN：4571443135247

¥4,800

レイルハンドガード Kurz
JAN：4582109581742

DE

¥8,800

当社製89式スパイナルレイルハンドガード Type S及び89式KeyModハンドガード・ショ
ートにご使用いただけるグレードアップパーツです。実銃ではハンドガード内部に設置され
ているガスピストンをアルミ切削により再現! 当社製ハンドガードを装着した際のリアリティ
を飛躍的に向上させます。対応機種：89式スパイナルレイルハンドガード、89式キーモッド
ハンドガード※ノーマルハンドガードには装着できません。ショート対応機種：89式スパイナ
ルレイルハンドガード Type S、
89式キーモッドハンドガード ショート

SCARにQDスイベルプラットフォームの拡張が可能となるリアマウントとサイドマウント
レイルのセット。取り外しに便利なQDスイベルポイントを採用し、各種スリングの選択範囲
が大幅に向上。
ピカティニー規格に準拠した専用サイドマウントレイルとリアQDマウントは、
ともに軽量で高強度なアルミ合金製。本体左右共用。
対応機種：東京マルイ 次世代電動ガン
（SCAR-L/L CQC/H）/
VFC 電動ガン
（SCAR-L CQC/H CQC）

コンパクトサブマシンガンである、
クルツをメインウエポンへと進化させるレイルハンド
ガード。状況に合わせた装備を装着する事で攻撃力を大幅に向上させ、
クルツがメイン
ウエポンに進化します。
対応機種：東京マルイ MP5K/MP5KA4 PDW/MP5K HC

HKショートスリーブ

レイルスリーブ G3SAS

レイルスリーブ MP

JAN：4582109581810

¥7,800

世界の多くの国で使用されている銃であるMP5・G3シリーズ。
そのすべてに装着可能なHKショートスリーブ。ホールド性・高強度で更にローマウント
仕様により、各種光学機器アイテムやスコープを好みの適正な位置に取り付ける事が
可能となります。
対応機種：東京マルイMP5A4/A5/RAS/MP5K/MP5-J/PDW/SD5/SD6/MC51/
G3SG-1/G3A3/G3A4G3/G3SAS
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EXTENDED PARTS

JAN：4582109581889

¥12,800

G3 SAS用のレイルスリーブです。インドア・アウトドアの異なるシチュエーションにも
マルチに対応するG3 SASモデルですが、
実際にサバイバルゲームに使用する事を考える
ならば、
フレーム強度の大幅UPに加え光学機器の幅を広げるレイルスリーブは必須。
当然装着後のスタイルもスパルタンでシリーズを通してご好評をいただいています。
イメージ+剛性強化を考えるならば、
レイルスリーブをおいて他には無いでしょう。
対応機種：東京マルイ G3 SAS

キャリングハンドル ロング
JAN：4571443135926

JAN：4582109581797

¥12,800

世界各国で採用され日本でも使用されているMP5シリーズ。
そのMP5電動ガンの本体を強化するレイルスリーブMP。
フレーム上部をレイルがホールドする事で、選択できるサイトバリエーションが大きく
アップしました。又フロントサイトをも新造し、
レイルとジョイントする事で、フロントを
しっかり保持し剛性と命中精度を向上させます。
対応機種：東京マルイ MP5A4/A5

¥9,800

カスタムフォアグリップ BK/DE
JAN：
【BK】
4571443135032【DE】
4571443135049

各¥5,500

全長220mmに及ぶピカティニー規格のトップレイルを誇るキャリングハンドルです。軽量で高強度なアルミ合金を採用した安心のメイドイン
ジャパン製品。本体のトップにピカティニー規格レイルを装備したGUNに装着可能で、キャリングハンドル＆ハイマウントレイルをすぐに増設
することができます。銃本体を持ち運ぶ際に重宝します。さらにキャリングハンドルのトップはピカティニー規格レイルとなっているため搭載
する光学機器の位置を約1.3インチ高くする事が可能です。

東京マルイ MP7A1に無加工装着が可能！ピカティニー規格レイルにも対応！
！グリップフィーリングを追求した独自のアングル形状が、
MP7A1だけでなく各種レイルハンドガードにもマッチし、
シューティングフォームの安定化と疲労の軽減に役立ちます。
対応機種：ピカティニー規格レイル/東京マルイ 電動コンパクトマシンガン MP7A1/京マルイ ガスブローバックマシンガン MP7A1

KSG サイドマウントベース

KRISS VECTOR ストライク レイルシステム

JAN：4571443142504

¥2,900

東京マルイ ガスショットガン KSGのフロントスリングポイントに取り付ける事が可能なマウントベース。取り付け方法は、
フロントスリン
グポイントに固定するだけの優しい設計。フロントスリングポイントに固定するので、
コッキング時にもマウント位置が変わることが無い
為、光学機器等のマウントにおすすめです。左右兼用で取り付ける事が可能なので使いやすいです。サイズ：レイル全長 85mm。
材質：アルミ合金削り出し 対応機種：東京マルイ ガスショットガン KSG

JAN：4571443147134

￥14,800

ベクターの近未来的なイメージはそのままに、圧倒的な威圧感を放つスタイルに変貌させるレイルシステムです! 各部のレイルはノー
マルの状態から延長されたことで拡張性がアップ!光学アイテムやフォアグリップ等のレイル用オプションパーツを装備しやすくなり
ます。素材にはアルミを採用しており、重厚な見た目ながらも軽量であるため、ベクターの持つ高い機動力を損ないません。
対応機種：KRYTAC KRISS VECTOR

EXTENDED PARTS
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（M）
レイル長：
94.7mm

オプティカルハイマウント
JAN：4571443137739

ハイマウントレイル（L/M/S）

¥4,800

ピカティニー規格に準拠したコンパクトなレイルマウントベースです。
トップレイル上に搭載する光学機器などを約1.1インチ
（28mm）
高
く取り付ける事ができます。大型ゴーグルやフェイスガード装着時でも、スコープやダットサイトを使いやすく、安定したシューティング
フォームでターゲティングできます。各種レイルオプションを強固に取り付けできる軽量・高強度なアルミ合金を採用した純日本製です。

L¥4,300 M¥3,800 S¥3,300

写真はMサイズの装着例です。
アイギス本体は付属しません。

写真はSサイズの装着例です。

（L）
レイル長：
134.7mm

L

（S）
レイル長：
54.7mm

サイトプロテクター アイギス（L/M/S）

各￥5,200

M

S

■材質:
防弾シールド:高強度ポリカーボネート
1.5mm厚（透明クリア）
シールドマウント:アルミ
ネジ:スチール
■サイズ
（取り付け高さ）: Lサイズ/65.5mm、
Mサイズ/52mm、Sサイズ/38.5mm

JAN：
【L】4560329182048【M】4560329182031【S】4560329182024

JAN：
【L】
4571443151070【M】
4571443151063【S】
4571443151056

ハイマウントタイプのダットサイトとローマウントベースの光学機器を組み合わせた場合、光軸の中心高さがそれぞれ異なる為、正常な使
用が困難となります。そこでローマウントタイプの光学機器と本体レイルとの間に、
このハイマウントレイルを装着することでハイマウント
タイプと同じ高さにします。軽量で高強度なアルミ合金を採用した高品質な純日本製の製品です。

ピカティニー規格に準拠した、光学サイト用の防弾プロテクターです。防弾シールドには1.5mm厚の高強度ポリカーボ
ネート材を採用。適度なしなりと傾斜によりBB弾を受け流し、光学サイトを保護します!
また、本体はコンパクトに設計されており、ハンドガンからライフル等幅広い機種に搭載可能です。
■対応機種：20mm ピカティニー規格

L

M

S

■材質:
高強度ポリカーボネート
1.5mm厚（透明クリア）

サイトプロテクター アイギス専用 防弾シールド（L/M/S）

各￥700

JAN：
【L】
4571443151100【M】
4571443151094【S】
4571443151087

当社製サイトプロテクター アイギス
（別売品）
専用の交換用防弾シールドです。
■サイズ
（取り付け高さ）
・
: Sサイズ/38.5mm、Mサイズ/52mm、Lサイズ/65.5mm
※取り付け高さ:シールドマウントのレイル取り付け面から防弾シールド上部までの高さ
■対応機種サイトプロテクター アイギス

Medium 95mm

●素早く着脱可能なクイック
リリースタイプ！
●ローマウントをハイマウント
規 格 の 高さにするレイル
アダプター！
●高品質で高精度な日本製！
！
●レイル長約135mm

クイックリリース ハイマウントレイル Lサイズ
JAN：4571443143723

¥5,600

各種ローマウント規格のレイルシステム対応機器をハイマウント規格の高さにするレイル
アダプターです。軽量で高強度なアルミ合金を採用した高品質な純日本製の製品です。
各種レイル対応機器を強固に取り付ける事ができるだけでなくクイックに取り付けが
可能になります。■材質：マウントレイル：アルミ合金、
クイックリリースレバー：スチール
■レイル幅：約20mm（ピカティニー仕様）■レイル長：約135mm
■対応機種：各種ピカティニー仕様のレイル

●素早く着脱可能なクイック
リリースタイプ！
●ローマウントをハイマウント
規 格 の 高さにするレイル
アダプター！
●高品質で高精度な日本製！
！
●レイル長約95mm

クイックリリース ハイマウントレイル Mサイズ
JAN：4571443143716

¥5,100

各種ローマウント規格のレイルシステム対応機器をハイマウント規格の高さにするレイル
アダプターです。軽量で高強度なアルミ合金を採用した高品質な純日本製の製品です。
各種レイル対応機器を強固に取り付ける事ができるだけでなくクイックに取り付けが
可能になります。■材質：マウントレイル：アルミ合金、
クイックリリースレバー：スチール
■レイル幅：約20mm（ピカティニー仕様）■レイル長：約95mm
■対応機種：各種ピカティニー仕様のレイル

●素早く着脱可能なクイック
リリースタイプ！
●ローマウントをハイマウント
規 格 の 高さにするレイル
アダプター！
●高品質で高精度な日本製！
！
●レイル長約55mm

クイックリリース ハイマウントレイル Sサイズ

¥4,600

JAN：4571443143709

例えば、ハイマウントタイプのダットサイトとローマウントベースの光学機器を組み合わせた
場合、光軸の中心高さがそれぞれ異なるため正常な使用が非常に困難となります。そこで
ローマウントタイプの光学機器と本体レイルとの間に、この「ハイマウントレイル」を装着する
ことでハイマウントタイプと同じ高さとなり、すっきりと光軸が揃った快適な使用を実現します。
■材質：マウントレイル：アルミ合金、クイックリリースレバー：スチール ■レイル幅：約20mm
（ピカティニー仕様）、
レイル長：約55mm ■対応機種：各種ピカティニー仕様のレイル

Mini
55mm

スイングタイプ バイポッドNEO
JAN：4571443141323

¥8,800

VSR-10シリーズのフロントスリングピンに取り付け可能！
確実に命中させる為には良いライフルを確実に固定し安定させる事が必要です。
このバイポットは脚長6段階調整と首振り機能を加える事であらゆる地形に対応し、狙撃
における永遠とも一瞬とも言える時間をサポートし安定したポジションによる射撃が可能
です。また、付属のバイポッドアダプターを利用することで20mmレイルに取り付ける
事が可能です。

ハイマウントレイル EXロング
JAN：4571443141415

M870 マルチレイルワイドユース
（ミドル/ミニ）

¥8,500

トップレイルを有する本体に取り付けるレイルアダプターです。
軽量で高強度なアルミ合金を採用した高品質な純日本製で、
各種レイル対応機器を強固に
取り付ける事ができます。光学オプションを一括して交換する際に重宝する全長約
315mmを誇るフルサイズ。アッパーフレームとレイルハンドガードを一体化でき、
フレーム
剛性を高める事も可能となります。
■対応機種：20mm ピカティニー規格

JAN：
【Medium】
4560329182284
【Mini】
4560329182277

¥2,000
¥1,500

M870ミニレイルシステム/DXなどに取り付け可能なレイルです。M3mmのネジタップP
＝0 . 5（ネジミゾが細かいタイプ）のネジ穴があ れば、付 属 の 六 角 穴ボタンボルト
（M3×6mm）でカンタンに装着可能！プラスチック製ハンドガードなどにも付属の
M3×6mmタッピングビスで固定することが可能です！対応機種：M870ミニレイルシステ
ム/DX・M3 ミニレイルシステム

Long

本体全長：約254mm

Medium

本体全長：約56mm
バイポッドアダプター

クイックリリース キャリングハンドルロング
JAN：4571443143754

クイックリリース オプティカルハイマウント

¥11,100

JAN：4571443143747

●素早く着脱可能なクイックリリースタイプ！●フルメタル電動ガンでも折れない「日本製」高強度軽量アルミ合金製！
●ゴーグル着用時でも安定したシューティングができるハイマウントレイル仕様！●高精度な日本製で、
ダットサイトに
似合うフォルム。各種レイル対応機器を強固に取り付ける事ができるだけでなくクイックに取り付けが可能になります。
本体全長：約254mm。対応機種：220mm以上のピカティニー規格トップレイル搭載機種

クイックリリース カメラマウントベース
JAN：4571443143730

¥5,600

JAN：4582109581346

¥6,100

敵を点で射抜くスナイパーにとって、バイポッドはたのもしい相棒です。
そんなバイポッドをRISやレイルハンドガードのボトムレイルにマウントする為の
アダプターです。
バイポッド装備のスナイパーライフルは味方にとって大きな戦力となるでしょう。
対応機種：20mmレイル

各種レイルオプションを強固に取り付けできる軽量・高強度なアルミ合金を採用した純日本製です。
各種レイル対応機器を強固に取り付ける事ができるだけでなくクイックに取り付けが可能になります。
■材質：マウントレイル：アルミ合金、
クイックリリースレバー：スチール
■本体全長：約56mm ■対応機種：各種ピカティニー仕様のレイル

ハイマウントレイル Lサイズ用 クイックリリースキット
JAN：4571443143785

¥4,400

ハイマウントレイル Mサイズ用 クイックリリースキット
JAN：4571443143761

¥3,900

●素早く着脱可能なクイックリリースタイプ！
●銃のレイルにビデオカメラやナイトビジョン、サーマルビジョンの取り付けが可能に！
●高品質で高精度な日本製！
！
ベース本体は軽量高強度なアルミ合金製の純国内加工生産品！
ピカティニー規格レイルに各種カメラを取り付けることが可能です！
！
対応機種：各種ピカティニー仕様のレイル

弊社製ハイマウントレイルLをネジ式からクイックリリースに変更するためのキットです。
高強度なスチールを使用したクイックリリースレバーにより、工具を使用したりネジを
回すことなく、ワンタッチで素早く且つ容易な着脱を可能にします。キット内容：クイック
リリースクランプ×1個、クイックリリースレバー×2個、M3ナット×2個。材質：クイック
リリースクランプ：アルミ合金、
クイックリリースレバー：スチール、M3ナット：スチール。
対応機種：ハイマウントレイルL

弊社製ハイマウントレイルMをネジ式からクイックリリースに変更するためのキットです。
高強度なスチールを使用したクイックリリースレバーにより、工具を使用したりネジを
回すことなく、ワンタッチで素早く且つ容易な着脱を可能にします。キット内容：クイック
リリースクランプ×1個、クイックリリースレバー×2個、M3ナット×2個。材質：クイック
リリースクランプ：アルミ合金、
クイックリリースレバー：スチール、M3ナット：スチール。
対応機種：ハイマウントレイルM

キャリングハンドルロング用 クイックリリースキット

オプティカルハイマウント用 クイックリリースキット

カメラマウントベース

JAN：4571443143693

¥4,800

●ネジ固定タイプのキャリングハンドルロングをクイックリリースタイプにアップグレード
できる専用キット！●高品質で高精度な日本製！
！
キット内容：クイックリリースクランプ×2個、
クイックリリースレバー×4個、M3ナット×4個。
材質：クイックリリースクランプ：アルミ合金、
クイックリリースレバー：スチール、M3ナット：
スチール。
対応機種：キャリングハンドルロング
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JAN：4571443143792

¥3,200

●ネジ固定タイプのオプティカルハイマウントをクイックリリースタイプにアップグレード
できる専用キット！
●高品質で高精度な日本製！
！
■商品内容：クイックリリースクランプ×1個、
クイックリリースレバー×1個、
M3ナット×1個
■対応機種：オプティカルハイマウント ■材質：クイックリリースクランプ：アルミ合金、
クイックリリースレバー：スチール、M3ナット：スチール

JAN：4560329187722

¥2,800

¥4,300

ベース本体は軽量高強度なアルミ合金製の純国内加工生産品。ピカティニー規格レイル
に各種カメラを取り付けることが可能です。銃本体に小型のカメラを取り付けリアルな視
点の映像と臨場感を得たい方にお勧めです。カメラ用三脚に使われているネジ規格を採
用し、規格に適合したネジ穴を持つ製品であれば、
ウェアラブルカメラやデジタルカメラは
もちろんのことナイトビジョンやサーマルビジョンなどの光学機器にも対応します。

スリングスイベル
JAN：4582109581018

¥3,500

レイルの任意の位置に取り付けることで、個人の体形やスタイルに合わせたスリング
ワークが可能となり機動力、戦闘力が向上します。
対応機種：20mmレイル

ボーンレイルカバー ロング
JAN：
【BK】
4582109586075
【OD】
4582109586099
【TAN】
4582109586211
【FG】
4560329175033
【DE】
4560329175019

軟質樹脂製でレイルを保護します。

各¥1,800

マルチレイル ロング/ミドル
JAN：
【ロング】
4560282763223
【ミドル】
4560282763216

¥2,400
¥1,800

発売以来その手軽で汎用性の高さが大好評のマルチレイル。
そのマルチレイルがロングサイズに進化!
ロングは134.7mmに延長したニューデザイン。他のマルチレイル同様にハンドガード
などお好みの場所に取り付けて自由にアレンジしてください。
ミドル94.7mm。3mm皿ビス、3mmタッピングビス付属

【PROFIT】
フォアグリップ BK
JAN：4582109586259

¥2,200

フォアグリップは重くなった銃を確実にホールドし戦闘時の疲労を減らし、移動しながらの
射撃にも非常に有効です。
レイルハンドガードに様々なアイテムを取り付けフロントの重量がアップしても、確実に
銃を支える事ができ結果的にフロント周りの負担も軽減できます。

ボーンレイルカバー ショート
JAN：
【BK】
4582109586082
【TAN】
4582109586204
【FG】
4560329175040
【DE】
4560329175026

軟質樹脂製でレイルを保護します。

各¥1,200

マルチレイル ミニVer.2
JAN：4582109581995

¥1,200

工夫次第でどこでも取り付け可能な、ありそうで無かった小型のショートレイル。
また、各種マウントベースに無加工で取り付け可能です。各種電動ガンのハンドガード
部分等のプラスチック部分取り付け用タッピングビスも付属。まさにマルチに使用できる
アイテムです。

レイルカバー BK
JAN：4582109581193

¥1,800

現代のライフルには欠かせない装備であるRIS。
その大事なレイルを激しい使用から守る為のレイルカバー。グリップ力を上げる為に
パーカーリブ仕上げで滑り止め効果をUPさせることが出来ます。
対応機種：20mmレイル

DE.50AE レイルドバレルジャケット

JAN：4571443147103

￥8,800

デザートイーグルという銃が持つマッシブなイメージを更に加速させる、
レイル一体型の
バレルジャケットです。マズル先端からスライド後部までを覆うトップレイルは、
シルエットを
一新させると共に高い拡張性を誇ります! 更に、当社製マルチレイルワイドユース/ミドル
（別売）
をサイドに装着する事で拡張性が向上します! 当製品を装着したままでもスライド
の着脱やHOP調整が可能なので、
メンテナンス性を損ないません。
対応機種:デザートイーグル.50AE

EXTENDED PARTS
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F-FACTORY
対応機種:
M4mmサイズの
ネジを使用している
実物・レプリカ
各フロントサイト

M4系 トリチウム フロントサイト

¥3,500
JAN：4560329178218
●電源不要の自己発光！
！●約12年の超ロングライフ！
！
自ら光り続ける
「トリチウム」
を使用するサイト。発光体の
製造元であるマイクロテック社との独占提携と公的機関
への独自許可申請等によりリリースが実現可能となりま
した！ 日本の厳しい安全基準をクリアしながら、
約12年の
超ロングライフを実現。M4mmサイズのネジであれば
M4系以外の89式やSCAR、
マグプル社のMASADAに
も装着可能！

次世代M4 フレームロックピン
JAN：4560329173848

¥1,000

次世代Ｍ4専用のフレームロックピンです。
Ｏリングロック式とすることで固定強度と脱着の容易さを
両立しています。
ノーマルと交換して使用することで分解
時のピンの脱着がスムーズになり、
ロックの噛み込み等の
トラブルを予防することができます。

次世代M4 レンチ

¥2,500

JAN：4560282768495

●東京マルイ製 次世代電動ガン M4各種対応
●アウターバレル固定リングとストック固定リングの取り
付け・取り外し専用工具！ ●コンパクト設計で持ち運びに
も便利です。
これ1本でアウターバレル固定リングとストッ
ク固定リングの両方に使用でき、
取り付け・取り外しが可能
になります。
コンパクト設計で持ち運びにも便利です。

次世代M4 スリングバッファープレート
¥3,800

次世代M4 ハードバッファーリング

¥2,200
JAN：4560329174333
次世代機の強烈なリコイルショックは、
各部位にゆっくりと
確実にストレスを溜めていきフレームとストックの基部に最
も蓄積され、
取り付け部に緩みが発生します。
また、
カスタ
ムを施した機体では進行が早い為、
更に気を付けねばなり
ません。
このアイテムはタフで強靱なクロムモリブデン鋼
で製作! 衝撃や変形、
歪みに対して耐久性が高く、
締め込み
剛性も高める事ができ、
ガッチリと基部固定が可能です。

JAN：4560329175323

アーチ状のスイベルにより、
素早いポジションスイッチが
可能!! 東京マルイ製の次世代電動ガンM4シリーズに対
応したスリングプレートです。
今までの様に、
銃の右サイド
もしくは左サイドにスリングを固定するのではなく、
リング
に取り付けたスリングは、
左右自由にスライドできるので、
状況によるポジションスイッチにも対応できます。

TOKYO MARUI NEXT GENERATION
次世代電動ガン AUTOMATI
C ELECTRIC GUN

AK102/AKS74N/AKS74U
SOPMOD ショートアウターバレル
JAN：4560282765906

SOPMOD トリガーロックピン

¥6,500

JAN：4560282765425

純正サイズから約100mmショート化する事で、
市街地戦
や室内戦、
またブッシュの濃いフィールドでの操作性と取
り回しを向上させます。
更に、
先端が14mm逆ネジ仕様な
ので様々なハイダーを組み合わせる事が可能です。性能
面でも集弾性を向上させる為、
インナーバレルとのクリア
ランスをタイトに仕上げ、
バレルのブレを抑えています。

次世代AKストックベース

次世代AKストックベースセット(ストックパイプ付き)
¥8,800

¥5,800
JAN：4571443144508
スタンダードM4系のストックパイプを装着可能にすること
で好みや用途に合わせたストックの選択が出来るようにな
り、
外観・機能ともに多様性を持たせます。材質にはガラス
繊維を充填した強化樹脂を採用し、
強度と軽さを両立。
タク
ティカルなテイストを取り入れたデザインは各種レイルハ
ンドガードやレイルオプション等、
外装カスタムパーツとの
親和性を向上させます。

¥800

メタルフレームの分解・組み立てや繰り返される振動の作
用で、
トリガーロックピンの取り付け穴が徐々に大きくなり、
圧入テンションが弱まることで紛失の頻度が高くなります。
このアイテムはネジ方式を採用することで、
どんなに穴が
大きくなっても確実な固定を約束します。飛び出し部分も
最小に抑えるローヘッドタイプで違和感なく装着できます。

JAN：4571443145772

ストックパイプ付きなので取り付け後すぐにM4系ストック
を装着できるようになります。M4系は伸縮式である為、
市
街戦や室内戦、
またブッシュの濃いフィールドでの操作性や
取り回しが向上! また、
内部配線ストックパイプがセットに
なっているので、
すぐにストックを取り付ける事ができます。

スタンダード電動ガン対応
1.0インチ

1.3インチ

1.5インチ

2インチ

5インチ
TOKYO MARUI NEXT GENERATION

次世代電動ガン AUTOMATIC ELECTRIC GUN
TOKYO MARUI NEXT GENERATION
次世代電動ガン AUTOMATI
C ELECTRIC GUN

M4 SERIES

次世代M4用アウターバレルベース
＜バレルベース4インチ＞
¥4,800
JAN：4571443141194
●バレルベースと各ピース連結構造を用いバレルレング
スをお好みの長さに変更が可能！
！ ●高強度・軽量の専用
ジュラルミン材使用！
！ 東京マルイ製 次世代M4シリーズ
に各種フリーフロート系のハンドガードを装着する事を目
的としています。
又、
「バレルベース」
を基本に別売のアウ
ターバレルピースを組み合わせる事でお好みの長さにカ
スタマイズが可能です。
緩み止めリング

スタンダード電動ガン対応

HK416D

※アウターバレルピース単体では銃本体への取り
付けが出来ません。必ず、バレルベースをご購入し、
ご使用ください。

※アウターバレルピース単体では銃本体への取り付けが出来ません。必ず、
バレルベースをご購入し、
ご使用ください。

次世代M4/スタンダードM4用アウターバレルピース＜バレルピース1.0インチ/¥2,500、1.3インチ/¥2,500、1.5インチ/¥2,500、2インチ/¥2,800、5インチ/¥3,600＞
JAN：
【1.0インチ】
4571443156051
【1.3インチ】
4571443144447
【1.5インチ】
4571443141224
【2インチ】
4571443141217
【5インチ】
4571443141200
●バレルベースと各ピース連結構造を用いバレルレングスをお好みの長さに変更が可能！
！
●高強度・軽量の専用ジュラルミン材使用！
！ 当製品は、
東京マルイ製 次世代M4シリーズに各種フリーフロート系のハンドガードを装着する事を目的としています。
又、
「バレルベース」
を基本
にこのアウターバレルピースを組み合わせる事でお好みの長さにカスタマイズが可能です。
バレル基部より別売の各ピース連結構造を用いバレルレングスをお好みの長さに変更が可能！
！
バレルレングスは最短4インチから選択しご使用いただけます。
各バレルピースのジョイント部にはOリングを搭載し緩み防止に貢献します。
純日本製の高精度加工は連結構造でもインナーバ
レルとタイトなクリアランスを実現！アウターバレル内側にもOリングを搭載、
インナーバレルを強固に保持し集弾性を向上します！

HK416D ハードフレームロックピン/スムース
¥1,000

¥3,800

JAN：4560329180402

●スムーズかつ容易な脱着を実現し噛み込みトラブルを回避！
●炭素系スチール素材により高強度を実現！●リアル系パー
カーライジング表面処理！ Ｏリングロック方式を採用する事
で脱着を容易にし、
リコイル振動時にも強固かつ柔軟に対応
するので十分な固定強度を兼ね備えています。これによりカ
スタマイズ時の作業性が向上し、また新品時に交換しておくこ
とで噛み込みトラブル等を未然に防ぐことが出来ます！

JAN：4571443146458
次世代AKシリーズのセレクターを片手の指1本で操作可
能になるセレクターレバーです。セーフティー、
セミオー
ト、
フルオートの切り替えを右手でグリップを握ったまま行
える為、
実用的で実戦向きなアイテムです。
クイック、
ス
ムーズにセレクターの切り替えアクションを行えるのでサ
バゲーマーにオススメです!

スタンダード電動ガン対応

アキュラシーリング

10.5インチ

8.5インチ

次世代AKカスタムセレクター

■対応機種
東京マルイ製電動ガン
・スタンダード M4/
M16シリーズ
・次世代 M4/CQB-R/
SOPMOD/レシーライフル
LayLax製[MG]ロアフレーム
※HK416/HK417シリーズ、
SCARシリーズには非対応です。

6.5インチ
14mm逆ネジ

※アウターバレルピース単体では銃本体への取り付けが出来ません。
必ず、
バレルベースをご購入し、
ご使用ください。

次世代M4/スタンダードM4用アウターバレルピース ヒートグラデーション
＜バレルピース6.5インチ/¥4,600、バレルピース8.5インチ/¥5,200、バレルピース10.5インチ/¥5,800＞

次世代&スタンダードM4用
アンビ ボルトキャッチ

JAN：
【6.5インチ】
4571443147233【8.5インチ】
4571443147240【10.5インチ】
4571443147257

JAN：4571443154057

●美しいヒートグラデーションメッキ仕様! 特殊なメッキ処理により、
金属が焼けたような美しい風合いを再現しました!
当社製アウターバレルベース(4インチ)との併用することで、
10.5インチ、
12.5インチ、
14.5インチ相当のアウターバレ
ルが完成します。各バレルピースのジョイント部にはOリングを搭載し緩み防止に貢献します。
また、
アウターバレル内側に
もOリングを搭載。インナーバレルを強固に保持し集弾性を向上させます! 純正ハンドガードをフリーフロートのハンド
ガード変えたいという人にオススメです。 ■仕様:14mm逆ネジ(CCW) ■付属:アキュラシーリング・緩み止めリング

●ボルトキャッチをアンビ&大型化! ●スピーディーなボ
ルトリリースを実現! ●グローブでもスムーズにトリガー
プルできる!! フレーム側面に沿わせる形状へ改善! トリ
ガーガード内の占有率を究極までに軽減し、
グローブをし
たままでも気にすることなくトリガーに指をかけることが
できます。

￥4,800

HK417にも対応

M4シリーズ カスタム アンビマグキャッチ
￥3,500
JAN：4571443154781

マルイ スタンダード＆次世代対応
M4アクシズスリムグリップ

●左手でもスピーディーなマグリリース! ●誤操作での
マガジン脱落を克服した自信作!! 押下方向を下向きへ改
善することで、
誤った接触でもマガジンが脱落しにくい形
状!さらに左手の人差し指が自然にフィット、
そして簡単に
下向きに押せるよう設計されています。
ボタン下部は緩
やかなフック形状で、
操作した瞬間の
「おっ」
と思わせる
ユーザビリティを是非ご体感ください。

●大小さまざまな手の大きさにフィットするスリムデザイン！
●しっかりホールドできるから女性ゲーマーにもオススメ！
●ギアノイズにもう悩まされない！モーター軸線の一致に
こだわり、
ギアノイズをシャットアウト！必要な強度・剛性を
維持しつつ、
握りやすさを追求した非常にスリムな設計の
グリップです！

JAN：4571443142030

HK417にも対応

HK416D トリガーロックピン

¥4,800

HK416D トリガーガード/ナイツKACタイプ
JAN：4560329180426
¥3,800

JAN：4560329180419
¥800
作動時に繰り返されるリコイルの振動やカスタマイズ時
の分解や組立などで、
トリガーロックピンの取り付け穴が
徐々に大きくなり、
圧入テンションが弱まる事で使用時に
おける紛失頻度が高くなります。
このアイテムは確実に固
定できるネジ方式を採用。
どんなに穴が大きくなっても確
実な固定を約束します！ 飛び出し部分は最小限に抑える
ローヘッドタイプで違和感なく装着できます！

●HK416Dへの専用設計仕様！
●HK社とナイツ社との洗練されたデザイン融合！
●高強度ジュラルミン素材からの切削加工！
ナイツ社のカスタムトリガーガードをリアルに再現しつつ、
またＭ４系とは幅の違うＨＫ４１６Ｄに合わせて専用設計し
ているので、
ＨＫとナイツの絶妙なデザイン融合が更に外
観アクセントを高めています！

HK417にも対応

HK416D バッファーチューブ・オープナー
JAN：4560329180389
¥3,500

●リコイルユニットのメンテナンスやカスタマイズの必須
アイテム！
バッファーチューブ内にあるリコイルユニットのメンテナ
ンスやオミット仕様のカスタマイズ等にご使用ください。

ハイダー調整シムリングセット

JAN：4571443139108
¥1,400
●ハイダーやマズルのセンターや位置決めに必須アイテム！
●ジョイント式アウターバレルの微妙な長さ調整にも最適！
●金属シム２種×各５枚、
Ｏリング３種付きのお得なセット！
厚さ0.1mmと0.2mmの各5枚の金属シムと、
微調整が
容易に行える3種のＯリングがセットになっていますので、
センター合わせや位置決めは勿論、
ジョイント式アウター
バレルの微妙な長さ調整にも最適なアイテムです！

SCARシリーズ ボルトハンドル（ショート）
JAN：
【ブラックアルマイト】4560329180228 BK ¥1,500
【ダークアース】4560329180235
DE ¥1,500
●戦闘中のスリングワークや取り回しの影響を抑え、
操作
性が向上！●高強度のジュラルミン素材を採用！
このアイテムは、
その名の通り約1/2サイズにショート化
していますので、
阻害されていたスリングワークや取り回
し性をＵＰ
！

MUR-1
COLT

Knight's

NOVESKE

無刻印

TOKYO MARUI NEXT GENER
次世代電動ガン AUTOM
ATION
ATIC ELECTRIC GUN

NV

無刻印

ストックのホールド感を向上させます！

M4 LEタクティカル バットプレート
JAN：4582109583821

¥3,800

■対応機種：○ブッシュマスタータイプ エンハンスドストック
○東京マルイ 電動ガン スタンダードタイプ/コルトM4A1
カービン、
コルトM933コマンド、
M4 S-システム
○東京マルイ 電動ガン ハイサイクルカスタム/AK47 HC
○東京マルイ 次世代電動ガン/M4A1カービン
○東京マルイ ガスブローバックマシンガン/M4A1 MWS
○マルゼン ショットガン/CA870 チャージャー

次世代電動ガン M4シリーズ用
「[MG]アッパーフレーム」
＋
「[MG]ロアフレーム」
＋
「チャージングハンドル」世界No.1受賞記念セット
¥24,800
JAN：
【MG】
アッパーフレーム
JAN：
【MG】
ロアフレーム
【MUR-1】
4571443140555
【NV】
4571443140562
【無刻印】
4571443140548

【COLT】
4571443140593
【Knight's】
4571443140609
【NOVESKE】
4571443140586
【無刻印】
4571443140579

"6th Airsoft Players Choice Awards"ベストエアソフトアップグレード パーツメーカー部門 世界1位受賞記念!!

COLT

次世代電動ガン
M4シリーズ用[MG]ロアフレーム
JAN：
【COLT】
4571443140593
【無刻印】
4571443140579

Knight's

NOVESKE

JAN：
【Knight's】4571443140609
【NOVESKE】
4571443140586

無刻印

TOKYO MARUI NEXT GENERATION
次世代電動ガン AUTOMATIC
ELECTRIC GUN

HK417

SCAR-L/H
マルイ HK417
ハードフレームロックピン/スムース
JAN：4571443133991

各¥12,800

SCAR ハードリフレクター
JAN：4560329187302

¥1,000

●スムーズかつ容易な脱着を実現し噛み込みトラブル
を回避！ ●炭素系スチール素材により高強度を実現！
●リアル系パーカーライジング表面処理！
リコイル振動時にも強固かつ柔軟に対応するので十分
な固定強度を兼ね備えています。HK417専用フォル
ム仕上げなので違和感なく使用出来ます。

●無加工装着を実現するため一部形状をリニューアル ●刻印を切削加工にてリアルに再現！
ブローバックギミックを搭載した次世代電動ガンは、そのリコイルショックにより各部への負担が激しいため、破損やガタツキの原因となり
やすい宿命を持っています。このため、振動対策＆軽量アルミニウム合金素材を採用！ さらに様々なユーザーへのニーズに応えるため、製
造金型を見直し形状をリニューアルすることで無加工装着を実現！ 外観はリアルな刻印をCNC切削加工でのモールド
（凹面）
をシャープに
再現！セレクターレバーもモールド刻印で施され高級感の高い仕上がりとなり、すべてがグレードアップされた「MGロアフレーム」です。

¥4,300

SCARシリーズ ハードフレームロックピン
¥1,000
JAN：4560329180044

●破損対策におすすめ!! 高強度な金属製。
●高精度なMAIDE IN JAPAN！
転倒や不慮の事故で破損しやすい樹脂製リフレクターを
簡単に破損する事のない高強度のメタル仕様にしたアイ
テムです。
高硬度なスチール素材のベースと軽量高強度
なアルミ合金製の本体を組み合わせる事で堅牢さを実
現！サバイバルゲームでのハードな使用環境にも十分耐
える強靭な性能を発揮します！

●確実なロック構造で紛失回避！●ゆるみ防止のネジ
ロック剤付き！●SCARにマッチしたフォルム＆リアル系
パーカーライジング表面処理！
銃本体内臓のロック部品の紛失やピン穴のゆるみが大き
くなっても確実な固定を約束します。
また、
ネジ部分には
ナイロン系ロック剤を塗布していますので、
次世代機の
振動にも強いアイテムとなっています。

G36K ボトムロングレイル

G36C BOXマガジン

M4シリーズ アウターバレル調整シムリング
内径26φ×外径30φmm

TOKYO MARUI NEXT GENERATION

次世代電動ガン AUTOMATIC ELECTRIC GUN

対応機種：東京マルイ 次世代電動ガン M4シリーズ
M4A1 SOCOM CARBINE/SOPMOD M4/CQB-R
※ご注意点：当商品は[MG]ロアフレーム及び東京マルイ
ノーマルロアフレームへのみ装着可能です。

次世代電動ガン M4シリーズ用[MG]
アッパーフレーム＜MUR-1/NV＞ 各¥12,800
JAN：
【MUR-1】4571443140555
【NV】4571443140562
【無刻印】4571443140548

●無加工装着を実現するため一部形状をリニューアル●
レーザー刻印による2タイプのリアルなマーキング！
オーソドックスな外観から新型の強化モデルMURタイプ
への換装！※HK416シリーズは非対応。
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G36K
次世代M4 ハードバレルベース
JAN：4560282767962

¥2,800

次世代M4ハードバレルベースはスチール削り出しで製
作されており、
ノーマルパーツと交換することでアウター
バレル周りの強度・取り付け精度が大幅に向上します。
それにより専用レンチを使用してより強い締め込みが可
能で、
カッチリとした剛性感の獲得や耐久性の向上が可
能です。

次世代M4系&SCAR-L用 マガジンアダプター
¥1,500
JAN：4560329178430
●次世代電動ガンで従来のM4&16系マガジンが使用
可能に！
！●取り付け簡単、
給弾口に差し込むだけ！
次世代電動ガンのＭ４系やＳＣＡＲ−Ｌに、
従来のM4&16
系マガジンを使用可能にするアダプターです。
組み込みは、
いたって簡単！ ＨＯＰチャンバーの給弾口に
差し込むだけで準備完了！ 取り外しも、
ラジオペンチ等で
フラット部をつかんで引っ張るだけで簡単に行えます！

次世代/スタンダード兼用
M16 BOXマガジン(給弾ユニット付) ￥8,700
JAN：4571443147264
●脅威の5000発大容量マガジン! 一挙に5000発もの
BB弾を収納可能にする大容量
「BOXマガジン」
です!
組み立て済み完成品ですので、
すぐに使えます! リザーブ
タンクから給弾部分へスムーズに弾を移動させる機能も
搭載し、
ゲーム中の弾切れを解消します!!

次世代M4 アウターバレル調整シムリング 各￥1,000
JAN：
【0.1mm/10枚入り】4560329176306
【0.3mm/8枚入り】4560329176313
【0.5mm/6枚入り】4560329176320

バレルロックリングとバレル基部の間に挟み込んでご使
用ください。
よりタイトな固定が可能になります。
ご希望の固定強度等により、
使用枚数をお決めください。

SCARシリーズ ストック取り付けネジセット
¥500
JAN：4560329180037

●次世代機特有の振動による紛失を回避！●高強度のク
ロムモリブデン鋼を使用！●ネジを紛失した場合や紛失
防止の為にご使用ください。 次世代電動ガンの
「リコイ
ルショック」
はリアルな反面、
様々な部分に影響を及ぼす
事があります。
ＳＣＡＲシリーズでは、
ストック取り付けのネ
ジ部が特に影響され、
紛失しやすくなっています。
ですが
繰り返し使えるネジロック剤を塗布しておりますので、
振
動に対しても緩みにくくなっています。

SCAR-L 2ピース可変アウターバレル
¥7,400
JAN：4560329175460

アウターサイズを市街戦や室内戦、
またブッシュの濃い
フィールドでの操作性や取り回し性が向上する、
ショート
アウターのＣＱＣにモデルチェンジするアイテムです！
ネーミング通りの２ピース仕様はアダプターやピースを
付け替える事で元のＳＴＤにもＣＱＣにも簡単にスタイル
変更が可能！もちろんインナーバレルの芯出し効果を高
め、
リコイルによる振動やブレを抑制する
「アキュラシーリ
ング」
も内蔵しています！

JAN：4560282768501

¥3,500

長さは、
ノーマルレイルの約2倍。G36Kハンドガード底
部のレイルをロングサイズにすることにより、
グリップ類
の取り付け位置の幅が広がり、
自分のベストポジションを
選ぶことが可能となります。
また、
グリップを取り付けたま
まレーザーやライト等の光学機器を取り付けたり、
グレ
ネード等の大型のアイテムを取り付けることも可能とな
り、
装着アイテムの選択肢が拡がります。

JAN：4582109581650

¥8,700

東京マルイ製G36C用470連マガジンを内蔵し給弾す
る事でコンパクトなボディに約5,000発の驚異的な装弾
数を実現しました。
スムーズな給弾と圧倒的な装弾数で
戦闘力が大幅にアップします。

FUNCTION ENHANCEMENT PARTS
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F-FACTORY

TOKYO MARUI NEXT GENERATION

MARUI AUTOMATIC

TOKYO
スタンダード電動ガン ELECTRIC GUN STANDARD

次世代電動ガン AUTOMATIC ELECTRIC GUN

G36C/G36C CUSTOM

G36C
G36C サイドロングレイル
JAN：4582109581551

¥2,200

通常のレイルを延長し拡張性をアップさせるロングレ
イル。延長された事により取り付けアイテムの種類や
数、取り付け位置の自由度が拡がった事により使用者
の好みに合わせたカスタムが可能となります。

G36C ボトムロングレイル
JAN：4582109581582

次世代G36C CUSTOM/G36Kにも対応

G36C BOXマガジン

¥3,000

JAN：4582109581650

通常のレイルを延長し拡張性をアップさせるロングレ
イル。延長された事により取り付けアイテムの種類や
数、取り付け位置の自由度が拡がった事により使用者
の好みに合わせたカスタムが可能となります。
ボトムレ
イルはフォアグリップ取り付け位置の変更幅が拡がる
ためG36Cの射撃ポジション改善には必須アイテムです。

CQBR、M4A1カービンにも対応

¥8,700

東京マルイ製G36C用470連マガジンを内蔵し給弾
する事でコンパクトなボディに約5,000発の驚異的な
装弾数を実現しました。
スムーズな給弾と圧倒的な装弾数
で戦闘力が大幅にアップします。

M4シリーズ カスタム アンビマグキャッチ
￥3,500
JAN：4571443154798

M4A1 MWS カスタムチャンバー

●左手でもスピーディーなマグリリース! ●誤操作での
マガジン脱落を克服した自信作!! 押下方向を下向きへ
改善することで、誤った接触でもマガジンが脱落しにく
い形状!さらに左手の人差し指が自然にフィット、そして
簡単に下向きに押せるよう設計されています。
ボタン下
部は緩やかなフック形状で、操作した瞬間の「おっ」
と思
わせるユーザビリティを是非ご体感ください。

●安定したホップを実現ロングレンジに最適! ●ホップテ
ンショナーの位置ズレを抑制。
●ガスブロM4シリーズ専
用設計! ホップアームの先に設けたエレベーティングユ
ニットがホップテンショナーの位置ズレを抑制するため、
安定したホップアップが実現できます。
また、
当社製ホッ
プテンショナー(フラット/ブリッジ)がご使用いただけます
ので、
様々なセッティングに対応可能です。

JAN：4571443147486

￥5,800

CQBR、M4A1カービンにも対応

対応機種:
東京マルイ MP5J/MP5A4/MP5A5/
MP5SD5/MP5SD6/MP5RAS/MP5A5HC

M4A1MWS、CQBR、M4A1カービン対応

M4A1 MWS ストライク ホップアーム
￥2,400
JAN：4571443146526

M4シリーズ ナイツKACタイプ改・
トリガーガード
￥3,200
JAN：4571443146557

MP5 マグキャッチ プラスVer.2

●強いホップを実現ロングレンジに最適! ●ノーマルを
上回る強いホップが実現できます! ●高強度アルミ合金
オール切削加工+ガスブロM4シリーズ専用設計! 純正
の状態だとホップアップの突き出し量が小さく遠距離へ
の射撃には適していません。
その問題に対応すべく一か
ら形状を見直し、パッキンを直に押すアーム構造にした
事で、
ノーマルを上回る強いホップが実現できます!

ナイツ社のカスタムトリガーガードをモチーフに、
アング
ル角やスケール感を見直し、
フレームとのマッチングや
一体感を更にUP! また使用時のフィッティングを高める
削ぎ落とした両サイド面は、
絶妙に馴染むフィンガーポジ
ションを実現しています! ユーザーが
『カスタマイズの魅
力を感じ、
自然且つ違和感を感じない使い心地』
を体験
して頂く事をコンセプトに開発しました。

コンパクトで取り回しの良いマルイMP5シリーズ。
唯一の弱点がマガジンハウジングが開いてくる強度不足
です。その対策として挿入口を左右から挟み込み強化
するパーツがマグキャッチプラスver.2です。装着する
ことでマガジンハウジングの強度が飛躍的に高まり、
不安を解消することができます。マガジンメタルホル
ダーが付いたモデルなら無加工で取り付け可能です。

JAN：4560329173589

¥2,800

AUTOMATIC
TOKYO MARUI STANDARD

MARUI AUTOMATIC

TOKYO
スタンダード電動ガン ELECTRIC GUN STANDARD

次世代G36C CUSTOMにも対応

G36C ハンドガードロックピン
JAN：4582109581599

M16/M4 SERIES

次世代G36C CUSTOMにも対応

¥1,500

Oリングのテンションだけでロックされているノーマル
はOリング切れにより脱落し紛失の可能性があります。
このロックピンは確実にロックし紛失を防止します。

G36C サイドスリングスイベル
JAN：4582109581605

¥2,000

G36Cをサイドスリングタイプに変更する事で使用感
がアップし、
やや大型のスイベル部分は使用するスリン
グを選ばず自由度も高い為、取り回しが良くなる事で
戦闘力が向上します。

G36C スリングフック

JAN：4582109581612

¥1,600

スリングフックを本体に取り付ける事により耐久性を
向上させ、結果として集弾性が向上します。
また取り付け位置はレイル部分と干渉しない為実用性
の高いアイテムです。(次世代G36Cにご使用になると
ピンの天地が固定されません)

■対応機種
M4系メタルフレーム専用
※推奨・東京マルイ製次世代M4シリーズ
・当社製MGアッパーフレーム/ロアフレーム
・KRYTAC
（クライタック）製（M4タイプ各種）

次世代/スタンダード兼用
M16 BOXマガジン(給弾ユニット付) ￥8,700

M4メタルフレーム専用 フレームロックピン
JAN：4571443141408
¥2,000

M4ストックパイプ

●左手でもスピーディーなマグリリース! ●誤操作での
マガジン脱落を克服した自信作!! 押下方向を下向きへ
改善することで、誤った接触でもマガジンが脱落しにく
い形状!さらに左手の人差し指が自然にフィット、そして
簡単に下向きに押せるよう設計されています。
ボタン下
部は緩やかなフック形状で、操作した瞬間の「おっ」
と思
わせるユーザビリティを是非ご体感ください。

●脅威の5000発大容量マガジン! 一挙に5000発も
のBB弾を収納可能にする大容量
「BOXマガジン」
です!
組み立て済み完成品ですので、
すぐに使えます! リザー
ブタンクから給弾部分へスムーズに弾を移動させる機
能も搭載し、
ゲーム中の弾切れを解消します!!

●高強度スチール素材で強固に固定！
●メタルフレームのガタつき防止に！
分解組立てやサバゲ等での使用頻度により生じる本体フ
レームのガタ付きを抑止するフレームロックピンです。
メタルフレーム間での個体差や製造誤差で生じるアッ
パーとロアーとの隙間を補正し固定することが出来ます。

●各種エアガン用M4ストックが対応！●5ポジション
（5
段階調整）●リポバッテリーなどを収納することが可能
●当社製ストックベースとの併用でAK47、G36C、
MP7A1、
89式等に使用可能！ 5ポジションで上部には
ポジション番号がマーキングされています。
後部はネジタ
イプのフタになっており取り外しが可能で、
リポバッテリー
などを収納することが可能です。

JAN：4571443139160

¥4,800

TOR
KRISS VEC

KRYTAC製電動ガン：TRIDENTシリーズ
KRISS VECTOR、TR47対応

スタンダードM4用アウターバレルベース
＜バレルベース4インチ＞
¥4,800

ベクター マズルプロテクター

JAN：4571443144430
●バレルベースと各ピース連結構造を用いバレルレングスを
お好みの長さに変更が可能！
！●高強度・軽量の専用ジュラル
ミン材使用！
！東京マルイ製 スタンダードM4シリーズに各種フ
リーフロート系のハンドガードを装着する事を目的としていま
す。又、
「バレルベース」を基本に別売のアウターバレルピース
を組み合わせる事でお好みの長さにカスタマイズが可能です。

フラッシュハイダーを取り外した後のマズルのネジ部分
を保護するためのプロテクターです。
フロント周りを実
銃のイメージに近づけたい方にオススメのアイテムで
す!クライタック ベクターの他、
マズルの長さ14.5mm
までの様々な機種に適合します。
全長 17.5mm、
外径 19.0mm

JAN：4571443146601

￥1,800

KRYTAC専用 バレルクリップ

H&K SERIES

対応機種：
MP5シリーズ・G3シリーズ
（PSG-1は除く）

クイックリリースマグキャッチ

￥1,200

JAN：4571443146663

JAN：4582109582466

●割れにくいナイロン系素材を採用! ●頻繁にカスタ
ム・メンテナンスされる方にお勧め! KRYTAC製電動ガ
ンにご使用いただける専用設計のバレルクリップです。
付け外し時に破損しにくいナイロン系素材を選定し、品
質の向上を目指しました。
メンテナンスなどで頻繁に分
解・組み立てをされる方におすすめです。

¥3,800

通常では片手でできないマガジンリリースをグリップを
握ったまま片手でマガジンをリリースできます。
これに
よりマガジンチェンジの時間を短縮でき有利にゲーム
を進める事ができます。

対応機種:東京マルイ
H&K G3 SAS
H&K G3 SAS HC
H&K G3 SG/1
H&K PSG-1
G3ショーティーMC51

■対応機種：
・東京マルイ M4スタンダードタイプ 電動ガン準拠各機種
・当社製ストックベース

M4シリーズ カスタム アンビマグキャッチ
￥3,500
JAN：4571443154774

JAN：4571443147264

※アウターバレルピース単体では銃本体への取り
付けが出来ません。必ず、バレルベースをご購入し、
ご使用ください。

電動ガン ELECTRIC GUN
スタンダード

対応機種：
G3SAS/SG1/MC51/PSG-1

M16 サイドスリングスイベル
JAN：4582109581360

¥2,200

3点スリングをM16のストックにマウントする場合、
スリングの取り回しに無理があり不便でした。リアの
スリング取り付け部をストック基部に取り付け、側面に
取り付ける事で3点スリング取り付け時のみならず、
ワンポイントスリングも格段に使用しやすくなります。

G3 ストックベースNEO

¥5,800

JAN：4571443151032

●M4系ストックパイプが装着可能! G3シリーズ電動ガ
ンにM4系のストックパイプを取り付ける為のストック
ベースです。本体からM4ストックパイプへと違和感な
くつながるようにデザインし、後出し配線を考慮した設
計! 材質にはガラス繊維を充填したナイロン強化樹脂
を採用し、
強度と軽さを両立しています。

対応機種：G3A3・SG/1

G3 ストックベースNEO ストックパイプセット
¥8,800
JAN：4571443151049

G3 EBRタイプストック

●M4系ストックが装着可能! ●メタルストックリング、
M4ストックパイプ付属! G3シリーズ電動ガンにM4系
のストックパイプを取り付ける為のストックベースです。
本体からM4ストックパイプへと違和感なくつながるよ
うにデザインし、後出し配線を考慮した設計! 材質には
ガラス繊維を充填したナイロン強化樹脂を採用し、
強度
と軽さを両立しています。

●タフなつくりでフルアジャスト！
銃全体のシルエットをガラリと変えてしまうカッコ良さ。
ストック長、チークピース高の調整が可能で高剛性な
ので、安心して身体を預けることができます。
しかも
ストックのベース部分にはＱＤスリングスイベルアダプ
ター（別売）が装着可能。スリングの取り回しも自在に
行えます。

JAN：4560329173534

¥11,800

G3 ストックスリングシャフト
JAN：4582109581421

対応機種：MC51・G3A3/A4・SG/1

¥800

純正のストックスリングシャフトは固定が甘くよく紛失し
がちですが、
このストックスリングシャフトを使用すれば
固定が確実となり紛失を防止します。

G3 ハードストックフレームロックピン
¥2,000
JAN：4582109581438
破損や紛失しやすい純正のロックピンに代わりスチール
製で製作された高強度のフレームロックピンです。
確実に本体を結合し形状変更によりワンポイントデザ
インにも応えます。

AUTOMATIC
TOKYO MARUI STANDARD

電動ガン ELECTRIC GUN
スタンダード
対応機種：
M4A1/M16A2/M733/XM177E2/
M16VN

M16 フレームロックピン

JAN：
【BK】
4582109581414

¥1,500

純正のフレームロックピンはロック機構が無いために、
よく紛失する事がありました。
このフレームロックピンを使用する事で確実にロックし
デザイン的なアクセントにもなります。

JAN：4582109581629

対応機種:
M4mmサイズの
ネジを使用している
実物・レプリカ
各フロントサイト

JAN：4582109583616

¥3,800

M16のキャリングハンドル上部に取り付け光学機器な
どを搭載するためのマウント。
アルミ削り出しにて製作し
軽量で強度が高く、
シースルータイプでオープンサイト
の使用も可能。

対応機種：
SR-16・M4A1・
M4RIS・M16A2・M733

対応機種：M4A1/M16A2

M4A1/M16A2 ボトムレイル

M16 タクティカルマウント

対応機種：MP5A4/A4PDW/A5・
MC51・G3A3/A4・SG/1

¥3,000

ストライクチャンバー M16
JAN：4582109582473

M16 トリガーロックピン
JAN：4582109583647

¥600

フレームロックピン同様トリガーロックピンも紛失し
やすいパーツです。この小さなピンがメカBOXの固定に
使用されているために紛失すると作動不良を招く重要
なパーツです。このトリガーロックピンを贅沢にスチール
削り出しで制作、フレームとメカBOXの固定を確実な
ものにします。

対応機種：M16/M4可変ストック

¥3,600

HK ハンドガードロックピン

¥1,500

JAN：4582109581384

外れやすく紛失しやすい純正ハンドガードロックピンに
対して取り外し易く確実にロックされる形状であるこの
アイテムを使用する事によってロックピンの紛失を防止
できます。

対応機種：PSG-1

PSG-1 マウントベース

JAN：4582109581261

P90 SERIES

Produced by Tatsu &
Manufactured by LayLax

Produced by Zoddy
& Manufactured by LayLax
対応機種：MP-90、P-90TR、PS90HC

東京マルイ製 P90用マガジン各種対応

P90 アームドマグクリップ

¥2,600

JAN：4571443144478

標準でスコープが搭載されているPSG-1のスコープを
取り外し、各種光学機器を取り付けるためのマウント
ベースです。

¥3,800

P90のマガジンを連結し、
リロードスピードをアップするアイ
テムです。マガジンを並列に連結する事で、一度抜いたマガジ
ンを持ちかえる手順を無くし、超高速のリロードを実現します!
連結部にはラチェット機構を採用しており、状況に応じて素早く
マガジンの角度を調整可能!お好みに応じて連結数を増やす事
も出来ます! 素材にはガラス繊維強化樹脂を採用し、強度を確
保しつつ重量を抑えてある為、腕への負担を軽減しています。

P90 カスタムマガジンキャッチ
JAN：4571443144218

¥2,800

グローブを着けたままでもマガジンチェンジがスムーズ
に行えるアイテムで、
両サイドの突起部分を大型化し通常
位置よりも後退させることで操作性が向上しています。
最大の特徴は、
センターでもマガジンキャッチを引けるよ
う本体上部にU字のバーを配すことでCQB戦等では、
よ
りスピーディーなマガジンチェンジが可能になります。

対応機種：MP-90、P-90TR、PS90HC

M16 ストックリング
（可変ストック用）
¥2,500
JAN：4582109581476

P90 BOXマガジン

P90の装弾数を1,500発に向上しラージバッテリーの
搭載も可能とする大容量マガジン。
信頼性の高いM16用
マガジンを機関部に使用し、
M16マガジン部の交換も容
易なため万一の巻き上げ不良や弾切れにも素早く対応で
き、
P90の長いマガジンを複数携行しなくても良くなりま
す。
またラージバッテリー搭載スペースも容易しているた
め弾数の増量にも十分対応できます。

レイルシステムを装備していないM16A2、M4A1は
拡張性に欠けますが、
このレイルをハンドガード下部に
装着するだけでフォアグリップなどを取り付ける事が出
来るので、戦闘力がアップします。

M16シリーズのHOP UPの性能を100%引き出すた
めに製作されたのがストライクチャンバーです。独自の
改良でHOP UP回転を適正化させ飛距離と命中精度
が向上します。

M16スライドストック用のストックリングです。
ノーマル
のプラスチック製に対して金属製ですので質感が向上し
ます。

東京マルイ リアル ガスブローバックM4A1
MWS用 8ウェイアウターバレル
JAN：4571443140340
¥12,800

マルイ ガスブローバック M4A1 MWS
インナーバレル 250mm（内径6.03mm）
JAN：4571443137715
¥5,200

ガスブローバックM4A1MWS用
アンビ ボルトキャッチ

●バレル基部より各ピース連結構造を用いバレルレン
グスをお好みの長さに変更が可能！
！
（4インチ〜12.5
インチ）●高強度・軽量専用アルミ素管材使用！
！
各種フリーフロート系のレイルハンドガードを装着でき
るフランジ形状を採用！各バレルピースのジョイント部
にはOリングを搭載し緩み防止に貢献します。

●内径Φ6.03mmかつ高精度±0.01mm寸法公差！
●タイトな内径仕様により着弾スピードをアップ！
●プロメテウス「EGバレルシリーズ」の技術を継承した高強度素材を採用！
気密性の向上を狙う基本寸法の見直しはもちろん、内
径をタイト仕様へ変更！ これによりBB弾の着弾スピー
ドとアキュラシー（命中精度）性能を向上！

JAN：4582109581483

¥12,400

P90 タクティカルマウントベース
JAN：4582109581285

¥4,800

P90の拡張性、
実用性を向上させるためのマウントベー
ス。
3mmスチールプレスで成形された本体の強度は抜
群でP90にあわせた斬新なフォルムに仕上げ、上下左
右のベース角度変更も可能とし完璧にワンポイントな照
準調整が可能です。

P90 スリングスイベルエンド Ver.2
JAN：4582109585238

¥4,800

●サイドとボトム部分に脱着可能なスリングフックが取り付け可
能。●P90のスリングワークを拡張するスイベル付きストックエ
ンドパーツです。両サイドとボトム部分に回転機能の付いたスリ
ングフックを付け替える事が出来ます。3点スリングは勿論の
事、タスキ掛けのCQBスリングをより簡単に取り付けでき、より
優れたスリングワークを実現します。シングルポイントのスリン
グとの相性も良く、P90ユーザーには定番の商品です。

TOKYO MARUI GUN
MACHINE

GAS BLOWBACK

M4A1 MWS

M4系 トリチウム フロントサイト
JAN：4560329178218

¥3,500

●電源不要の自己発光！
！●約12年の超ロングライフ！
！
自ら光り続ける
「トリチウム」
を使用するサイト。発光体の製
造元であるマイクロテック社との独占提携と公的機関への
独自許可申請等によりリリースが実現可能となりました！
日本の厳しい安全基準をクリアしながら、約12年の超ロン
グライフを実現。M4mmサイズのネジであればM4系以外
の89式やSCAR、
マグプル社のMASADAにも装着可能！
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￥4,800

JAN：4571443154064
●ボルトキャッチをアンビ&大型化! ●スピーディーなボ
ルトリリースを実現! ●グローブでもスムーズにトリガー
プルできる!! フレーム側面に沿わせる形状へ改善! トリ
ガーガード内の占有率を究極までに軽減し、
グローブを
したままでも気にすることなくトリガーに指をかけること
ができます。

P90 スリングスイベル

JAN：4582109581278

¥1,800

P 9 0 のフロント部 分にスリングを取り付 けるため
4mmのスチール板を使用し製作、絶対的強度を誇り
ます。
またサイレンサー取り付け時などにスイベルとの
干渉を防止するスペーサーリングも付属。左右の回転
もスムーズに可動します。

FUNCTION ENHANCEMENT PARTS

16

F-FACTORY

TOKYO MARUI AIR SHOT GUN

TOKYO MARUI AUTOMATIC
スタンダード電動ガン ELECTRIC
GUN STANDARD

TYPE 89 RIFLE

SILENCER ATTACHMENT SYS
TEM

M3 SERIES
89式 桜型セレクターインジケーター
JAN：4571443146823

89式ハードバレルベース

¥900

JAN：4571443146823

東京マルイ製スタンダード電動ガン、89式5.56mm
小銃シリーズに取り付け可能なアクセサリーパーツで
す。形状は日本を象徴する花である桜を模した形と
なっており、89式との親和性は抜群です。
■対応機種:(東京マルイ製 スタンダード電動ガン)
・89式5.56mm小銃<固定銃床式>
・89式5.56mm小銃<折曲銃床式>

89式 ショートアウターバレル

¥5,800

¥6,000

JAN：4560282766316

●フルスチール製、高強度バレルベース。
●89式スパイナルレイルハンドガードを無加工装着!!
当社製品「89式スパイナルレイルハンドガード」
を無加
工で取付けできる
「89式ハードバレルベース」
です。
銃本
体を構成する主要なパーツ群を一手にまとめ固定する
基部パーツなため、
素材に高強度なスチール材を採用。

ノーマルから193mmショート化する事で市街地戦や
室内戦、
またブッシュの濃いフィールドでの取り回しを
向上させ、
軽快かつアクティブな操作性を実現しました。

89式 ミドルアウターバレル
JAN：4560282766309

対応機種：M3 スーパー90/ショーティ

M3 コッキングストラップ

¥6,000

JAN：4582109588246

¥2,800

東京マルイM3は、実銃と違いコッキングテンションが
硬く、腕力の弱いユーザー、凹凸の少ないフォアエンド
などから、滑りやすく最後まで引ききれないといったス
トレスがありました。
このアイテムは、
フォアエンド下部
にストラップを設け、そのループ部に手を通しフォアエ
ンドを握ることで、
コッキングにおける滑りや疲労の軽
減をサポートします。

ノーマルから70mmショート化する事で市街地戦や
室内戦、
またブッシュの濃いフィールドでの取り回しを
向上させ、
軽快かつアクティブな操作性を実現しました。

対応機種：M3 スーパー90/ショーティ

M3 クイックワイドマグレバー
JAN：4582109588239

¥3,400

このアイテムは、
ワイド化したレバーをトリガーガード内
に移動する事で、人差し指でのクイックリリース操作が
可能になり、2つのタイプの取り付け位置、そして左右
兼用であるため、射手を選ばない設計で仕上げていま
す。確実なマガジン解放とチェンジワークの向上は、
M3マスターの戦闘力を引き上げる必須アイテムと
言っても過言ではありません。

S.A.S

対応機種：MP5A4/A5/J/RAS

サイレンサーアタッチメント MP5

S.A.Sは銃にサイレンサーを
装着するのに必要なアタッチメントです。
頑丈なスチール製でガッチリ
固定できます。

JAN：4582109582626

¥1,500

銃の消音化は敵からの自分
の位置と距離感を悟られず
に有利に戦闘を行えます。
そのサイレンサーを装着す
る為 の アタッチメントで 、
頑丈なスチール製でガッチリ
固定出来ます。

TOKYO MARUI AUTOMATIC
スタンダード電動ガン ELECTRIC
GUN STANDARD

AK SERIES

対応機種：東京マルイ 89式小銃
（固定ストックタイプ）

89式 EBRタイプストック
JAN：4560329170427

89式（固定銃床式）ストックベース

¥11,800

JAN：4560329188415

●実銃には存在しないトイガンならではのカスタム！
●ストック長、
チークピース高の調整が可能で高剛性！
！
重厚なフルメタルで剛性が一気にUP！ 安心して身体
を預けることができます。
しかもストックのベース部分
にはQDスリングスイベルアダプター
（別売）
が装着でき、
スリングの取り回しも自在に行えます！

AK47用 ストックベース Ver.2

89式（固定銃床式）
ストックベースセット
（ストックパイプ付き）
¥8,800
JAN：4560329188422

¥5,800

●89式小銃にM4系ストックが装備可能となるストックベース！
ストックベースの材質にはガラス強化ナイロン樹脂を採用し、強度
と軽さを両立！89式小銃から違和感なく繋がるようにデザインし、
後出し配線を考慮した設計とすることで、各種バッテリーインタイ
プのストックや内部配線ストックパイプに対応し、外観を崩さない
カスタマイズが可能！海外製を含む様々なM4系ストックを組み合
わせ、操作性の向上やお好みのルックスへとカスタムできます！

対応機種：
AK47（固定ストック）/
AK47β ヴェータ・
スペツナズ

JAN：4571443141699

¥5,800

●東京マルイ AK47用 ストックベースがリニューアル
して新登場！●取り付け基部を短くする事で各種Ｍ4用
ストックパイプに対応することができました！
M4系の様々なストックが使用できる為、市街戦や室内戦、また
ブッシュの濃いフィールドでの操作性や取り回しが向上！さら
に、長さ約21mmの基部を採用しているので、M4系バッテ
リーインストックやM4系ストックパイプに対応しています。

●89式小銃にM4系ストックが装備可能となるストック
ベース！
東京マルイ製89式小銃（固定銃床式）
にM4系ストック
を取り付けるためのアイテムです。
ストックパイプとス
トックリングもセットになっているので、
取り付け後すぐに
M4系ストックを装着できるようになります！

TOKYO MARUI AUTOMATIC
スタンダード電動ガン ELECTRIC
GUN STANDARD
対応機種：
スタンダード：AK47/AK47S
次世代：AKS74U/AK74MN

AK47用 ストックベースセット Ver.2（ストックパイプ付き）
¥8,800
JAN：4571443141705

AK マグウェル

●ストックベースにストックパイプが付属したセット！
●東京マルイ製AK47にM4系ストックを取り付けるた
めのアイテムです。●取り付け後すぐにM4系ストックを
装着できるようになります！
対応機種：東京マルイ スタンダード電動ガン AK47
（固
定ストックタイプ）、東京マルイ スタンダード電動ガン
AK47β ヴェータ・スペツナズ

●スタンダード＆次世代AK対応！
●PMCスタイルで素早いマグチェンジが実現！
AKのマガジンチェンジを素早く、確実に行うための
マグウェル。特殊部隊や民間軍事会社のオペレータ
たちのAKカスタムのように無骨な近代的デザイン。
AKのマガジンチェンジを確実にサポートし戦闘力を
向上させます。

M14 マウントベース

¥6,800

JAN：4560282763339

Kurz SAS NEO

JAN：4571443153739

¥1,000

14mmの逆ネジ対応!
サ イレン サ ー の み なら ず
様々なマズルオプションを取
り付けることができます!

GENERAL-PURPOSE
PARTS

M14 SERIES

¥6,800

JAN：4582109586136

対応機種：G3A3/A4/SG-1・MC51

対応機種：G3A3/A4/SG-1・MC51

対応機種：AK47/S/βスペツナズ・M16A2/
VN・M733・M4 SR-16・STEYR・
MP5KA4 PDW・その他14mm逆ネジ

サイレンサーアタッチメント G3 Type2
¥2,200
JAN：4582109582671

サイレンサーアタッチメント AK

銃の消音化は敵からの自分
の位置と距離感を悟られず
に有利に戦闘を行えます。
そのサイレンサーを装着す
る為 の アタッチメントで 、
頑丈なスチール製でガッチリ
固定出来ます。

銃の消音化は敵からの自分
の位置と距離感を悟られず
に有利に戦闘を行えます。
そのサイレンサーを装着す
る為 の アタッチメントで 、
頑丈なスチール製でガッチリ
固定出来ます。

シングルカラム用

JAN：4582109582602

ダブルカラム用

対応機種：14mm逆ネジ

サイレンサーアタッチメント 正逆変換
¥1,200
JAN：4582109582664
銃の消音化は敵からの自分
の位置と距離感を悟られず
に有利に戦闘を行えます。
そのサイレンサーを装着す
る為 の アタッチメントで 、
頑丈なスチール製でガッチリ
固定出来ます。

電動ハンドガン用

ハンドガンスタンドEX【シングルカラム用】
【ダブルカラム用】
【電動ハンドガン用】

【シングルカラム用】4571443154965【ダブルカラム用】4571443154972
【電動ハンドガン用】4571443154989

高い命中精度を誇るM14の性能を引き出すためには
スコープは必須です、そのスコープをM14に強固に
取り付ける為に軽量に作り、取り付け部にも工夫をこら
したマウントベースです。
このマウントベースとスコープ
を使用する事でM14はスナイパーライフルに進化し
ます。

¥1,200

¥1,800

お気に入りのハンドガンを部屋に飾る時や、撮影する時に便利なABS樹脂製のディスプレイスタンドです。
ネームプレートが立てられるようにスリットを設けてあるので店頭やイベントでのディスプレイにも役立ちます!

ハンドガンスタンド クリア

JAN：
【1個入】4560329179468
【2個入】4560329179475

¥700
¥1,350

●キズ防止クッションと滑り止め付属！
！
●透明なのでハンドガンのシルエットを邪魔しない！

ガンスタンド

JAN：
【1枚】4582109586501
【2枚】4582109581339

¥1,800
¥3,400

愛銃をクールにディスプレイするハンドガンスタンド。
パンチングメタルタイプで、主役であるGUNを引き立
て、
風格すら漂わせます。
縦置き・横置き可能。
改訂バー
ジョンからローレットナットの採用により、
ピンの位置決
めが工具不要で容易になりました。

I

TOKYO MARU

IES
ガン GAS SHOT GUN SER
ガスショット

KSG

M14 ボトムレイル

JAN：4582109583982

対応機種：M14の正ネジ、逆ネジ

KSG ツインスパイク

¥2,000

JAN:4571443142696

KSG ショットシェルホルダー
JAN：4571443142443

¥6,800

●トップレイルへマウントできるシェルホルダー!
●お好みでマウントアングルは付け変え可能!
●左右どちら側でも装着可能
予備弾薬を本体側面に取付けることでクイックにアクセ
スし携行弾数を増加できます。
マガジンチェンジが素早
く行える実践的な斜め付けと、マガジンをより多く携行
できる縦付けの2種類の配列パターンが選択できます。

¥5,800

●無加工取り付け！付け替えるだけ！
●ツインスパイクヘッドフォームのマガジンチューブキャップ！
●最凶のスパルタンなスタイルが実現！
その圧倒的なフォルムから相手に潜在的なプレッシャー
を与えます！東京マルイ ガスショットガン KSGの外観ア
クセントに最適なアイテムです。
※スパイク先端は取り外し可能な特殊ゴム製です。

高い性能を誇りながら、デザインの古さで拡張性の
乏しいM14ですが、
このボトムレイルをストック前下部に
取り付ける事で拡張性が向上します。

ＫＳＧ クイックワイドマグレバー
JAN：4571443143846

I

¥2,000
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JAN：4571443139108

2個入り

¥1,400

●ハイダーやマズルのセンターや位置決めに必須アイテム！
●ジョイント式アウターバレルの微妙な長さ調整にも最適！
●金属シム２種×各５枚、
Ｏリング３種付きのお得なセット！
厚さ0.1mmと0.2mmの各5枚の金属シムと、
微調整が
容易に行える3種のＯリングがセットになっていますので、
センター合わせや位置決めは勿論、
ジョイント式アウター
バレルの微妙な長さ調整にも最適なアイテムです！

QDスリングスイベル

JAN：4560282763407

¥2,800

銃本体からワンタッチで簡単に取り外しができるとても
便利なスリングスイベル。
実際の戦場でもその利便性か
らたくさんの兵士達に使われています。
サバイバルゲー
マーである私達もこの便利なアイテムは必ず重宝する
アイテムです。
全てのユーザーに体験していただきたい
パーツのひとつです。

QDスリングスイベルアダプター
JAN：4560282766156

¥1,200

純正ストックの丸穴や長穴を流用し、QDスリングスイベ
ルを取り付けることができるアイテム。
挟み込み機構なの
で長穴を流用した装着では、取り回しを考慮した微妙な
ポジショニングセッティングが可能となり、
シューティング
ポジションの違いなどによる便利な使い分けができます。
しかし、
スリングを取り付けるためのスイベルが付属して
いないのでQDスリングスイベルをお買い求めください！
！

AUTOMATIC
TOKYO MARUI STANDARD

電動ガン ELECTRIC GUN
スタンダード

SIG552

M870 SERIES

JAN：4571443143822

●切り欠きヘッドが生むスタイリッシュな存在感！
●武骨な雰囲気を、
タクティカルで洗練されたイメージ
へチェンジ！●外装カスタムの必須アイテム！

ハイダー調整シムリングセット

¥3,400

TOKYO MARU

●フレームピンに差し替えるだけ！無加工取り付け！
●ワンポイント系スリングの性能を引き出し、
優れたスリ
ングワークを実現！●パーカーライジング仕上げによる
リアルで重厚な質感！●MAX25mm幅のベルトタイプ
からフック系スリングにも対応！
質感にもこだわり、
ミリタリースペック同等のリアルで満
足度の高い風合いに仕上がっています！

¥4,500

JAN：4571443143839

●圧倒的な威圧感を放つストライクハイダー！
近未来的でスマートなKSGを、超攻撃的でスパルタン
なイメージに変貌させるハイダーです。
素材には軽量で
強度の高いアルミ合金を採用。
切削加工によって作られ
たスパイク部分のエッジ感は抜群です！
！KSG専用設計
で全長を短く抑えているので、
室内での取り回しを損な
いません。

KSG マズルブレーキ ディフェンダータイプ
¥4,000
JAN：4571443144027

●エクステンション＆ワイドレバーによりマガジンシェ
ルのクイックリロードを実現！●グローブ装着でも操作
ミスの無いスピードアクセスが可能！ ●予備弾倉側に
も対応！ダブル仕様戦闘力ＵＰ！
！東京マルイ ガスショッ
トガンシリーズ KSGのショットシェルの取り出しを容易
に行う為に大型リリースレバーです。
ノーマルリリース
レバーに挟み込んで取り付けるタイプ。

IES
ガン GAS SHOT GUN SER
ガスショット

KSG タクティカルスリングスイベル

KSG ストライクハイダー

M870 ブリーチャー ストライクキャップ
JAN：
【BK】4571443133267
【SV】4571443133274

各¥3,400

●スパイクヘッドフォームのマガジンチューブキャップ！
●トップレイルとの組み合わせにより、最凶にスパルタ
ンなコンビネーションが実現！
マガジンチューブの先端までソードオフされたブリー
チャー専用にデザイン！ 本体は軽量で高強度なアルミ
合金材を採用し高精度なJapan切削加工にて製造！

対応機種:
SIG552シールズ

SIG552 シールズ EBRタイプストック
¥11,800
JAN：4560282768457
●スタイリッシュなボディに戦闘的なプロポーショナル！
●ストック長、
チークピース高の調整が可能で高剛性！
！
スタイリッシュな外観は損なわず、機能性・コンフォート、
そして戦闘力をUPしました。重厚なフルメタルで剛性が
一気にUP！しかもストックのベース部分にはQDスリング
スイベルアダプター（別売）が装着でき、スリングの取り
回しも自在に行えます！

FUNCTION ENHANCEMENT PARTS
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●内径φ6.20mm ＆1/100高精度寸法公差 ●ＢＣ ブライトコーティング

デルタストライクバレル

バレル長

【プロメテウス】Prometheus
ギリシャ神話において土人形から人類を創造し、又、天界から火を盗み人類に与えた神。
【先に考える者】の意。
この神話に基づき各パーツを様々な観点から再構築し、個々に課せられた役割を最大に発揮させ、
その総合力を120％にまで引き出すことを目的とした電動ガン専用カスタムパーツシリーズです。

●寸法精度100分の1mm ●内径φ6・03でBB弾をブレさせない！

EG バレル

バレル長

650mm
590mm
550mm
534mm
高精度、
高強度素材により
内径6.03mmφ±0.01mm
極限までブレを軽減
509mm
500mm
狙った所に弾が飛ぶ。書いてしまえ
469mm
ばこれだけですが、実際にはGUNと
いうスタイルを持つものにとって目
460mm
指すべき最終理想のようなもので
455mm
す。この一言のためにパーツ達は凌
ぎを削り、ユーザーは試行錯誤を繰
433mm
り返します。そんな中でも、やはり気
になるのはインナーバレルでしょう。 420mm
最後までBB弾と接触しているインナーバレルには多くの期待が寄せられ
407mm
ます。内径のタイトさ・その寸法精度・その精度を維持する強度。これらの
387.5mm
クリアすべき目標を元に素材から厳選し、テストを繰り返し、結果、内径
380mm
6.03ｍｍでありながら寸法誤差100分の1ｍｍという最高精度を持つイ
ンナーバレルが誕生しました。この高精度を最大限維持するために無駄な
370mm
コーティングをも省いたスパルタンなインナーバレル。多くは語りません、
370mm
一度手に取って見れば違いは明白だからです。

対応機種

メーカー希望小売価格

EG Barrel 650mm PSG-1+ JAN：4582109580011
JAN：4582109580028
PSG-1
M16A1/A2/VN・STYER AUG+ JAN：4582109580035
JAN：4582109580042
SG550
M16A1/M16A2/M16VETNAM・STYER AUG JAN：4582109580059
JAN：4582109586907
M14
G3/SG1•次世代AK74MN+ JAN：4582109580066
次世代AKS74N•次世代AK74MN JAN：4582109585481
JAN：4582109580073
AK47・AK47S
89式•PSS10エアシールチャンバー JAN：4582109589519
M14ソーコム専用
M14ショートアウターバレルカスタム

JAN：4582109586914

M4A1/R.I.S./SR16/S-STSTEM•SG551+
JAN：4571443141040
KRAYTAC LVOA-C
マグプルPTS MASADA JAN：4560329176269
M4A1MWS【海外専用】 JAN：4571443139559
EGﾊﾟﾜｰﾊﾞﾚﾙ M4A1MWS【海外専用】JAN：4571443139542
JAN：4582109580080

￥6,800
￥6,800
￥6,200
￥6,200
￥6,200
￥6,200
￥6,200
￥6,200
￥6,200
￥6,200
￥5,800
￥5,800
￥5,800
￥5,800
￥5,800
￥5,800

バレル長

363mm
318mm
310mm
300mm
285mm
280mm
275.5mm
260mm
247mm
229mm
208mm
185mm
155mm
141mm
135mm
110mm

対応機種
次世代M4 SOCOM/SOPMOD•AK102• JAN：4582109580097
M4A1/R.I.S./SR16/S-SYSTEM•SG551

￥5,800

次世代G36K•M733•トンプソン•
MC51+・次世代SCAR-H

￥5,800
￥5,800
￥5,800
￥5,800
￥5,800
￥5,200
￥5,200
￥5,200
￥5,200
￥5,200
￥5,200
￥5,200
￥5,200

MC51・M733
KRAYTAC CRB・LMG
次世代HK416D
次世代AKS74U・次世代G36C・
次世代SCAR-L CQC・HCステアー

JAN：4582109580103
JAN：4571443141033
JAN：4560329180303
JAN：4560282763469

G36C•P-90/TR•CAR15•SIG552 JAN：4582109580110
MP5A4・A5・J・R.A.S.・SD5・SD6・βスペツナズ JAN：4582109580127
JAN：4582109580479
G3SAS
JAN：4560282763858
M4PMC
JAN：4571443141026
KRAYTAC PDW
JAN：4582109580134
MP5PDW
JAN：4571443141019
KRAYTAC SDP
JAN：4582109580141
MP5K

対応機種

バレル長

JAN：4560329186411

￥4,900

363mm

550mm M16A1/A2/VN•ステアーAUG+

JAN：4560329186428

￥4,700

318mm マグプルPTS MASADA•次世代レシーライフル JAN：4560329187043 ￥4,300

509mm M16A1/M16A2/M16VETNAM・ステアーAUG

JAN：4560329186442

￥4,500

300mm

500mm M14専用

JAN：4560329186459

￥4,500

285mm MC51・M733

今までに類を見ない デルタＨＯＰ機構 を搭載。
ＢＢ弾が
JAN：4560329186466 ￥4,500
275.5mm
ＨＯＰに掛かる際、
ＢＢ弾の寸法精度のバラツキがあっても、 469mm G3/SG1•次世代AK74MN+
必ずバレルのセンター位置に来る内径φ6.05mmの３点
260mm
460mm 次世代AKS74N•次世代AK74MN JAN：4560329186473 ￥4,500
保持構造がＨＯＰアップの安定化＝集弾性の向上につなげ
JAN：4560329186480 ￥4,500
247mm
455mm AK47・AK47S
ます。また、素材には摺動性に優れた特殊マテリアルの
採用とＨＯＰ窓の拡大で、
フラットＨＯＰ化が容易に行える
229mm
433mm 89式•PSS10エアシールチャンバー JAN：4560329186497 ￥4,300
デルタHOP機構
のは勿論、
ＨＯＰ時の抜弾抵抗の差を常に安定させると
共に、よりＢＢ弾の回転力を高める事が可能となるので、 420mm M14ソーコム専用
JAN：4560329186503
208mm
￥4,300
M14ショートアウターバレルカスタム
流速カスタム時の飛距離ＵＰに貢献します。ベースバレルは、内径φ6.20mm＆
141mm
407mm M4A1/R.I.S./SR16/S-STSTEM•SG551+ JAN：4560329187012 ￥4,300
1/100高精度寸法公差が、BB弾寸法誤差によるフライヤーの発生を低減させ
るのは勿論、
ブラス素材の採用により、流速カスタマイズ時のバレル長さカット
110mm
380mm マグプルPTS MASADA JAN：4560329187029 ￥4,300
の加工調整も容易に行えます。さらに、素材腐食を軽減する ＢＣブライトコー
ティング を施していますので長期にわたり性能の安定性を持続します！
！
※このバレルは弊社 ストレートチャンバーパッキン が必ず必要となりますのでご注意ください。

マグプルPTS MASADA•次世代レシーライフル JAN：4560329176276 ￥5,800
JAN：4571443142160
￥5,800
KRAYTAC LVOA-S
JAN：4582109580448

メーカー希望小売価格

590mm PSG-1

パーフェクトタペットプレート

対応機種

次世代G36K•M733•トンプソン•
MC51+・次世代SCAR-H

￥4,300

JAN：4560329187050

￥3,900

JAN：4560329187067

￥3,900

次世代HK416D

JAN：4560329187074

￥3,900

次世代AKS74U・次世代G36C・
次世代SCAR-L CQC・HCステアー

JAN：4560329187081

￥3,900

G36C•P-90/TR•CAR15•SIG552

JAN：4560329187098

￥3,900

MP5A4・A5・J・R.A.S.・SD5・SD6・βスペツナズ

JAN：4560329187104

￥3,900

G3SAS

JAN：4560329187111

￥3,900

MP5PDW

JAN：4560329187135

￥3,200

MP5K

JAN：4560329187142

￥3,200

NON-LINERスプリング
カスタムという概念の中で最も基本となるパーツであり、弾
速や発射サイクルを左右するパーツ、それがこのメインスプ
リングです。良質な素材選定は勿論、巻きピッチ、熱処理工程
を一から見直しました。また、引きが軽く押しの強い 新ノン
ライナー形状 が、ヘタリを極限まで解消! トータルバランス
に優れた事で弾速の安定化=集弾性の向上に繋がります。
カスタム前提の銃刀法規定値をクリアするMS80SPと
MS90SPの2種類をご用意! あなたのカスタムにマッチす
るスプリングをお選びください！

●摩耗・損傷時のパーツ交換・メンテナンス用に
おすすめ!
●高強度・高耐摩耗性の高機能樹脂を使用!
●次世代メカボックス対応
●3万発耐久テストをクリア!
●高精度、高品質な日本製!
プロメテウスのレガシーとノウハウを詰め込み、
Ver.2メカボックス用
￥2,000 日本国内屈指の精度を誇る樹脂成型技術により
JAN：4571443143990

メーカー希望小売価格

次世代M4 SOCOM/SOPMOD•AK102•
JAN：4560329187036
M4A1/R.I.S./SR16/S-SYSTEM•SG551

実現したパーフェクトタペットプレートは、BB弾の
給弾・装填・発射等の動作に関わる重要なパーツ

NewVer.2メカボックス用 です。
メカボックス内で非常に高速な往復運動を
￥2,000 行うため、
高い耐久性はもちろん、高い寸法精度、
JAN：4571443144010

剛性、耐摩耗性など、あらゆる性質において高い
水準が要求されます。これらの性能を満たすため、
Ver.3メカボックス用
￥2,000 樹脂素材の中から最適な物性の材料であるPOM
材を採用。各部の寸法・形状も見直すことで給弾
JAN：4571443144003
性能の向上や弾速の安定化を目指しました。

●ハイサイクルカスタム専用 MS70-85
JAN：4560329188408

¥1,000

JAN：4582109586990

¥1,000

●MS80

●MS80 New Ver.1用

●MS90

¥1,000

JAN：4560282766378

¥1,000

JAN：4582109580295

●MS90 New Ver.1用
JAN：4560282766385

¥1,000

ワイドユースメタルチャンバー
●無段階調節式ロータリータイプHOP機構搭載!
●高い汎用性を備えたコンパクト設計!
M4シリーズ電動ガンに対応する剛性の高いダイキャスト
製のメタルチャンバーです。無段階式のロータリータイプ
HOP機構で命中精度・HOP精度の向上を目指しました。
また、バレルクリップはオリジナルの形状を採用しバレルの
回転・ブレを抑制します。
ワイドユースメタルチャンバー ￥4,500
JAN：4571443147011

ワイドユースメタルチャンバー（G&G）￥4,500
JAN：4571443147028

ワイドユースメタルチャンバー（KRYTAC）￥4,500
JAN：4571443147035

Compatible Models:
G&G ARMAMENT製 M4系電動ガンARP9/ARP556/
CM16シリーズ/GC16シリーズ/Fire Hawk/
Fire Hawk HC05...etc.
KRYTAC製 M4系電動ガン
TRIDENTシリーズ/LVOA-C/LVOA-S
※KRISS VECTOR及び、TRIDENT47 CRB（TR47）
には
非対応です。

EG BARREL

SEALING NOZZLE
AERO CYLINDER HEAD
PISTON HEAD
EG SPRING GUIDE/SMOOTHER

EGスプリングガイド/スムーサー New Ver.2

STAINLESS HARD CYLINDER

NONLINER SPRING
HARD PISTON

ワイドユースメタルチャンバースペアパーツセット
ワイド ユ ー スメタ ル チャン
バー専用のスペアパーツ7点
セットです。

JAN：4560282765890

￥1,500

JAN：4571443151698

GOLD PIN

パーフェクトメタルチャンバーNEO/セット
バレルの回転・ブレを抑制する新機
構の バレルストッパー と、芯出し
効果を生み出す アキュラシーリン
グを装備する事で集弾性の向上を
目指しました！また、気密Ｏリングを
マガジン接合部に設ける事で、チャ
ンバーパッキンまでのＢＢ弾吸込み
効果をスムースに補助します。
HOP-UPの性能を高めるストライク
チャンバーをセット。メタルチャン
バーと併用することで、更なる効果
が発揮出来ます。

パーフェクト
メタルチャンバー
NEO

パーフェクト
メタルチャンバー
NEOセット

JAN：4582109585245

JAN：4582109585252

¥4,500

EG ハードギア（ハイボルト対応）
●強化純正トルクタイプ
JAN：4582109580493

●強化純正トルクタイプ Ver.7
JAN：4582109589489

●強化ハイスピードタイプ
JAN：4582109580509

●強化ハイスピードタイプ Ver.7
JAN：4582109589496

●強化ダブルトルクタイプ
JAN：4582109580516

●強化ダブルトルクタイプ Ver.7

INTERNAL PARTS

EGハードギア ハイサイクルカスタムシリーズ専用
●10万発耐久テストをクリア！
●シリーズの優れた性能を受け継ぐ驚異の精度と耐久性！
●1年間のギア破損完全保証！
ハイサイクルシリーズに対応するよう研究・設計。プロメテウスEGハードギアシリー
ズの特徴である驚異の耐久性を遺憾なく発揮すべく、優れた素材選定をはじめ、
寸法精度・曲げ強度・歯面強度を最高クラスに！浸炭・高周波焼き入れ処理、ショット
ピーニングを適材適所に施すことで驚異の耐久性が実現しています。また、本セット
EGハードギア ハイサイクル
セクターギア ハイサイクル
のベベルギアはハイサイクル用特殊形状ではなく、通常形状タイプを採用しており
カスタムシリーズ専用
カスタムシリーズ専用 単品
¥10,500
¥4,000 ます。これと付属のハード逆転防止ラッチとの組み合わせにより跳ね上がりが軽減！
セミオートのキレは勿論、
メカボックスへの負担も軽減されギアのみならずメカ
JAN：4560329187739
JAN：4560329185957
ボックス本体の耐久性が向上します！
セット内容：セクターギア・スパーギア・ベベルギア・ハード逆転防止ラッチVer.2/
Ver.3・シムセット・保証書（購入日から1年間有効）

ハイサイクルカスタムの各種パーツ強化はもちろん、スタンダード電動ガンもハイサイクル化を可能にするチューンナッ
プパーツセットです。秒間約24〜26発（当社テスト比：EG30000HCモーター使用）
を可能にし、ギア部はシリーズの優
れた性能を受け継ぐ、驚異の精度と10万発以上の耐久性を誇ります！また弾速は、
ノーマルハイサイクルカスタム各種
とほぼ同等ですので、ほとんどのサバイバルゲームレギュレーションに適合するため、安心してご使用いただけます。
チューンナップセット ハイサイクルカスタムシリーズ専用 Ver.2

￥9,800
￥9,800
￥9,800
￥9,800

ノーマルインナーバレル

BCブライトバレル

後方開口部の加工後、さらに開口部のフチ周りを
削る事により、開口部のバリや角部でチャンバー
パッキンを傷つけにくく、長期使用による耐久性の
向上につながります。

真鍮は素手で触るなどすると指の油分等で
酸化し腐食（緑青）
が発生しやすい
性質があります。

BCブライトコーティングが長期使用による素
材腐食を軽減! 性能の安定性を維持!

ハードピニオンギア

EG ハードギア 次世代シリーズ New Ver1/2用

￥10,500

高強度であるクロムモリブ
デン素材を採用！さらに冷間
鍛造製法で加工する事で、
組織が緻密かつ内部欠陥部
の無い、機械的性質と耐摩
耗性に優れた素材へ変化。
強靭で高負担・高回転時における優れた耐久性を
実現しています。ノーマルの疲弊・消耗したギアや、
カスタムへの耐久性向上にお薦めの逸品です！

￥10,500

JAN：4560329173923

当社ではノーマルの耐久テスト結果を元に、
様々なパターンのテストを繰り返し行い、
各ギア
部の素材の組み合せ、加工方法、浸炭・高周波
焼き入れ、
ショットピーニング等の耐久性を高め
る様々な工程や処理を施し、
リコイルエンジン
を搭載した次世代型に適したギアを完成しま
した。
●強化純正トルクタイプ
JAN：4560329174357

●強化ダブルトルクタイプ
JAN：4560329174364

￥1,800

●Ver.2&8 JAN：4582109589229
●Ver.3 JAN：4582109589236
●Ver.6&7 JAN：4582109589243
●New Ver.1（Ver.9）※次世代SCAR-L/H対応
JAN：4582109585498

各¥2,000

チューンナップセット ハイサイクルカスタムシリーズ専用 Ver.3
JAN：4560329188392

¥18,500

●日本製素管＆内径φ6.05mm 寸法公差±0.01mm
●BCブライトコーティング
バレル長

対応機種

メーカー希望小売価格

バレル長

￥4,400

363mm

550mm

M16A1/A2/VN•ステアーAUG+ JAN：4571443131232 ￥4,200

509mm
500mm

対応機種

メーカー希望小売価格

次世代M4 SOCOM/SOPMOD•AK102• JAN：4571443131331
M4A1/R.I.S./SR16/S-SYSTEM•SG551

￥3,500

318mm

マグプルPTS MASADA•次世代レシーライフル JAN：4571443131348 ￥3,500

M16A1/M16A2/M16VETNAM・ステアーAUG JAN：4571443131249 ￥4,000

300mm

次世代G36K•M733•トンプソン•
MC51+・次世代SCAR-H

JAN：4571443131355

￥3,200

M14専用

JAN：4571443131256

￥4,000

285mm

次世代CQB-R・MC51

JAN：4571443131362

￥3,200

469mm

G3/SG1•次世代AK74MN+

JAN：4571443131263

￥3,800

JAN：4571443131379

￥3,200

460mm

次世代AKS74N•次世代AK74MN

JAN：4571443131270

￥3,800

260mm

JAN：4571443131386

￥3,200

455mm

AK47・AK47S

JAN：4571443131287

￥3,800

247mm

G36C•P-90/TR•CAR15•SIG552 JAN：4571443131393 ￥3,200

433mm

89式•PSS10エアシールチャンバー

JAN：4571443131294

￥3,600

229mm

MP5A4・A5・J・R.A.S.・SD5・SD6・βスペツナズ JAN：4571443131409 ￥3,200

420mm

M14ソーコム専用
M14ショートアウターバレルカスタム

JAN：4571443131300

￥3,600

208mm

G3SAS

JAN：4571443131416

￥3,200

407mm

MM4A1/R.I.S./SR16/S-STSTEM•SG551+ JAN：4571443131317 ￥3,500

141mm

MP5PDW

JAN：4571443131423

￥2,500

380mm

マグプルPTS MASADA

￥3,500

110mm

MP5K

JAN：4571443131430

￥2,500

590mm

PSG-1

JAN：4571443131225

JAN：4571443131324

ハード セレクタープレート・メタル New Ver.2

スプリングの圧縮時に発生する回転
作用を解消し、スプリングの寿命の
低下とねじれ抵抗など、あらゆる抵抗
を解消します。自己潤滑性と耐衝撃
耐摩耗性に優れた素材を使用し、
回転
式トルネードシャフトと荷重面にスラ
ストベアリングを併用する事でスプリ
ングの能力を最大に引き出します。

¥18,500

JAN：4560329188385

コストパフォーマンス＆硬度・強度バランスの良い
ブラス
（真鍮）
素材を採用する事で、
リーズナブルな
価格設定を実現！しかも、ベースである素管生産
には、世界最高水準の技術力を誇り、他の国では
眞似の出来ない独自のノウハウと徹底した品質
管理能力を持つ日本製！
高精度
高い工業技術力のジャパンメイドだからこそ可能と
内径6.05mmφ±0.01mm
なった、
素管内径φ6.05mm、
寸法公差±0.01mm
の優れた寸法精度を持つ高精度バレルです！さらに、ブラス素材のウィーク
ポイントである、素材腐食を軽減する ＢＣブライトコーティング を施しています
ので長期にわたり性能の安定性を持続します！
！

EGスプリングガイド/スムーサー

￥9,800

JAN：4582109589502
￥9,800
優れた素材の選定と高度な歯車寸法精度を
持たせ、焼き入れ処理とショットピーニング処理 ●強化トリプルトルクタイプ
JAN：4582109580523
￥9,800
を施す事により驚異的な耐久性を実現。さらに
ギアストップ時の逆転負荷を軽減するラッチ歯 ●強化MAXトルクタイプ
を増加。あらゆるカスタム・セッティングに対応 （専用ピストン付属）
JAN：4582109580530 ￥16,800
する豊富なラインナップを用意しました。
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●ハイサイクルカスタムのパーツ強化はもちろん！スタンダード電動ガンを
ハイサイクル化するパーツセット！
●シリーズの優れた性能を受け継ぐ、驚異の精度と耐久性＆10万発耐久テストをクリア！

BC ブライトバレル

ワイドユースメタルチャンバー本体は
付属しません。

¥3,000

チューンナップセット ハイサイクルカスタムシリーズ専用

スプリング圧縮時の様々
な抵抗を解消する為に、荷
重面へスラストベアリング
を配置。接触するガイド部
は自己潤滑性と耐摩擦摩
耗特性に優れた素材の回
転式トルネードシャフトを
採用しました。このダブル
スムーズ効果が抵抗やス
トレスを解消し、スプリン
グの性能を最大限に引き
¥2,000 出します。

実銃の様なリコイルを生み出す次世代
電動ガン。特にカスタムや電圧の高い
バッテリーの使用、またフルオート過多
など使い込まれたM4系は要注意です!
過酷な使用により、配線や通電板からの
発熱でセレクタープレート（樹脂部）が
徐々に熔解をはじめ、最悪の場合、接点
部分を押せなくなりセミもフルも撃て
ない状態になります。このアイテムはメタル素材で作り上げる事で、
耐熱に関するトラブルを回避! カスタムや高電圧バッテリーの使用、
また
上級カスタムの基本となる7〜8mmサイズの軸受けにも、
しっかりと
対応しています!
JAN：4560329173541

¥1,500

275.5mm 次世代HK416D
次世代AKS74U・次世代G36C・
次世代SCAR-L CQC・HCステアー

ハード セレクタープレート

MP5シリーズ

¥1,000

JAN：4582109580417

M16シリーズ

¥1,000

JAN：4582109580424

G3シリーズ

¥1,000

JAN：4582109580431

電動ガンのセレクター部分と連動しセミ、
フル、
セフティの切り替えを行うセレクタープレートを
自己潤滑性・耐熱性に優れた素材を使用する事でセレクターチェンジをスムーズにし、そして
スプリングピンの形状変更によりピンの耐久性も向上しています。通電部分にはゴールドメッキ
を施すことで通電効率を向上させています。純正サイズから7mmまで軸受けのサイズアップ
にも対応しています。

INTERNAL PARTS
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“Prometheus” is a line of Custom AEG parts dedicated to enhancing all AEGs. Prometheus was a Titan god who gave mankind the power to wield fire. This angered
Zeus who punished him for his disobedience by chaining him to a rock where each day eagles would fly down and eat his ever regenerating liver. Some years later
Hercules saved him from his torment and he reconciled with Zeus.

シムセット

(0.1mm x6pcs・0.2mm x6pcs・
0.3mm x6pcs・0.5mm x6pcs)

次世代/スタンダード M4シリーズ用ストレートトリガー シグマ

ベアリング軸受け 純正サイズ/7mm

シンタードアロイ メタル軸受け

次世代/スタンダード M4シリーズ用ストレート
トリガー"シグマ" スタイリッシュなハンドガードや
フレームにマッチする、シャープなデザインのスト
レートトリガーです。基部とトリガーパッドの2部品
で構成され、組込み易く、他カラーへの交換も容易
です。当社製「M16カスタムトリガー」より大きめ
に角を落とし指への当たりを最適化した事により、
速射はもちろん狙撃にも対応可能になりました。
また、
通常のトリガーより全長を長く設定したことで、
トリガーガードに指を添わせての連射が行い易く
なっています。アメリカで盛んなガンマッチ等では、
カスタマイズされたライフルが使用されており、
ストレートタイプのトリガーに換装しているシュー
ターも多く見られます。ストレートトリガーはフィー
リングがよく、指の力を効率よく機関部に伝え、
マッチシューターに好まれます。

次世代M4用/ブラック JAN：4571443146045
次世代M4用/シルバー JAN：4571443146373
スタンダードM4用/ブラック JAN：4571443146052
スタンダードM4用/シルバー JAN：4571443146403

各￥3,800

M4/M16カスタムトリガー
ベアリング軸受け 純正サイズ

ベアリング軸受け 7mm

JAN：4582109580264

JAN：4582109580271

¥2,500

¥3,500

ギアの回転効率や低燃費を最大限求めるには、回転抵抗の少ない
軸受けを見つける事が必要です。世界でもトップクラスの高精度、
高強度特性を持つ日本製ベアリング球を使用することで、回転効
率と燃費が向上! 7mmサイズは、
より高速回転、軸方向にかかる
スラスト荷重など、6mmベアリング以上の回転効率はもちろん、
トータルバランスに優れレベルアップした軸受けです。
組み込みには加工が必要な為、
カスタムショップまたは上級者向け
アイテムです。

エアロ シリンダーヘッド

JAN：4582109580370

●Ver.3 ￥2,400

JAN：4582109580387

●Ver.3ステアー・シグ ￥2,400
JAN：4582109580394

●Ver.6 ￥2,700

¥1,500

JAN：4582109586884

¥1,600

焼結合金という特殊素材を採用する事で、耐久性・精度・回転効率
の向上を実現。これは、
メタル合金素材による耐久性とサイジング
加工による高い寸法精度を確保。また素材特性の多孔構造体に
よるオイル浸透の働きと、ギアとの接触側面部分にグリス溜まりを
設ける事で、摩擦低減による優れた回転効率を発揮。
さらに高負担・高回転時の軸との焼き付き等をも回避します。
コストパフォーマンスに優れた、カスタムのファーストステップと
なる一品です！

●New Ver.2 ￥2,700

●Ver.7 ￥2,700

JAN：4571443141729 ¥3,500

吸気ホールの開閉を無段階
で調整可能にした 新スライ
ドヘッド
（ＳＨ）を搭載！気密
スピードや負圧バランス、燃
費につながる回転負荷の軽
減等を、カスタム内容に合わ
せたセッティングを可能にし
ています！

ピストンヘッド メタル
シリンダー内部でのエアーの吸気、
排気の効率を上げるための形状を
追求したピストンヘッド。耐久性に
優れ、
軽量なアルミを使用し、
ハード
なカスタムに対応させました。
また、
スラストベアリングを装備する
ことでスプリングのヨレを防ぎます。
JAN：4582109580219

多種多様の軸受けの中で
も、ベアリング軸受けは内
部に真球に近い高 精 度 高
強度特性を持つベアリング
球を使用している事で、他
の軸受けよりも著しく転が
り抵抗が低く回転効率・燃
費に優 れて いる軸受けで
す。安心と信頼のJAPAN
クオリティー。8mmベアリ
ング軸受け×6個入。

ハイサイクルカスタム専用（G3SAS/MP5A5 HCシリーズ）
JAN：4560329173831
¥3,000

¥2,000

強化MAXトルク専用 ハードピストン
あらゆる作動環境の条件を一から
見直し、
耐摩擦摩耗性・耐衝撃耐久性・
耐熱性に優れた素材を厳選。
本体に考える限りの補強を施し、
最も負担の掛かる金属歯を一から
見直した最強最高のハードピストン
を「EGハードギア・強化MAXトルク
タイプ」
用に専用リファインしました。

¥1,000

JAN：4582109580462

¥1,000

数々の素材を厳選する事で、優れたチャンバー性能を低下
させる事なく、気密性・耐油耐摩耗性を向上！
弾こぼれも防止しております。2ラインナップの硬度を
用意しており、お好みのタイプをお選び頂けます。
PSS2 エアロチャンバー対応!!

ストレート チャンバーパッキン（ソフト）
フラットＨＯＰといわれる、
少ないＨＯＰの突き出し量
ながらも、長く浅くＨＯＰの
回 転 を 掛 ける事 が でき 、
BB弾通過時に抵抗となる
エネルギー損失を抑える事
を目的としたパッキンです。
流速系カスタムにもお薦
めで、弊社アイテムの ＨＯＰテンショナー・シリーズ との
併用で、
より性能を高める事ができます！
JAN：4560329179178
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ハードピストン

JAN：4582109580233

ハードピストン Ver.7

¥3,500

JAN：4582109587003

ストレートチャンバーパッキン（エクストラソフト）

エアシールチャンバー
パッキン ハード

JAN：4582109580455

あらゆる作動環境の条件を一から
見直し、耐摩擦・耐摩耗・耐衝撃性・
耐熱・摺動性等に優れた素材を厳選。
本体に考える限りの補強と、最も
負担の掛かる金属歯を一から見直
すことでハイサイクルはもちろん、
スプリングレートの高いカスタム
まで対応します。

¥3,800

エアシールチャンバー

¥800

開発に最も重要視した点を耐久性とし、性能安定性の持続を目的とする高硬度で耐久性の高いステンレス
素材を採用！多様するバレルサイズに見合ったエア容量を確保するバリエーションを揃えました。表面には
圧縮時に発生する熱を放熱する為のヒートシンクを装備する事で、
Ｏリングの熱膨張による加速抵抗を和
らげています。
各￥2,000

フラットHOPといわれる、少
ないHOPの突出し量なが
らも、長く浅くHOPの回転
をかけることができ、BB弾
通過時に抵抗となるエネル
ギー損失を抑えることを目
的としたパッキンです。流速
系カスタムにもオススメで、
プロメテウス「HOPテンショナーシリーズ」との併用で、
より性能を高めることができます！
対応機種：東京マルイ電動ガン/プロメテウス「デルタスト
ライクバレル」搭載機種/HOP突起量が少ない機種
JAN：4571443135742

JAN：4560282765777

ピストンヘッド POM NEO
ピストンヘッド POM New Ver.2
JAN：4582109586464 ¥2,000 JAN：4560282765883 ¥3,000
ピストンヘッド POM Ver.4&9
ピストンヘッド POM SCAR-L/H
JAN：4560282766408 ¥3,000 JAN：4560329175286 ¥3,000

給気時の作動・燃費効率＆圧縮時の
気密・排気効率の向上を更に目指し、
耐久性も約2.6倍ＵＰ。材質は、耐疲労・
耐摩耗摩擦特性に富み、優れた自己潤
滑性能を持つ優れたPOM素材を使用。
また、
スプリング圧縮時のヨレを解消し、
性能を最大限引き出すスラストベアリ
ングは、耐荷重が約2.8倍にＵＰ。更に、
耐久性が向上しています。
低レートスプリングからハイサイクル
カスタムにベストマッチするアイテム
です！

ハード逆転防止ラッチVer.6

各￥1,800

JAN：4582109586747

¥1,200

Ver.6（P90）

￥2,400

JAN：4560282766248

¥480

JAN：4560282766231

¥380

スタンダード電動ガンのハイスペックカスタムや、次世代電動
ガンに対して抜群の相性を持ちます。スタンダード電動ガン
同様、連続した衝撃と振動に突出した耐性を持ち、電動ガンの
激しい動作にももちろん物理的条件をクリアしているだけ
ではなく、約25万回の通電切り替えを行っても、尚、高い通電
性能を維持し続けるというデュラビリティを誇ります。ただし、
通電負荷が一定条件を超えてしまうと、即座に通電をシャット
アウトする速断型ヒューズなので安全面での信頼性も高く、
安心してご使用いただけます。また、20Aヒューズはスタン
ダード電動ガンタイプより約35%の通電効率が良く、より
ダイレクトに電力を供給することができます。ワンパッケージ
3個入りなので経済的で嬉しいポイントです。

本製品は、高精度アルミ切削
で製作することで接触面の
高精度化（＝接触の安定）、
高 強 度 化を実 現 。さらに、
24金メッキ処理を施すこと
で、通電効率を高めました。
ノーマルと換装し耐久性を
確保しながら、通電効率を
高め、銃のポテンシャルを飛躍的に高める事が可能です。
対応機種：東京マルイ 次世代SOPMOD M4/CQB-R
東京マルイ DEVGRUカスタム HK416D

カスタムギア使用時のセミオートファンクションのバース
トや、
発射時のキレを向上させるべく、
パーツ全体の寸法を
見直し再構築しました。これによりライトカスタムガンは
もちろん、超ハイサイクルカスタムガンのバーストなどの
不具合を改善する事に役立ちます。また、強度と耐久性、
耐摩耗性を考慮したジュラルミン削り出しが何千何万と
繰り返される作動に充分すぎるほどに耐え、純正比較約
50%の軽量化がスムーズでアクティブなレスポンスと
作動を約束します。

シーリングノズル

ピンオープナー

¥600

電 動 ガン の メカ B O X 内 に
使用されている特殊ネジを分
解する為の専用ドライバーで
す。これからメカBOXをカス
タムする方には必需品です。

ピンオープナー
ミニコネクター用

¥2,200

●FA-MASシリーズ

●AKシリーズ

●M16A1・VN・XM・CAR-15

●MP5シリーズ
（Kurz・PDW除く）

●STEYRシリーズ

JAN：4582109586518

JAN：4582109586570

JAN：4582109586525

JAN：4582109580165

¥2,200

電動ガン用コネクターピンの脱着作業をスムーズかつ
安全に行う為の必須アイテム。色分けする事で、
どのタイプ
か一目でわかるようにしております。

JAN：4582109586877

¥1,300

●通電効率や劣化に強いゴールドメッキ端子!
●コンパクトかつ、
リポバッテリーを痛めないラウンド&
ノンエッジ形状
●コストパフォーマンスに優れるオスメス兼用タイプ!
●存在感を抑えたステルスブラック仕様!

JAN：4582109586549

●AK74MN

JAN：4582109586563

●89式

JAN：4582109586600

●STEYR HC

JAN：4582109586594

●MP5シリーズ/MP5HC共用

JAN：4582109586532

●G36C

●G3・MCシリーズ

MAXコネクターHXT-2mmブラック
通電効率が高く劣化に強い
ゴールドメッキ＆特殊形状
端子により、優れた通電性
能を発揮！また、スペース確
保に困らない厚みを抑えた
コンパクトサイズに加え、
リポバッテリーを痛めない
ラウンド＆ノンエッジ形状により、バッテリー収納時に
発生しやすい、鋭利なカド当たりや無理な詰込み原因の
外圧内部ショート＝発火事故を回避します。
¥1,000

JAN：4571443140920

ゴールドピンコネクターセット

JAN：4582109586334

●P90

¥1,000

JAN：4571443142139

JAN：4582109586587

JAN：4582109586341

●シグシリーズ

JAN：4560329176481

●M16A2/M4/RIS/
SR-16/M733/
S-SYSTEM

（Kurz・PDW除く）

JAN：4571443140951

各￥1,200

●Kurz・PDW

ゴールドピンコネクターセット ゴールドピンコネクターセット
ミニコネクター用
ラージコネクター用

JAN：4582109586754

JAN：4582109586556

●M14

●PSG-1

JAN：4582109586945

各￥1,300

次世代HK416D ストック端子 カスタム

ゴールドメッキを施し、通電
効率を高める事で、
レスポン
スと連射サイクルが向上し
ます。ゴールドピンコネクタ
ーセットやエレメントコード、
ハードセレクタープレートと
組み合わせて使用するとより
効果的です。

ヘックスローブ ドライバー.10

JAN：4582109580158

●トンプソン

JAN：4582109586617

モーター用ゴールドピンセットx8

¥1,200

逆転防止ラッチは、スプリングの反発力によるギアの逆
回転を押さえ、
２発給弾やピストン・タペットプレートなど
他のパーツへの悪影響や破損を防ぐ重要なパーツです。
また、
このパーツはギヤとの作用で断続的に衝撃を受け
る為、使用を重ねる度に疲労が蓄積し、寿命の低下につな
がります。さらにカスタムを施すとその耐久性は著しく
低下していきます。このアイテムはシャフト部にクロム
モリブデン鋼、
ラッチ部は焼結合金を使用する事で優れた
精度と、高い摺動性・耐久性を実現しました。

JAN：4582109586624

ノズルはピストン同 様に
激しい 往 復 運 動を行 い 、
給弾・装填・発射へのプロ
セスとなる重要なパーツ
です。
そこで素材には寸法安定
性・耐疲労特性・耐摩擦摩耗
特性を持ち、
自己潤滑性能
に富むＰＯＭ素材を採用。更にシリンダーヘッドとの気密
性を高め、
エアー吐出時のエアロスを低減するＯリングを
装備しています。
また、
ノズル先端の補助気孔はエアーの吸気をスムーズに
行い、
ピストン後退時のロックを防ぐと共に連動するギア
の負担を軽減。バッテリーの消費量も低減します。

¥3,400

JAN：4560329174258

ピンオープナー
ラージコネクター用

ハード逆転防止ラッチVer.7
JAN：4582109586969

JAN：4582109580196

¥3,800

対応機種:東京マルイ 次世代シリーズ
●SOPMOD
●M4系

対応機種:東京マルイ 次世代シリーズ
●AK74/102系
●G36K

高強度アルミ素材
からの高精度切削
加工で製作し、接触
面の高精度化（=接
触の安定）を実現！
また電流損失の一
つの要因である酸
化被膜の形成が無
く、電気抵抗に優れ
た24金メッキ処理
（最も金の含有量が
高い）
を施していることで通電効率を高めています！さら
にバッテリーの変更カスタムなどが容易に行えるように端
部は、
コネクターのハンダ付けがしやすい形状になってい
ます。ノーマルと換装することで、耐久性と通電効率を高
め、
銃のポテンシャルを飛躍的に高める事が可能です！
対応機種：東京マルイ 次世代416D

※東京マルイ DEVGRUカスタム HK416Dには非対応です。

¥2,800

JAN：4560329180358

JAN：4582109580172

¥800

JAN：4582109580189

¥800

ゴールドメッキを施し、通電効率を高める事で、
レスポンス
と連射サイクルが向上します。モーターゴールドピンや
エレメントコード、
ハードセレクタープレートと組み合わせて
使用するとより効果的です。

EG エレメントコード NEO
従来のEGエレメントコード
の外径を変えず断面積を
増加させ、更に通電効率を
高めることで純正エアガン
の燃費を向上させることは
も ちろ ん 、高 出 力 バッテ
リー仕様のハイサイクルカ
スタムガン、
リレー回路な
どを使用したカスタムチューンに最適です。
また、ゴールドピンコネクターセットやモーターゴールド
ピン、ハードセレクタープレートとの組み合わせで、より
スムーズな通電効率を発揮します。
従来の品とは違い、耐熱性のテフロン被膜がコードを
しっかり護りますので、純正からカスタムガンまで幅広く
ご使用いただけます。
¥1,400

JAN：4582109580202

ハードピストン 次世代シリーズ New Ver.2
JAN：4560329175101 ¥3,900

ハードピストン 次世代シリーズ New Ver.1
JAN：4560329175118 ¥3,900

ハードピストン 次世代シリーズ SCAR専用
JAN：4560329176474 ¥3,900

ハードピストン・シリーズの耐摩擦・耐摩耗・耐熱・摺動性等の性能を維持しつつ、耐衝撃・曲げ・引張強さの
特性を更に高めています！摩耗や損傷、定期メンテナンスの交換用に、お薦めのパーツです！

バレット フィードベース

Japan Made メカBOXネジセット

ノーマルのパーツに比べ、アルミ
のボディーで作られている為、振
動と設置時に生じるネジの食い
込みによる本体のひび割れを防
ぐ事が出来ます。
ボディーはアルマイト処理をする
事により給弾道の表面がスムー
ズになりました。Oリングを採用
する事により、マガジン挿入時の衝撃を和らげ、本品給
弾口とマガジン給弾口との密着度を高めます。
対応機種: 東京マルイ M16A2、M4A1 CARBINE、
M733 COMMANDOなどM16系でテイクダウンが可
能な機種

¥880

JAN：4560329173527 ￥2,800

HOPテンショナー ブリッジ（ソフト/ハード同梱）

ＨＯＰの掛かり始めとなる
BB弾保持位置を安定させ、
且つ遊びを最小限に抑えた
事で、アキュラシー性能が
向上！また、長掛けＨＯＰを
実現させるフラット形状に、
一定のＨＯＰテンションを
可能にした緩やかなラウンド
ボトム形状が流速カスタムにもお薦めです！
ソフト＆ハードの２タイプを同梱していますので、自分の
スタイルにあったベストなカスタマイズ調整が可能です！
さらに弊社アイテムの ストレートチャンバーパッキン との
併用で、
より性能を高める事ができます！

ＨＯＰの掛かり始めとなるＢ
Ｂ弾保持位置を安定させ、且
つ遊びを最小限に抑えた事
で、アキュラシー性能が向
上！また、飛びのバラツキを
抑える、理想的な３点保持を
目指したブリッジ形状が集弾
性を向上！更に一定のＨＯＰ
テンションを可能にする緩やかなラウンドボトム形状が流速
カスタムにもお薦めです！ソフト＆ハードの２タイプを同梱し
ていますので、自分のスタイルにあったベストなカスタマイ
ズ調整が可能です！さらに弊社アイテムの ストレートチャン
バーパッキン との併用で、
より性能を高める事ができます！

¥1,200

対応機種:東京マルイ 次世代シリーズ
●SCAR系

●無段階式
ロータリータイプ
HOPダイヤル

WIDE USE METAL CHAMBER

HOPテンショナー フラット（ソフト/ハード同梱）

JAN：4560329179185

NEO Ver.2

20Aヒューズ/15Aヒューズ

20Aヒューズ/カスタム&
15Aヒューズ/スタンダード
次世代電動ガンタイプ（3個入） 電動ガンタイプ（3個入）

●電動ガンに特化し、バッテ
リー本来の性能を引き出
すオリジナル設計!
●ミニコネクター の 5 倍 !
MAX75A/定格電流
45A仕様!

¥1,200

JAN：4560282766088

ハードピストン New Ver.2/New Ver.1/SCAR専用

ハードピストン

JAN：4582109580486

A（推奨バレルサイズ550〜451mm）JAN：4582109580684
A'（推奨バレルサイズ550〜451mm）JAN：4582109586921
B（推奨バレルサイズ450〜401mm）JAN：4582109580691
B'（推奨バレルサイズ450〜401mm）JAN：4582109586938
C（推奨バレルサイズ400〜301mm）JAN：4582109580707
D（推奨バレルサイズ300〜251mm）JAN：4582109580714
E（推奨バレルサイズ250〜201mm）JAN：4582109580721
F（推奨バレルサイズ200〜110mm）JAN：4582109580738

JAN：4582109586730

Ver.3 AK47用

JAN：4560329170380

次世代M4 ストック端子コンバージョンキット
●TYPE
●TYPE
●TYPE
●TYPE
●TYPE
●TYPE
●TYPE
●TYPE

ハード逆転防止ラッチVer.2・3

JAN：4560282765784

¥500

￥3,800

ステンレス ハードシリンダー

ピストンヘッドSH ハイサイクルカスタム専用

JAN：4582109586952

エアシールチャンバー
パッキン ソフト

JAN：4560282764008

Ver.3

JAN：4582109580653

ピストンヘッド POM

JAN：4582109580400

JAN：4560282765876

JAN：4582109580288

シンタードアロイ・
メタル軸受け Ver.6

ベアリング軸受け クライタック対応 8mm

ノズルの激しい往復運動による、
過酷な使用条件をふまえ、強度・
耐久性・耐摩耗性に優れたジュラル
ミン素材を選定。また摩耗損失を抑
えるアルマイト表面処理
（硬度ＵＰ！）
を施し、
ノズルセンター位置の精度
向上維持に高精度オール切削加工
を採用。さらにエアーの流入側に
流速の損失低減をはかるテーパー
加工を施し、整流効果・流速の向上
を目指しました。

●Ver.2 ￥2,400

シンタードアロイ・
メタル軸受け 純正サイズ

スイッチが入った後の無駄引きを排除しトー
タルトリガーストロークを短くするという観点
からパーツの再構築をしました。また、
トリガ
ーストロークを調節する事を可能にする機能
を搭載。これにより個々のガンに合わせたレ
スポンスの良いトリガーフィーリングを実現し
ました。

MAXコネクターHXT-3mmブラック

ハード 逆転防止ラッチ

ハード カットオフレバー

電動ガンのギアセッティング
に重要な役割を果たすシム。
0.1mm・0.2mm0.3mm・
0.5mmの4種類をセット
することで、よりシビアな
調整を可能にしています。

JAN：4560329179192

¥1,200

品質・精度ともにハイクオリティーで安心
な日本製を採用。高い強度を誇る炭素鋼
にて製造された六角穴付きネジに交換
する事で、
しっかりとメカボックスを固定
する事が出来ます。M3ピッチ0.5の皿タ
イプとボタンタイプをセットにし、Ver.2
仕様の海外製メカボックス対応! 各タイ
プごとにスペア用の１本を追加した、合計20本のお得な内容です!
メカボックスのカスタムやメンテナンス時に是非ご使用ください。

●無段階調節式ロータリータイプHOP機構搭載!
●高い汎用性を備えたコンパクト設計!
プロメテウスのHOPテンショナー、デルタストライク
バレルと組み合わせることで理想的な3点支持と長
がけホップを実現し、命中精度と飛距離を向上させ
ます。

●プロメテウス
ホップテンショナー対応

●高精度な
ダイキャスト製ボディ

対応機種:東京マルイ Ver.2仕様の海外製メカBOX
■セット内容：六角穴付き皿ボルトM3×18・
・
・5本
六角穴付きボタンボルトM3×15・
・
・5本
六角穴付き皿ボルトM3×8・
・
・5本
六角穴付きボタンボルトM3×8・
・
・5本

●バレルをしっかり
固定する専用形状

JAN：4571443135636 ￥600

89式 HOPチャンバー ストライクアーム
89式の場合、HOPの肝と
なる突起部分の出方が少な
い為に弾こぼれや、すぐに
落下するヒョロ弾が発生し
がちであり、飛距離や弾道
の安定に悪影響を及ぼして
い ます 。この アイテム は
様 々 な テストを 繰り返し
行い、HOP性能が最も引き出される位置にクッションラ
バーを設け、弾道の安定と飛距離向上に繋げています。
簡単に組み込ができ、明確に効果が体感できる優れた
パーツです。
対応機種：東京マルイ 89式小銃シリーズ
JAN：4560282767887

¥1,800

エアロスを抑える

長がけHOPに必須

エアシールチャンバーパッキン（ソフト）

￥1,000

メーカー希望小売価格
（税別）

命中精度を向上

ストレートチャンバーパッキン（ソフト）

￥800

メーカー希望小売価格
（税別）

長がけHOPに必須

ホップテンショナー（ブリッジタイプ）

￥1,200

メーカー希望小売価格
（税別）

ホップテンショナー（フラットタイプ）

￥1,200

メーカー希望小売価格（税別）

INTERNAL PARTS
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PROGRESS

GARUDA

ベーシック
■仕様:14mm逆ネジ(CCW)
■サイズ(約):全長64mm 外径22mm

ヒートグラデーションハイダー

￥5,800

JAN：4571443147271

●スチール素材によるリアルな重厚感のフラッシュハイダー ●圧倒的な
威圧感を放つヒートグラデーション! ●付け替えるダケ!取り付け簡単!
特殊なメッキ処理により、
金属が焼けたような美しい風合いを再現しまし
た! 重厚なスチール素材を採用。
M14逆ネジ仕様のため高い汎用性を誇
ります。
当社製アウターバレル各種と組合わせる事でリアルな外観を実現
するアイテムです。

【プログレス】PROGRESS

モリブデングリススプレー

シリコンスプレー

各￥2,500

メッシュフェイスガード
【BK/TAN】

各1,500

JAN：
【BK】
4571443144263
【TAN】
4571443144270

JAN：
【BK】
4560329176511
【TAN】
4560329176528

BB弾の顔面への被弾を確実にガード。痛い思いはもうしません。
フルフェイ
スにおけるゴーグルの曇り止め対策や息苦しさからも解放され、
フィールドを
自由に駆け回ることができます。軽量で汚れにも強く丈夫な1000Dナイロ
ンを使用したサイド部分は、
頬に当たる内側には通気性の良いメッシュ素材を
使用しており、
快適な付け心地。
アタッカーにはうってつけのアイテムです。

顔面ヒットはイヤだけど 息苦しくて、
暑いのはもっとイヤ という方へ!! フル
フェイスにおけるゴーグルの曇り止め対策や息苦しさからも解放され、
フィールドを自由に駆け回ることができます。
アタッカーにはうってつけの
アイテムです。
■サイズ:フリーサイズ ※サイズ調整可能

曇り
！
知らず
各¥2,800

メッシュゴーグル 8i
（エイトアイ） 各¥3,000

JAN：
【BK】
4560329174869
【TAN】
4560329174876

JAN：
【BK】
4560329174883
【TAN】
4560329174890

曇り知らずのイカしたメッシュゴーグル

曇り知らずのイカしたメッシュゴーグル

●潤滑と保護、艶出しに効果

●長時間の潤滑効果を維持

●ゴムや樹脂部品、塗装面に
優しい速乾タイプのクリーナー
●あらゆるパーツの洗浄に！

巷で大人気のゲームに登場する
「あの」
リュック!! 大きめの容量と機能面
で、
タウンユースだけでなく、
旅行にもオススメのミリタリーバックパックで
す。有事の際にはバラせるパラコードカラビナ付! 勝利に必要で重要な物
資集めを影で支えるバックパック。
レベルの高いバックパックに武器や装備
を詰め込んで、
フィールドや荒野でのアドバンテージを手に入れよう!
■本体サイズ(約cm):高さ45cm×横40cm×奥行き22cm(取手含まず)

ハーフメッシュ フェイスガード
【BK/TAN】

曇り
！
知らず
メッシュゴーグル 7i (セブンアイ)

パーツクリーナー

¥6,800

JAN：4571443154941

ディヴェロップ

エアガンには摺動箇所がいくつも存在し、各々の役割や素材も多種多様です。
その為、性能を追求する場合やその性能を維持する為にも、個々のパーツに合ったケミカ
ルチョイスが必要になってきます。プログレスは、エアガンが持つ性能の追求と維持の為
に個々のパーツに合った最良のケミカルを選び、全てのユーザーに提供していきます。
また、外装イメージをもっとスタイリッシュに、よりリアルに仕上げるカラーリングにも拘り、
厳選された調合を行う事にどのような労力も厭いません。
プログレスとは、内外装を問わず、常に究極を求め進歩し続けるプレミアムケミカルシリ
ーズなのです。

■素材:900デニールナイロン

あのリュック(LV3)

●ハンドガンのピストンヘッドや
シリンダー内壁、チャンバー、
スライド、
トリガー、ハンマーなど
樹脂部品やゴムの潤滑に

●電動ガンギアや軸受け、
金属同士の摺動部などに！

BK

MC

WL
MC

Before

Before

ガルーダ コンバットキャップ
【BK/MC/WL】

Before
ノーマル時、1マガジン
打ち切り試射タイムを計測

WL
各¥1,500

JAN：
【BK】
4560329181997
【MC】
4560329181959
【WL】
4560329181973
●サバイバルゲームやタウンユースで大活躍！ ●カラーはあらゆるシーン
で活躍できる7種類！●サイズ調節はベルクロの無段階式！
ベルクロベースが、
キャップの前・頂点・後ろの合計３カ所に配置され、
パッチ
やデッドマーカーなどアレンジもしやすい仕様です。

【ガルーダ】GARUDA

After

目度の高い流行アイテムを、
どれだけリーズナブルな価格での
提供が可能かを考え、尚且つ実用度の高いアイテムとする挑
戦を続けていくカテゴリの枠を超えたブランドです。

After
参考使用箇所

写真
左：ノーマル

参考使用箇所
・メカBOX内部
・インナーバレル内部
・本体外部の耐油
¥1,200

JAN：4560282765166

既存のクリーナーはゴムや樹脂部品、塗装面を侵してしまうものが多くあり、使用には細心の注意
払う必要がありました。
しかしPROGRESSパーツクリーナーは、そのような問題点を解消する
炭化水素溶剤を主成分とする速乾タイプのクリーナーであり、あらゆるパーツの洗浄に安心して
ご使用いただけます。

右：モリブデングリススプレーを使用。
参考使用箇所
・ハンドガン トリガー・ハンドガン ハンマー
・ハンドガン ハンマースプリング
・電動ガン メカBOX内部メンテナンス・電動ガン シリンダー内部
¥680

JAN：4560282765180

●愛銃のメンテナンスに！●付属のノズルでピンポイント噴霧！ 二硫化モリブデン配合で耐熱、
及び耐水性と耐酸性を有し、高温域や極圧、耐薬品性にも優れ、長時間の潤滑効果を維持させま
す。電動ガンギアや軸受け、金属同士の摺動部などに適しています。
また、一般的に言われるモリ
ブデンが樹脂系を侵食する問題などは一切なく、安心して各部位にご使用いただけます。

添加材セット
JAN：4560282766460

¥800

エアガンやラジコンなど、ホビーなどのあらゆる金属ネジの緩み止め
に最適なケミカル剤です。
振動や衝撃に強い柔軟性硬化タイプなので、
エアガンの繰り返される
射撃時の作動に抜群の相性です。
手が汚れず適量の塗布がしやすいシリンジ容器、転倒や工具内で液洩
れしないジェルタイプを採用し、長期の保存にも適しています。
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●サバイバルゲームやタウンユースで大活躍！●柄は選べる７種類！
●サイズもMとLの２種類をご用意！
ベトナム戦争中にアメリカ軍で採用されたフィールド用の帽子がこのブー
ニーハットです。
現在でもほとんど変わらず支給されているので、
サバイバル
ゲームユーザーのミリタリー装備には欠かせないアイテムとなっています。

試射結果

負荷の掛かりやすいピストン部を
取り出し、
ノーマル時の滑らかさと
モリブデングリススプレーを
使用した時の滑らかさをテストする。

After

接点改質剤 エネジャージグラファイト
JAN：4560282767900

¥1,200

このアイテムは導電性能が高く、粒子サイズの異なるナノカーボンと
ミクロングラファイトの導通素材を高濃度にブレンドした接点改質剤で
す。希釈には中鎖アルコール使用している為、熱によるワニス(抵抗に
なる絶縁素材)が発生しないので、高温時の使用においても問題なく
性能を発揮します。もちろん電動ガン以外のラジコンや電化製品の接
点部分にも使用可能です。

ギアグリスセット

JAN：4582109585351

各¥1,800

JAN：
【MC/M】
4560329181850
【MC/L】
4560329181867
【WL/L】
4560329181904
【AT-FG/M】
4560329181911

シリコンスプレー使用後の
1マガジン打ち切り試射
タイムを計測

自慢のTUNEも
これじゃ台無し。
再TUNEする前に
埃や古いグリスを
リムーバー。

ネジロック ジェルタイプ 中強度

ガルーダ ブーニーハット
【MC/WL】

・ハンドガン バルブ
・ハンドガン スライド/フレーム
・電動ガン チャンバー
・電動ガン 多弾装マガジン駆動部
・ボルトアクション シリンダー内部
JAN：4560282765173

ミリタリーリュックサック 25L
【BK/TAN】

¥480

●潤滑保護と金属・樹脂の艶出し、磨きに最適！
ゴム、
プラスティックを侵さない無色透明の高純度シリコンを配合することにより、潤滑と保護、艶
出しに効果を発揮します。
ハンドガンのピストンヘッドやシリンダー内壁、
チャンバー、
スライド、
トリ
ガー、
ハンマーなど樹脂部品やゴムの潤滑にご使用ください。

メディックシザー

各￥5,900

¥980

JAN：
【BK】
4571443154026
【TAN】
4571443154033

JAN：4560329174906

正面にファスナーポケットが一つ、
10インチのタブレットPC、
長財布、
折り
畳み傘など収納可能。
内部に仕切りポケットやペンホルダーが付いていて、
スマホ、
ティッシュペーパー、
メモ帳などの小物が収納可能。
メインポケット
に10枚ぐらいのTシャツが収納可能、
2,3泊程度の短期旅行やビジネス出
張などに最適。
■サイズ:幅22〜30cm×高さ45cm×奥行き19cm
■容量:25L■素材:高密度1000Dナイロン マルセル化綿(内張)

実用及び小物の演出として・
・
・
切断部に角度が付いており、
テコの原理で強力に断ち切る事が可能。
各種メディック装備には欠かせない小物です。

4連グリス保管ケース

¥1,800

一般グリスと比べた特徴では約10倍の優れた潤滑性能を発揮し、
マイナ
ス40℃〜160℃の過酷な温度下の高荷重テストでも3〜10倍のロング
ライフ潤滑性能を維持します。
また15〜20倍の優れた耐水、
防錆性能を
誇ります。
2種類の特殊マテリアル添加材がグリス性能を向上し、GRP社
製 電動ガン専用オリジナル添加オイル 、超潤滑マテリアルパウダー を
調合する事で目的に適したオリジナルグリスが製作可能であり、
調合グリ
スを保管する4連ケースが付属しています。

ギアグリス(単品)

JAN：4582109585368

¥1,200

このグリスは数ある潤滑マテリアルを厳選、
テストを繰り返し行い、
最も
電動ガンに適したグリスをGRP社と共同開発しました。
一般グリスと比べ
た特徴では約10倍の優れた潤滑性能を発揮し、
マイナス40℃〜160℃
の過酷な温度下の高荷重テストでも3〜10倍のロングライフ潤滑性能
を維持します。
また15〜20倍の優れた耐水、
防錆性能を誇ります。

ミリタリーワンショルダー ボストンバッグ
【BK/TAN】￥3,600

ミリタリータブレットPC ショルダーバッグ
【BK/TAN】各￥3,300

JAN：
【BK】4571443154002【TAN】4571443154019

JAN：
【BK】4571443153982【TAN】4571443153999

正面にファスナーポケット、
バックル式ポケットを一つずつ、
左側に綱袋を一つ、
右側にファスナ袋を一つ、
裏側にボタ
ン式ポケットを一つ、
仕切り付きメインポケットを一つ配
置、
メインポケットにiPad4、
10インチのノートパソコン、
T
シャツ5枚ぐらいの収納が可能。
■サイズ:幅39cm× 高さ
20cm×奥行き19cm※実寸は1〜3cm程度の誤差があ
る場合がございます。■重量:約650g■素材:高密度
1000Dナイロン マルセル化綿(内張)

■サイズ:幅27cm× 高さ23cm×奥行き7〜9cm
※実寸は1〜3cm程度の誤差がある場合がございます。
■重量:約450g 正面にオープンポケットが二つ、
裏側に
ファスナーポケットが一つ、
メインポケットが一つ、
内部に
貴重品を入れるのにベストなチャック付きポケットが一つ、
タブレットPCを固定するための伸縮ベルトも付いていま
す。
iPad4、
10インチタブレットPCも収納可能。

ミリタリーペットボトルホルダー
【BK/TAN/OD/OR/MC/PD/PG/ACU/3C】
各￥1,500
JAN：
【BK】
4571443153807

ミリタリースマホポーチ
【BK/TAN/OD/OR/MC/PD/PG/ACU/3C】
各￥1,300
JAN：
【BK】
4571443153890

ミリタリーボディーバッグ
【BK/TAN/OD/OR/MC/PD/PG/ACU/3C】
各￥2,400
JAN：
【BK】
4571443155306

通常の550mlまでの
ボトルや水筒が収納可
能。モールストラップ付
きで、モール対応した
バックパック、ベルト、ベ
ストに装着してアクセ
サリーとして利用可能。

スマホ・デジカメ・iQOS
などを収納できるポー
チ。ミリタリーデザイ
ン・生地を使用したポー
チ。スマホ・デジカメ、
iQOSなど幅広く収納
できます。

必要なアイテムを
コンパクトに収納。
斜め掛け・ワンショ
ル ダ ー・ウ エ スト
バッグ、様々な使い
方が可能です。

【TAN】
4571443153814
【OD】
4571443153821
【OR】
4571443153838
【MC】
4571443153845
【PD】
4571443153852
【PG】
4571443153869
【ACU】
4571443153876
【3C】
4571443153883

【TAN】
4571443153906
【OD】
4571443153913
【OR】
4571443153920
【MC】
4571443153937
【PD】
4571443153944
【PG】
4571443153951
【ACU】
4571443153968
【3C】
4571443153975

【TAN】
4571443155313
【OD】
4571443155320
【OR】
4571443155337
【MC】
4571443155344
【PD】
4571443155351
【PG】
4571443155368
【ACU】
4571443155375
【3C】
4571443155382
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G A S

B L O W

B A C K

G A S

DE.50
AE
INCH
10 C U S T O M

B L O W

B A C K

G A S

ガ ス ブ ロ ー バ ック

ガ ス ブ ロ ー バ ック

Hi-CAPA
5.1
BLACK ARMED CUSTOM

NINE BALL デザートイーグル.50AE用
マガジンバンパー
（２個入り）¥2,000

B L O W

NINE BALL
Hi-CAPA5.1・M1911A1
ストレートトリガー[ガンマ] ¥3,800

NINEBALL
Hi-CAPA5.1/4.3
カスタムハンマーヘキサ ¥4,800

Hi-CAPA
5.1
S T R I K E FA C E C U S T O M

G A S

B L O W

B A C K

ガ ス ブ ロ ー バ ック

□NINE BALL Hi-CAPA 5.1 フルートアウターバレル[ツイストタイプ] ￥6,800 □NINEBALL Hi-CAPA5.1 ハイブリッドト
リチウムサイト ￥8,800 □NINE BALL Hi-CAPA カスタムマガジンキャッチ ￥3,800 □NINE BALL Hi-CAPA5.1/4.3
カスタムスライドストップ ￥3,800 □NINE BALL Hi-CAPA5.1/4.3 カスタムセーフティレバー[シングル] ￥3,800
□NINE BALL Hi-CAPA5.1・M1911A1 ストレートトリガー[ガンマ] ￥3,800 □NINE BALL Hi-CAPA 5.1/4.3 カスタム
ハンマーヘキサ ¥4,800 □NINE BALL Hi-CAPA5.1/4.3 マグウェル NEO ￥5,800

G A S

B L O W

NINEBALL Hi-CAPA5.1/4.3
カスタムスライドストップ ¥3,800

NINE BALL Hi-CAPA5.1
ラウンドトリガー[オメガ]
¥3,800

NINE BALL
Hi-CAPA5.1 ストライクフロントキット
¥5,800

NINE BALL
Hi-CAPA5.1/4.3
マグウェル NEO
￥5,800

□NINE BALL DE.50AE用 メタルアウターバレル ブラック10inch/7.5inch 各¥12,800 □NINE BALL HK45／DE.50AE ハイバレットバルブ NEO"R" ¥2,300 □NINE BALL D.E デザートイーグル リコイルスプリングガイドセット ¥3,500
□NINE BALL DE.50AE用 ハンドガンバレル ¥3,200

B A C K

ガ ス ブ ロ ー バ ック

□NINE BALL Hi-CAPA5.1ストライクフロントキット ¥5,800 □NINE BALL Hi-CAPA 5.1 Hi-CAPA 5.1 フルートア
ウターバレル ヒートグラデーション [ツイストタイプ] ￥7,200 □NINEBALL Hi-CAPA 5.1/4.3 NINE BALL Hi-CAPA
5.1/4.3 カスタムハンマーヘキサ ¥4,800 □NINE BALL Hi-CAPA5.1/4.3 カスタムスライドストップ ￥3,800
□NINE BALL Hi-CAPA5.1・M1911A1 ラウンド トリガー[オメガ] ￥3,800

B A C K

ガ ス ブ ロ ー バ ック

DE.50
AE
Hi-CAPA
5.1
BARREL JACKET
NEW GENERATION CUSTOM

NINE BALL
DE.50AE レイルドバレルジャケット ¥8,000

NINE BALL Hi-CAPA5.1
ハイブリッドトリチウムサイト ￥8,800

Quintessence MIL
ダットサイト
「Evil Killer 07」¥16,800

NINE BALL Hi-CAPA5.1
カスタムロアフレームR EDGE 5.1インチ+
コンペンセイター ￥12,800

□Quintessence MILダットサイト
「Evil Killer 07」¥16,800 □NINE BALL DE.50AE レイルドバレルジャケット ¥8,000 □NINE BALL HK45／DE.50AE ハイバレットバルブ NEO"R" ¥2,300
□NINE BALL D.E デザートイーグル リコイルスプリングガイドセット ¥3,500 □NINE BALL DE.50AE用 ハンドガンバレル ¥3,200 □NINE BALL デザートイーグル.50AE用 マガジンバンパー（２個入り）¥2,000
□NINE BALL Hi-CAPA カスタムロアフレームR EDGE 5.1インチ+コンペンセイター ￥12,800 □NINE BALL Hi-CAPA5.1 ハイブリッド トリチウムサイト ￥8,800
□NINE BALL Hi-CAPA シリーズ カスタムグリップ ￥4,800 □NINE BALL Hi-CAPA5.1 アブソーブマグバンパー(3個入り) ￥2,400

G A S

B L O W

GAS BLOW BACK FULLAUTO

B A C K

ガ ス ブ ロ ー バ ック

ガ ス ブ ロ ー バ ック

GLOCK18C
NEW GENERATION SAS CUSTOM

NINE BALL
G17/G18C/G22
フルートアウターバレル[ストレート]

NINE BALL
G17/G18C ストライクフェイス NEO
￥5,400

GLOCK18C
S T R I K E FA C E C U S T O M

□NINE BALL Hi-CAPA5.1/4.3 カスタムスライドストップ ￥3,800

G A S

NINE BALL
電動ガン ハンドガン &コンパクトマシンガン
パワースプリング
￥1,000

B L O W

B A C K

ガ ス ブ ロ ー バ ック

NINE BALL
フルートアウターバレル
＜ツイスト＞ ¥6,800

NINE BALL
Hi-CAPA5.1・4.3
カスタムハンマーヘキサ
￥4,800

Hi-CAPA
5.1
SHOOTERS CUSTOM

NINE BALL
Hi-CAPA ストロングシアー
¥2,800

ELECTRIC HAND GUN
電 動 ハ ンド ガ ン

NINE BALL G17・G18C
マガジンバンパー 3ヶ入 ￥2,100

NINE BALL
G18C ランヤードプラグ ￥2,000

□MODE-2 ショートナイツサプレッサーリアル ￥7,800 □NINE BALL G17・G18C/SASフロントキット NEO ￥6,100
□NINE BALL G18C フェザーウェイトピストン ￥4,800□NINE BALL G18C リコイルスプリングガイド PRO ￥3,800
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GLOCK18C
ASSASSIN CUSTOM
□NINE BALL G17/G18C ストライクフェイス NEO ￥5,400
□NINE BALL G17/G18C/G22 フルートアウターバレル[ストレート]
□NINE BALL G18C カスタムスライド[エッケザクス] ￥8,800 □NINE BALL G18C・G17・G22・G34/カスタムグリップ NEO ￥4,800
□NINE BALL G18C ファイバーオプティックサイト ￥4,800

NINE BALL
電動G18C ハンドガンバレル ￥3,000

NINE BALL
電動ガン ハンドガン フルシリンダー ￥1,600

□NINE BALL 電動G18C専用 イビルキラー０８ ダイレクトマウント ¥4,500
□NINE BALL 電動グロック18C&M93R ハンドガンバレル ¥3,000 □NINE BALL 電動ハンドガン フルシリンダー ¥1,600
□NINE BALL 電動ハンドガン デュアルダンパーピストンヘッドクロスセット ¥3,400
□NINE BALL 電動ハンドガン&コンパクトマシンガンパワースプリング ¥1,000
□NINE BALL 電動ハンドガン ハードタペットプレート￥1,200
□NINE BALL 電動ハンドガン＆コンパクトマシンガン ローフリクション・メタル軸受け ￥2,000
□NINE BALL ガスブローバック G17/G18C ストライクフェイス NEO ¥5,400

□NINE BALL Hi-CAPA5.1 サイトカバーセット ¥800 □NINE BALLHi-CAPA5.1/4.3 アルミマウントベースNEO ¥7,800
□NINE BALL Hi-CAPA ストロングシアー¥2,800 □NINE BALL Hi-CAPA カスタムロアフレーム 5.1インチ用 ¥7,800
□NINE BALL Hi-CAPA5.1・M1911A1 ラウンド トリガー[オメガ] ￥3,800□NINE BALL Hi-CAPA 5.1 フルートアウターバレ
ル[ツイストタイプ] ￥6,800 □NINE BALL Hi-CAPA シリーズ カスタムグリップ ￥4,800□NINE BALL Hi-CAPA5.1 アブ
ソーブマグバンパー(3個入り) ￥2,400 □NINEBALL Hi-CAPA 5.1/4.3 NINE BALL Hi-CAPA 5.1/4.3 カスタムハンマーヘ
キサ ¥4,800 □Quintessence ダットサイト
「Evil Killer 08」￥13,800

LAYLAX COMPLETE GUN
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ハンドガンをよりスタイリッシュに、
よりタフネスにカスタマイズにする事を目
的に開発されたパーツです。ハンドガンの外装を変更するにはかなりの技術
や専門的な工具、
また加工が必要でした。
しかしナインボールはそれらの面
倒な加工などがなくても、誰もが好きな形にカスタマイズできます。更にパー
ツの強度や性能をアップさせることで、
自分が思い描いた作動性や耐久性
を得ることができるでしょう。ナインボール、
それはハンドガンにとって最終形
態になる為のコンテンツです。

01

内径6.00mm

TOKYO MARUI GAS BLOWBACK

●極小内径6.00mmがエアロスを抑えパワーを伝達！
●高精度BB弾との併用で生まれる真のアキュラシー性能！
！
Hi-CAPA5.1 ゴールドマッチ
Hi-CAPA5.1
G34
G18C・P226
M92Fシリーズ
M9A1
M&P9L
Px4
HK45
M&P9
USPコンパクト
XDM-40・FN5-7
ガスMP7A1

JAN：4571443139320
JAN：4560329178331
JAN：4571443138002
JAN：4560329178355
JAN：4560329178348
JAN：4560329179215
JAN：4571443151476
JAN：4560329178379
JAN：4560329188279
JAN：4571443131478
JAN：4571443135162
JAN：4560329178362
JAN：4560329179499
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¥3,000
¥3,000
¥3,000
¥2,800
¥3,000
¥3,000
¥3,000
¥2,900
¥3,000
¥2,900
¥2,900
¥3,000
¥3,500

ユーザーがインナーバレルに求める性能は 命中精度 と パワーＵＰ ですが、実は対となるＢＢ弾の真球精度やひずみが鍵となっています。一般に
ＢＢ弾は金型からの成型品の為、パーティングライン
（合わせ目）
やヘソ
（湯口痕）
が若干存在します。その部分がＨＯＰの突起部やバレル内に接触す
る事で、不規則な回転が発生し、命中精度のバラツキが発生します。内径サイズの小さいバレルは、その影響を受けやすい反面、精度の高いＢＢ弾
との組合わせでは、点をも狙えるアキュラシー精度（弊社テスト結果より）
を実現できます。またＢＢ弾との隙間が少ない事でエアロスが低下し、
ガス
圧力をダイレクトに受ける事で着弾スピードの向上にもつながります。この パワーバレル は、
ＢＢ弾の品質にもこだわり、真の命中精度を求める
シューターや、生死を左右する着弾スピードにこだわった実戦サバゲユーザーにもベストマッチなアイテムです！

Hi-CAPA

内径6.03mm

TOKYO MARUI GAS BLOWBACK

●寸法精度100分の1mm
●内径6.03mmでBB弾をブレさせない！

ACK
TOKYO MARUI GAS BLOWB

Hi-CAPA5.1 ゴールドマッチ
Hi-CAPA5.1 7インチ
G34
HK45
M92F
USPコンパクト
P226
DE.50AE用
M9A1
G18C
ガスMP7A1
デトニクス.45
M1911A1
M&P9
M&P9L
Px4

JAN：4571443139313
JAN：4582109588642
JAN：4571443137999
JAN：4560329188026
JAN：4582109582947
JAN：4571443135155
JAN：4582109587249
JAN：4582109582954
JAN：4560329179222
JAN：4560329174050
JAN：4560329179482
JAN：4582109585344
JAN：4582109580752
JAN：4571443131485
JAN：4571443151469
JAN：4560329175279

¥3,000
¥3,500
¥3,000
¥3,000
¥3,000
¥2,900
¥2,800
¥3,200
¥3,000
¥2,800
¥3,500
¥2,800
¥3,000
¥2,900
¥3,000
¥2,900

「インナーバレルはパーツのターミナル
（終着点）
であり、
ターゲットへのデパーチャー
（出発点）
である」。この言葉の真意とするインナーバレルは、
各内
部パーツ
（ハンマースプリング、
シリンダーユニット、
チャンバーｅｔｃ．
．
．
）
のそれぞれ異なった働きの性能効率を集め、
一発のＢＢ弾に託してターゲットへ導
きます。それが故にインナーバレルには、各パーツの持つ性能を最大限に発揮させる重要な役割を担い、それ自身にも精度と性能が要求されます。
つまり
「アキュラシーへの追求は、
インナーバレルにあり」
と言っても過言ではありません。このバレルシリーズは、精度・性能・強度・耐久性を追求する為
に、惜しみない素材選定と妥協を許さない生産ラインで製作しており、タイトバレルが故の内径6.03mm寸法誤差±0.01mmから繰り成す高精
度は「ワンホールショット」への限りない挑戦を続けています。
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対応機種：東京マルイ ガスブローバック ハイキャパシリーズ
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共用パーツ

ハイバレットバルブNEO R

Hi-CAPA5.1 カスタムロアフレームR 5.1
JAN：4571443146625
￥7,800
アルミダイキャスト製法による、軽量で高精度なロアフ
レームです。アンダーレイルはロアフレーム一体型のス
リムなスタイルを採用。前面のカッティングがタクティカ
ル感を演出します! 重量は純正(5.1インチロアフレー
ム)の144gに対して61gと、約58%も軽量化! 全長、
重量共にバランスがよく、様々なシーンで使いやすいモ
デルです!

対応機種：東京マルイ ガスブローバック ハイキャパ5.1
※ゴールドマッチを除く

Hi-CAPA5.1 カスタムロアフレームR
EDGE 5.1インチ+コンペンセイタ
￥12,800
JAN：4571443146649
5.1インチのスライドはそのままで容易に7インチサイズの
カスタマイズを実現出来る、
コンペンセイター付きのロアフ
レームです。コンペンセイターを外せばスパイク部分が露出
し、シャープなスタイルのストライクガンへと変貌します!重
量は純正(5.1インチ)の144gに対して138gと、コンペン
セイター付きでありながらも軽量化に成功しています。

対応機種：東京マルイ ガスブローバック ハイキャパ5.1
※ゴールドマッチを除く

Hi-CAPA5.1 カスタムロアフレームR 7.0
JAN：4571443146632
￥8,800
アルミダイキャスト製法による、軽量で高精度なロアフ
レームです。アンダーレイルはロアフレーム一体型のス
リムなスタイルを採用。フルカバータイプのダストカ
バーなので、様々なレイルオプションに対応可能です!
重量は純正(5.1インチロアフレーム)の144gに対して
82gと、約43%も軽量化! 全長、重量共にバランスがよ
く、
様々なシーンで使いやすいモデルです!

対応機種：東京マルイ ガスブローバック ハイキャパ5.1

Hi-CAPA5.1
Hi-CAPA5.1フルートアウターバレル[ツイスト
タイプ]ヒートグラデーション
￥7,200
JAN：4571443151445
●ツイスト加工とヒートグラデーションの圧倒的存在感!
●軽量アルミ削り出し! ●特殊なメッキ処理により、金属
が焼けたような美しい風合いを再現! 高剛性アルミ合金
材を採用しノンリコイル仕様とすることで安定した
シューティング性能を発揮。発射時のブレを抑え集弾性
の向上に貢献するメタルアウターバレルです!

HIGH BULLET VALVE
装着イメージ

●高次元の安定流量を実現!!
●放出量の調節が可能!!

※画像はM9A1/M92F/グロック/M&P9用
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ガスルートシールパッキン・エアロ

全開放のときは放出量が最大となります。
開放位置が約半分のときは、
当社測定値でノーマルとほぼ同等の弾速値となります。
開放位置がほぼ全閉のとき
（約1〜2mmの隙間）
は、当社測定値で全開放時に対して約60％
の弾速値となります。
※当社測定値は参考数値です。
ご利用の環境や条件により異なる結果となる場合があります。

Hi-CAPAシリーズ/ガバメントシリーズ/FN5-7/M4A1 MWS
M9A1/M92F/グロック/M&P9用
HK45/DE.50AE
P226/SIG SAUER P226 E2/XDM-40
MP7A1

中

JAN:4560329178423
JAN:4560329179246
JAN:4560329188019
JAN:4560282765418
JAN:4560329179406

対応機種：東京マルイ ガスブローバック ハイキャパ5.1
※ゴールドマッチを除く

ガス
放出量

小

¥2,300
¥2,300
¥2,300
¥2,300
¥2,300

Hi-CAPA5.1 フルートアウターバレル
[ツイスト]
各￥6,800

Hi-CAPA5.1 メタルアウターバレルコーン
￥6,800
JAN：
【SV】4582109588611

Hi-CAPA5.1 S.A.S.フロントキットNEO
[14mm逆ネジ・CCW]
￥5,800

Hi-CAPA5.1 ハイブリッド トリチウムサイト
￥8,800

●高精度複合加工機による純国内生産！●フルートを施
した圧倒的存在感！●軽量アルミ削り出し！
アウターバレルをメタル化することで、発射時のブレを
抑制し集弾性の向上に貢献！アルミ合金の切削加工によ
る高い剛性とノンリコイル仕様にすることでさらに安定
したシューティング性能を発揮。

取り付けるだけで存在感あふれるリアルなスタイルを実
現するアルミアウターバレル。バレル部分は高級でリア
ル感のあるジュラルミン削り出し、複雑なチャンバー部
分をアルミダイキャストで製作する事で高い精度と低価
格を実現しました。またアウターバレル内部にはアキュ
ラシーセクションを設けインナーバレルを常にセンター
で保持します。

JAN：4571443151704

●高精度複合加工機による純国内生産！●フルートを施した圧
倒的存在感！ アウターバレルをメタル化することで、発射時の
ブレを抑制し集弾性の向上に貢献！アルミ合金の切削加工によ
る高い剛性とノンリコイル仕様にすることでさらに安定した
シューティング性能を発揮。また外観に高精度複合加工機によ
るフルート切削を施すことで圧倒的な存在感と軽量化を実現！

●Hi-CAPA5.1用サイレンサーアタッチメント付 フロ
ントキット ネオ ●14mm逆ネジ対応サイレンサーア
タッチメント付き
●アンダーレイル延長で汎用性UP!
●ダイレクトにサプレッサーが装着可能!
●フルメタル仕様がさらなる質感と存在感をUP

当製品は約12年もの間、
自然発光し続ける トリチウム
と自然光等の周囲の光を集めて発光する集光アクリル
の両方をビルトインしたモデルです。使用するトリチウム
カプセルはスイスのマイクロテック社のものを採用! 実
物のハイブリッドサイトと同等の光量を誇ります! 屋外や
照明の有る屋内等では集光アクリル、暗がりやナイト
ゲームではトリチウムが効果を発揮する為、全てのシ
チュエーションをカバーします!

JAN：
【SV】4571443135667
【GM】4571443135674

JAN：
【SV】4571443135643
【GM】4571443135650

パワーソースであるガスを銃へ送り込む為に最も要となる部分が、マガジンと銃の接点であるガスケット部分です。
ガスを漏らさない密着テンションと摺動性のバランスが良くないと上手く作動しません。また、放出口の大きさや位
置関係も重要で、大きければガス流量は上がりますが流速が下がる事でバランスが崩れ、弾速の低下やバラツキ、燃
費の悪化が発生します。このアイテムは、精妙な圧着テンション とサイドの ガス漏れ抑制リブ で高い摺動性とガス
漏れを低減！また弾速テストとブローバックフィーリングを元に、最も適した放出口サイズ＆位置関係を決定！ さらに
内部ガスルートの通過抵抗を減らす、滑らかな流線形状が流量・圧力・流速の絶妙なバランスを実現しています！

●Hi-CAPAシリーズ/P226
●グロックシリーズ
●M9A1/M92Fシリーズ

JAN：
【1個】4560329170458
¥700
【2個】4560329170465 ¥1,200
JAN：
【1個】4560329176993
¥700
【2個】4560329177006 ¥1,200
JAN：
【1個】4560329180013
¥800
【2個】4560329180020 ¥1,400

●USPコンパクト/M&P9/HK45/
XDM-40/Px4/M1911A1シリーズ/
JAN：
【1個】4571443131942
M.E.U.ピストル/ウォーリアシリーズ/
¥700
【2個】4571443131959 ¥1,200
デトニクス.45シリーズ

●内部エアロ形状がガス通過抵抗を軽減！
！
●優れた滑り特性を持つ素材＆特殊表面処理！
！
●ガス漏れを軽減する耐寒素材！
！

対応機種:東京マルイ ガスブローバック Hi-CAPA5.1

Hi-CAPA5.1 フルートアウターバレル
[ストレート]
各￥6,800

GAS ROUTE SEAL PACKING・AERO

マルイ ガスブローバックシリーズ用ダイナピストンヘッド
JAN：4582109589656
¥1,500

VSR対応

ガス
放出量

大

対応機種：東京マルイ：Hi-CAPA5.1/Hi-CAPA4.3/
M1911A1/P226/G26/G26ADVANCE/S70

ブローバック機構の心臓部であるシリンダー、そのシリ
ンダー内部の気密を6ホールエアインテークにより向
上し、ラウンドシェイプな形状とOリングにより接触抵
抗を減らし効率の良い作動性を実現し、さらに発射方
向へのガス流入量を増やすシリンダーバルブスプリン
グも付属。マガジンからのガスを確実にパワーに変え
ます。

マガジン横からの断面イメージ図
ガス
放出量

当社製ハイバレットバルブNEOの特徴を継承し、非常に弾速低下
が少ないガス放出特性を誇ります。さらにユーザーご自身の手で
パワー調節ができる 可変機構 を搭載し、バルブ開口範囲を全開
放から全閉の手前まで無段階に調節でき、バルブ完全開放時には
パワーＵＰ系カスタムバルブと同等以上の性能を発揮します！
！
逆にバルブの開放を絞ることで弾速の安定性と燃費がUPし、
命中精度の安定を求めるシューターに対応します。他にも作動時
の静音化や高温高圧時の破損対策として応用が可能で、
ご利用環
境や条件に合わせた任意のベストセッティングを実現します！
！

※イメージ図
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【Mod.R】4571443153784

●手のぬくもりでマガジンが冷えにくい! ●エルゴノミクス
形状で抜群の握りやすさ! 3Dプリンターを利用して実用
性、デザインを両立させた、ハイキャパ用のカスタムグリップ
です。エルゴノミクス(人間工学)に基づきグリップサイドレス
形状を採用した事で、純正品と比較して圧倒的な握りやすさ
を実現しています。また、マガジンの大部分をグリップとして
利用するため、構えているだけでマガジンを温められます。

GAS BLOWBACK
TOKYO MARUI
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Hi-CAPA5.1 スケルトングリップ Mod.O/Mod.R
JAN：
【Mod.O】4571443153777 ￥13,750

対応機種：東京マルイ ガスブローバック ハイキャパ5.1
※ゴールドマッチを除く

対応機種:東京マルイ ガスブローバック Hi-CAPA5.1

Hi-CAPA5.1 ファイバーオプティックサイト
￥4,800
JAN：4571443144065

自然光など、周囲の光を集めて発光する集光アクリルを採
用したサイトです。φ2.4mmの集光アクリルを搭載し、
ベース素材には高強度なジェラルミン材からオール切削加
工にて製作! 装着した際、銃の雰囲気を壊さない外観デザ
インに仕上げています。フロント、
リアサイト共にグリーン
色の集光アクリルを採用。通常時や薄暗い場所でのシチュ
エーションで視認性をアップし絶大な威力を発揮します!

Hi-CAPA カスタムスライドNEO
7inch ULTIMATE type custom

¥9,800

Hi-CAPA5.1 カスタムスライドNEO
TACTICAL type custom
¥9,000

●無加工装着を実現し、帰って来た！●信頼のオール
ジャパン製「カスタムスライドNEO」
シリーズ
Hi-CAPA5.1の外観をガラリとカスタマイズし近代的
なカッコよさを追求したアルティメット
（究極）
スライドで
す。純正スライドより約50mm延長！その存在感は圧巻
です！従来品に比べて「圧倒的な組み易さ」
を実現！

●無加工装着を実現し、帰って来た！●信頼のオール
ジャパン製「カスタムスライドNEO」
シリーズ
タクティカルトレーニングに参加するオペレーター達に
もカスタムスライドの愛用者が多く存在します。そこで
スライド上面や左右側面にホールや肉抜きが施されたカ
スタムモデルをベースにデザインしました！

JAN：4571443133113

JAN：4571443133106

Hi-CAPA5.1 ストライクフロントキット
¥5,800

Hi-CAPA カスタムグリップ

JAN：
【BK】4582109580936

JAN：
【BK】4560329176900【DE】4560329176917

各¥4,800

有名なガンデザイナーであるゼタ氏が提唱したストライ
クコンセプトの象徴であるフロントスパイクを再現する
キットです。アルミ無垢材からの削り出しで製作してお
り、金属特有のエッジ感がフロントスパイクの無骨で攻
撃的なイメージをより増長させます。またアンダーフ
レームには20mmレイルを装備していますので、
フラッ
シュライトやレーザーサイト等の取り付けが可能です。

最新のタクティカルギアをモチーフに実用性とカッコ良
さを追求したHi-CAPA専用グリップです。樹脂一体成型
のHi-CAPAグリップの特徴を生かし今までに無い、個性
的で戦闘的なデザインに仕上げました。グリップひとつ
でHi-CAPAの印象を大幅に変えることが可能です。さ
らに、その形状は見た目以上にしっくりと手になじみ、握
り易くなっています。

VSR対応

SV

対応機種：東京マルイ：
M9A1/M9A1ステンレスモデル/サムライエッジA1

ワイドユース・エアシールチャンバーパッキン
¥1,500
JAN：4582109588963

●エアロダイナミック6ホールエアーインテーク!!
●φ15mm大口径ピストンカップ搭載モデルに対応！
寸法精度に優れたアルミ削り出しのラウンドシェイプ
形状とOリングによる接触抵抗の提言を果たした安全
のジャパンメイド！ スライド動作のキレを良くし、より
ハードなブローバックを実現します。
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HANDGUN PARTS

・東京マルイ 電動ガン ハンドガンタイプシリーズ
G18C/M93R/USP/M9A1/Hi-CAPA E
・東京マルイ 電動コンパクトマシンガンシリーズ
MP7A1/スコーピオン モッドM/
SCORPION Vz.61/Mac10

ワイドユース・エアシールチャンバーパッキン
[ハードTYPE]
¥1,500

エアシールチャンバーパッキンコンパクト
[ソフト]
¥1,500

JAN：4571443151391

JAN：4571443154958

●エアロダイナミック6ホールエアーインテーク!!
●東京マルイガスブローバックM9A1シリーズ専用！
寸法精度に優れたアルミ削り出しのラウンドシェイプ
形状とOリングによる接触抵抗の提言を果たした安全
のジャパンメイド！ スライド動作のキレを良くし、より
ハードなブローバックを実現します。

エアもれ防止弁により高い気密性を確保しパワーロス
を減らす事で、安定した弾道を実現するチャンバーパッ
キンです。

対応機種:
東京マルイ、マルゼン等 φ5mm
ガス注入弁式ハンドガンマガジン

■対応機種:東京マルイ ガスブローバック ●ハイキャパシ
リーズ 5.1/4.3●M1911A1ガバメントシリーズ●ウォー
リアシリーズ●MEUピストル●デトニクス.45●M45A1

インジェクションバルブ ブラック
（3本）
JAN：4560329173619
¥1,200

バルブレンチNEO

ノーマルパーツと入れ替えるだけ! ボディーを強度の
高い黒ニッケルメッキで仕上げているため、銃に馴染
み、外見のルックスをよりリアルに出来ると共に、
ノー
マルパーツの劣化によるガス漏れなどの修理と調整に
ご使用頂けます。
(※一部ご使用になれない機種もあります。)

ハンドガンバルブのみならず、マルイガスブローバック
M4A1MWSのマガジンバルブにも対応した新仕様！
メインバルブと注入バルブ双方を分解可能なレンチで
す。中折れ式のジョイントタイプを採用する事によって
回転時はドライバーの様に、締め付け時などトルクが必
要な時はレンチの様に使用する事が可能です。

JAN：4571443137647

¥2,200

Hi-CAPA5.1/4.3
カスタムハンマー[ヘキサ]

各￥4,800

JAN：
【BK】4571443144195【SV】4571443144201
● 高 精 度 C N C 切 削 加 工によるシャープな 仕 上げ!
●高剛性カスタムハンマー! ●シルバーモデルにはステ
ンレス削り出し! ●ブラックモデルにはスチール削り出
し! 複雑なデザインを高精度のCNC切削によりシャープ
に仕上げ、加工による切削痕をあえて残す事で、見る角
度により印象の変化を楽しめます。また、
ブラックモデル
にはスチール、
シルバーモデルにはステンレスを採用す
ることで、
輝きの違いにもこだわりました!

ラウンド トリガー[オメガ]

各￥3,800

JAN：
【BK】
4571443141736
【GD】
4571443141743【SV】
4571443141750
●エッジのきいたシャープなカスタムトリガー！●高強度
ジュラルミンを採用！●マシニング加工による削り出し！
材料に軽量かつ高強度なジュラルミンを採用し、高精度
の切削加工によって薄く鋭い刃物のようなデザインを実
現しています。
「オメガ」はラウンドタイプのトリガーで、
各部の寸法を最適化する事によりしっかりと指に馴染む
トリガーフィーリングに仕上がっています！

■対応機種:東京マルイ ガスブローバック ●ハイキャパシ
リーズ 5.1/4.3●M1911A1ガバメントシリーズ●ウォー
リアシリーズ●MEUピストル●デトニクス.45●M45A1

ストレート トリガー[ガンマ]

各￥3,800

JAN：
【BK】
4571443141774
【GD】
4571443141781【SV】
4571443141798
●エッジのきいたシャープなカスタムトリガー！●高強度
ジュラルミンを採用！●マシニング加工による削り出し！
材料に軽量かつ高強度なジュラルミンを採用し、高精度
の切削加工によって薄く鋭い刃物のようなデザインを実
現しています。
「ガンマ」はストレートタイプのトリガー
で、
素早い操作感はもちろん、
下端に設けたエッジによっ
て適度にフィットするため、スピードシューティングに最
適です！

BK

Hi-CAPA5.1/4.3 カスタムスライドストップ
各￥3,800

JAN：
【SV】4571443144041【BK】4571443144034

●片手でもスムーズな操作感!クイックなリロードの為の
カスタムスライドストップ！●ロングタイプで、後方に長
く伸びているので右手だけで操作できる！
●シューターズにもオススメ！
グリップを握ったまま、
スライドストップに右手親指が届
くので、
スマートに素早くスライドをリリース出来ます。

Hi-CAPA カスタムマガジンキャッチ
各￥3,800

JAN：
【BK】4571443151575【SV】4571443151582
●高精度なアルミ削り出し! ●角度調節の可能なアジャ
スタブルレバー! 軽量、高精度なアルミ削り出しによって
製作されており、確実なマガジンのリリースと保持を実
現します。角度調節の可能なレバーを備えており、手の
サイズに合わせて最適なレバー位置にアジャストするこ
とでベストパフォーマンスを発揮します! 比較的手の小
さいシューターでもグリップを握り直すことなくマガジン
のリリースを可能にする為のマガジンキャッチです。

HANDGUN PARTS
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Hi-CAPA5.1/4.3 マグウェル NEO 各￥5,800
JAN：
【BK】4571443151407【SV】4571443151414
●素早いマグチェンジをサポート! ●軽量・高精度なアルミ削り
出し! マガジンハウジングの入口幅を広くし、素早いマガジンリ
ロードを補助します。両面テープを用いた固定方法を用いるこ
とにより、エアガン本体を分解することなく、誰でも簡単に取り
付け可能となっています。■対応機種:(東京マルイ ガスブロー
バック)・Hi-CAPA 5.1 ガバメントモデル・Hi-CAPA 5.1 ステ
ンレスモデル・Hi-CAPA 5.1 ゴールドマッチ・Hi-CAPA 4.3
タクティカルカスタム・Hi-CAPA カスタム デュアル・ステンレス

Hi-CAPA5.1 アブソーブマグバンパー
【3個入り】
￥2,400

Hi-CAPA5.1/4.3 カスタムセーフティレバー
[シングル]
各￥3,800

Hi-CAPA5.1/4.3 カスタムセーフティレバー
[ダブル]
各￥5,800

Hi-CAPA5.1/4.3 カスタムセーフティレバー
[レフティー]
各￥3,800

JAN：
【3ｐｃｓ】
4582109587393

JAN：
【BK】4571443151612【SV】4571443151629
●高精度なダイキャスト製! ●操作の妨げにならない
ロープロファイル仕様! レバーの長さと厚みを調節する
ことで本体からの突出部分が少ないロープロファイル設
計とし、
レバーを左側のみとすることでコンパクトなデザ
インを目指しました。
マガジンキャッチやスライドストップ
を操作する際の妨げにならない、
最小構成のスマートな
カスタムセーフティレバーです。

JAN：
【BK】4571443151636【SV】4571443151643
●左右どちらでも使用可能なアンビタイプ!
レバーの長さと厚みを調節することで本体からの突出部
分が少ないロープロファイル設計とし、
レバーを左側のみ
とすることでコンパクトなデザインを目指しました。左手
での使用時にも無理なく操作できるアンビ対応!あらゆる
状況で高水準のパフォーマンスを発揮します。

JAN：
【BK】4571443151650【SV】4571443151667
●左利き仕様!
レバーの長さと厚みを調節することで本体からの突出部
分が少ないロープロファイル設計とし、
マガジンキャッチ
やスライドストップを操作する際の妨げにならないデザイ
ンを目指しました。右側にのみレバーのあるレフティー仕
様!左利きの方はもちろんのこと、
左手でのハンドガン使
用を前提とした装備構成との相性も良好です。

Hi-CAPA5.1
リコイルスプリングガイド プラグLight ¥2,800

Hi-CAPA5.1 フェザーウェイトピストン
¥4,800

マガジン脱落時の衝撃を緩和する為のマガジンバンパー
です。
側面には滑り止めのスリットが入っているので、
雨天
時やグローブを装着していても素早いマガジンチェンジ
をサポートし確実にマガジンをホールドします。

TOKYO MARUI
GAS BLOWBAC
K

GLOCK G17/G18C
/G22/G34

※ハイキャパ エクストリームは除く

Hi-CAPA5.1 サイトカバーセット
JAN：4560329179284

¥800

●サイトの取外し跡をスッキリ見せる!
●フロント&リアサイト用の両方をセットに!
ダットサイトなどを使用するシューターにお薦めのアイテム!
前後のオープンサイトを取り除いた所に装着するだけで
スッキリとしたフォルムに生まれ変わります!!

Hi-CAPA5.1/4.3
ハイキャパ アルミマウントベースNEO ¥7,800
JAN：4571443142610
スライドストップレバーの差込口と、
グリップ取り付けボル
ト用のネジ穴を流用し、
無加工で取り付けができます。最
大の特徴は、
専用設計のスライドストップによりサイドアッ
プ式のマウントでありながらスライドストップがかかる嬉し
い仕様。
スライドストップには、
片手での操作が可能なスリ
ムロングタイプを採用。
また、
軽量化されたハイキャパマ
ウントベースNEOの重量は僅か40g！レイルポジションは
前後左右に調節でき、
シビアなセッティングも可能です。

Hi-CAPA ストロングシアー

￥2,800

JAN：4571443145765
ハンドガンのハンマーをコック&リリースする、
作動の根幹を
成す重要なパーツ、
それが"シアー"です。使用していくうちに
シアーがハンマーによって削られて行きますが、
削れが大き
くなってくると様々な動作不良が引き起こされます。 その問
題に対応すべく、
素材や形状を一から見直し、
組込むだけで
ベストな作動を実現するシアーを開発しました! 当社製"カス
タムハンマー ヘキサ"との相性も良く、
作動性の向上が望め
ます。 また、
シアーという"見えない部分のパーツ"をあえて
レッドカラーにする事で、
組込む事の満足感を倍増させます!

JAN：4560282763971

JAN：4560282764480

ノーマルパーツはダイキャスト製であり、
レース仕様のガ
ンに対して不向きとされています。
そこでこの重量のある
リコイルスプリングガイドプラグをアルミ素材の切削加工
で製造し、
徹底的な肉抜き加工を施した結果、
ノーマルで
は18g以上あった重量を5g以下までに抑えるという、
純
正比73%の軽減という驚異的な軽量化に成功しました。
完全切削加工による製造なので精度も秀逸です。

Hi-CAPAのスライド関連パーツで最も重量のあるピスト
ンパーツを全く別の素材で制作することで、
最も有効的
な軽量化を図る事が可能となります。
強度を度外視した大胆な肉抜き加工を施す事により、
更
なる軽量化を実現します。
ただただ純粋に軽量化という
事のみに執着し造型されたアイテムです。

Hi-CAPA5.1
シューターズ リコイル スプリング ソフト
¥1,000

Hi-CAPA5.1
ショートストロークリコイルスプリング

JAN：4560282766286

JAN：4582109585672

繊細なパワーコントロールを絶妙なバランスで安定さ
せ、
特に軽量化やスピードレースなどに特化したカスタム
に絶大な効果を発揮します。
また、
無電解テフロンメッキ
が滑らかな動きをサポートし、
射撃の反動を抑えるので更
なる集弾性や命中精度が期待できます。

●無電解テフロンメッキを施し、
動きが滑らかに!
スライドの後退量を制限し、
ショートストローク化する事で
素早い連射を可能にし、
ブローバックによる本体のブレを
抑えます。

対応機種
当社製 Hi-CAPA5.1カスタムスライドNEO
7inchアルティメットカスタム専用
Hi-CAPA5.1 リコイルスプリングガイドLight
¥2,800

Hi-CAPA5.1
リコイルスプリングガイド 7インチ

軽量化と作動のスムーズさを第一に考え、
シャフト部分は
軽量化の素材をアルミ製とし更に大胆な肉抜き加工を施
しました。
更に大きな負荷の架かる基部には、
十分な強度
を持たせる為に素材をSUSとし、
スムーズな作動性の為
に無電解のテフロンメッキを施しました。
しかもスプリン
グの基部には捩れを防ぐスラストベアリングも搭載の
シューターズカスタムです。

●Hi-CAPA5.1カスタムスライドNEO 7inchアルティ
メットカスタム専用！ ●迫力の7inchカスタムに必須のア
イテムです！ 純正ノーマルパーツを併用する仕様とし、
組
み立て易さの向上とコストパフォーマンスを高めました。
Hi-CAPA5.1用の各種リコイルスプリングが使用可能！
様々なセッティングに対応します。

JAN：4560282764909

JAN：4571443133694

¥2,800

Hi-CAPA5.1 サイレントカスタムキット
¥5,200
JAN：4560329181706

「サイレントシリンダー」
と
「サイレントピストン」
の二つの組み合わ
せでガス流量を抑制し、
驚愕の超ショートリコイルを実現！ パワー
をスポイルせずにブローバックの作動を必要最小限に抑制し、
理
想の静音化を可能にしました！ さらに、
サイレントシリンダーは夏
季・冬季のガス圧の違いを考慮して、
「冬用」
と
「夏用」
の2種類が
セット！ 季節に合わせて使いわけられ静音化だけに止まらず、
寒
冷時の作動安定性能と総発射弾数
（燃費）
が飛躍的にUPします！

¥800

TOKYO MARUI GAS BLOWBACK

USP COMPACT

【対応機種】
・Hi-CAPA5.1/Hi-CAPA4.3
・M1911A1/MEU/S70
・M45A1
Hi-CAPA5.1
ハイスピードリコイルスプリング
JAN：4582109585689

Hi-CAPA5.1 ハンマースプリング
¥800

スプリングレートを見直し、
スライド前進スピードをアップ
させることで、
シャープなリコイルキックと射撃安定性を
実現しました。
スライドストップの機能を無くさずに速射
安定性を向上させたいならこのスプリング以外にありま
せん。

JAN：4582109580783

¥1,000

ハンマーからマガジンバルブにインパクトするスピードを
上げ、
バルブからのガス放出を確実にするハンマースプリ
ングはカスタムバルブのみならずノーマルバルブでも有
効なパーツです

対応機種
東京マルイ
ガスブローバック
●G18C ●G17 ●G17CUSTOM

対応機種
東京マルイ
ガスブローバック
●G18C ●G17 ●G17CUSTOM

対応機種：東京マルイガスブローバック
●G18C ●G17 ●G17CUSTOM

Hi-CAPA5.1 スプリングプランジャーセット
¥800

USPコンパクト ハンマースプリング
JAN：4571443135230

¥1,000

G18C カスタムスライド＜エッケザクス＞
¥8,800

G18C ストライクフェイス NEO

JAN：4582109585658

JAN：4571443135452

JAN：4571443135179

オールステンレスで構成されたスペシャルなプラン
ジャーセット。装着時に光る美しさと作動感はこだわりを
感じさせるパーツです。

●縮みが軽く、
伸びへの反発が強いノンライナー形状！
●摩擦軽減により、
スプリング性能を引き出すテフロン
コーティング加工！縮みが軽く伸び側への反発が強いノン
ライナー形状と、
接触面で発生する不要なストレスを排除
し、
スプリング性能を引き出す摩擦軽減のテフロン加工を
採用！ スライド動作への影響や無駄なガス放出を抑え、
ブ
ローバックギミックを速く、
マイルドにするアイテムです！

グロックの特徴である丸みを帯びたスライドをエッジが
効いた攻撃的なデザインとし、左右両側面に大胆なホー
ル加工を施したカスタムスライドです。側面には北欧神
話の聖剣＜ECKESACHS
（エッケザクス）
＞の名をレー
ザーによってシャープにマーキング。ハンドガンの顔と言
えるスライドをカスタマイズすることで、全く別の表情を
持つG18Cへと変貌を遂げます。

●強烈なインパクトが戦闘力をアピール!!
G18Cにインパクトとアクセントを与えるストライクフェ
イスです。既存のアンダーマウントレイルを利用し、ボル
ト一本で取り付けることができることが可能です。戦闘能
力の高いG18Cを外観からもアピールします。また、ベー
スにはピカティニー規格のレイルが装備され、
フラッシュ
ライトやレーザーサイト等、
デバイスの装着も可能です。

●斬新なフォルムと拡張性の向上!!
G18Cにインパクトとアクセントを与えるフロントキットで
す。既存のアンダーレイルを使用し、ボルト一本で取り付
けることが可能！ コンペンセイター的な外観と着脱可能な
S.A.Sが一味違ったG18Cを創り出します。また、ベース
にはピカティニー規格のレイルが装備され、フラッシュラ
イトやレーザーサイト等、
デバイスの装着も可能です。

USP SASフロントキット [14mm逆ネジ・CCW]
￥7,200

G18C G18C ハイブリッド トリチウムサイト
￥8,800

G18C ファイバーオプティックサイト

ガスブローバック グロックシリーズ
ダイレクトマウントベース

USPコンパクト SASフロントキット
[14mm逆ネジ・CCW]
￥7,200
JAN：4571443155252
●14mm逆ネジアタッチメント付属
●ダイレクトにサイレンサーが装着可能!
フレームにサイレンサーを固定することで、
アウターバレ
ルに直接取付けた場合に起き得るスライドの作動不良を
回避し、
確実な作動を実現します。
また、
アンダーマウント
ベースにはピカティニー規格のレイルを採用しているた
め、
フラッシュライト等の取付けが可能です。
14mm逆ネ
ジアタッチメントを外せばコンペンセイターとして使用で
き、
アクティブに、
ステルスに、
様々なシチュエーションに対
応可能です。

JAN：4571443155245

●14mm逆ネジアタッチメント付属
●ダイレクトにサイレンサーが装着可能!
フレームにサイレンサーを固定することで、
アウターバレ
ルに直接取付けた場合に起き得るスライドの作動不良を
回避し、
確実な作動を実現します。
また、
アンダーマウント
ベースにはピカティニー規格のレイルを採用しているた
め、
フラッシュライト等の取付けが可能です。
14mm逆ネ
ジアタッチメントを外せばコンペンセイターとして使用で
き、
アクティブに、
ステルスに、
様々なシチュエーションに対
応可能です。

JAN：4571443146465

当製品は約12年もの間、
自然発光し続ける トリチウム
と自然光等の周囲の光を集めて発光する集光アクリル
の両方をビルトインしたモデルです。使用するトリチウム
カプセルはスイスのマイクロテック社のものを採用! 実
物のハイブリッドサイトと同等の光量を誇ります! 屋外や
照明の有る屋内等では集光アクリル、暗がりやナイト
ゲームではトリチウムが効果を発揮する為、全てのシ
チュエーションをカバーします!

JAN：4571443133809

¥5,400

¥4,800

●周囲の光を集めて発光！●集光アクリル採用サイト！
自然光など、周囲の光を集めて発光する集光アクリルを採
用したサイトです。φ2.4mmの集光アクリルを搭載し、
ベース素材には高強度なジェラルミン材からオール切削加
工にて製作！ 装着した際、銃の雰囲気を壊さない外観デザ
インに仕上げています。フロント、
リアサイト共にグリーン
色の集光アクリルを採用。通常時や薄暗い場所でのシチュ
エーションで視認性をアップし絶大な威力を発揮します！

G18C SASフロントキット NEO
JAN：4571443135186

JAN：4560329179505

¥6,100

G18C カスタムグリップ NEO
JAN：4571443135131

￥4,800

外観デザインは、最新のタクティカルギアをモチーフに
実用性とカッコ良さを追求。テールは後方に延長した形
状で動作するスライドに手、
グローブが接触することを
防ぎ、
また、様々なホルスターに対応すべくトリガーガー
ドの形状はノーマルデザインを維持しています。グリップ
の形状は見た目以上にしっくりと手に馴染み、デザイン
としてのリブも握り心地を阻害することなく、高いフィッ
ト感とホールド性能を実現しています。

G18C リコイルスプリングガイド プロ

¥4,200

ただの20mmレイルを取って付けたような形状ではな
く、機能性を追求したグロックのデザインとマッチする洗
練されたフォルムに仕上げています！また、
オープンサイ
トの機能を維持していますので、
ダットサイトを付けない
状態でも使用可能なアイテムとなっています！

¥3,800
JAN：4560329174401
メインシャフト等主要部分に高強度かつ高精度なステン
レス削り出しパーツを採用し、表面に無電解テフロンメッ
キを施す事で抜群の摺動性を発揮します。さらにスプリ
ングの台座部分にスラストベアリングを配することでス
プリング収縮時の捩れを吸収し、
スムーズなブローバッ
クアクションを実現します。また、
リコイルストロークを3
段階からセレクトできる新開発のショートストロークバッ
ファーを標準装備し、
レスポンスや発射サイクルをセッ
ティングすることが可能です。

対応機種：東京マルイガスブローバック
●G18C ●G17 ●G17CUSTOM
G18C マガジンバンパー

JAN：
【1個】
4560329175088
¥800
【3個】
4560329175095
¥2,100
不意の落下などによるマガジンの破損を防止する為の
パーツです。衝撃に弱いプラスチック製ではなく、
ゴム製
の素材を使用していますので、重量物であるマガジンの
落下加重にも耐える事ができます。

G18C フェザーウェイトピストン
JAN：4560329175491

¥4,800

重い亜鉛ダイキャスト製のブリーチを軽量な樹脂製でリ
メイクする事により画期的な軽量化に成功。その結果、
ブローバックスピードが飛躍的に向上し、
これ以上スピー
ドを上げると給弾が追いつかない程です。ブローバック
スピードが上がる事によるダブルタップの速さ、
ブロー
バック時の反動軽減によるサイティングのし易さなど、
ブ
リーチを軽量化することによる効果は実証済みです。

MARUI
電動ハンドガン TOKYO
AUTOMATIC ELECTRIC HANDGUN

GLOCK 18C
電動ハンドガンG18C用
イビルキラー08ダイレクトマウント ￥4,500
JAN：4571443145802
電動ハンドガングロック18Cに
「当社製ダットサイト・イビ
ルキラー08」をダイレクトに装着するアイテムです。マ
ウント全てのパーツはアルミ合金を総切削加工にて製
作した軽量で高剛性なロープロファイル仕様。ダットサ
イトの前後にオープンサイトを設ける事で、素早く容易
にサイティングが可能となっています。
※当製品は当社製クインテスセンス Evil Killer 08 専
用です。
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電動ハンドガンG18C用
カスタムスライド[レーヴァテイン カスタム]
タイプG18C
￥7,800

電動ハンドガンG18C用
カスタムスライド[レーヴァテイン カスタム]
タイプG17
￥7,800

JAN：4571443153418

JAN：4571443153425

特徴でもある丸みのあるスライドをエッジのきいたスクエアモデルにし、独特なセレーションを
配すことで攻撃的なデザインに仕上がっています。ハンドガンの顔とも言えるスライドをカスタ
マイズすることで、
全く別の表情を持ったG18Cに変貌します!
セレクターをオミットした タイプG17 もご用意!
●Type G18C: 東京マルイ純正切替式セレクターに対応したカスタムスライド。
フル・セミオートの射撃が可能。
●Type G17: セレクターをオミットしたカスタムスライド。セミオートのみの射撃が可

HANDGUN PARTS
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装弾数

35発

GAS BLOWBACK
TOKYO MARUI

GAS BLOWBACK
TOKYO MARUI

M92F

HK45

M92F コンペンセイター/ショート

¥4,500

JAN：4582109588253
東京マルイ M92Fシリーズ（タクティカルマスター除く）/
当社メタルアウターバレル&S.A.S.（ノーマルタイプ）搭載モデル対応
ドレスアップ的なアイテムと思われがちですが、
実はフロン
トを若干重くすることで、
跳ね上がりや最ティング時のブレ
を軽減するウエイトバランス的な要素があり、
射撃時の安
定効果に繋がります。重すぎず軽すぎない実射性能を考
慮したウエイトバランスを実現。

M92Fアンダーマウントベース
JAN：4582109580981

¥4,000

ノーマルのM92Fにレーザーやフラッシュライトを取り付
ける為のアンダーマウントレールを追加するマウント。銃
本体と融合を考えたデザインで取って付けた様に感じな
いデザインになっています。

東京マルイ M92F＆M9A1シリーズ対応
ロングマガジンアダプター
¥3,500

サイレンサーアタッチメント
（SAS）M92F
¥2,400

JAN:4571443140326

JAN：4582109582879

装弾数26発から35発へ増量！ Dolphin FS の確実で快
適な動作のために！ セミオート・フルオート共に安定したパ
ワー供給でストレスの無い作動を実現いたします。
ノーマ
ルマガジンに挟み込むだけで簡単にガス容量と装弾数の
増加が出来る延長アダプターです。

M92Fにサプレッサーを取り付ける為のアダプターです。

HK45メタルアウターSAS NEO+
マズルプロテクター
¥8,300

HK45 テフロンリコイルスプリング

JAN：4571443146816

●縮み易く伸びへ の押しが強いノンライナー形 状！
●摩擦軽減によりスプリング性能を引き出すテフロン加
工！様々な環境下での実測＆作動テストを実施！そのデー
タを元に、
スプリング素材、
線径や外寸サイズ、
製造製法
を吟味！ 縮み易く、
伸び側への押しが強いノンライナー形
状と、
接触面で発生する不要なストレスを排除し、
スプリ
ング性能を引き出す摩擦軽減のテフロン加工を採用！

●マズルプロテクター付き!! ●14mm逆ネジ対応各種アタッチメ
ントを取付可能! ●軽量・高精度なアルミ削り出し! ●レーザーマー
キングにて 再 現した 刻 印 はリア ル な 質 感 を 演 出 ! H K 4 5
TACTICALに実装されているアウターバレルをリアルにトレース!
スチール製リアルマズルプロテクターを付属! マズル先端部が
14mm逆ネジになっており、弊社MODE-2の製品をはじめとした
14mm逆ネジ対応の各種サイレンサーが装着可能になります。

GAS BLOWBACK
TOKYO MARUI

M1911A1

M92F メタルアウターバレル&SAS
（ノーマルタイプ）
JAN：4582109586471

¥6,500

アルミ合金からの削り出しによるメタル仕様と、
リアルな
ライフリングマズルが更なる質感向上を実現しました。
ま
た、
付属のアタッチメントを使用するだけで、
夜間戦闘や
隠密・潜入作戦などに必要不可欠なサプレッサーをダイレ
クトに装着が可能になります。

M92F メタルアウターバレル&SAS
（セミロングタイプ）
JAN：4582109586488

¥9,500

アルミ合金からの削り出しによるメタル仕様と、
リアルなラ
イフリングマズルが更なる質感向上を実現しました。
また、
付属のアタッチメントを使用するだけで、
夜間戦闘や隠密・
潜入作戦などに必要不可欠なサプレッサーをダイレクトに
装着が可能になります。更に専用のセミロングインナーバ
レルが標準装備で、
集弾性とパワーアップが期待できます。

M92F リコイルスプリングガイド＆
リコイルスプリング
JAN：4582109580790

M92F ハンマースプリング
¥3,500

スプリング以外のパーツを全てCNCマシニング加工で製
作し、
究極の精度を実現し、
更に無電解テフロンニッケル
メッキを施すことでパーツ同士の摩擦抵抗も限りなく抑
え,素早い連射を実現しました。

JAN：4582109580813

HK45 メタルアウターバレル
スタンダードtype

¥1,000

JAN：4571443131027

ハンマーからマガジンバルブにインパクトするスピードを
上げ、
バルブからのガス放出を確実にするハンマースプリ
ングはカスタムバルブのみならずノーマルバルブでも有
効なパーツです。

¥7,800

●質感向上のメタルアウターバレル！
HK45のノーマルバレルを精巧にトレースし、
アルミ合金
材から総削り出し加工した一体成型品とすることで高い
精度と剛性を誇ります。
エッジの効いた金属特有の風合
いはHK45をより精悍で重厚な外観へと進化させます。

GAS BLOWBACK
TOKYO MARUI

JAN：4571443131102

¥1,000

対応機種:
・M1911A1 コルトガバメント
・コルトガバメント Mark Series 70
・M.E.U.ピストル
・ナイトウォーリア コンバットカスタム

HK45 テフロンハンマースプリング
JAN：4560329188460

¥1,000

●縮み易く伸びへの押しが強いノンライナー形状！
●摩擦軽減によりスプリング性能を引き出すテフロン加
工！様々な環境下での実測＆作動テストを実施！そのデー
タを元に、
スプリング素材、
線径や外寸サイズ、
製造製法
を吟味！ 縮み易く、
伸び側への押しが強いノンライナー形
状と、
接触面で発生する不要なストレスを排除し、
スプリ
ング性能を引き出す摩擦軽減のテフロン加工を採用！

HK45 ショートストローク/
リコイルバッファーセット
JAN：4571443131096

¥1,000

●速射性を超ＵＰ
！ヒット率を向上させるショートストロー
ク仕様！●シーズンやカスタマイズに合わせたスピード調
整が可能！ ショートストローク仕様でスライドのブロー
バック量を制限! スライドストップはオミットとなりますが、
ガスブローバックＧＵＮだからからこそ可能な特殊仕様
で、
実銃に勝るとも劣らず素早い連射を実現!

対応機種:
・M1911A1 コルトガバメント
・コルトガバメント Mark Series 70
・M.E.U.ピストル
・ナイトウォーリア コンバットカスタム

M1911A1 メタルアウターバレルストレート SV
¥6,800

M1911A1 メタルアウターバレルSAS NEO
¥6,800

M1911A1メタルアウターSAS NEO+
マズルプロテクター
￥7,300

JAN：4571443146755

JAN：4571443146762

JAN：4582109589663

取り付けるだけで存在感あふれるリアルなスタイルを実
現するアルミアウターバレル。バレル部分は高級でリア
ル感のあるジュラルミン削り出し、
複雑なチャンバー部分
をアルミダイキャストで製作する事で高い精度と低価格
を実現しました。
アルミ地肌を活かした無塗装バフポリッ
シュ仕上げ。

●マズルプロテクター付き!! ●14mm逆ネジ対応各種
アタッチメントを取付可能!! ●軽量・高精度なアルミ削り
出し! アウターバレル部分は軽量高強度のアルミ削り出
し、
複雑なチャンバーカバーをアルミダイキャストの2
ピース構造。
リアリティ溢れるブラスト加工とブラックアル
マイト処理を施しリアルな質感を演出。

取り付けるだけで存在感あふれるリアルなスタイルを実
現するアルミアウターバレル。バレル部分は高級でリア
ル感のあるジュラルミン削り出し、
複雑なチャンバー部分
をアルミダイキャストで製作する事で高い精度と低価格
を実現しました。
アルミ地肌を活かした無塗装バフポリッ
シュ仕上げ。

E GAS
TOKYO MARUI FIXED SLID

M9A1

SOCOM Mk23

対応機種:
・M9A1・U.S. M9 Pistol

￥1,500

メタルアウターバレルSAS NEO [14mm逆ネジ・CCW]
￥7,000
JAN：4571443151452

●エアロダイナミック6ホールエアーインテーク!!
●東京マルイガスブローバックM9A1シリーズ専用！
寸法精度に優れたアルミ削り出しのラウンドシェイプ形状
とOリングによる接触抵抗の提言を果たした安全のジャパ
ンメイド！スライド動作のキレを良くし、
よりハードなブロー
バックを実現します。

●14mm逆ネジ対応サイレンサーアタッチメント付き
●ダイレクトにサプレッサーが装着可能! ●フルメタル
仕様がさらなる質感と存在感をUP。付属アタッチメント
の交換でSASアウターとしても機能するので、
ノンリコ
イル仕様のため、サプレッサー取り付け時にも高い安定
感を発揮します。これにより発射時のバレルのブレを抑
えることができ、
高い集弾性能に貢献します!

M9A1 ダイナピストンヘッド
JAN：4571443131898

M9A1用ハンマースプリング
JAN：4560329180068

¥1,000

●縮みが軽く、
伸びへの反発が強いノンライナー形状！
●摩擦軽減により、
スプリング性能を引き出すテフロン
コーティング加工！ ハンマーからマガジンバルブにインパ
クトするスピードを上げ、
バルブからのガス放出を確実に
するハンマースプリングはカスタムバルブのみならず
ノーマルバルブでも有効なパーツです。

GAS BLOWBACK
TOKYO MARUI

M&P 9 / M&P 9L

M9A1用リコイルスプリングガイド
JAN：4560329180341

¥2,800

●炭素系スチール素材とCNCマシニング加工により強
度＆精度を両立！●無電解テフロンニッケルメッキがパー
ツ同士の摩擦を軽減！●スプリング性能を引き出すスラ
ストスライダー＆スラストパイプを装備！ 強度、
精度、
ス
ムーズなブローバック性能など、
スプリングガイドに求め
られる全ての要素を装備した逸品です！

M1911A1 フェザーウェイトピストン
¥4,800

M1911A1 リコイルスプリングガイド&
リコイルスプリングセット
¥3,500

ソーコムMk23 ハイバレットバルブ NEO
¥2,300

サイレンサーアタッチメント
（ソーコムMk23）
¥1,500

シューティングマッチに出場するエキスパートシューター
を対象としたカスタムパーツシリーズの中核となるパー
ツ、
フェザーウエイトピストンです。
軽量化を最優先に設計
されている為、
必要最小限の強度を持たせれば良いとい
う割り切りから、
素材をABS樹脂にしました。
その結果、
重
量はノーマル比の86パーセントマイナスの5グラム強に
止める事に成功。

JAN：4582109589694

JAN：4571443145789

無電解テフロンニッケルメッキを施すことでパーツ同士
の摩擦抵抗も限りなく抑えました。スプリングはハイス
ピード仕様で、
パワフルでスピーディーなブローバックア
クションを実現しました。
さらに分割式のリコイルシャフト
を採用しノーマルサイズとカスタムプラグサイズの
2WAY方式となっています。

当社製ハイバレットバルブNEOの特徴を継承し、
非常に
弾速低下が少ないガス放出特性を誇ります。
さらにユー
ザーご自身の手でパワー調節ができる 可変機構 を搭載
し、
バルブ開口範囲を全開放から全閉の手前まで無段階
に調節でき、
バルブ完全開放時にはパワーUP系カスタム
バルブと同等以上の性能を発揮します!!

JAN：4560329181652
●14ミリ経の正ネジタイプサプレッサーを使用することができ
る、
アタッチメントです！この
「サイレンサーアタッチメント」
を使う
ことで、
ソーコムにもともと付属していた純正のサイレンサーア
タッチメントでは取り付け不可能だった
「MODE-2」
ブランドのサ
プレッサーはもちろんのこと、
M１４正ネジタイプのすべてのサ
プレッサーをソーコムに取り付けることができるようになります。

JAN：4560329175200

TOKYO MARUI GAS BLOWBACK

M&P9L用

DESERT EAGLE

M&P9L用

JAN：4560329180334

M9A1用ショートストロークリコイルスプリングセット
¥1,500

M&P 9L用 イビルキラー08ダイレクトマウント
￥1,800
JAN：4571443151711

●速射性が超ＵＰ
！ヒット率を向上させるショートストロー
ク仕様！●スプリング性能を引き出すスラストスライダー
を装備！●ブレや衝撃を緩和するショック吸収バッファーを
装備！命中精度を高め、
衝撃を受けるスライドにも優しい
設計となっています！更に、
自己潤滑性に優れたスラストス
ライダーが、
スプリングのヨレやねじれを軽減！スプリング
本来が持つ性能を引き出します！

標準でマイクロプロサイトを搭載できる東京マルイ製
M&P9Lのスライドに対して、
当社製ダットサイト イビル
キラー08 を装着する場合に必要なアイテムです。
アル
ミ合金を総切削加工にて製作した軽量で高剛性なロープ
ロファイル仕様。
防水で高耐久な イビルキラー08 を最
適な位置にマウントする事ができます。
※この商品は当社製クインテスセンス Evil Killer 08 専用。

M&P9 カスタムトリガータウ

￥4,600

JAN：
【Black】4571443153371【Silver】4571443153388
【Gold】4571443153395
●トリガーセーフティをオミット! ●ダイレクトなトリガー
フィーリング! ●トリガーストロークの調整機能を搭載! ト
リガーセーフティをオミットしたことで、
トリガーを引く際
のムダなアクションが無くなり、
ダイレクトなトリガー
フィーリングを実現しています! また、
トリガーの引き量を
調整する機能を搭載していますので、
セッティング次第で
大幅にレスポンスが向上します。

M&P9L/M&P9 専用 メタルアウターバレル
SAS[14mm逆ネジ・CCW]
￥8,800

マルイ ソーコムMk23用
アンダーマウントベース Ver.2

M&P9L JAN：
【Black】4571443155016【Silver】4571443155023
M&P9 JAN：
【Black】4571443154996【Silver】4571443155009

JAN:4560329182109

●14mm逆ネジ仕様!! ●軽量・高精度なアルミ削り出し!
材質には軽量・高精度なアルミ合金を使用し、
アルマイト
処理によりリアルな質感に仕上げています。
マズル先端部が14mm逆ネジになっているので、
弊社
MODE-2の製品をはじめとした14mm逆ネジ対応の各
種サイレンサーが装着可能となっています。

CUSTOM SLIDE

JAN：4571443147103

●ソーコムMk23に好きなフラッシュライトを装着可能！
●形状をリニューアルし、
よりスタイリッシュに進化！
ノーマルのユニットしか装着できなかったノーマル仕様か
ら、
20mmのアンダーマウントマウントベースへ換装するこ
とができます！ さらに軽量化とガン本体へのマッチするデザ
インへ変更！あらゆる状況下においてサポートを約束します！

電動 G18C

LAEVATEINN

DE.50AE レイルドバレルジャケット

¥4,500

¥8,800

D.E ハンマースプリング
JAN：4582109585733

¥1,000

D.E リコイルスプリングガイドセット
JAN：4582109585726

¥3,500

●レイル一体型のバレルジャケット。
●装着したまま、
スライ
ドの着脱やHOP調整が可能。 マズル先端からスライド後
部までを覆うトップレイルは、
シルエットを一新させると共に
高い拡張性を誇ります! 更に、
当社製マルチレイルワイド
ユース/ミドル(別売り)をサイドに装着する事で拡張性が向
上します! 当製品を装着したままでもスライドの着脱や
HOP調整が可能なので、
メンテナンス性を損ないません。

ハンマーからマガジンバルブにインパクトするスピードを
上げ、
バルブからのガス放出を確実にするハンマースプリ
ングはカスタムバルブのみならずノーマルバルブでも有
効なパーツです。

スプリング以外のパーツを全てCNCマシニング加工で製
作し、
究極の精度を実現し、
更に無電解テフロンニッケル
メッキを施すことでパーツ同士の摩擦抵抗も限りなく抑
えました。

P226/XDM-40 ハイバレットバルブNEO
¥2,300
JAN：4560282765418

P226 リコイルスプリングガイド＆
ショートストローク リコイルスプリング
¥3,500
JAN：4582109587386

P226 ハンマースプリング

TOKYO MARUI GAS BLOWBACK

P226

M&P9L ダイナピストンヘッド

￥1,500

JAN：4571443153746

マルイ M&P 9 テフロンリコイルスプリング
¥1,000
JAN：4571443133939

●エアロダイナミック6ホールエアーインテイク!!
●東京マルイ ガスブローバックM&P9L専用!!
ガスブローバックハンドガンの心臓部であるシリンダー内
部気密をUPする6ホールエアインテークを搭載!スライド
動作のキレを良くし、
よりハードキックなブローバックを実
現します。※M&P9およびM&P9 Vカスタムには対応し
ておりませんのでご注意ください。

●縮み易く伸びへの押しが強いノンライナー形状！
●摩擦軽減によりスプリング性能を引き出すテフロン加
工！ 様々な環境下での実測＆作動テストを実施！ その
データを元に、
スプリング素材、
線径や外寸サイズ、
製造製
法を吟味！ 縮み易く、
伸び側への押しが強いノンライナー
形状と、
接触面で発生する不要なストレスを排除し、
スプリ
ング性能を引き出す摩擦軽減のテフロン加工を採用！

マルイ デザートイーグル 50AE用マガジンバンパー
¥1,100
JAN：
【1個入】4571443133762
【2個入】4571443133779
¥2,000
マガジン脱落時の衝撃を緩和する為のマガジンバンパー
で側面にはリリースをスムーズに行えるように、
凹みモー
ルドを採用しています。
厚手グローブを付けたままでも抜
き差しが容易に行えます。材質には衝撃に強い特性を持
つエラストマー素材を使用していますので、
不意の落下
によるマガジンの破損を回避できます。

INE
TOKYO MARUI GAS BLOWBACK MACH

JAN：4582109587317

¥1,000

ナインボールではトラブルが無く、
命中精度に優れたバ
ルブを目標に再開発を進め、
作動抵抗とガス密閉率、
流速
や吐出抵抗、
常識にとらわれない発想など様々な観点で
設計を何十回にも及ぶ試作とテストを繰り返し、
ようやく
その形が具現化しました。
剛性とガス放出量、
そして安定
流量のトータルバランス性能を持つカスタムバルブがこ
こに誕生しました。
※G18C対応

スプリング以外のパーツを全てCNCマシニング加工で製作し、
更に無電解テフロンニッケルメッキを施すことでパーツ同士の
摩擦抵抗も限りなく抑えました。スプリングはショートストローク
仕様で、
スライドのブローバック量を制限し、
素早い連射を実現
しました。
リコイルシャフトハウジングには、
自己潤滑性に優れ作
動音を軽減させるPOMと、
独特な金属音と耐久性を持つSUS
の2種類が付属しています。

ハンマーからマガジンバルブにインパクトするスピードを
上げ、
バルブからのガス放出を確実にするハンマースプリ
ングはカスタムバルブのみならずノーマルバルブでも有
効なパーツです。

MP7A1 サイレンサーアタッチメント

MP7A1 スリングスイベルエンド

KSCワイドユース ハイバレットバルブ/モノコック
¥2,300

GUN

MP7A1

対応機種:Px4/XDM-40/HK45/M&P9

ダイナピストンヘッド
【ワイド】

￥1,500

JAN：4571443131881

G18C用カスタムスライド[レーヴァテイン カスタム]
Type G18C/Type G17
JAN：
【Type G18C】4571443153418【Type G17】4571443153425
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●エアロダイナミック6ホールエアーインテーク!!
●φ15mm大口径ピストンカップ搭載モデルに対応！
寸法精度に優れたアルミ削り出しのラウンドシェイプ形状
とOリングによる接触抵抗の提言を果たした安全のジャパ
ンメイド！スライド動作のキレを良くし、
よりハードなブロー
バックを実現します。

マルイ M&P9 ハンマースプリングセット
¥1,300
JAN：4571443131805

●確実なバルブインパクトと軽いハンマーコックを実現!!
●使用環境に合わせた２タイプのハンマースプリング
●ハイスピードリコイルと軽いトリガープルでブレ軽減＆速射
性能UP!! 作動系スプリングの素材・荷重・形状を見直し、
最
も性能バランスが良い組み合わせを厳選!動作性能に違
いが出る問題を解決するため、
特性が異なる２種類のハン
マースプリングをセットでパッケージングしました!

MP7A1 ロングマガジンキャッチ

¥2,800

¥1,500

¥4,800

JAN：4571443144362

JAN：4582109589182

JAN：4582109589205

JAN：4582109587324

マガジンキャッチのレバー部分の形状を前方に延長しワ
イド化することで素早いマガジンリリースを可能にしま
す。
射撃時のグリップやトリガー操作の妨げにならず、
様々
な手の大きさに適合する最適なレバー形状を目指しまし
た。
純正品と同様にアンビタイプを採用する事でスイッチ
ングや左利きにも対応します。

コンパクトサブマシンガンMP7にサプレッサーを取り付
けるアタッチメントです。

MP7のリア部分にスリングスイベルを取り付ける事によ
り、
取り付け可能なスリングの幅を拡げ、
取り回しの良い
スリングワークを実現します。

メインバルブ本体にはアルミ合金中最高強度を誇り、
航
空機などの機器部品にも使用されている超々ジュラルミ
ンを採用！ 他の材質と一線を画す青いアルマイト処理を
施し、
更に今までのバルブシャフトと言う考えから、
新たに
モノコック構造を採用する事でガスの放出口面積を拡大
する事で犠牲にした剛性の確保を、
高い次元で可能とし
ました。
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マルイ 電動コンパクトマシンガン/
電動ガン ハンドガン カスタムパーツ

MP7A1 スリングスイベルエンド
MP7のリア部分にスリングスイベルを取り付
ける事により、取り付け可能なスリングの幅を
拡げ、取り回しの良いスリングワークを実現し
ます。
対応機種：東京マルイ 電動＆ガスMP7A1

エアシールチャンバーパッキンコンパクト[ソフト]

JAN:4582109589205

電動コンパクトマシンガン、
電動ガンハンドガンタイプ各種に
使用可能

JAN:4582109589137
JAN:4582109589526

マルイ ガスMP7A1 マシンガンバレル（145.5mm）
・
・
・￥3,500
JAN:4560329179482

マシンガン パワースプリング

内 面にターニング加 工を施す事で
オイルの溜まりを作り、Oリングとの
接 点 摩 擦を低 減 。無 電 解テフロン
ニッケルコーティング処理を施し優れ
た摺動性と耐摩耗性を実現しました。
対応機種：東京マルイ 電動コンパクト
マシンガンMP7A1/MAC10/
スコーピオン

7 インナーバレル

￥3,000

JAN:4582109589151

1 電動フィクスド フルシリンダー
シリンダー有効ストローク37％UP!
ＮｏホールによるボアＵＰが
エアー吐出量を増大！
さらに無電解テフロンニッケル
コーティングによって
高い摺動性を発揮！
ノーマルスリットシリンダーをフルシリンダー仕様にすることでボア容量をＵＰ！
エア吐出量を増加させるので、スプリングの持つ性能を引き出すことができ
ます！またフルオート時の過酷なピストン運動に対する摺動性や、
ピストンの
加速スピードをＵＰする無電解テフロンニッケルメッキを施しています！
対応機種：東京マルイ 電動フィクスドG18C/M93R/USP/M9A1
JAN:4582109585955

￥1,600

9

15 電動MP7A1

電動コンパクトマシンガン ハードピストン・プラス

ダンパーシリンダーヘッドクロス

13 電動フィクスド&コンパクトマシンガン ピストンヘッド

ベース部は摺動性と
耐久性に優れた素材を採用！
金属歯に焼結合金＋
スチーム処理を施し、
強度＆表面硬度をＵＰ！

3 軸受け

内部カスタムにおいて重要なピストン。自己潤滑性と摺動性に優れたＰＯＭ
素材を使用。グラスファイバーを混合し、集中荷重に対する柔軟性と耐久性の
向上を目指しました。金属歯部には焼結合金を採用し、
スチーム処理も施して
いますので、耐久性＆表面硬度をＵＰ！また防錆性にも優れています！
Compatible with TM: AEG Compact Machine Gun MP7A1/
MAC10/ Scorpion
JAN:4582109589144 ￥3,000

13 電動フィクスド&コンパクトマシンガン
ピストンヘッド

1 フルシリンダー

電動MP7A1 外部バッテリー変換アダプター

14 電動フィクスド

エアシールノズルガイドセット

発射弾数がＵＰし、発射サイクル
（秒間１４〜１５発→約１９発）が
向上！

2 電動フィクスド ハードタペットプレート

焼結合金による優れた
摺動性と高い耐久性！
１6 ハンドガンバレル

タペットプレートは給弾・装填・発射への
プロセスとなるノズルの作動と連動す
る重要なパーツです。またギアからの
伝達運動によって秒間数十発という発
射サイクルと等しい往復運動を行い、
少なからず衝撃を受ける為、使用頻度
が高くなるほど寿命の低下につながり
ます。このアイテムは強度・精度に優れ
た焼結合金を使用することで高次元で
の耐久性と摺動性を実現しました。
対応機種：東京マルイ 電動コンパクトマシンガンMP7A1/MAC10/スコー
ピオン、電動フィクスドG18C/M93R/USP/M9A1
JAN:4582109587225

約13％のサイクル向上！
約10％の燃費向上！
最高の回転抵抗と高効率を発揮！
（MADE IN JAPAN製品）
ギアの回転効率や低燃費を最大限求める
には回転抵抗の少ない軸受けを見つける
軸研摩スポンジ付属
ことが重要です。このベアリング軸受け
は、多種多様の軸受けの中でも内部に真球に近い高精度ベアリング球を使用
しています。他の軸受けに比べて著しく転がり抵抗が低く、回転効率・燃費に
優れた軸受けです。
対応機種：東京マルイ 電動コンパクトマシンガンMP7A1/MAC10/
スコーピオン、電動フィクスドG18C/M93R/USP/M9A1/ハイキャパE
JAN:4582109585771

■ 発射サイクル（当社テスト比較）
ノーマル
約15発/秒
ベアリング
約17発/秒

5 電動グロック18C

ハードタペットカム

￥3,400

2 電動フィクスド

軸

カスタムを施すに当たって、
ノーマル軸
受けでは耐久性と回転効率に問題が生じ
ます。このアイテムは、優れた耐久性と
オイルが浸透する特殊素材の焼結合金を
軸研摩スポンジ付属 採用！軸との接触面積を減らすローフリ
クションホールや、ギア側面に接触する
部分にグリス溜まりを設ける事で優れ
接地面が小さい
た回転効率と耐久性を実現しました。
対応機種：東京マルイ 電動コンパクト
マシンガンMP7A1/MAC10/
スコーピオン、
電動フィクスドG18C/M93R/USP/
M9A1/ハイキャパE
ローフリクション
軸受け

■接触面積（当社テスト比較）
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スムースワッシャーが
スプリングのヨレを解消し
本来のポテンシャルを引き出す！

12 電動フィクスド

ハードピストンプラス

１1 電動フィクスド メカBOX用強化ビス
3 軸受け

6 電動フィクスド&コンパクトマシンガン パワースプリング

ハード逆転防止ラッチ

5 電動グロック18C ハードタペットカム

１0 電動フィクスド&

コンパクトマシンガン
スプリングガイド

JAN:4582109587263

ノーマル
当社製品

￥2,000

約20.50mm2
約12.07mm2

5倍以上の耐久力！
高強度によるロングライフ！
逆転防止ラッチはスプリングの反発によるギア
の逆回転作用を押さえ、2発給弾や他のパーツ
への悪影響を防ぐ重要なパーツです。また
ベベルギアのノッチと噛み合い、断続的に衝
撃を受ける為、使用を重ねる毎に疲労が蓄積し、寿命の低下につながります。
このアイテムは強度・精度に優れた焼結合金を使用することで高次元での耐
久性と摺動性を実現しました。
対応機種：電動フィクスドG18C/M93R/USP/M9A1/ハイキャパE

￥1,200

￥1,200

6 電動フィクスド&コンパクトマシンガン パワースプリング
強化スプリングの押しと
ストレスのない発射サイクルを
両立した事で
優れたトータルバランスを実現！

■10万発使用テスト写真
使用前

伸縮時に発生するヨレにより
力が分散する。

タペットカムは、給弾・装填・発射へのプロセ
スとなるノズルの作動を直接行う重要な
パーツです。また、ギアやタペットプレートと
連動して秒間十数発という発射サイクルと
等 し い 往 復 運 動 を 行 い 、使 用 を 重 ね る 毎 に 断 続 的 な 衝 撃 を
受けて疲労が蓄積します。このアイテムは、高強度のスチール素材を精密成型
することで圧倒的な耐久性の向上を実現しました。
対応機種：電動フィクスドG18C

4 電動フィクスド ハード逆転防止ラッチ

使用後

JAN:4582109585788

スムース
ワッシャー

￥1,800

素材が違う！
！
高強度スチール成型
JAN:4582109589168

JAN:4582109587232

スプリングガイドの最大にして唯一の仕事
と言えば、
スプリングに最高の能力を発揮
させることです。その為にシャフトの材質
を吟味し、更にベース部分にはスムース
ワッシャーを装備。スプリングの激しい伸
■力の作用図
縮にもスムーズに動作
スムースワッシャーがない時 スムースワッシャーがある時
を援護する、頼りになる
スプリングガイドです。
対応機種：東京マルイ
電動コンパクトマシン
ガンMP7A1/
MAC10/
スコーピオン、
電動フィクスドG18C/
M93R/USP/M9A1
/ハイキャパE
スムースワッシャー

4 電動フィクスド

約−41%の接触面積軽減！
コストパフォーマンスと
優れた回転効率・耐久性を実現！

￥2,800

10 電動フィクスド&コンパクトマシンガン スプリングガイド

ハードタペットプレート

■燃費（当社テスト比較）
ノーマル
約300発
ベアリング
約330発

3 電動フィクスド&コンパクトマシンガン ローフリクション・メタル軸受け

純正バッテリーは、マイクロバッテリー
仕様である為、パンチ力（出力特性）、
低発射サイクル、容量の少なさ等の
ウィークポイントがあります。このアイ
テムは、外部バッテリーが使用可能と
なり発射弾数や発射サイクルが向上し、電動サブマシンガンをストレスなく
使いこなす事が出来ます！
対応機種：東京マルイ 電動コンパクトマシンガンMP7A1
JAN:4582109589212

￥1,200

3 電動フィクスド&コンパクトマシンガン ベアリング軸受け

￥3,000

JAN:4582109585948

￥1,800

14 電動フィクスド エアシールノズルガイドセット

8 電動コンパクトマシンガン エアシールシリンダー

コンパクトマシンガン
スプリングガイド

¥1,500

プレッシャーリング

ダブルエアシールリングで機密UP！無電解テフロンニッケル処理で
摩擦を低減！専用スプリングがスムーズな作動を実現！

伸縮時に発生するヨレを
ワッシャーの作用で軽減し、
力を一方向へ伝える。

JAN:4582109585924

shock

ク
ショッ
・
ス
ロ

ク

グロック18C 電動フィクスド・
・
・￥1,500
Hi-CAPA E 電動フィクスド・
・
・
・￥1,500

11 電動フィクスド メカBOX用強化ビス
約2倍の強度ＵＰ！
マイクロネジは引張強度と硬度が
重要です！

スチール

￥800

クロムモリブデン鋼

強い!
■ 引張り強度
一般ビス素材
当社使用素材

スチール
クロムモリブデン鋼

約500N/mm2
約1040N/mm2

JAN:4571443133618

クロス・ショック

衝撃吸収力を持ち、耐熱・耐油・裂傷等の耐久性に優れた新素材です。

●メタルボール1次反発点
（高さ50cmより落下）

15 電動MP7A1 ダンパーシリンダーヘッドクロス
ピストン打撃を緩和し、ロングライフを実現！
一般ゴムの約２３倍の衝撃吸収力を持ち
耐熱・耐油・裂傷等の耐久性に優れた新素材
「Ｘ-Ｓｈｏｃｋ」を採用！
！
当社製エアロシリンダーヘッドの品質と技術をその
ままにコンパクトに凝縮。ジュラルミン削り出しモノ
コック構造をアルマイト処理で強化、ダンパー部分
に新素材「X-SHOCK」を採用しピストンの衝撃を
吸収、他のパーツを保護し強度、耐久性、耐摩耗性、
放熱性に優れます。当社「ダンパーシリンダーヘッドクロス」
との併用をお薦めします。
対応機種：東京マルイ 電動コンパクトマシンガンMP7A1/MAC10/スコーピオン
JAN:4582109589632

￥3,000

115mm
5mm
一般ゴム
（EPT）

当社×-Shock

■衝撃吸収性試験
一般ゴム
（EPT）
と当社「×-Shock」厚み1mmシートへ、
高さ50cmからメタルボール（Φ10mm/5.5g）
を落下
させた時の１次反発点比較

１6 電動ハンドガンバレル シリーズ
内径6.03mm
寸法誤差
100分の1mm
各 パ ーツの 性 能はB B
弾という球塊となって発
射されます。そのため、
最後の大役を担うイン
ナーバレルには多くの期待が寄せられます。ハンドガンバレル
シリーズは、内径6.03mmのタイトバレルに寸法公差100分
の1mmの精密加工。更に、この精度を維持するための素材
強度を持ち、無駄なコーティングまでも省いたスパルタンな
インナーバレルです。

G18C ＆ M93R電動フィクスド共用
ハンドガンバレル・ロング専用
■G18C SAS（Silencer Attachment System）
バッテリー交換時の
脱着を容易にする
イージーSAS！

●G18C 電動フィクスド ハンドガンバレル（105mm）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥3，
000

JAN:4582109585764

●M93R 電動フィクスド ハンドガンバレル（122mm）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥3，
200

JAN:4582109588574

●USP 電動フィクスド ハンドガンバレル（111.5mm）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥3，
000

JAN:4582109589984

●M9A1 電動フィクスド ハンドガンバレル（111.5mm）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥3，
000

JAN:4560329187661

●Hi-CAPA E 電動フィクスド ハンドガンバレル（122.0mm）
・
・
・
・￥3，
200

JAN:4571443133601

●G18C ＆ M93R電動フィクスド共用ハンドガンバレル・ロング
（168mm）
JAN:4582109588864

46mm

￥3，
500

M93R電動フィクスド
G18C用SAS取付
専用外ネジ加工

アキュラシーリング
（付属）

アキュラシーリング
（付属）

芯出し効果を持つアキュラシーリングを装備！
63mm

G18Cは構造上、ダイレクトにサプレッサーを取り付ける事が
出来ませんでした。このアイテムは「G18C＆M93R電動フィク
スドハンドガンバレル・ロング」と併用する事で、ダイレクト感の
ある装着が可能となります。また、イージーＳＡＳシステムが
バッテリー交換時の脱着を容易にします。
対応機種：電動フィクスドG18C

18C/93R

G18C電動フィクスド

G18C用SAS
（別売）

￥1，
500

■電動ハンドガン Hi-CAPA E サイレンサーアタッチメント

G18C用SAS（別売）

サイレンサーアタッチメントに対応！

■Hi-CAPA E マズルプロテクター 13mm

■Ｍ９３ＲシリーズＳ.Ａ.Ｓ

■ヘックスローブドライバー.4

東京マルイ 電動フィクスド M93R/
マルゼン M93Rフィクスド/
KSC M93RⅡ用スペーサー

メンテナンスやカスタム等を行う場合、細心の
注意を払いながら作業を行わなくてはなりま
せん。メカBOXの開閉が頻繁になるにつれ、
ミニマムサイズであるビスは、その頻度にお
いて耐久性が低下していきます。この事から
当アイテムは高強度素材のクロムモリブデン鋼を採用し、耐久性の向上と
メカBOXの固定を確実にする事を目的としています。Compatible with
TM: AEG Compact Machinegun MP7A1 /MAC10/ Scorpion,
Fixed AEG: G18C/M93R/USP/M9A1/Hi-CAPA E
JAN:4582109585931

JAN:4582109588628

「×-Shock」とは一般ゴム（EPT）の約23倍という驚異的な

JAN:4582109588871

￥1,000

一般的に強化スプリングのデメリットであるフルオートサイクルの低下を抑え
ました。また接触するピストン・スプリングガイドとの摩擦抵抗を軽減する、無電
解テフロン・ニッケルメッキ処理を施し、
トータルバランスに優れたスプリング
に仕上げています。
対応機種：東京マルイ 電動コンパクトマシンガンMP7A1/MAC10/
スコーピオン、電動フィクスドG18C/M93R/USP/M9A1/ハイキャパE

パワーロスの原因となるノズル作動部の気密性を向上する為にダブルエアシール
リングを搭載。またスプリングの素材・荷重・形状を見直し、最も性能バランスが
良いモノを組み合わせた専用設計。高強度なスチール製ノズルガイドと特製
スプリングは無電解テフロンニッケル処理で摩擦を低減！作動性能の向上と気密
性アップを高い次元で両立した電動ハンドガン用カスタムパーツです。

▼
▼

6 電動フィクスド&コンパクト

8 電動コンパクトマシンガン エアシールシリンダー

10 電動フィクスド&

コンパクトサブマシンガンMP7にサプレッサーを取り付けるアタッチメントです。
対応機種：東京マルイ 電動コンパクトマシンガンMP7A1

自己潤滑性に優れた素材と
6エアインテイクホールが
給排気の効率ＵＰ！スプリングの
ポテンシャルを引き出す
スムースワッシャーが付属！

JAN:4560329179499

MP7A1 サイレンサーアタッチメント

JAN:4582109589182

JAN:4582109589175

マルイ ガスMP7A1 パワーバレル（145.5mm）
・
・
・
・￥3,500

スムースワッシャー

カスタムの基本となるパーツ。樹脂
削り出しで軽量、スムースワッシャー
標準装備でスプリングポテンシャルを
ダイレクトにパワー変換させます。又、
フロントのエアホール数を増やすことで
安定したシーリングテンションを生み出すなど、小さいながらもプロメテウス
での実績を凝縮した、ていねいな作りとなっています。
対応機種：電動フィクスドG18C/M93R/USP/M9A1/ハイキャパE

内部カスタムにおいて重要なピストン。
自己潤滑性と摺動性に優れたＰＯＭ
素材を使用。グラスファイバーを混合
し、集中荷重に対する柔軟性と耐久性の向上を目指しました。金属歯部には焼
結合金を採用し、
スチーム処理も施していますので、耐久性＆表面硬度をＵＰ！
また防錆性にも優れています！
対応機種：電動フィクスドG18C/M93R/USP/M9A1/ハイキャパE

エアロスを防ぎ摺動抵抗を軽減！

さまざまな
サイレンサーに対応!
14mm正ネジ仕様

エアインテイクホール

▼
▼

¥1,500

電動MP7A1 インナーバレル（145.5mm）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥3,800

電動MP7A1 インナーバレルロング
（215mm）
・
・
・
・
・￥4,800

9 電動コンパクトマシンガン ハードピストン・プラス

13 電動フィクスド&コンパクトマシンガン ピストンヘッド

ベース部は摺動性と耐久性に
優れた素材を採用！
金属歯に焼結合金＋
スチーム処理を施し、
強度＆表面硬度をＵＰ！

▼
▼

JAN:4571443154958

￥4,800

惜しみない素材選定と
妥協を許さない
寸法公差±0.01mm！

▼
▼

電動コンパクトマシンガン、電動ガンハンド
ガンタイプ各種に使用可能なチャンバー
パッキンです。パッキンの外側に採用したエ
ア漏れ防止リブが適度なタイトさに設定さ
れ、高い気密性を確保しながらも組み立て
時にヨレにくく、安定した性能を発揮します。

12 電動フィクスド ハードピストンプラス

7 電動＆ガス MP7A1 インナーバレル

取り付け可能なスリングの幅を拡げ
取り回しの良いスリングワークを実現!!

KSC M93R
AGシリーズ用スペーサー
弊社製品をはじめ14mm逆ネジに対応する各種サイレンサーが
装着可能になります。スライドがブローバック作動しない電動ハン
ドガンは作動音が小さく、サイレンサーとの親和性は抜群!
驚異的な静穏性能を発揮します。
■対応機種:東京マルイ 電動ガン ハンドガンタイプ
・Hi-CAPA E ガバメントモデル
■仕様:14mm逆ネジ対応
■材質:ベース:アルミ合金・S.A.S(サイレンサーアタッチメント):ス
チール

JAN:4571443146571

￥3,800

フラッシュハイダーやサイレンサー等、マズ
ルオプションを取外した後のネジ部分に取
付け、障害物との接触や異物から銃口のネ
ジ部を保護するためのプロテクターです。
14mm逆ネジ対応の様々な機種に適合し
ます。
■対応機種:14mm逆ネジ
・マズルオプション取付け部のネジ長さが
10.5mm以下のもの
■商品サイズ:
全長 13.0mm、外径 18.5mm

￥1,200

JAN:4571443146618

これ一つで東京マルイ、マルゼン、
ＫＳＣ各
社のＭ93Ｒに対応！MODE-2シリーズの
スリムサプレッサーを装着すればスタイリ
ングもベストマッチ！もちろん無加工で取
り付け可能です！
対応機種:東京マルイ 電動フィクスドＭ93
Ｒ/マルゼン Ｍ93Ｒフィクスド/ＫＳＣ Ｍ
93Ｒ AGシリーズ/Ｍ93ＲⅡ

￥2，
400

JAN:4582109588826

先端の形状を改良！
ネジの頭にジャストフィット！
特殊ネジ専用。
カスタム時の必須アイテム！
●熱処理加工済み！
！
●安心の日本製！
！
電動ハンドガンのメカBOXには特殊なネジ
が使用されているので、通常の工具ではカ
スタムしようにも分解が出来ません。これ
があれば確実にネジを分解できるので内
部カスタムやメンテナンスの必需品です。

￥1,200

JAN:4582109585757

HANDGUN PARTS

34

PSS SERIES
VSR-10 BARREL SPACER

VSR-10 INNER BARREL
555mm

430mm

303mm

VSR-10 インナーバレル

確固たる作動性と命中精度の高さから、実銃世界のあらゆるシーンで活躍するボルト
アクションライフル。その優れた性能を継承し、
ＶＳＲ-１0は様々なユーザーを満足さ
せるポテンシャルを秘めています。このライフルを更に性能向上する為のＰＳＳ１0イ
ンナーバレルは、一発必中にかけるスナイパーにとって必要不可欠なアイテムです。

【PSS】
精密射撃に最適なボルトアクションライフルシリーズの持つポテンシャルを
最大限に引き出すべく開発されたグレードアップパーツシリーズ

VSR-10 BOLT HANDLE
バレルスペーサー

ボルトハンドル

真に精密射撃を求めるなら、バレルの
センター出しは完璧に済ましておきた
いものです。軽量ボディにフローティン
グ式で常にセンターを維持し、スナイ
パーをサポートします。

ボルトアクションスナイパーにとってボルトハンドルは重要です。特にエアガンの
場合はコッキングの負荷が大きいので、
グリップ感や力の入れ具合を考慮しなけ
ればなりません。PSS10ボルトハンドルはPSS2で好評だった形状をベースとし
ながらも、
より握りやすくリサイジング。スコープ装
着時にも問題なくコッキング可能です。また、
入り込 み 量 調 節 機 能 で B B 弾 のチャン
バー保持位置を安定させます。

■VSR-10シリーズ＆Gスペック用（ロング）全長555mm・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥6,200

JAN:4582109584743

■VSR-10用 全長430mm（純正サイズ）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥6,200

For VSR-10 ￥1,800

JAN:4582109584514

JAN:4582109584545

■Gスペック用 全長303mm・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・￥5,800

For G-SPEC ￥2,200

VSR-10 HIGH PRESSURE PISTON NEO

VSR-10 PSS10 S.A.S

VSR-10 AIR SEAL CHAMBER

S.A.S（サイレンサーアタッチメント）

エアシールチャンバー

4種類の素材（ステンレス・アルミニウム・ゴム・テフロン）の特徴を生かし高い強度
と長寿命からくる安定性。シアかかり部をステンレスで強化。テフロンリングでピ
ストンがシリンダーを傷つけない。ヘッド部にはダンパーラバーを加え、耐撃から
くる様々なパーツへのストレスを軽減します。テフロンサイレントシャフトを標準
装備！これまでにない消音効果を
得ることが出来ました。

あらゆるスナイパーに対応すべく誕生した、この正ネジ用アタッチメントは
スチール削り出しによるタフネス＋高精度な仕上がりと、アキュラシーリングを
装備する事でバレル芯出し効果を高めています。

●チャンバーパッキンの長さを12.5mm延長！
！
（純正比）
●エアシールSUSリングでエアロスを防止！
●電動ガン用EGバレル専用設計！
！
（バレルは別売りです）
●HOPレバーはGスペックタイプを採用し、HOP調整幅を延長！
●HOP調整のクリック感は精密タイプ

アキュラシーリング

￥1,500

￥4,800

JAN:4582109584521

JAN:4582109584637

VSR-10 UNDER RAIL

VSR-10 G SPEC S.A.S
GスペックタイプHOPレバー
（HOP調節幅延長）

Gスペック専用 S.A.S

VSR-10 アンダーレイル
VSR-10の拡張性を広げるアンダーレイルです。
ピカニティー規格に準拠したレイル本体は軽量で高強度なアルミ合金製。
可能な限りロープロファイルな形状とする事でマウント部の最適化を実現!
無加工で取り付け簡単!

スムースベアリング付き
スプリングガイド

アクティブスナイパーを意識した実戦
モデル Gスペック の消音力を更に高
める為のパーツです。スチール削り出し
による高精度な仕上がりに、
コイン等で
の 脱 着を容 易にしたフロントオープ
ナーを装備。弊社、MODE-2ブランド
各種サプレッサーにも対応しています。

電動ガン用EGバレル
（別売）

エアシールSUSリング
ロングエアシール
チャンバーパッキン

スムースベアリングを標準装備する
ことで、スプリングとの摩擦ストレス
を軽減します。

ステンレス削り出し

JAN:4582109584835

サイレントシャフト付き ハイプレッシャーピストン NEO

サイレントシャフト

VSR-10 SPRING GUIDE+SMOOTH BEARING

￥6,800

JAN:4582109584682

JAN:4582109584675

￥2,800
JAN:4571443144058

チャンバー

￥1,200

￥6,800

JAN:4582109584668

JAN:4582109584798

VSR-10 SPRING SERIES 90PS
JAN:4582109584569

￥2,800

VSR-10 LONG AIR SEAL CHAMBER BUCKING

スプリングシリーズ MS90

VSR-10 TEFLON CYLINDER

ボルトアクションライフルを一つの生き物と
するなら力の源であるスプリングは筋肉と言
えるでしょう。当スプリングシリーズでは、4種
の異なる材質を駆使し、あなたが真に求める
スプリングレートを提供します。

ロング エアシール
チャンバーパッキン
（エアシール チャンバー専用）
エアシールチャンバーのメンテナンス用に！!
チャンバーパッキンを12.5mm延長!!
（純正比）
エアシールSUSリングでエアロスを防止!!

JAN:4560329178225

テフロンシリンダー

￥1,500

￥12,000

JAN:4582109584651

VSR-10 AIR SEAL DAMPER CYLINDER HEAD

VSR-10 SILENT DAMPER

￥1,400

JAN:4582109585207

ステンレス製ボディに加え、テフロン
コーティングの中でも耐摩耗性＋潤
滑性に優れ最もハイグレードなハー
ドコートテフロンを使用。あらゆるス
プリングレートにおいて最高のコン
ディションを維持します。

驚異の衝撃吸収力！
！ サイレントダンパー
消音効果アップ！
！ （エアシールダンパーシリンダーヘッド・

エアシールダンパーシリンダーヘッドPRO用）
ダンパーシリンダーヘッドシリーズでおなじみの
ダンパーラバーパッキンに新素材「ソルボ」を組
み合わせる事により耐久性・耐振動性を大幅に
アップし又、消音効果をも高める事ができます。
※別売のPSS10
エアシールダンパーシリンダーヘッド装着例

VSR-10 REAL MOUNT BASE

エアシール ダンパー
シリンダーヘッド

リアル マウントベース
レミントンタイプのリアルな外観形状を
踏襲し、
レイル幅20mmは勿論、
こだわ
り派の10mm幅にも対応するマルチな
マウントベース。

先端形状を改良し、VSRチャンバーの
ネックであったエアロスを出来る限り防
止。限られたエアを確実にBB弾に送り
届けます。また、ダンパーラバーパッキ
ンがショックを吸収。振動を押さえるこ
とで他のパーツへのストレスも防ぎ、
トータルの耐久性を高めます。

セット内容：
ラバーパッキン・ソルボ 各3枚入り
JAN:4582109584644

￥1,200

￥2,200

JAN:4582109584552

JAN:4582109584538

SWING TYPE BIPOD NEO

M40 A5 INNER BARREL

スイングタイプ バイポッド

対応機種
●NITRO.Vo クイックバイポッドベース
●NITRO.Vo バイポッドアダプター
●PSS2 バイポッドアダプター各種アタッチメント対応
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スナイパーには誰もが一度は憧れるものですが、その難
しさに挫折する人がほとんどです。スナイパーの神髄はア
ンブッシュにあり、アンブッシュの 心 強 い 味 方 が バイ
ポッドです。初弾を確実にヒットさせるには①いいポ
ジション、②確実に当る銃が欠かせません
が、当バイポッドは左右の首振
りに加え脚長6段階
調整可能でどんな
悪 地 にも 対 応し、
スナイピングをサ
ポートします。

￥3,800

20mmレイル対応
バイポッドアダプター付属

段

6

節

調

階

M40A5用 インナーバレル【280mm】
JAN:4571443144256

JAN:4571443141323

￥8,800

￥5,200

プロメテウスシリーズのEGバレルで培った技術を余すことなく注ぎ込みました。内径6.03mm寸法誤差100分の1mmという最高精度を有し、
その精度を維持させる為に
必要な強度をもつ素材を妥協なく選定し、
無駄なコーティングをも省き、
ターゲットにBB弾を命中させる為に必要な要素を余すことなく満たしたインナーバレルです。
M40A5を使用するスナイパーには必須のインナーバレルです。

PERFECT SNIPING SYSTEM FOR VSR-10

36

QUINTESSENCE

Rifle Scope
A telescopic sight, commonly called a scope, is a sighting device that is based on an optical refracting telescope.
They are equipped with some form of graphic image pattern (a reticle) mounted in an optically appropriate position in their optical system to give an
accurate aiming point. Telescopic sights are used with all types of systems
that require accurate aiming but are most commonly found on ﬁrearms,
particularly riﬂes. Other types of sights are iron sights, reﬂector (reﬂex) sights, and laser sights.
The optical components may be combined with optoelectronics to form a night scope.

●耐衝撃、防水のミルスペック仕様
●輝度5段階調整
●等倍でサーマル等のレティクルとしても使用できます。
●グリーンマルチコートレンズ
●レッドドット/グリーンドット点灯切り替え可能

QS-MIL
（クインテスセンス・ミル）
シリーズ

倍率1～4倍

実銃対応のショックレジスト
（耐衝撃）
＆ゲリラ豪雨の中でも
使用可能なウォータープルーフ
（防水）
のミルスペック仕様。

実銃対応

ショートスコープ「SOL」 JAN：4571443142399 ¥34,500
レッド

■サイトロンジャパン ミルスペック スコープ RS1-4×24mm SHORT SCOPE
"SOL"˜Quintes sence MIL˜
このスコープのMIL-DOTレティクルは中央がレッドまたはグリーンに点灯します。
光量調整/ドットカラー変更ダイアルを回すことで各色5段階の明るさに調整が可能です。
1 が最も暗く小さく、5 が最も明るく大きくダットが点灯します。
昼間など明るい状況
では5など明るめにし、
室内や日陰、
夕暮れには暗くして使用してください。

グリーン

●レンズコーティング：特殊なコーティングを施す事により、
ガラスレンズを使用したスコー
プの光の透過率を上げ像を明るくする手法の事。
レンズに1層だけこのコーティングを施
した物を
「単層コート」
と呼び、
異なる特性の単層コートを組み合わせ、
光の透過率を向上
させたものを
「マルチコート」
と言います。
グリーンマ
●グリーンマルチコート:レンズには反射率0.7%のグリーンマルチコートが採用。
ルチコートは過酷で特殊な環境下でも、
視認性が高く、
圧倒的な明るさで索敵が可能です。
※グリーンマルチコートは、
太陽光の下で見るとマゼンタ(赤紫)に見える場合が御座います。

TYPE 89
KEYMOD RAIL
MODEL

●倍率：1- 4
●チューブ径：30mm
●対物レンズ：24mm
●対物外径：32mm
●接触外径：35mm

●全長：255mm
●サイドフォーカス
●レティクル：ミルドット
●イルミネーション：レッド/グリーン
●輝度５段階調整

実銃対応

直撃被弾回避

ダットサイト「Evil Killer 08」

Dot Site

A red dot sight is a common classiﬁcation[1] for a type of non-magnifying reﬂector (or reﬂex)
sight for ﬁrearms, and other devices that require aiming, that gives the user an aimpoint in the
form of an illuminated red dot. A standard design uses a red light-emitting diode (LED) at the
focus of collimating optics which generates a dot style illuminated reticle that stays in
alignment with the weapon the sight is attached to regardless of eye position (nearly parallax
free). They are considered to be fast acquisition and easy to use gun sights for target shooting,
hunting, and in police and military applications. Aside from ﬁrearm applications, they are also
used on cameras and telescopes. On cameras they are used to photograph ﬂying aircraft, birds
in ﬂight, and other distant, quickly moving subjects. Telescopes have a narrow ﬁeld of view
and therefore are often equipped with a secondary "ﬁnder scope" such as a red dot sight.

スクリュータイプ

サイトプロテクター アイギス ￥5,200
JAN：
【S】
4571443151056
【M】
4571443151063
【L】
4571443151070

OPTICAL EQUIPMENT
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●ピカティニー規格に準拠した、光学サイト用の防弾プロテクター!
●高強度ポリカーボネートが光学サイトを守る!
○コンパクト設計で、
あらゆる機種に搭載可能!
防弾シールドには1.5mm厚の高強度ポリカーボネート材を採用。適度なしなりと傾斜によりBB弾を受け
流し、光学サイトを保護します! また、本体はコンパクトに設計されており、
ハンドガンからライフル等幅広
い機種に搭載可能です。

クイックリリースタイプ

JAN：4571443133892

●耐衝撃・防水の実物にも装備可能なミルスペック仕様！
●輝度5段階調整可能！
●レッドドットタイプ！
ショックレジスト
（耐衝撃）
＆ゲリラ豪雨の中でも使用可能なウォータープルーフ
（防水）
。
ピカティニーレール規格！輝度の調整は5段階。
対物レンズにはルビーコートが施された
性能重視のハイエンドクラスダットサイトです。

弊社QS-MIL(クインテスセンス・ミル)
のショートスコープ「SOL」など、チュー
ブ径30mmのスコープにフィットする
オリジナルデザインのスコープマウント
です。リングの固定位置や高さをSOL
に合わせて専用設計! リングおよびベ
ースは共にアルマイトを施したアルミ
切削品となっており、軽量ながらもしっ
かりとスコープをレイルに固定します。
■対応チューブ径:30mm

サイドクランプ スコープマウント
クイックリリース ¥11,800 スクリュー ¥9,800
JAN:【クイックリリース】4571443144386【スクリュー】4571443144393

¥13,800

1inchマウントリング2個セット
各¥1,400

JAN:【Low】4571443140999
【High】4571443140982

ダットサイト「Evil Killer 07」
JAN：4571443133731

¥16,800

●耐衝撃・防水の実物にも装備可能なミルスペック仕様！
●輝度11段階調整可能！●5時間で自動的にOFF！
ピカティニーレール規格！輝度の調整は11段階。
対物レンズにはルビーコートが施された性能重視のハイエンドクラスダットサイトです。
【ルビー
コートとは】太陽光からくる光の反射や、紫外線・赤外線の軽減を行うことで、索敵を行う際の目
の疲れを軽減することができるコーティングです。

High:18mm

High:18mm

Low：14mm

実銃対応

Low：14mm

●1インチ(25mm)径チューブのスコープやダットサイト、光学機器に
使用可能。
●高さもHIGH/LOWの2種類からお好みに合わせて選択できます。
●2ボルトロック マウントリング
●取り付け作業用六角レンチ付属
●30mm径チューブのスコープやダットサイト、光学機器に使用可能。
●高さもHIGH/LOWの2種類からお好みに合わせて選択できます。
●2ボルトロック マウントリング
●取り付け作業用六角レンチ付属

30mmマウントリング2個セット
各¥1,400

JAN:【Low】4571443140975
【High】4571443140968

OPTICAL EQUIPMENT
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MODE-2
CARBON SUPPRESSOR

フラットグレードとは？

FLAT
GRADE

14mm
正・逆ネジ
対応

3種類の素材を駆使したダブルフラットモデルに対し、軽量・ローコストを
コンセプトとした消音素材をチョイス。ローグレードと言ってもその消音力は
なかなかのもので一般的なサプレッサークラスにひけをとりません。

これまで様々なサプレッサーが世に出ては消えていきました。細いもの、太い
もの、長いもの、短いもの、軽いもの、
リアルなもの。ふと、われに帰ったとき、
本当にみんなが求めるものは何だろう? という最も基本的な考えが頭に浮か
びました。 高くてもよく消えるものが欲しい と言う人がいれば かっこ良ければ
あまり消えなくてもいいよ と言う人もいます。又、別の人は そこそこ消えて軽い
ものが欲しい と言うかもしれません。MODE-2はこれまでのサプレッサーを含み
つつも、固定概念にとらわれずブランドスケールをアップさせ、多くのお客様に
喜んでいただけることを目標に立ち上げました。
最高の消音力 を誇るブランドだから出来る高品質をお確かめください。

サプレスウレタン
吸音性の高いコットンを使用する
ことにより、軽量化・ローコストを
実現！
！

NOISE LIMITER

FAT SUPPRESSOR

ノイズリミッター

¥4,800

JAN：4582109582992

これまで企業秘密とされてきたLayLax製ナイツサプレッサーの内部消
音材を1セットにパッケージング。各種サプレッサーに驚異的な消音効果
を移植する、
エポックメイキングなアイテムです。使い方は自由自在。

■サプレッサー スケール比較図
30

25

20

15

10

5

2

3

4

ファットサプレッサー

1

250×30φ

軽くてファット
（太っちょ）なサプレッサー。ハンドガン
から電動ガンまで用途に応じてチョイス出来るよう5
種の長さを用意し、
リーズナブルプライス。スリムと
同じく前後キャップがそのまま正ネジ・逆ネジアダプ
ターになっており、あらゆるGUNに対応するマルチ
なサプレッサーです。

2

200×30φ

3

1

5

軽くてスリムなマルチサプレッサーシリーズがスリ
ムサプレッサーです。ハンドガンから電動ガンまで用
途に応じてチョイス出来るよう5種の長さを用意し、
リーズナブルプライス。前後キャップがそのまま正
ネジ・逆ネジアダプタになっており、あらゆるGUNに
対応します。

￥4,400

100×30φ

5

70×30φ

￥4,000

JAN:4582109582800

￥4,000

JAN:4560329185964

4

3

スリムサプレッサー

JAN:4582109582794

4

2

￥4,800

JAN:4582109582787
150×30φ

SILENCER COTTON
SILENCER PIPE

カーボンファイバー採用によりワンランク上のサプ

メイン・サウンドデッドニング
マテリアル

レッサーが完成。大容量に加え、
カーボンがノイズを吸
収＆分散させ驚くべき消音効果を発揮。他のサイレン

アラウンド・サウンド
デッドニングマテリアル

サーとは一線を画したスタイリッシュなフォルムを実
現しました。全てにおいて
『パーフェクト』
とも言える使

左右の振動を吸収し、アルミと吸音材の
共振を防いでいる。

用感は、あなたを更に次のステージへと導くことは間
違いないでしょう。

カーボンロングサプレッサー

吸音性バツグンの新素材を
使用し、吸音材自体につぎ
めがないのでグルーピンク
もバッチリ！

エンド・サウンドデッドニングマテリアル

JAN:4582109582541

カーボンファイバーを贅沢に使用した大容量タイプサプレッサー。その質感・消音容量は群をぬき"最高級"の名を
欲しいままに。このサプレッサー1本で、貴方のGUNが変貌します。
270×42φ ￥14,800

前後の振動による共振を吸収すると共に
出口の口径を一段サイズおとし、さらに
吸音効果を上げている。

1

250×23φ

2

200×23φ

3

5

￥5,200

JAN:4582109582732

￥4,800

JAN:4582109582749
150×23φ

￥4,400

JAN:4582109582756

4

100×23φ

5

70×23φ

￥4,000

JAN:4582109582763

￥4,000

JAN:4560329185971

M4 QDサプレッサー
JAN:4560329175392

東京マルイ製Ｍ１６＆Ｍ４系等のハイダーに
差し込むだけで、
クイックかつワンタッチ装着
が出来る特殊サプレッサーです。勝つためだ
けに開発し、
実用性を追い求めて製作！１分１
秒を争う様な状況であっても、
タイムロスの
無い着脱が可能です！俊敏かつ前衛を務める
アタッカーや、
スニーキングで前方域を監視
するポイントマンにとって必須アイテムです！

Ｎｅｗサブ・
サウンド
デッドニング
マテリアル
メイン・サウンド
デッドニング
マテリアル

Ｎｅｗ
ダンピング
サウンド
デッドニング
マテリアル

対応機種：
●東京マルイ
16A2/M4A1/R.I.S./SR-16/Sシステム/
M733/M933/M4CRW/SIG552/SOP
MOD M4/CQB-R/M4SOCOM
●MAGPUL PTS MASADA

SHADOW LONG SILENCER

0

ベストセラーとなったナイツサプレッサーを
含む消音性能にこだわったプロフェッショナル
グレード。3種の消音材を巧みに使いわける
ことで、驚異的な消音力を
発揮します。

クイック
脱着

￥5,200

JAN:4582109582770

ダブルフラットグレードとは？

ALUMINIUM PIPE

ELEMENT

M4 QD SUPPRESSOR

14mm
正・逆ネジ
対応

1

CARBON

REAL SUPPRESSOR

SLIM SUPPRESSOR

14mm
正・逆ネジ
対応

DOUBLE
FLAT
GRADE

シャドーロングサイレンサー

183×37φ

エンドサウンド
デッドニング
マテリアル
キャップ

￥11,500

HK SUPPRESSOR-REAL

ファットサプレッサー250
ファットサプレッサー200

FLAT
GRADE

ファットサプレッサー150
ファットサプレッサー100

KNIGHT'S SUPPRESSOR-REAL

ファットサプレッサー70
スリムサプレッサー250

14mm
正・逆ネジ
対応

スリムサプレッサー200
スリムサプレッサー150
スリムサプレッサー100

HK SUPPRESSOR-REAL

KNIGHT'S SUPPRESSOR-REAL CERAKOTE

14mm
正・逆ネジ
対応

14mm
正・逆ネジ
対応

スリムサプレッサー70

シャドーロング サイレンサー

JAN：4571443137678

¥8,800

最大クラスのカテゴリーに属する直径42mm×長さ270mmのビッグサイレンサー！ 内部の消
音材には２種類の日本製Newサウンドデッドニングマテリアルを採用！ 射撃時に発生する高音圧
波動や振動を抑制し、
高音域から低音域の発射音を吸収＆軽減するのは勿論、
それぞれの音域
吸音に特化したマテリアルを効率良く配置する事でバランスの良い消音効果を発揮しています！

消音とは
そ も そ も 消 音 力 とはど

ここでは数多

ナイツサプレッサー リアル
ナイツサプレッサー リアルβ

（Magpul DE）

（β）

（Magpul OD）

ナイツサプレッサーリアル セラコートVer.
Magpul DE/OD/βOD

JAN:4582109589854
JAN:4582109589885

192×35φ

1

各￥12,000

いわずと知れた業界NO,1サプレッサー。4重構造による安定感に加え、知名度・実
績は海外にも多く流通されている程。名実共に当シリーズを牽引する代表的商品
です。もちろん、
正ネジ・逆ネジアタッチメント付属。

ナイツサプレッサーシリーズ
特有のキャップの違いです。

2

（β Magpul OD）

各¥13,800

JAN：
【Magpul DE】4571443135933【Magpul OD】4571443135940
【β Magpul OD】4571443135957

MODE-2最高クラス消音材を使用した、
ナイツサプレッサーリアルにセラコート
Ver.が登場！業界No.1サプレッサーをマグプル仕様のカラーでリリース。
14mm正ネジ・逆ネジ対応 サイズ：192mm×外径35mm

SHORT KNIGHT'S SUPPRESSOR-REAL

1 HKサプレッサー リアル ロング
2 HKサプレッサー リアル

224×42φ

￥9,800

JAN:4582109586303

特殊作戦用の消音サブマシンガンMP5SDシリーズ。その特徴である
サプレッサーをリアルに再現、新開発PSC構造により大型サプレッサー並
みの消音力を実現しました。
146×42φ ￥8,800

■サプレッサー スケール比較図
0

14mm
正・逆ネジ
対応

JAN:4582109586310

ロング化によりHKサプレッサーを超える消音性能を誇ります。

5

10

15

20

25

30

カーボンロング サプレッサー
カーボンサプレッサー
ナイツサプレサーリアル
ナイツサプレサーリアルβ

（ノーマル）

（β）
ショートナイツサプレサーリアル

βキャップタイプ

ノーマルキャップタイプ

装着シルエットを重視したストレートな

実物同様のリアルなシルエットキャップ。

キャップタイプ。

ナイツサプレッサーをはじめ、おなじみ

キャップのくびれがなく、ベた付け感が

のスタイル。

ショートナイツサプレッサー リアル
ショートナイツサプレッサー リアルβ

JAN:4582109589915
JAN:4582109589946

これまで多くのお客様に愛された ナイツ にショートが登場。その見た目の可愛
らしさとは裏腹に、4重構造からの消音力を引き継ぎ、性能もバッチリ。新鮮なシ
ルエットはその使い方も様々です。もちろん、正ネジ・逆ネジアタッチメント付属。

ショートナイツサプレサーリアルβ
HKサプレッサーリアルロング
HKサプレッサー リアル

DOUBLE
FLAT
GRADE

正直に言って︑
ナイ

の協 力 もあり ︑最 先 端 素 材 をサプレッサ
ー 用の素 材として新 型を製 造 ︒驚 異の消
音 力を持つ素 材での〝継ぎ目のない一本も
の〟
のメイン消音パイプが産まれたのであ
る︒しかし料理と同じで︑最高の素材があ
れ ば 最 高 のモ ノ が 出 来 る と は 限 ら な い ︒
それは〝最高の素材〟を〝最高の調理〟して
こそである︒ナイツサプレッサーにおいて
〝最高の調理〟とは〝その素材を使った上で
最も消える状況を生み出す構造設 計 〟を
指 す ︒まず ︑先の〝 最 高の素 材 〟で 出 来た︑
一本 もののパイプに頼 りすぎた 設 計 思 想
とならない事が重 要である︒素 材が良け
れば良い程それに頼ってしまうのだが︑ナ
イツサプレッサー開発の当初からノイズを
〝 吸 収 〟する事に加え︑ノイズを外に〝 伝え
ない〟事 を 念 頭においた 設 計プランを 立
ててい た 開 発 に とって ︑この〝 落 と し 穴 〟
ははじめから無かったのかもしれない︒
具体的には〝一本ものの消音パイプ〟
でノイ
ズを吸 収 ︒ここからもれた〝ノイズ〟をど
う 押 さ え る か だ が ︑よ く 考 え て ほ し い ︒
〝 音 〟は〝振動〟
である︒ここで〝一本ものの消
音パイプ〟を 直 接〝 外 壁 〟に密 着させれば︑
その〝振動〟は外壁を伝って再び〝音〟とな
って 聞 こ えて しま う ︒これでは 内 側 か ら
〝ノイズ〟によって直 接ノックされているよ
うなものだ︒では逆にノックしても〝音〟が
しないものを 間にはさめばいいのでは？
と 考 えた 上で 考 案 されたのが ︑メインパ
イプを360度フローティングさせる〝3
重構造〟
である︒
この〝3重構造〟をなくしてナイツサプレ
ッサーは語れずと言えるし︑
これで初めて
〝 最 高の素 材 〟を〝 最 高の調 理 〟した〝 最 高
の一品〟を産み出したと自負するのである︒

SUPPRESSOR

サプレッサー

ツサ プ レッサ ー の 価 格 は 他 の 製 品 に 比
べて一線を画しているように見える︒
しかし︑これは先 程 書いた〝一本ものの消
音パイプ〟を維持する為であり︑強いて言
えば〝 最 強の消 音 力の証 〟なのである︒当
社 内 において も ︑
﹁これを 超 える 製 品
を！﹂という声が無かった訳ではない︒が
現 状において︵ 他 社 製 品も含めた として
も︶未だ〝超えた〟と 言い切 る 事の出 来 る
モノがないと 言 う 事 実は︑いかに開 発 当
初のデザインコンセプト・設計思想が優れ
ていたかと 言 う 事の表れである ︒非 常に
長くなったが﹁でも本当に消えるの？﹂と
思われるであろ う し ︑ここでそれを 答 弁
しても始まらない︒
〝百聞は一見にしかず〟とはよく言ったもので︑
私 自 信 ここで そ の 言 葉 を 借 り た い と 思
う︵実際には聞くのだが︶︒
ぜひ店頭やフィールドでその
消 音 力 を 体 感 し てい た だ き
たい ︒私 には ︑数 年の 年 月 を
費 や し た 開 発 陣の 声 が 聞 こ
えそうでならない︒
﹁ 超えられるものなら超えて
みろ！﹂と・
・
・︒
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業界随一の技術を誇るLayLaxが贈る驚異の消音力 !!!
本当に消える サプレッサーを求めるなら迷うことはないはず。

ういう ものを 表 しているのか ︒まず 手 持
ちの国語辞典を調べてみる︒
〝しょうおん
﹇ 消 音 ﹈︵ 名 ︶
エンジンの爆 音︵バクオン︶や︑
ピストルの音などを・出さないように︵ 小
さく︶すること︒〟とある︒大 筋 ︑考えてい
たものと違わないようだ︒ただ︑現実問題
として ︑エアガンか ら B B 弾 を 発 射 す る
際の音を無にすることは不 可 能だ ︒完 全
で は ない もの に 対 し て 最 善 を 求 め る と ︑
まずその方向性を定めることが必須とな
るが ︑この場 合ではどう 目 標 を 定めるか ︒
サプレッサーの使 用 状 況をよく考えてみ
よう ︒あなたはなぜ ︑サプレッサーを使用
しようと思ったのだろう︒映画で見てあこ
がれた人もいるだろうが︑多くの人がサバ
イバルゲームにおいて敵から発見されずに
一方 的に倒したいと 考えたからだと 思 う ︒
では︑その状 況は？まず その距 離 ︒
一般 的
に計測器で発射音を機械計測する距離は
約 0 〜 2 m ︒しかし実 際は2 m 以 下で発
射すればどんな銃を使用してもH I T さ
せ るこ と は ま ち がい ないので ︑見つかる
見つか らないの問 題ではなくなる ︒普 通
多くおこりえる距離は5m以上ではない
だろうか︒とすると︑計測においてもその
距 離での計 測 をすべきと 考 える ︒また 冒
頭に述べたように完全に消音出来なけれ
ばどの音︵音域︶を消すのか？万が一︑発射
音 が 対 象 者に聞 かれた 場 合 ︑音は聞こえ
たとしてもその正確な位置がわからなけ
ればそれはある意味〝消えた〟とは言えな
いだろう か ︒また 実 際に発 射 音 を 聞 くの
は〝耳〟
であり︑〝計測器〟
ではない︒計測器
を使 用 す る の は 音 を 数 値 化 し た い と い
う 理由からであろうが︑やはり人間の〝耳〟
で聞 くことを 無 くしては実 際に〝 消える 〟
のか ど う かはわからない︒計 測 値の結 果
よりも︑100人が100人共﹁静か﹂と
言えばそれは消えるのであり︑2 本 を 聞
き比べて意見が50対50となるようで
あればそれは
﹁同じ﹂
なのである︒と言う事
は︑
人間にとって〝聞こえやすい〟または気
になる音が小さいものが〝良い〟のではな
いのか︒
以上の点を考慮した上で︑サプレッサーは
① 5 m 以 上の距 離から︑② 複 数の人 間の
耳で聞き比べて︑選ぶべきだと考える︒

くの ゲ ーマ ー た ち に 支 持 さ れてい る
2製サプレッサーから︑その筆頭
MODEであるナイツサプレッサー を 取り上げて
その構 造を検 証しようと思 う ︒まずはそ
の素材である︒サプレッサーにおいて最も
重視しなければならないメイン消音材だ
が︑開発者はこの素材選考において︑実に
2 年の時 間を費やした ︒2 年という 時 間
を ど う 受 け と ら れ る か は わ か ら ない が ︑
ありきたりのそこそこ〝消える〟消音材を
作 るのであれば ︑これ程の時 間 は 必 要 あ
るはずもない︒開発担当者はその当時︑
ま
だ公に知られない最 先 端 素 材をふとした
事で目にしたのだ が ︑その素 材は何 と 言
うもので︑どこで作られているのかも見当
がつかなかった︒
普通ならこの時点で諦めてしまいそうな
ものだ が ︑考 え られる 限 りの 手 をつく し
遂にそのメーカーを探し出してしまったの
である︒そ れ に 意 気 投 合 し た メ ー カ ー
側 担 当 者︵ メ ー カ ー 名 は 明 か せ ない が ︑
みなさんも御存知の一流メーカーである︶

YOUTUBEの
LayLaxオフィシャル
ページにてサプレッ
サーの消音効果を
検証した動画が
ご覧いただけます！
！

なぜ消えるのか

あなたのサプレッサーは本当に消えますか？

（ノーマル）

MP7A1 QDサプレッサー

GOODです。
113×35φ

各￥7,800

SCAR−SDサプレッサー
M4 QDサプレッサー

SUPPRESSOR
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GHOST GEAR
BK

GY

メンズ コンバットシャツ GEN2 BK

￥6,800

メンズ コンバットシャツ GEN2 GY

￥6,800

JAN：
【S】
4571443146076
【M】
4571443146083
【L】
4571443146090

JAN：
【S】
4571443146106
【M】
4571443146113
【L】
4571443146120

メンズ コンバットシャツ GEN2 MC

￥6,800

メンズ コンバットシャツ GEN2 JSD

￥6,800

JAN：
【S】
4571443146137
【M】
4571443146144
【L】
4571443146151

JAN：
【S】
4571443146168
【M】
4571443146175
【L】
4571443146182

7パネルメッシュキャップ＜JSDカラー＞
¥3,800
JAN：4571443142009

BDU
（battle dress uniform）
・ゴーグル・グロ-ブ・ベスト・バックパック・
・
・etc.
これら現代兵士のヨロイとも言える個人装備。
その内容は作戦地域・作戦内容・部隊・役割・期間等、
多くの要素に左右され、
その多くの要素に対応した装備をチョイスしていかなくてはなりません。
誤った選択は作戦そのものの成否も左右しかねず、更に最も大きな代償をも払わねばならない
事態まで引き起こします。GHOST GEARはこれら個人装備の中でも繊維系を中心に、
機能的でリアルな商品開発を心掛けていきますので、
あなたのゲームライフの
充実にお役立てください。もう 勝てばいい だけのゲームは終わりです。

胴体部への装備着用を前提にしたハードユースに対応するコンバットシャツ
です。袖やエリ部は抜群の引き裂き強度と耐摩耗性を誇る生地を採用。胴
体部は吸水速乾生地を使用し、装備着用の際も快適に使用できます。更に
立体縫製を行った肘パッドポケットを搭載し、過酷な森林フィールドから
CQBまで様々な環境で活躍します。

●女性サバゲーマーにもオススメ！
●サバイバルゲームやタウンユースで大活躍！
●7パネルメッシュキャップはオールシーズン使え
るアイテム！
●両サイドには通気性の好いメッシュ素材を使用。
●フラッグパッチ用ベルクロ
（マジックテープ）
付

腕部 コットン100%
胴体部 ポリエステル100%

メンズ コンバットパンツ GEN2 BK

MC

￥9,800

JAN：
【S】
4571443146199
【M】
4571443146205
【L】
4571443146212

JSD

メンズ コンバットパンツ GEN2 GY

￥9,800

JAN：
【S】
4571443146229
【M】
4571443146236
【L】
4571443146243

メンズ コンバットパンツ GEN2 MC

￥9,800

JAN：
【S】
4571443146250
【M】
4571443146267
【L】
4571443146274

メンズ コンバットパンツ GEN2 JSD
コルセットリグ シャープ
（コンパクト）

BK

JAN：
【BK】
Compact 7size 4571443141354
Normal 9size 4571443146830
JAN：
【JSD】
Compact 7size 4571443141354

JSD

ストレッチパネル部 ポリエステル93% PU7%
本体部 コットン100%

JSD

ゴーストギア＆アグレッサーグループ コラボ
3ピースモールパッドベルト
BK/TAN 各¥8,800 JSD ¥9,200

JAN：
【BK】
（S-M）
4571443140425（L-XL）
4571443140449
【TAN】
（S-M）
4571443140432（L-XL）
4571443140456
【JSD】
（S-M）
4571443141422（L-XL）
4571443141439

JSD

MC

抜群の運動性を実現するニーパッドポケットを搭載したコンバットパンツで
す。本体の主要生地は引き裂き強度と耐摩耗性を誇る生地を採用。
人間工学に基づき関節部に配された伸縮生地は卓越した運動性を実現しま
す。更にソフトニーパッドやニーキャップを収納できるニーパッドポケットを
搭載。過酷な森林フィールドからCQBまであらゆる環境で活躍します。
両サイドウエストにはゴム入り、ベルクロテープで調節可能。

●女性サバゲーマーにもオススメ！
●サバイバルゲームやタウンユースで大活躍！
●インナーには通気性の好いメッシュ素材を全周に使用。
●ハット内部には地図等を収納する為のマップポ
ケットもあります。
●つばの両サイドボタンを留めると、テンガロン
ハット、
ウエスタンハットのようなスタイルにする
事ができます。

女性サバゲーマーからのご要望にお応
えしたコルセットリグです。新規設計の
形状でしっかりしたバストメイクが行
え、強いシェイプはさらに美しいシル
エットラインを演出します。さらに背面
は角を無くし丸いエッジとすることで背
中を美しく見せ、編み込んだパラコード
はサイズ調整が可能です。MOLLEシ
ステムに対応しておりマガジンポーチ
などの各種アイテムの拡張も可能で
す。かつてないほど女性を意識した、セ
クシーなシルエットを強調できるコル
セットモチーフのオリジナルリグです。
MOLLEシステムも採用され拡張性は
備えるものの、MOLLEテープはデザイ
ンを優先してあえて最小限に抑えて配
置されたファッショナブル&ライトウェ
イト。背中は、パラシュートコードの 編
み上げスタイルですので、サイズ調節
が自由に可能。後姿をセクシーに演出
します。肩ひもの長さも調節可能。

￥9,800

JAN：
【S】
4571443146281
【M】
4571443146298
【L】
4571443146304

メッシュバケットハット＜JSDカラー＞
¥4,200
JAN：4571443141996

BK¥8,800 JSD¥9,800

BK

●運動性と拡張性を両立したロープロファイル形状！
●サイズ調整幅を広げる3ピース構造を採用！PALSに対
応したナイロンウェビングによりレッグパネルやレッグホ
ルスターを取り付ける事も可能。
●S-M
（約65〜85cm）●L-XL
（約90〜120cm）

TAN

レディース コンバットシャツGEN2/MC ￥6,800

BK

JAN：
【S】4571443146311
【M】4571443146328
【L】4571443146335

JSD

レディース コンバットシャツGEN2/JSD ￥6,800
ゴーストギア＆アグレッサーグループ コラボ
ドロップレッグパネル GEN2
BK/TAN 各¥6,800 JSD¥7,200

JAN：
【S】4571443146342
【M】4571443146359
【L】4571443146366

女性サバゲ―マーの皆様お待たせしました。
ゴーストギアより、女性サバゲ―マーの方々からのご意見を取り入れて再設
計した新型レディースBDUシャツ。胴体部への装備着用を前提にしたハード
ユースに対応するコンバットシャツです。袖やエリ部は抜群の引き裂き強度
と耐摩耗性を誇る生地を採用。胴体部は吸水速乾生地を使用し、装備着用
の際も快適に使用できます。更に立体縫製を行った肘パッドポケットを搭載
し、過酷な森林フィールドからCQBまで様々な環境で活躍します。

MC

TAN

JAN：
【BK】
4571443140487
【TAN】
4571443140494
【JSD】
4571443141453

腕部 コットン100%
胴体部 ポリエステル100%■カラー/サイズ/JAN:

●ゴーストギア＆アグレッサーグループ コラボ商品
●軽量で防ぎ激しい動きに追従するレッグパネル！
●『バイトマグシリーズ』
を組み合わせることで更
なる戦術的行動を実現！

GHOSTGEAR FIBER EQUIPMENT
COMBAT SHIRT GEN2 COMBAT PANTS GEN2

JSD
MC
レディースBDU♯（シャープ）スリムフィットジャケットMC
￥7,000
JAN：
【S】4571443145611

【M】4571443145628
【L】4571443145635

レディースBDU♯(シャープ) [パンツ] MC
￥8,000
JAN：
【S】
4571443145673

【M】
4571443145680
【L】4571443145697

JSD

レディースBDU♯（シャープ）スリムフィットジャケットJSD
￥7,000
JAN：
【S】4571443145642

BK

JAN：
【BK】4571443140463【TAN】4571443140470【JSD】4571443141446

BK

【M】4571443145659
【L】4571443145666

TAN

ゴーストギア＆アグレッサーグループ コラボ
2ウェイハイキャパシティーポーチ
BK/TAN 各¥7,800 JSD¥8,200

TAN

レディースBDU♯(シャープ) [パンツ] JSD
JAN：
【S】
4571443145703
￥8,000
【M】
4571443145710
【L】
4571443145723

前面太もも部のモールパネルをアクセントに、股上を浅くスキニーの様にすっきりとした美脚スタイルを実現。更に脚部には膝パットポケットを配しており膝
パットの挿入が可能。上下セットで着るのはもちろん、それぞれ単品使いでシンプルなアイテムと着合わせることで様々なアレンジが楽しめます。
ウエスト部はジッパー&ベルクロテープ仕様なので、手袋をしたままでも着替えが楽に行えます。

AA-12用ドラムマガジンを始め大型
ボックスマガジンやドラムマガジンの
収納を目的として設計。ポーチ上部の
防水処理されたフラップ
（外蓋）
は、大
型のドラムマガジン等をしっかり保持
します。またフラップを取り外しダンプ
ポーチとしても使用可能。巾着状の内
蓋で内容物の脱落を防止します。本体
に付属のポーチ用スリングとバンドを
取り付ける事で、単独でレッグポーチ
にもなる2way仕様です。

BK

TAN

全長：約128cm/幅：38mm

シュマグ AK（TAN/BK）/M16（OD/BK）/SKULL
（WH/BK）/SKULL SWORD（BK/WH）各¥2,800
JAN：
【AK】
TAN/BK 4560329187524
【M16】
OD/BK 4560329187531
【SKULL】
WH/BK 4560329187548
【SKULL SWORD】
BK/WH 4560329187555

特殊部隊・PMCスタイルに欠かせない シュマグ 。
パキスタン製の現地産実物仕様。サイズ：約１０８ｃｍ
×１０８ｃｍ 素材：コットン65%/ポリエステル35%

ハードBDUベルト BK/TAN

各¥1,800

JAN：
【BK】
4571443135407
【TAN】
4571443135414【RG】
4571443135421

バックルは耐衝撃性、耐摩耗性、引張強度、自己潤滑
性、耐寒耐熱温度（−40℃〜120℃）等の優れた性能
を持つ、日本製POM素材を使用。本体性能も、あらゆ
る過酷な条件下でも緩まない信頼性から、日本の各公
的機関でも採用されています。ベルト部は、LayLax独
自の特殊な織製法と日本製ナイロン素材を採用する
ことで、しっかりした芯を持ちながらも、しなやかで
フィット性が高く、体への負担が少ないのが特徴です。

プロテクションハードガンベルト

各¥4,800

JAN：
【BK】4582109589472
【TAN】4582109589281【MC】4571443141606

重量負担を分散軽減するプロテクションパッド付
デューティーベルト。高硬度芯材をベルト内部にイ
ンサート。重装備装着時でもヨジれず、
タワミませ
ん!! 激戦でのズレを防止!! ベルトとパッドの接合
部はベルクロを全周に配置・安定した装着が可能
です。

MC
レディース キュロットスカート

￥4,500

JAN：
【M】
4571443154293
【L】
4571443154309

Ladies Culotte skirt WL
JAN：
【M】
4571443154316
【L】
4571443154323

サバイバルゲームでのコーディネートの幅を広げる
キュロットスカートです。BDU生地なのでカジュアル
でありながらしっかりとミリタリー感を演出できま
す。総プリーツで動きやすく、
レギンスやタイツなど
と組み合わせることで、幅広い用途・季節に対応しま
す。幅1.5インチ(約38mm)程度のベルトにも対応
する大きめベルトループを備えておりファーストライ
ンのセットアップも可能です。ローウエストタイプで、
ガンベルトにマガジンポーチやホルスターなど装備
をつけても動きの妨げになりにくい、女子サバゲー
マーのために設計されたキュロットスカートです。

WL

41

FIBER EQUIPMENT

MC

WL

タクティカルサイドジッパーブーツ BK 各¥7,800

タクティカルサイドジッパーブーツ TAN 各¥7,800

マーカーパッチ

JAN：
【22cm】
4571443139894
【23cm】
4560329174180
【24cm】
4560329174197
【25cm】
4560329174203
【26cm】
4560329174210
【27cm】
4560329174227
【28cm】
4560329174234
【29cm】
4560329174241

JAN：
【22cm】
4571443139887
【23cm】
4560329174111
【24cm】
4560329174128
【25cm】
4560329174135
【26cm】
4560329174142
【27cm】
4560329174159
【28cm】
4560329174166
【29cm】
4560329174173

JAN：4560329170489

●サイドジッパー仕様によりブーツの脱着がスピーディ！
●SWAT系装備にもベストマッチ！

¥1,800

このマーカーパッチは、
ゴーストギアBDU・ヘッド
ギア対応型で、BDU両腕上腕部・ブーニーハット・
コンバットキャップ後部に取り付ける仕様となって
います。激戦時でのズレや腕の圧迫感を解消する
為にベルクロ仕様となっており、
パッチ感覚で瞬時
に取替えが可能です。セット内容：イエロー大パッ
チ×2枚、
イエロー小パッチ×3枚、
レッド大パッチ×
2枚、
レッド小パッチ×3枚

タクティカルグローブ タイプＭ BK
（XS/S/M/L/XL）
各¥2,800

タクティカルグローブ タイプＭ TAN
（XS/S/M/L/XL）
各¥2,800

JAN：
【XS】
4560329187289
【S】
4560329187166【M】
4560329187173
【L】
4560329187180【XL】
4560329187197

JAN：
【XS】
4560329187296
【S】
4560329187203【M】
4560329187210
【L】
4560329187227【XL】
4560329187234

伸縮性に優れた素材で、
ジャストフィット。小さな手の女性にもうれしいXS（レディースサイズ）
もご用意。
手の甲部分はラバー素材なので伸縮性にすぐれ、
疲労感を軽減してくれます。
また、
手のひら部分には合成皮革を使用し確実なグリップ力を実現します。

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

FIBER EQUIPMENT
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黒の装備に身を包む、
LayLaxのおすすめ
BLACKアイテム！
！
！
！

固定方法
【BK】
スナップタイプ
【TAN】
【MC】差し込みタイプ

M4/16ダブルマガジンポーチ

各¥2,300

JAN：
【BK】
4560282762233
【TAN】
4560282762226
【MC】
4560282762202

JAN：
【BK】
4560282762196
【TAN】
4560282762189
【MC】
4560282762165

MOLLE対応ダブルライフルマガジンポーチ。ポーチは
全てベルクロ・フラップ開閉式による素早いマガジンチェ
ンジを行うことができます。収納数:M4/16系
（各2×2）
計4本、
又はM14/AK/G3/G36/SIG/
ステアー系
（各1×2）
計2本、
MP5系
（各3×2）
計6本

ダンプポーチ

M4/16シングルマガジンポーチ 各¥1,800

MOLLE対応シングルライフルマガジンポーチ。ポーチ
は全てベルクロ・フラップ開閉式による素早いマガジン
チェンジを行うことができます。収納数:M4/16系
（各2×1）
計2本、
又はM14/AK/G3/G36/SIG/
ステアー系
（各1×1）
計1本、
MP5系
（各3×1）
計3本

各¥3,000

2011ユーティリティーポーチ

JAN：
【BK】4560282761243
【TAN】4560282761236【MC】4560282761212

JAN：
【BK】
4560282762356
【TAN】
4560282762349
【MC】
4560282762325

使用済みマガジンを瞬時に収納。出し入れしやすいオー
プンスタイルの開口部。未使用時はコンパクトに収納
可。
ドローコード仕様で開口部の開閉が可能。ストラップ
裏側はベルクロ仕様で、ベルト装着時のズレを解消。
MOLLEタイプのモジュラーベルトに装着可能です。

各¥2,000

フラッシュライト・バッテリー等、様々な小物を収納な
ユーティリティーポーチ。フロントパネルはモジュラー仕
様で追加装備が可能です。
サイズ：タテ20×ヨコ11cm

M4/M16オープントップマガジンポーチ ダブル
各¥2,500

ダブルショートマガジンポーチ
BK/TAN 各￥2,200 MC ￥2,600

JAN：
【BK】4571443143976【TAN】4571443143983
【MC】4571443141620

JAN：
【BK】4571443141576
【TAN】4571443141583【MC】4571443141590

シングルショートマガジンポーチ（2個入）
BK/TAN 各￥2,200 MC ￥2,600

オープントップでスムーズなマガジンチェンジ。バンジー
コードのテンション調節でAKマガジンにも対応。フロン
トに配置したPALSウェービングによりMOLLE対応
ポーチが増設可能。サイズ（ポーチ1個分）
：高さ約
15cm×幅約9cm×奥行き
（厚さ）
約3cm

●ハンドガンマガジン用ダブルポーチ ●ダブル/シング
ルカラム対応 ●ベルクロ・フラップ開閉式による素早い
マガジンチェンジを行うことができます。マガジン収納
数:ガバメント系シングカラム（各2×2）計4本、又は
M92F系・ハイキャパ系ダブルカラム
（各1×2）
計2本

●ハンドガンマガジン用シングルポーチ ●ダブル・シン
グルカラム対応 ●ベルクロ・フラップ開閉式による素早
いマガジンチェンジを行うことができます。マガジン収納
数:ガバメント系シングカラム（各2×2）計4本、又は
M92F系・ハイキャパ系ダブルカラム
（各1×2）
計2本

7.62mm用マガジンポーチ ダブル

2wayアジャストレッグホルスター

ビッグサイズマガジンポーチ
（AK/ファットマガジン/AA-12対応）各¥2,800
JAN：
【BK】
4571443135780
【TAN】
4571443135797
【MC】
4571443135810
東京マルイから発売予定の電動ショットガンAA-12用マ
ガジンポーチ！その他AKやファットマガジン等幅広いビ
ッグサイズマガジンにも対応！
サイズ 外寸：約88×183×40mm、内寸：約×142×36mm

ガーミンポーチスタイル・バッテリーホルダー
JAN：
【BK】
4571443133786
各¥2,200
【TAN】
4571443133793

カスタム電動ガン等でバッテリーを外付けするのに便利
なゴムストラップ仕様なので取り付け場所に困りませ
ん。GPS機器「GARMIN」
を収納するポーチをモチーフ
にしたバッテリーポーチなので、M4シリーズのストック
部に装着しても違和感がありません。

￥3,000
JAN：
【RG】
4571443131584
【MC】/4571443131591【BK】/4571443131560
【TAN】/4571443131577
スタンダードなフラップタイプのマガジンポーチ。
SCAR-HやM14、G3タイプの大型口径7.62mm弾使
用アサルトライフル用のマガジンポーチです。
背面はモール式となっており、
好きなベストやガンベルト
に装着が可能です!!

グレネードポーチ

各¥2,000

JAN：
【BK】
4560329185568
【TAN】
4560329185988
40mmカートが1本収納可能なグレネードポーチ。
底部にはエクステンションゴムを配置。カート先端を保護
します。フラップはベルクロでの取り付けを採用！カート
の他にもサプレッサー等の収納にも最適。フラップも2
つのボタン＋ベルクロで微妙な長さの調節もOK！

JAN：
【BK】4571443141545
【TAN】4571443141552【MC】4571443141569

satellite
クールネックゲイター
￥2,700

satellite
トップメッシュバラクラバ
￥3,000

GHOST GEAR
M4/M16オープントップ
マガジンポーチ ダブル
BK ¥2,500

BATTLE STYLE
バイトマグM4/M16
クイックマグホルダー
BK ¥2,800

JAN：4571443143976

JAN：4571443135278

GHOST GEAR
シングルショートマガジンポーチ
(2個入) BK ¥2,200

GHOST GEAR
ダブルショートマガジンポーチ
BK ¥2,200

JAN：4571443141545

JAN：4571443141576

GHOST GEAR
M4/16ダブルマガジンポーチ
BK ¥2,300

GHOST GEAR 7.62mm用
マガジンポーチ ダブル
BK ¥3,000

JAN：4560282762233

JAN：BK /4571443131560

JAN:4571443151148

JAN：
【BK】4560282764435
各¥3,800
【TAN】4560282764411【MC】4560282764428

JAN:4571443135865

標準的な大きさのM92やHi-CAPA
（ハイキャパ）
シリー
ズはもちろん、
比較的小型のグロッグシリーズ、
大型のデ
ザートイーグルなど幅広くカバーします。また、装着ポジ
ションはガンベルトに取り付けてウエストサイドやヒップ
バック、更にレッグに取り付ける為の機構も標準装備で、
ひとつで何役もこなします。

スパイラルピストルランヤード

¥1,800

JAN：
【BK】4560282763896【TAN】4560329182055
サバイバルゲーム中で不意な脱落による紛失を防止す
る事はもちろん、
ガンの落下によるダメージを軽減して
くれます。本体側の取り付けはフックになっており、簡単
に取り外しができます。また、装備取り付け側には幅
45mmのベルトにまで対応しており、身長に合わせて任
意のポジションに装着していただければガンが地面に激
突する事もなくなります。

BATTLE STYLE

ライトウェイト
バンダリア
￥7,800

JAN 4571443131560

ゴーストギア ＆ アグレッサーグループ コラボレーション
GHOST GEAR
＆ アグレッサーグループ コラボ
3ピースモールパッドベルト
●運動性と拡張性を両立した
ロープロファイル形状！●サイ
ズ調整幅を広げる3ピース構
造を採用！PALSに対応したナ
イロンウェビングによりレッグ
パネルやレッグホルスターを
取り付ける事も可能。
● S-M
（約65〜85cm）●L-XL
（約90〜120cm）

GHOST GEAR ＆ アグレッサーグループ コラボ
2ウェイハイキャパシティーポーチ

BK

大型ボックスマガジンやドラムマガジンの収納を目的と
して設計。ポーチ上部の防水処理されたフラップ
（外蓋）
は、
大型のドラムマガジン等をしっかり保持します。
また
フラップを取り外しダンプポーチとしても使用可能。巾
着状の内蓋で内容物の脱落を防止します。本体に付
属のポーチ用スリングとバンドを取り付ける事で、
単
独でレッグポーチにもなる2way仕様です。
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※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

●軽量で激しい動きに追従する
レッグパネル！
●
『バイトマグシリーズ』
を
組み合わせることで
更なる戦術的行動を実現！
BK ¥6,800

BK¥7,800

BK ¥8,800

JAN：
（S-M）4571443140425（L-XL）4571443140449

GHOST GEAR
＆アグレッサーグループ コラボ
ドロップレッグパネル GEN2

JAN：4571443140487

BK

JAN：4571443140463

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

BK
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BATTLE STYLE
LIGHTWEIGHT BANDOLIER

LIGHTWEIGHT CHEST RIG

ライトウェイト バンダリア

BK/TAN 各¥7,800 JSD ¥8,800

ライトウェイト チェストリグ

BK/TAN 各¥5,800

■素材:500デニールナイロン・ラバークロス
・CORDURA(コーデュラ)ナイロン使用

●たすき掛けで着用できる、MOLLE
プラットフォーム!
●軽量でバイトマグとの親和性を追求!
●ストックを使っての射撃が可能!
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サバゲー

必須装備！

ラバークロス部

●ハンドガンマガジン用のバイトマグ!!

ガス
ハンドガン
用

1個入り 各¥2,500、2個入り 各¥4,500
■対応機種：各種中型オートハンドガン マガジン（Hi-CAPA、M92F、
P226、
シングルガバメント クラス ※電動ハンドガン系は不可）
1個入

JAN：
【BK】4571443139016
【DE】4571443139023
【RG】4571443139030

2個入

JAN：
【BK】4571443139047
【DE】4571443139054
【RG】4571443139061

DE

AK
7.62

RG

●脱落防止！独特の「クリック感」●優れたドロースピード＆タクティカルリロード！

お得なスターターセット

当製品はサバイバルゲームに特化した、軽量・高機能・ファッ
ション性の3要素をコンセプトに作られたチェストリグです。
胸部のパネルには、左面から順に中央にかけて2連オープ
ントップマグポーチを標準装備。(※2連オープントップマグ
ポーチの脱着はできません)右面側はMOLLE規格に対応
した軽量なラバークロス製のパネル仕様なっており、お好
みに応じてポーチを増設できます。
胸部のパネルにフロントジップを採用することで、容易な着
脱を実現しています。
※フロントジッパーはプレイ中の開放を防ぐため、上から下
へジッパーを閉めるリバースタイプとなっています。
これにより従来より約3.5倍(※当社従来品比)ジッパーの
開放を防ぐことが出来るようになっています。
背面にはクロスしたハーネスを保持する為、
スタイリッシュ
なホルダーを設置。
特徴的なホルダー部には面ファスナーを備えており、お好
みのパッチを背面に貼り付けることができます。

JAN：
【BK】4571443145550【TAN】4571443145567

ガントレット ￥5,500

●腕部での装備拡張を可能にする新カテゴリー装備
●ダイヤルロックが快適なフィット感とスピーディーな着脱を実現!
●椀部との接地面にはグリップクロス採用し安定した装備位置を維持。

1個入り 各¥2,800
■対応マガジン：各種AK/SCAR-H/G3/ステアー
M14 クラス マガジン

用

バトルスタイルから新カテゴリーとなるガントレット装備です。
通常のコンバットギアの様にMOLLEを使用した装備の拡張が可能。
サイズ調整が容易に行えるダイヤルロックシステムを採用。
女性や腕の細い方から体格の良い男性までクイックに安定した装着が
可能となります。

JAN：
【BK】4571443140692【DE】4571443140708
【RG】4571443140715

各¥2,800

バイトマグM4/M16クイックマグホルダー1個とハンドガンクイックマグホルダー2個入

バンダリアのように袈裟掛けできるスタイリッシュな
MOLLEベストをコンセプトとして開発いたしました。
MOLLEを配したフロントパネルは、当社製のM4バイト
マグを逆付けできる事を前提に設計し親和性と使用感は
抜群です。ショルダーパッドやベルト基部にラバークロス
を採用。シューティングフォームの安定にも貢献します。2
本のサポーターを使うことで激しい動きにも追従して
様々な体型にフィットします。

●AK等ビックサイズマガジン用!!

JAN：
【BK】4571443135278【DE】4571443135285【RG】4571443135292

■対応機種：M4/M16系マガジン [クリック感対応]:東京マルイ 次世代M4系マガジン

JAN：
【BK】4571443142627【TAN】4571443142634
【JSD】4571443142641

GAUNTLET

バイトマグAK/7.62クイックマグホルダー
BK

フルカバーのチェストリグやベストは暑苦しくて嫌だけど、
必要最低限のマガジンや装備も身に着けたい!という方に
おススメ! 全面/背面を合わせ、腰回りに装備を配置する
場合よりも多くのポーチを装着出来ます! マガジンポーチ
を装着した場合は斜めにアングルが付くので、取り出しが
スムーズに行える! 肩とサイドに設けられたクイックリリー
スバックルにより、着脱もスムーズに行えます! 緊急時に
は装備1式をパージして、
さらに身軽になる事も可能。

バイトマグハンドガンクイックマグホルダー

M4系
用

バックパネル

ラバークロス部は銃のストックを肩あてしやすく、ショル
ダーパッドには厚手のクッション材を入れており、肩部の
負担を軽減します。
バックパネルはMOLLEシステム対応で拡張も思いのま
まに使用できます。ベルクロベース装備でパッチの取り付
けも可能。

ー!!
ダ
ル
ホ
ン
ジ
ガ
マ
る
1番売れて

バイトマグM4/M16 クイックマグホルダー

ショルダーパッド

●女性も男性も使える
フリーサイズ！
●本体重量
295ｇの超軽量仕様！
●着脱を簡単に行える
フロントジッパー式！
●2連オープントップ
マグポーチが標準装備

BITE MAG GRADE UP OPTION

椀部を起点とした
MOLLEシステム使用
の装備拡張が可能

TAN

スムーズかつ安定した装着を可能にするダイヤルロックシ
ステムを採用。本体を腕に通し、ダイヤルを押し込み
『カチッ』
と音が鳴れば時計回りに回してワイヤー
を締めてください。
カチ
ッ！

バイトマグシリーズ ベルクロシール
M4/M16用 3枚セット BK/TAN
JAN：
【BK】4571443139337 各¥1,500

バイトマグ
ベルクロシール付

本体を外す際はダイヤル
を手前に引いてください。
『カチッ』と音が鳴ればワ
イヤーが緩みます。

【TAN】4571443139344

BK

バイトマグ クイックマグホルダーセット
（M4/M16用×1個+ハンドガン用×2
個）BK/DE/RG 各¥7,000

RG

JSD

●バイトマグ専用のフラップ(開閉式カバー)
●常に開口状態にしてスピードリロードを行えます。
●付属のベルクロシールには信頼の3M製を使用。

Other Colors
DE

電動ハンドガン用マガジンキーパー使用例

↑※バイトマグ本体は別売りです。

JAN：
【BK】4571443137968
【DE】4571443137975
【RG】4571443137982

バイトマグフラップ BK/TAN 各¥1,580、JSD ¥1,680
JAN：
【BK】4571443142658【TAN】4571443142665
【JSD】4571443142672
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各¥7,800

ショットガンシース ミドル for ブリーチャー

各¥7,800

JAN：
【BK】4571443133908【TAN】4571443133915
【RG】4571443133922

JAN：
【BK】4571443132000【TAN】4571443133014
【RG】4571443133021

刃物の鞘
（シース）
をイメージした抜き易く洗練されたデザイン。
H＆K MP7A1専用設計のマシンガン ホルスター。
豊富な付属パーツがマルチな装着を生み出す。
セミハード＆クッション材を使用し素早い出し入れが可能！

●東京マルイM870ブリーチャー専用設計!
●豊富な付属パーツがマルチな装着を生み出す!!
●セミハード&クッション材を使用し素早い出し入れが可能!
ベルト3種・モールベルトなど豊富な付属パーツで、背中・腰・脚・タク
ティカルベストなどマルチな装備が可能!

SURVIVAL GAME NEW STYLE GEAR

シングルショートマガジンポーチ
使用例

腕部との接地面にはグリップクロス採用。
安定した装備位置を維持。

JAN:4571443155054

ハンドガンバイトマグ用 ベルクロシール
各¥1,300
3枚セット BK/TAN

PERFORMANCE SHIRT

パフォーマンスシャツ

BK/FG、TAN、GY/BK 各¥4,900

JAN：
【BK】4571443146588
【TAN】4571443146595

BK/FG

コンパクト マシンガン シース for MP7A1

カリ
カリ
ッ

カチ
ッ！

TAN

GY/BK

●身体にタイトフィットして、運動機能に優れるシルエット
●ボディー生地に軽量でシワになりにくい吸水速乾生地を使用
●快適なスリングワークを実現するスタンドカラー
●温度調整を可能にするフロントジップ
●胸元にサングラスホルダーを標準装備
●刺繍が入ったソフト素材のベルクロパッチベース
BK/FG JAN：
【S】4571443147295【M】4571443147301【L】4571443147318【XL】4571443147325【XXL】4571443147332
TAN JAN：
【S】4571443147349【M】4571443147356【L】4571443147363【XL】4571443147370【XXL】4571443147387
GY/BK JAN：
【S】4571443147394【M】4571443147400【L】4571443147417【XL】4571443147424【XXL】4571443147431

SURVIVAL GAME NEW STYLE GEAR
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SATELLITE
BK

ベルトを
ワンタッチ
着脱！

スリングやゴーグル等のユーザー自身が
身に着けるアイテム、ターゲットやガン
ケースなどのサポートアイテム、BBボトル
や弾速器といった必要必需品までをサ
ポートするサバイバルゲームを楽しむ全て
の人々をバックアップするブランドです。

BK

左右兼用！

サイドスリングスイベル/リアベルト マルチ
¥2,000
JAN：4560329187333
●ストックのサイド位置に取り付け可能なスリングスイベル!
●最大38mm幅のスリングにも対応!
●ノンスリップテープ付属ではずれにくい!
●射手を選ばない左右兼用!

TAN

BK

RG

BK

CQBスリング【BK/TAN/RG】 各¥3,400
JAN：
【BK】
4582109584378
【TAN】
4582109584385【RG】
4571443133748
ベルトをワンタッチ着脱可能にし、
また、
銃をホールドして
いるベルトとは固定せず、
自由度の高いフレキシブルにし
ました。
更に休憩←→ゲーム時に銃をワンタッチで着脱可
能としました。SMGからスナイパーライフルまで幅広く
使用可能なCQBタイプスリングにブラック・タンカラー・
RGの3色を用意し様々なフィールド、
様々なシチュエー
ションに答えます。

RG

OD

OD

TAN

ライフルスリング【BK/TAN/RG】各¥2,400
JAN：
【BK】
4582109584439
【TAN】
4571443133816【RG】
4571443133755
スリングワークがよりスムースに！ ベルトは肉厚で滑らか
な素材を採用。狙撃時においても腕に巻き付ける事で、
通常の構え方よりもはるかに銃を安定し保持する事がで
き、
サイティング時の集中力に繋がります。
又、
付属のサイ
レントカバーを使用すれば、
移動時の金属音を軽減する
事ができます。 全長 約1400mm ロングサイズ

デルタスリング Type1【BK/OD】
各¥2,800

JAN：
【BK】
4582109584033
【OD】
4582109584040

デルタスリング Type2【BK/OD】
各¥1,800

JAN：
【BK】
4582109584057
【OD】
4582109584064

軍隊・警察を問わず、
多くの隊員に使用される3点スリング。
一般的なスリングに比べ、
移動時・射撃時に状況に応じた、
理想的
なホールド性を得ることのできる優れたアイテムです。
サバイバルスタンダードをめざしたデルタスリングでは、
移動時の静
粛性をも考慮し、
贅沢にも樹脂パーツ等を駆使。
最高の使い心地を提供します。

美しく編み上げられた
強靭なスリング

フィット感
抜群！！
イエロー

BK

LAYLAX

BLUE LINE

TRIBAL OD

SKULL FACE

メガネの
上からでも
装着可能。

WAR IS OVER TAN

クールネックゲイター

パラコードスリング 【TAN/OD】 各¥2,800

各￥2,700

JAN：
【TAN】4560329186039【OD】4560329186046

JAN：
【LAYLAX】
4571443151131
【TRIBAL OD】
4571443151117
【WAR IS OVER TAN】
4571443151124
【BLUE LINE】
4571443151155
【SKULL FACE】
4571443151148

●ミルスペックの強靭なパラコード(パラシュートコード)製
スリング! ●美しく編み上げられたしなやかな編目は装備
のアクセントにも最適! 強度・柔軟性・撥水性を生かした優
れた編み方で、
一本あたり15mを使用し緊急時には解い
て使用するのにも十分な長さとなっています。GUN本体
への装着の仕方によって2点スリング・3点スリングを選ぶ
ことができスリングとしても優秀。普通のスリングに飽き
たあなたにもスリングをドレスアップしてみませんか?

●ハイドロ冷却システム ●UVカット率90%以上 ●接触感 ●吸水速乾 ●2wayストレッチ
夏のサバイバルゲームからタウンユースまであらゆる場面で活躍するネックゲイターです。
UVカット率90%以上の吸汗速乾素材により猛暑でも快適な着心地を実現し首周りの日焼けから肌
を守ります。
更にハイドロ冷却システム※を有しており、
驚異的なクールダウン効果を体感できます。
ミリタリーテイストのグラフィックデザインはコーディネートの幅を広げます。
※ハイドロ冷却システム。
気化熱効果を応用した冷却システムです。
生地が水分を含むことで吸熱特性により繊維の温度が下がり涼感を付与します。
生地を濡らして使用することで驚異的なクール
ダウン効果を体感できます。
■材質:ポリエステル ポリウレタン■UVカット:90%以上

トランクカーゴ フタ付きモデル セミハードタイプ

各￥4,800

アームズバックパックは、
大容量で機能的な収納を可
能にしたバックパックです。ガンコンパートメントには
ハンドガンからMP7サイズまでの銃本体を機能的か
つ安全に固定できます。更にメインコンパートメント
には開閉できるメッシュパーテーションを搭載してお
り衣類や装備などを収納して持ち運べます。また、
前
面のユーティリティーコンパートメントはスマートフォ
ンや貴重品、
各種ツール等を整理して収納できます。

アームズバックパック ￥11,800
JAN：4571443147042

効果抜群の曇り止め剤

■素材:600D ナイロン
■サイズ:縦40×横28×
奥行き25(cm)
■重量:1.6kg
■容量:28L

JAN：
【OD/BK】
4571443151681
【OD/YL】
4571443151674
●BDUやブーツ、
アウトドアチェアなど、
汚れた
ものを気にせず収納できます。●持ち手ハン
ドル部のDリングにショルダーベルトの取
付け可能!●軽ワゴン〜大型車まで対応!
サバゲーやアウトドアグッスなど、
濡れ
たものや汚れたものを気にせず収納
できます。又、
フタつきモデルなので
他の荷物や車内を汚さず素早く収納!
フタはダブルスライダーのラウンド
ジップ仕様です。ショルダーベルトは
持ち手ハンドル部のDリングにショル
ダーベルトの取付け可能!持ち運びに
も便利です。軽ワゴン〜大型車のラ
ゲッジスペースに対応!氷や保冷剤を
入れて飲み物を冷やせば、
キャンプやBBQにも
大活躍します!汚れても丸洗いできるので、
お手入れ
も楽です! ■容量:約72L ■材質:EVA
■外寸サイズ(cm):縦40×横60×高さ31
■内寸サイズ(cm):縦38×横58×高さ30

電動ハンドガン用マガジンキーパー
<アダプタータイプ>
【BK/TAN】各￥1,000

JAN：
【BK】4571443135094【TAN】4571443135100

JAN：
【BK】4571443135070【TAN】4571443135087

JAN：
【BK】4571443135117【TAN】4571443135124

PALSウェビングの空きスペースに装着することで、
簡単に電
動ハンドガン用マガジンを収納するホルダーを作れるプレート
です。堅牢な樹脂を採用することで、
軽量で装備からくる負担
が増加することなく使用可能です。当製品を取り付けたPALS
ウェビングに直接マガジンを差し込んで使用します。※当製品
はPALSウェビングを利用してマガジンを収納を補助する製
品です。製品自体にマガジンを固定する機能はございません。

全長GHOST GEAR
「ショートマガジンポーチ」
に挿入す
ることで、
電動ハンドガン用のマガジンの収納を補助でき
るアダプターです。堅牢な樹脂を採用することで、
軽量で
装備からくる負担を必要最小限に抑えました。
※当製品は
マガジンポーチの構造を利用してマガジンの収納を補助
する製品です。
製品自体にマガジンを固定する機能はござ
いません。
【セット内容】
1個入り

●ヘルメットやキャップを被ったままで装着が可能。
●装着する際、
髪を乱さないので女性にも最適。
ヘルメットやキャップを被ったまま、
素早く簡単に装着で
き、
髪を乱すこともないので女性にも最適です。又、
レン
ズはワンタッチでフレームから取り外す事が可能な為、
レ
ンズの破損時やクリーンUP等のメンテナンス作業が楽
に行える優れたアイテムです。

ゴーグルを装着したまま
内側が拭ける！

JAN：4582109
584316

¥1,800

JAN：4560329187777

●ミルスペックの強靭なパラコード(パラシュートコード)製
スリング! ●美しく編み上げられたしなやかな編目は装備
のアクセントにも最適! 強度・柔軟性・撥水性を生かした優
れた編み方で、
一本あたり15mを使用し緊急時には解い
て使用するのにも十分な長さとなっています。GUN本体
への装着の仕方によって2点スリング・3点スリングを選ぶ
ことができスリングとしても優秀。普通のスリングに飽き
たあなたにもスリングをドレスアップしてみませんか?

ゴーグル＆メガネ快適君（ファンキット）
¥3,000
JAN：4560329186053

マガジンポーチ・インナーウォーマー

25mm×25mmの小型サイズながらもワンランク上の
風量スペック!! コード類もすべてオールブラック仕様！ こ
のアイテムは市販されているゴーグルに、
加工＆装着する
事でゴーグル内こもった熱気や湿気を排出し、
曇りを軽減
します！25×25mmの小型サイズなのでゴーグルへの取
り付けが容易なのは勿論、
ワンクラス上の風量性能を誇る
ので素早く空気を入れ換えてくれます！

●マガジンポーチに入れるだけでマガジンウォーマに変身！
●装備品を選ばないマルチ仕様！
●ハンドガンからサブマシンガン用マガジンに対応！
●アイデア次第で自由自在な使用方法！
●ＵＳＢモバイルバッテリーも使用可能！
（保温のみ）
USBコード付属

外寸(約):横90×縦30×奥行き12cm
内寸(約):横86×縦29×奥行き10cm

クリスベクター専用ガンケース

￥9,800

前面には「KRISS VECTOR」の公式ロゴを贅沢に刺繍で
表現。クリスベクター独特の形状と重量バランスを考慮した
ガンホルダーによって厳重に保護され、サバイバルゲームに
必要なアイテムを機能的に収納することができます。機能
性に優れ、高級感も兼ね備えたプレミアムなブリーフケース
型ガンケースはクリスベクターを愛してやまないユーザー
に特別な価値をもたらします。独特の形状と重量バランス
を考慮した3点止めのガンケースはケース内部で確実に銃
を固定します。耐衝撃性を有したマガジンポーチはベクター
用マガジンを3本収納することができます。

KRYTAC専用ガンケース
JAN：4571443146441

クリスベクター専用専用ガンケース L
￥13,800

￥13,800

●KRYTAC AIRSOFT AEG RIFLE GUN CASE
(Lsize)●KRYTAC 電動ガンに向けて設計・デザインさ
れたスペシャリティガンケース。●
「KRYTAC」
の公式ロ
ゴを贅沢に刺繍で表現。
●特性の異なる生地を三層に組
み合わせた特殊構造で衝撃、
摩擦から銃を保護。●内部
のマガジンポーチはM4用マガジンを4本収納可能!
KRYTAC製の電動ガンに向けてデザインされたスペ
シャリティーガンケース。

外寸：310mm×269mm×70mm
内寸：290mm×210mm×45mm
重量：約640g

外寸 575×240×100mm
重量: 約1.3kg

ライトガンケース ネオ

¥9,800

JAN：4571443146472

JAN：4571443147141

クリスベクター独特の形状と重量バランスを考慮したガン
ホルダーによって厳重に保護され、
サバイバルゲームに必
要なアイテムを機能的に収納することができます。独特の
形状と重量バランスを考慮した3点止めのガンケースは
ケース内部で確実に銃を固定します。
メッシュ素材のユー
ティリティーポケットは中身が見やすくグローブやゴーグル
等の収納に最適です。
サプレッサーを任意の位置で固定で
きるサプレッサーホルダーはあらゆるサイズに対応。

●軽量コンパクト!持ち運び前提に強度と軽さのバランス
を追求!! ●MP7A1やP90等の小型の銃や複数のハン
ドガンの持ち運びに!●内部はアブソーブウェーバー(スポ
ンジ)で上下から押さえこむのでしっかり保護されます。
●洗練された外観はGUN以外を入れてのタウンユース
にもご利用頂けます。
●持ち手は左右をジョイントさせて
ひとまとめに! 洗練された外観はGUN以外のものを入れ
てタウンユースとしてもご使用頂けます。

ハンドガンケースHG
JAN：4571443143518

¥4,200

●重量約640gの超軽量！
●本体をホールドするクッション材内蔵！
！
内部は両面ともに衝撃を和らげるウレタン入りで大事な
銃をしっかり保管。
ケースの落下や外部からの衝撃からエ
アガンを保護してくれます。2箇所のロックは指にかかり
やすく、
扱いやすいワンタッチロック構造になっています。
又、
ipad等のタブレットモバイル端末なども収納可能で
すので多用途に使えます！

RG

モールに装着
パッチを
貼り付け
フィットマーカー

JAN：4560329174500

¥1,500

サバイバルゲームにとって、
チーム識別となるマーカーは、
瞬時に敵味方を見極める為に欠かせないアイテムです。
こ
の フィットマーカー は、
認識性の基本性能は勿論、
不便に
感じていた所を解消！ 片手での装着＆サイズ調整が簡単か
つクイックに行えるので、
女性の細腕から、
マッチョな太腕ま
でスピーディーに対応します！また、
伸縮性の素材を採用し
ているので、
長時間使用しても不快な圧迫感が無く、
腕の太
さが変位する二の腕装着にピッタリなサバゲアイテムです！
！

リバーシブルマーカー

¥2,000

JAN：4560329186145

赤＆黄色のリバーシブル構造によりチームチェンジに即
対応できる超便利マーカー。伸縮性の素材により長時間
のゲームでも圧迫感なく快適。
女性の細腕からマッチョな
太腕までサイズ調整可能。サバイバルゲームにとって、
チーム識別となるマーカーの存在は瞬時に敵味方を見
極めるために欠かせないアイテムです。
このリバーシブ
ルマーカーならひっくり返すだけでチームチェンジにもす
ぐに対応できます。

TAN

!!

ベルクロパッチパネル【BK/TAN/RG】
各¥1,500

JAN：
【BK】
4571443131065
【TAN】
4571443131072【RG】
4571443135391
プレートキャリアやマグポーチ、
ベルト装備などの空きス
ペースにミリタリーパッチ
（ベルクロパッチ）
を貼り付ける
ためのアイテムです。
背面がモールとなっており、
装備品
やバッグなどのウェービングモールに装着できますので
アイデア次第でカッコよくパッチを貼り付けることができ
ます。
（W 125mm×L 105mm）

¥2,250

伸縮自在

BK

JAN：4571443144300

JAN：4560329180280

サイズ調整可能＆
リバーシブル

外寸(約):横90×縦30×奥行き12cm
内寸(約):横86×縦29×奥行き10cm

JAN：
【クリアー】
4582109589533
【イエロー】
4560329173909
サバイバルゲーム等の激しい動きにも耐えうるフィット性
やデザインなので、
かけていることを気にせずにご使用い
ただけます。
花粉・粉塵予防、
ドライアイ、
その他目的にも使
用できます。紫外線を99.9%カットする眼に優しい
UV400カット、
ハードコート・ポリカーボネートレンズ採用。
ソフト素材の鼻パッドにより、
優しい装着感が得られます。

クイックマーカー（4ロール）
JAN：4582109584132

¥1,980

サバイバルゲームなどで必要なマーカーですが、
従来品
だと装着に時間がかかり、
又、
ゲーム中にずれたり、
落ちた
りし何かと不便でしたが、
クイックマーカーは特殊な板バ
ネを採用することで、
伸ばした状態からパチンとワンタッ
チで腕に巻きつけることが出来ます。赤色と黄色の2色×
2ロールの4ロールセット

バイオBB弾を
紫外線から守る

:
（約）
■サイズ
幅550mm
高さ300mm
マチ幅110m

セーフティーグラス【クリアー/イエロー】
各¥1,200

曇りを
軽減！

A と B のパーツでレンズを挟み
曇っている部分を拭います。

フォグリムーバー

タクティカルグラス バックルタイプ
各¥5,400
【BK/TAN】

冬でもガスブロ
撃つぜ！
マガジンウォーマー

アンチフォグ
スプレー
¥1,200

効果抜群の曇り止
め剤。通常のセー
フティグラスはもち
ろん、ファン付ゴー
グルとの併用で梅
雨の季節や大量に
発汗する室内戦で
も曇り知らず!

クリアー

TAN

電動ハンドガン用マガジンキーパー <プレート
タイプ(2個入り)>【BK/TAN】 各￥1,400

バイオBBボトル
JAN：4560329188293

ジャバラボトル

¥400

JAN：4582109584156
内容量に応じてジャバラを圧縮すれば不快なジャラジャ
ラ音も軽減し、
小さくなって持ち運びにも便利です。最大
装弾数は約2,000発で6mm弾専用になっています。

¥850

使用前のバイオBB弾を分解から守る。高気密で遮光性の
高いブラックカラーボトル。
バイオBB弾をゲームフィールド
上のUVからガード。内蓋には業界初の乾燥剤ポケット機能
を持ち、
また、
BB弾の排出性を高める為に特殊構造設計。
グレネードをイメージし、
キャップの形状にまで拘ったハード
なミリタリーテイストのボトルデザイン。蓋の紛失を防ぐた
めに可動式の蓋を採用。自然環境に優しいバイオBB弾を
使いこなす為のボトルですが、
通常のBB弾にも使用可能。

約10秒で
巻き上げ！

BK

L size
バックボーンガンケースNEO Lサイズ
¥10,500
JAN：4571443137579

M size

S size

バックボーンガンケースNEO Mサイズ
¥9,500

バックボーンガンケースNEO Sサイズ
¥8,500

JAN4571443137562

JAN：4571443137555

●
「手に持つ」
「肩にかける」
「背負う」
3種類の運び方が選べる！ ●もうケースが折れ曲がらない！バックボーンパイプ内蔵で安心収納！ ●ウレタン内蔵で、
衝撃吸収！
今までのガンケースでは、
移動中にケース自体が折れ曲がり持ち運びにくく不便なシーンをよく見かけました。
当社製
「バックボーンガンケース」
の背骨部分にアルミ製パイプを挿入することに
より問題を解決。
愛銃への負担を大幅に軽減でき、
使用者も疲れにくいガンケースです。
ボトムプロテクトカバーも装備されており、
内容物の落下も防ぎます。
ユーザーの立場になり開発者も使
用したいガンケース。
それが
「バックボーンガンケースNEO」
です。
■L Size1400×300mm, M Size1100×300mm、
S Size 900×300mm

早巻き君NEO

¥3,400

JAN：4582109585214

シューティングターゲットボックス
JAN：4571443147493

￥2,200

●折り畳んで持ち運べる! ●弾が散らばらない! ●消音
ネット付! ●カラーボックスにピッタリ収まる! 付属のター
ゲットや市販のターゲットペーパーや自作のターゲットを
吊り下げることも可能です。
強力マジックテープ付きの消
音ネットが着弾音を吸収。
跳ね返りも少なく弾の回収もラ
クに行えます。
使わない時は折り畳んで、
付属のケースに
コンパクト収納できます。

SOPMOD用バッテリーポーチ
JAN：4571443144102

￥1,500

東京マルイ製SOPMOD用バッテリーを安全に持ち運ぶ
ことができるポーチです。
●バッテリー本体の捻じれ変形を防ぎます。
●露出したコネクターを保護します。
●フラップにはパッ
チベースを配しています。
●背面にはH型ベルトループを
備えており持ち運びやすいです。
●
「商品アイデア募集グランプリ2016」
採用アイテム。

早巻き君Jr.（ジュニア）

電動給弾器 クイッくん

¥6,200
JAN：4560329179161
BIG・MODEL様の全面協力により、
夢のコラボレーションが
実現！
！ 装填弾数約750発！ M16系マガジン８〜９本程度装
填可能！
！ 例えばM16用のノーマルマガジンを10本近く持
つ人。1ゲームで4本や5本使ってしまうと、
休憩時の給弾作
業は結構面倒だ。
クイッくんなら、
この面倒な作業をウィーン！
と一瞬で終わらせてしまいます。空のノーマルマガジンを押
しつけるだけで、
給弾、
アダプターを介してほとんどの電動ガ
ン用ノーマルマガジン、
ガスハンドガンマガジンに対応。

¥2,300

JAN：4560329174425

面倒な巻き上げ作業を無くしちゃいました!! マガジンを押
しつけるだけで、
手巻きの4〜5倍のスピード
（約10秒）
で
巻き上げ完了します。新しくなったNEOバージョンは、
前モ
デルから燃費が約2倍! モータートルクが1.7倍! またギア・
クリアランスを見直す事で耐久性も向上! あなたは、
まだ指
が
「つる..」
思いで巻き続けますか? 単四アルカリ乾電池使
用時、
M16用300連マガジン巻き上げ本数約600本
（※
使用状況によって差があります。
）
連続使用時間 約20分

Type1

BK

トライワンポイントバンジースリング V2
【BK/TAN/RG】
各￥3,900

クイックデルタスリングSP Type1
【BK/TAN/RG】
各¥4,200

クイックデルタスリングSP Type2
【BK】
¥3,800
JAN：
【BK】
4582109584255

JAN：
【BK】4571443146670【TAN】4571443146687
【RG】4571443146694

JAN：
【BK】
4582109584231
【TAN】
4571443131751
【RG】
4571443131768

●銃本体をワンポイントで固定し中心の
「トライ(三角形)」
リングを基点に素早いスイッチングが可能! ●3タイプの
接続方法であらゆるスリングスイベルに適合します。
●銃
本体の脱着がワンタッチで行えるファステックス付き! 更
に、
本体の長さは調整可能で着脱も容易に行えるのでボ
ディーアーマーとの相性も抜群です。

軍隊・警察を問わず多くの隊員に使用されている3点スリング。
一般的な2点スリングに比べ、
移動時・射撃時の状況に応じた
理想的なホールド性を得られる優れたアイテムであり又、
クイックリリースシステムを標準で装備した事により、
機能性・実用
性をさらに向上させています。
これこそ、
スペシャルフォースには必要不可欠なアイテムである事は言うまでもありません。
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バレル内部の
メンテナンスに
抜群の力を発揮！

Type2
TAN

LMG 2ポイントスリング タイプV
【BK/TAN/RG/MC】
各¥3,800
JAN：
【BK】4571443135704【TAN】4571443135711
クイックアジャスターを利用し、
移動時にはライフルを体
に密着させ、
戦闘時にはスリングを伸ばす、
といったように
スリングの長さを瞬時に変更でき、
ウィークハンドにスイッ
チする時にも邪魔にならない長さでストレス無く銃を構
えることが可能です。
スリングベルトは25mmのスリム幅
で幅広い銃への装着が可能！ 中腹のベルトパッドは幅約
55mmで身体への食い込みを軽減。

CQBスリング ネオ【BK/TAN/RG】
各￥3,400

バレルリフレッシャー

JAN：4560329173930

TAN

¥1,000

JAN：
【BK】
4560329187791
【TAN】
4560329187807
【RG】
4560329187814

ハンドガン バレルリフレッシャー

スリング幅30mmで、
スリングワークがよりスムースに!
どんな銃にも装着可能。ベルト素材には肉厚で滑らかな
ものを採用し、
トランジションやスイッチングなどのスリン
グワークが、
よりスムースに素早く行えます！
CQB戦闘に限らず、
色々なフィールドや状況にマッチする
柔軟性を持ったCQB SLING NEO です！

バレル内部のケアーのために用意されたメンテナンス商
品です。
医療の現場でも使用されるレベルで仕上げてい
ますので、
バレル内部のメンテナンスにも抜群の力を発
揮します。
ゲーム前や後の定期的なケアーに安心してお
使い頂けます。長いバレルには同梱のチューブで、
2本を
つなぎ合わせて使用します。

JAN：4560329187753

¥900

ワッペン等を
キレイに
ディスプレイ

パッチタペストリー【BK】

各¥3,500

JAN：
【BK】
4560329188439
ミリタリーパッチ、
ベルクロ付きワッペン等をキレイにディ
スプレイ。
インテリアとして、
お部屋の壁やドアにもマッチ
する450mm×650mmサイズ。6か所ハトメ加工で、
プッシュピンでの壁掛けやメタルラック等のS字フックな
どを使用することで、
横縦どちらでも使用可能。繰り返し
の付け替えでも毛羽立ちしにくく、
耐久性に優れた素材を
採用し末永くご使用いただけます！

JAN：
【BK】
4560329182178
【TAN】
4560329182185
スリングやベルトがショットガンシェルホルダーに！
ショットガンシェルを収納できるホルダーで、
スリングやベ
ルトに巻き付けて使用できます！ 取り付けはベルクロで
しっかり締めこむことができるので好きな位置に固定OK！
12発のシェルが収納可能なのでスリングに取り付ければ
取り出しもしやすく、
雰囲気もバッチリ出ます！

ショットガンシェル ホルダー（5発用×1個入り）
【BK/TAN】
各¥800
JAN：
【BK】
4560329185674
【TAN】
4560329185681
裏面がベルクロ仕様で柔軟性抜群！ ショットガンシェルを
収納できるホルダーで、
裏面がベルクロ仕様でベルクロ
ベースさえあればどこへでも簡単取付可能！ ポーチやベ
スト、
BDUなど自分が取り出しやすい場所へ取付けよう！
ベルクロベースを銃本体に貼り付けて使用すれば、
銃本
体にもシェルをホールディングすることもできます。

トップメッシュバラクラバ

ホルスターモールアダプター【BK/DE】
各¥3,300

JAN：
【BK】
4571443133052
【DE】
4571443133069
CQCタイプホルスターをMOLLE系ウェイビングへの
取付可能に！お好みに応じて横向きなど取付方向や
角度を変更出来る仕様となっております。
しっかりした
強度の素材を使用しているのでベストやチェストリグに
最適です。対応機種：BLACKHAWKタイプ準拠CQC
ホルスター。サイズ縦110mm×横400mm

ハイバレット ガス
152a ¥1,000

顔面・首を保護

Duraﬂex製
ファステックス採用

TAN

ショットガンシェル スリングアタッチメント
【BK/TAN】
各¥1,800

JAN：
4560329174005

¥3,000

JAN：4571443135865
BB弾の被弾から顔や首を保護します。
頭頂部はメッシュ素
材でムレを軽減。
速乾性に優れ伸縮性、
肌触りの良い国産
生地採用。本来は防寒・保温の目的で着用する物ですが、
季節を問わず軍・警察においては細かな飛散物から頭部を
保護する為や暗闇でのカムフラージュ効果、
又は敵の報復
対策として顔が解らないようにする目的で使用されていま
す。サバイバルゲームにおいても、
カムフラージュ効果と
顔面・首などを保護する目的で使用されています。

ミリタリーコンテナ
¥3,980
JAN：4560329180396

特注色のODカラーの本体は、
容量が50.1リットルと大容量！
使わない時には折りたたんで収
納も可能です。折りたたみ時に
は高さ9.5cmとコンパクトサイ
ズになります！ 積み重ねも可能
なので運搬にも便利。持ち手に
は、
カバーが付いておりホコリ
・ゴ
ミ等の侵入を防ぎます。

地球環境を考えた
HFC-152aガスを使用した
エアガン用ガスです24mmの
ロングノズルを採用し、
様々な
GUNに対応しています。
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GIGA TEC

変換コネクター
このアイテムは変換アダプターを介し、電動ＣＭ
Ｇをリポバッテリー化する事で、発射弾数や発射
サイクル（秒間14〜15発→約17〜18発）の
向上を実現！また接続コネクターもBECコネク
ター(MAX3A)では無く、
リポバッテリーの放電
特性を生せる様にコンパクトなHXT2mmコネ
クター(MAX20A)を使用していますので、
フル
オート時の発射サイクルのダレ(徐々にサイクル
の低下)を抑えます！

EVO Lipo

GIGA TEC
（ギガテック）
のバッテリーシリーズは、妥協なき設計・検査による
高品質を確保したノーマル対応バッテリーから収納性・レスポンス容量にこ
だわったカスタムガン対応モデルまで、様々なユーザーの視点から考え出さ
れたアイデアバッテリーをラインナップしています。

ミニSバッテリー対応のあらゆる機種に使える！
！

圧

7.4V
容

φ25mm以上

量

1,200mAh
出

M4系

ストックパイプ

力

コネクタータイプ

ミニ
EVOリポバッテリーシリーズとは

EVOリポバッテリー7.4V M4系ストックパイプin（マルチタイプ）

電

PSE Lipo

圧

電

量

出

ベクターの
グリップに
ピッタリサイズ！

あらゆる機種に対応!!
LayLax 公式動画を
チェック!!

圧

電

7.4V
容

1,200mAh

量

容

1,100mAh

力

出

力

出

コネクタータイプ

コネクタータイプ

ミニ

¥3,800

リポバッテリーとは
リチウムポリマーバッテリーは、8.4Vのニッカドやニッケル水
素バッテリーに比べ、電圧が7.4vと低いながらも放電能力が
高いために同等クラスの出力特性を持っています！またサイ
ズが小さくても大容量の蓄電能力を持ち、自然放電が少な
く、メモリー効果が無い為に、継ぎ足し充電が行えるのは勿
論、保管時も充電＆放電などバッテリーのコンディション管理
といった手間の必要性が無いバッテリーです！これほど優れたバッテリーですが、その反面、充電設定(過
充電)や使用時の電圧降下(撃てなく成るまでの使い切り)など、取り扱いに十分注意しないと発火や事故
に繋がります。現在、市場に出回っているリポバッテリーのほとんどが、出力特性が曖昧で容量などを偽っ
た表記の物や、劣悪な製造環境下や異物混入といった品質管理不良が原因による劣化(すぐに膨張する)
必ずお読みください

EVOリポバッテリー7.4V
1100mAh AKスティックタイプ

JAN：4571443139078

¥4,500

●サイズ：約16.5×10×150mm ●発射サイクルやトリガーレス
ポンスを左右する高出力タイプ! ●ワンクラス上の高効率配線を採
用! ●目立たないオールブラックのステルス仕様!!

ミニ

EVOリポバッテリー7.4V セパレート

¥4,200

●サイズ：約6.4×20.5×124.5mm×2 カスタムタイプリポバッテ
リー●放電能力に優れた高出力タイプ！●ワンクラス上の高効率配
線を採用！●GUNの雰囲気を壊さないブラック仕様！

＝短寿命のリポバッテリーなどが数多く存在します。
また、取り扱いに注意しないと重大事故に繋がる高密
度エネルギー体のリポバッテリーは、経済産業省からＰＳＥマークの義務付けをされているにも関わらず、
ＰＳＥマークが付いていない為に、事故が起きた時の保険制度（※下記参照）の適応を受ける事ができな
いリポバッテリーがほとんどです。
このＰＳＥリポバッテリーシリーズは、異物混入を防ぐクリーンルーム内
での製造環境は勿論、劣化が起きにくい高水準で徹底的に品質管理されているパソコンやスマートフォン
用バッテリーと同等の高レベルな内部素材を採用！セルの製造工程も電動ガン用に工夫していますので、
高出力の放電特性を持ち、その特性を生かすべく通電抵抗の少ない高効率太配線や金メッキ端子を採用
しています！さらに、配線からメインコネクターに至るまで、
ブラック仕様(一部除き)で製作しているので、
外側からバッテリーの存在が見えにくい為、
リアル派にもお薦めです！もちろん経済産業省へ申請し、
ＰＳ
Ｅマークもついていますので、
万が一の時のも安心です！

事故発生時の保険制度に関して

リポバッテリーはデリケートであり、取り扱いや使用方法やを誤ると大変危険です！生命、身体、家財、家屋
に重大な被害が発生する危険がありますので、取り扱いには十分注意し、説明書や警告書に従った正しい
方法でご使用ください。

3. 銃の種類によってそれぞれ挿入方向
がありますので注意して銃に挿入して
ください。
※説明書の注意事項をご確認の上、配
線の噛み込みにご注意ください。

PSEリポ スリム変換コネクター（電動ハンドガンタイプ用）使用方法
バランス
コネクター

PSEリポ スリム変換コネクター
（電動ハンドガンタイプ用）

バランスコネクター

バッテリー

1. 写真のように黒い配線が先に入るよ
うに、
スリム変換コネクターを電動ハン
ドガンにセットしてください。

2. 先にリポバッテリーのバランスコネ
クターをバレルとアンダーフレームの
間に挿入してからリポバッテリーを電動
ハンドガンにセットしてください。

PSEリポ スイッチロングライフ SBDキット
（M16&M4/89式/SCAR用）
JAN：4571443133854
¥2,000

PSEリポ スイッチロングライフ SBDキット
（G3/MP5/STEYR/SIG/M14用）
JAN：4571443133878
¥1,700

PSEリポ スイッチロングライフ
SBDキット
（AK/G36/P90用）

●簡単加工でスイッチ寿命を大幅アップ！ ●スイッチ負
荷の激しい次世代系やハイサイクル系に最適！ ●セミ
オート重視派＆放電能力の高いリポバッテリーに必須
アイテム！●収納しやすいミニマムサイズ。
※EG700 & EG500モーター仕様は除く

●簡単加工でスイッチ寿命を大幅アップ！ ●スイッチ負
荷の激しい次世代系やハイサイクル系に最適！ ●セミ
オート重視派＆放電能力の高いリポバッテリーに必須
アイテム！●収納しやすいミニマムサイズ。
※EG700 & EG500モーター仕様は除く

JAN：4571443133045

¥1,800

●リポバッテリーが収納しやすい薄型設計！
●配線の取り回しが楽なオフセット配線！
●耐熱耐久性に優れたＰＢＴ樹脂素材を採用！
●端子には通電＆耐摩耗性に優れたボロンメッキを採用！
推奨リポバッテリー：LayLax
「GIGA TEC」
PSEリポ 電動
ハンドガンタイプ

3. スリム変換コネクターとバッテリー
を接続し、
バランスコネクターを左図の
ように配置し、
スライドを取り付けてく
ださい。
※説明書の注意事項をご確認の上、配
線の噛み込みにご注意ください。

力

ミニ

●サイズ：約17.5×18.5×93mm
●M4系ストックパイプinタイプ各種●ミニSバッテリー使用モデ
ル各種●KRYTAC製電動ガン クリスベクター対応

2. 図のようにマックス変換コネクター
の受け皿面へ沿わせるように配線をま
とめてください。

量

コネクタータイプ

EVOリポバッテリー 7.4V
ベクター＆M4系ストックパイプinタイプ

1. バッテリーのバランスコネクターを
丸めるようにして赤い端子同士を接続
してください。
※バッテリー側の配線やコネクターの
根元に負荷がかからないようにしてく
ださい。

1,100mmAh
常時30C/MAX45C

JAN：4571443147509

●放電能力の高いリポバッテリーに最適なMAX20A
大電流対応コネクター仕様！ ●収納スペースが広く、装
填時に配線をまとめやすいクォーターケース構造！ ●耐
熱耐久性に優れたＰＢＴ樹脂素材を採用！ ●端子には通
電＆耐摩耗性に優れたボロンメッキを採用！ ●対応リポ
バッテリー：
ＰＳＥリポ 電動コンパクトマシンガンタイプ

圧

常時20C/MAX30C

KRISS VECTOR 対応

PSEリポバッテリー用マックス変換コネクター
（電動コンパクトマシンガン用）
JAN：4571443133038
¥2,200

7.4V

常時25C/MAX35C

JAN：4571443145994

住宅等の火災保険、
その他お客様がご加入している保険に適応す
る物で、経済産業省や弊社が保証する制度ではございませんの
で、
ご了承ください。あらかじめ、
ご加入している保険の契約内容
や約款等をご覧ください。

¥3,800

7.4V
容

事故発生時の保険制度に関して

※M4ストックパイプは内径φ20.0mm以上深さ
105mm以上必要です。※ミニSバッテリーは東京マ
ルイ製 8.4Vニッケル水素1300mAhを使用するモ
デルです。※対象製品のサイズや配線の取回しなど
により、確実に適合を保証するものではありません!
必ず本体収納部及びバッテリーサイズなどをご確認
いただき、
ご理解ご了承のうえでご購入ください。

●サイズ：約17.5×18.5×93mm ●M4系ストックパイプinタイプ各種
●ミニSバッテリー使用モデル各種
●KRYTAC製電動ガン クリスベクター対応

必ずお読みください
リポバッテリーはデリケートであり、取り扱いや使用方法やを
誤ると大変危険です！ 生命、身体、家財、家屋に重大な被害が
発生する危険がありますので、取り扱いには十分注意し、説明
書や警告書に従った正しい方法でご使用ください。

JST-XH

JAN：4571443147004

JAN：4571443139085

125mm以上

バランスコネクター

受け皿面

電動ハンドガンタイプ用
フルオートを標準装備し、電動ガンならではの高
い命中精度は勿論、維持費が少ないコストパ
フォーマンスに優れた電動ハンドガンシリーズ。
そ
んな完成された電動ハンドガンも、唯一のウィー
クポイントがあります。
それはマイクロバッテリー
の持つパンチ力
（出力特性）
と7.2Vの電圧からな
る、発射サイクルの低下（使用時の中盤から後半
かけて）
や発射弾数に不満を感じる所です。
このア
イテムは変換アダプターを介し、
電動ハンドガンを
リポバッテリー化する事で、発射弾数や発射サイ
クル
（秒間12〜15発→約17〜18発）
の向上を
実現！また薄型設計＆オフセット配線により、
リポ
バッテリーが収納しやすく、
配線の取り回しが楽に
行えます！またリポ化により低温時の作動性も安
定しますので、今まで使用しずらかった冬場のサ
ブウェポンとしてもお使え頂けます！

常時25C/MAX35C

EVOリポバッテリーシリーズは、
異物混入を防ぐクリーンルーム
内での製造環境は勿論、
劣化が起きにくい高水準で徹底的に品
質管理されているパソコンやスマートフォン用バッテリーと同等
の高レベルな内部素材を採用！セルの製造工程も電動ガン用に
工夫していますので、
高出力の放電特性を持ち、
その特性を生
かすべく通電抵抗の少ない高効率太配線や金メッキ端子を採
用しています！さらに、
配線からメインコネクターに至るまで、
ブ
ラック仕様で製作しているので、
外側からバッテリーの存在が見
えにくい為、
リアル派にもお薦めです！

バランス
コネクター

電動コンパクトマシンガン用

【ギガテック】GIGA TEC

電

PSEリポバッテリー用マックス変換コネクター（電動コンパクトマシンガン用）使用方法

住宅等の火災保険、
その他お客様がご加入している保険に適応する物で、
経済産業省や弊社が保証する制度で
はございませんので、
ご了承ください。
あらかじめ、
ご加入している保険の契約内容や約款等をご覧ください。

SBDキット
充電器・放電器
その他

マスターチャージャー

¥3,800

JAN：4560329174074

電動ガンのパワーソースのスタンダードとして揺るぎ
ない人気を誇るGIGA TECシリーズの高性能充電器
です。軽量コンパクトサイズながら、Ni-Cd(ニッカド)
だけではなくNi-MH(ニッケル水素)の各種バッテリー
にも対応しています。ニッケル系バッテリーの満充電の
目安として最適とされるデルタピーク検知式による
オートカットを採用し、
安全且つ確実な充電が可能です。

放電器 DC 7.2〜8.4V

JAN：4582127740541

¥950

バッテリーのメモリ現象による疲弊を予防するための
アイテム。使い方はバッテリーに接続して涼しい場所に
置いておくだけ。余分な電気を熱に変えて放出し、
フル
充電可能な状態にしてくれる。7.4v〜8.4v迄のバッテ
リーに対応しており、放電しすぎないように過放電防止
機能が付いています。ラージ/ミニ変換コネクター付属。
バッテリーの寿命を延ばす必携品です。

放電器 ZZ 8.4〜12V

JAN：4571443133861

¥2,000

●信頼のPSEマーク付きリポバッテリー●放電能力に
優れた高出力タイプ！ ●ワンクラス上の高効率配線を
採用！●GUNの雰囲気を壊さないブラック仕様！
【サイズ】20×34×115(mm) 【電圧】7.4V
【容量】2,700mAh 【出力】常時:40C、MAX:60C
【コネクタータイプ】
ラージ

PSEリポ スイッチロングライフ SBDキット（電動ハンドガン/
電動コンパクトマシンガン/その他EG700orEG560用）
JAN：4571443133885
¥1,400
●スイッチ寿命を大幅アップ！ ●スイッチ負荷の激しい
次世代系やハイサイクル系に最適！ ●セミオート重視
派＆放電能力の高いリポバッテリーに必須アイテム！
●収納しやすいミニマムサイズ。

¥1,780

PSEリポバッテリー チェッカー＆バランサー
JAN：4571443133076
¥2,900

PSEリポバッテリー イージーバランスチャージャー
¥3,800
JAN：4571443131935

バッテリーのメモリ現象による疲弊を予防するための
アイテム。使い方はバッテリーに接続して涼しい場所に
置いておくだけ。余分な電気を熱に変えて放出し、
フル
充電可能な状態にしてくれる。7.4v〜8.4v迄のバッテ
リーに対応しており、放電しすぎないように過放電防止
機能が付いています。ラージ/ミニ変換コネクター付属。
バッテリーの寿命を延ばす必携品です。

●リポバッテリーをロングライフかつ安全に使用する
上での必須アイテム！ ●電圧チェック、セルバランス
調整、放電モードの3つの機能！ ●トータル電圧やセル
ごとのバッテリーコンディションが一目瞭然！ ●使用時
後半の過放電を防ぎ、
バッテリー本来の性能を引き出す
バランサー機能！●保管状態に最適な電圧設定が行える
放電モード！

●電動ガン用7.4V＆11.1V LiPoバッテリー専用充電
器！●バランスコネクター(JST XH仕様)を接続するだ
けの簡単充電！ ●LiPoバッテリー本来の性能を引き出
し、寿命を延ばすバランス充電方式！ ●LiPoバッテリー
の異常やセルバランスの崩れたLiPoバッテリーを的確
に判断し、事故や火災を未然に防ぐセフティー機能！

JAN：4560282763841

あなたのセーフティーバッグは大丈夫ですか？
PSEリポバッテリー7.4V 電動コンパクトマシンガ
ンタイプ7.4V／2050mAh ミニバッテリーS
JAN：4571443135582
¥3,000

PSEリポバッテリー"R"（リポRバッテリー）
7.4V／2050mAh ミニバッテリーS
JAN：4571443141064
¥4,000

●信頼のPSEマーク付きリポバッテリー●放電能力に
優れた高出力タイプ! ●ワンクラス上の高効率配線を
採用! ●GUNの雰囲気を壊さないブラック仕様!
【サイズ】14×18×80(mm) 【電圧】7.4V
【容量】750mAh 【出力】常時:30C、MAX:45C

●放電能力に優れた高出力タイプ！ ●MAX50Cへ放
電能力UP！※従来品比較●信頼のPSEマーク付きリ
ポバッテリー●ワンクラス上の高効率配線を採用！
●目立ちにくいブラック仕様！
【サイズ(約)】
：16×30×96mm 【電圧】7.4V
【容量】2,050mAh 【出力】常時:30C、MAX:50C

その他の
バッテリー

PSEリポバッテリー7.4V 電動ハンドガンタイプ
¥2,700
JAN：4571443135575
●信頼のPSEマーク付きリポバッテリー●放電能力に
優れた高出力タイプ！ ●ワンクラス上の高効率配線を
採用！●GUNの雰囲気を壊さないブラック仕様！
【サイズ】12×17.5×80mm 【電圧】7.4V
【容量】700mAh 【出力】常時:30C、MAX:45C
【コネクタータイプ】PSE スリム変換コネクター必須
※LayLax「GIGA TEC」製のみ対応

セルフィッシュ8.4v1600バッテリー（ニッケル水素）
¥3,980
JAN：4560329176160
JAN：
【スティック】4560329176177

ミニバッテリーなのにラージ並の大容量。
容量UP！
！安価になって再登場！
！

●海外製品や安価品では成し得ない本物の耐火性能を実現！
●耐熱温度は約２８０℃、引火点は約５００℃の性能を持つ熱溶解性＆破裂耐性に優れた
特殊コーティング＆超耐火クロス素材を採用！
●素材生地から縫製までオールジャパンの信頼性！
金属製オリジナル
ドッグタグ付属

L SIZE
S SIZE

PSEリポバッテリーの
安全な取り扱い方法は
LayLax 公式動画を今す
ぐチェック！

変換コネクター
電動コンパクトマシンガン用
当社製リポバッテリーに採用していますMAXコネク MAX2mmミニ変換コネクター
ター(HTX-2mm)からタミヤタイプ-ミニ型に変換 （電動コンパクトマシンガン用）
するアダプターです。優れた通電性能と出力特性を JAN：4571443145994
¥700
誇る当社製PSEリポ(電動コンパクトマシンガンタ KRYTAC クリスベクター(ミニコネクター仕様)に当社
イプ)と組合わせてご使用ください。MAXコネク 製PSEリポ(電動コンパクトマシンガンタイプ)を使用す
ター端子部及びミニ型端子部は通電効率が高く劣 ることが可能になります!
化に強いゴールドメッキ仕様! 汎用性の高いタミヤ ●対応バッテリー：弊社PSEリポ(電動コンパクトマシン
タイプ-ミニ型のコネクターに変換する事で、
より多 ガンタイプ)
くの機種でお使いいただけます。
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304mm×230mm

KRISS VECTOR 対応

MAX
2 コネクター
mm

Mini
コネクター

変換コネクター

PSEリポバッテリー7.4V
電動コンパクトマシンガンタイプ

238mm×150mm

PSEリポ セーフティーバッグ
（L/S）
JAN：
【L】4571443131904 ¥3,800
【S】4571443131911 ¥3,000

市場に流通している安価なセーフティーバッグ
は、
どの程度のセーフティー性能があるのか、
リ
ポバッテリーを人為的に爆発させ数々の耐火実
験を試みました。結果、現在市場に流通する安
価な物や海外製品のリポセーフティーバッグで
は、発火や爆発が起きた際、バッグの溶解や外
皮の延焼、爆発時の破裂等に耐える物がほとん
ど無く、セーフティーバッグとしての安全性能が
不足している現状を知りました。また、当社がリ
チウムポリマーバッテリーをリリースするのに、
安価なセーフティーバッグでは不確実な商品を
世に送り出すことになる危機感が有りました。
そこで、安価な物より安全を第一に考え、生地
選びから使用する糸は勿論、縫製まで様々な素
材を調査＆発火テストを繰り返し行った結果、最
高のセーフティーバッグを開発！ 耐熱温度は約
２８０℃、引火点は約５００℃の性能があり、熱溶
解性＆破裂耐性に優れた特殊コーティング＆超
耐火クロス素材を採用！ 素材生地から縫製まで
信頼性のおけるオールジャパン製とする事で、
本物の耐火性能を実現したアイテムです！

衝撃の検証映像は
LayLax 公式動画を
今すぐチェック！

〈過充電テスト〉

●PSE リポ セーフティーバッグ
1.実験開始

2.発火

3.鎮火

炎は完全に
閉じ込められています。

表面に焦げた跡は
見られません。

●安価な中国製セーフティーバッグ
1.実験開始

2.発火

3.鎮火

丸焦げです！
全体が燃え始めました！

HIGHER ABILITY ELECTRONICS
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●待望の!!NEW Tシャツ完成!! ●着心地のいいコットン100%素材の中肉厚の生地です。
●襟元はダブルステッチ仕様で洗濯を繰り返しても型崩れしにくい丈夫な仕上がりです。

Lay Lax goods

L.A.S.ーLayLax special Arsenal Sectionー （【ラス】
ライラクススペシャルアーセナルセクション）
LayLaxの兵器工廠
（Arsenal）
には多くのテストショットやトライアルサンプルたちが眠る。
特殊な仕様やカラーでユニークさが際立つそれらは商用ラインには載ることはなかったものの、
少数ながらも拘りのプレイヤーやコアなファンたちを満足させる数が確かに存在した。
LayLax Media StrategyはそれらをSpecialな限定アイテムとして再プロデュースしたものが「L.A.S.」
だ。
それらは再生産はされない一期一会のアイテムで、LayLaxオフィシャルショップ限定で販売されている。

LayLax SPECIAL ARESENAL SECTION

で商品検索‼

STEYR JAVELIN

ブラック
（BK）

H A N D G U A R D

チャコールグレー
（CGY）
LayLax
ハイバレットガス Tシャツ

WEB限定

各￥3,500

JAN 【BK】
:
【S】4571443154392【BK】
【M】4571443154408【BK】
【L】4571443154415【BK】
【XL】4571443154422【BK】
【XXL】4571443154439
【BK】
【XXXL】4571443154446【CGY】
【S】4571443154699【CGY】
【M】4571443154705【CGY】
【L】4571443154712【CGY】
【XL】4571443154729
【CGY】
【XXL】4571443154736【CGY】
【XXXL】4571443154743

ライラクスのカスタムブリーチャーを構えた女の子を大きくデザイン。
インパクトがある銃口と可憐な瞳がアンマッチ! 魅惑の危険に酔いしれやがれ!

NITRO.Vo LAS ステアーAUG HC用
Keymod ステアー ジャベリン ハンドガード
JAN:4571443141002
¥19,800
東京マルイステアーHC（ハイサイクルカスタム）用のスーパーロング
サイズ、キーモッド搭載ハンドガード。ステアーのフォルムをジャベリン
（Javelin・槍）
を髣髴とさせる、超破壊的なフォルムへと変貌させる、
フ
ルメタルハンドガードです。
この圧倒的インパクトのロングサイズにも
かかわらず、軽量なキーモッドを採用したことで、銃身のウェイトバランスが改善。サイレンサーアタッチメントはM14逆ネジ仕様で、外径42mmまで対応。
シャドーロングサ
イレンサー、
カーボンロングサプレッサー、HKサプレッサーリアル ロングなどと抜群の相性で、一気に迫力ある外観へと変貌します！

ゴールド

ブラック
（BK）

LayLax
ライラクス ガール Tシャツ

チャコールグレー
（CGY）
各￥3,500
NINE BALL Hi-CAPA5.1用
カスタムロアフレームR EDGE 5.1インチ+
コンペンセイター ゴールド ￥12,800

JAN 【BK】
:
【S】4571443154330【BK】
【M】4571443154347【BK】
【L】4571443154354【BK】
【XL】4571443154361【BK】
【XXL】4571443154378
【BK】
【XXXL】4571443154385【CGY】
【S】4571443154637【CGY】
【M】4571443154644【CGY】
【L】4571443154651【CGY】
【XL】4571443154668
【CGY】
【XXL】4571443154675【CGY】
【XXXL】4571443154682

JAN:4571443147097

●A-FLEXを搭載、
フィット感あるかぶり心地と快適さを実現。●快適なサバイバルゲームを可能にする吸水速乾生地を採用。
●フロントパネルにはタイガー迷彩のデボス加工とLayLax ロゴ刺繍を施したステルスデザイン。
クリムゾン

NINE BALL
Hi-CAPA カスタム
ロアフレームR 5.1
[ヒートグラデーション]
￥8,800
JAN:4571443147196

A-FLEX 3D刺繍
NINE BALL Hi-CAPA5.1用
カスタムロアフレームR EDGE 5.1インチ+
コンペンセイター クリムゾン ￥12,800
JAN:4571443147080

↑LayLax
フィットキャップ GY ￥3,500

↑LayLax
フィットキャップ BK ￥3,500

■サイズ :
●S-M : 56cm〜 ●L-XL : 58.5cm〜
■素 材 :
ポリエステル63% コットン34% スパンデックス3%

■サイズ :
●S-M : 56cm〜 ●L-XL : 58.5cm〜
■素 材 :
ポリエステル63% コットン34% スパンデックス3%

JAN : GY
（グレー）
【S-M】4571443146793
GY
（グレー）
【L-XL】4571443146809

JAN : BK（ブラック）
【S-M】4571443146779
BK（ブラック）
【L-XL】4571443146786

NINE BALL
Hi-CAPA5.1用 カスタムロアフレームR 7.0
[ヒートグラデーション]
￥9,800
JAN:4571443147202

●国産アイウェアブランド
「SWANS」
が、
日本のゲームフィールドで開発。
●安全性・快適性を極めた、
ゴーグルの決定版!
●日本人の顔に隙間なく設計されたフレーム形状!
●サバイバルゲーム専用!
●日本製
LayLax × SWANS
（スワンズ）
タクティカルゴーグル SG-2280

NINE BALL
Hi-CAPA5.1用 カスタムロアフレームR
EDGE 5.1インチ+コンペンセイター
[ヒートグラデーション]
￥13,800

￥14,800

■仕様 :●レンズ
（3㎜厚ポリカーボネート製・ANSI
Z87+取得）
●ゴーグルフレーム●顔当たりフォーム
（着脱交換可能・吸汗用ソフトフリース仕様）
●ベルト●着脱バックル
■付属品:保存袋、
取り扱い説明書

JAN:4571443147219

●待望の!!NEW Tシャツ完成!!
●着心地のいいコットン100%素材の中肉厚の生地です。
●襟元はダブルステッチ仕様で洗濯を繰り返しても
型崩れしにくい丈夫な仕上がりです。

JAN : 4984013143342

●ケース表面の加工がしっくり手に馴染みます。●ケースを装着したまま充電やiQOSの操作が
可能です。
●ストラップの取付けが可能。●本体パーツは2分割式。

ゴールド

NINE BALL
Hi-CAPA5.1/4.3
カスタムスライドストップ
￥3,800
JAN:4571443144157

1. LayLax "ナイトウルフ" Tシャツ ￥3,500

1.

クリムゾン

NINE BALL
Hi-CAPA5.1/4.3
カスタムスライドストップ
￥3,800
JAN:4571443144164

クリムゾン

ゴールド

クリムゾン

NINE BALL
Hi-CAPA
カスタムマガジンキャッチ
￥3,800
JAN:4571443151605

NINE BALL
Hi-CAPA
カスタムマガジンキャッチ
￥3,800
JAN:4571443151599

クリムゾン

NINE BALL Hi-CAPA5.1・ガバメント
ラウンド トリガー オメガ
クリムゾン ￥3,800
JAN:4571443141767

NINE BALL Hi-CAPA5.1・ガバメント
ストレート トリガー ガンマ
クリムゾン ￥3,800
JAN:4571443147196

ゴールド

NINE BALL
Hi-CAPA5.1/4.3
マグウェル NEO
￥5,800
JAN:4571443151438

ゴールド

クリムゾン

NINE BALL Hi-CAPA 5.1/4.3 Hi-CAPA
ハイキャパ アルミマウントベースNEO
ゴールド ￥7,800
JAN:4571443144133

2.

クリムゾン

NINE BALL
Hi-CAPA5.1/4.3
マグウェル NEO
￥5,800
JAN:4571443151421

NINE BALL Hi-CAPA 5.1/4.3 Hi-CAPA
ハイキャパ アルミマウントベースNEO
クリムゾン ￥7,800
JAN:4571443144140

3.

JAN:
【S】4571443154453【M】4571443154460
【L】4571443154477【XL】4571443154484
【XXL】4571443154491【XXXL】4571443154507

綿100%

2. LayLax "ガスマスク" Tシャツ ￥3,500
LayLaxオリジナル 8.4オンス
ジップアップライトパーカー ブラック

FRONT
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PLAY GOODS & OFFICIAL GOODS

LayLax
タクティカル アイコスケース ￥2,800

JAN：
BACK
【BK（レディースM）】4571443139900
【BK
（S）】
4571443139917
【BK
（M）】
4571443139924
【BK
（L）】
4571443139931

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

JAN:
DE/4571443146717
FG/4571443146724
BK/4571443146700
■対応機種:
●iQOS 2.3
●QOS 2.4 Plus

ダークアース
（DE）

フォリッジグリーン
（FG）

ブラック
（BK）

※「アイコスブラック 名古屋限定モデル（Ver.2.2）」には
対応しておりません。

JAN:
【S】4571443154576【M】4571443154583
【L】4571443154590【XL】4571443154606
【XXL】4571443154613【XXXL】4571443154620

3. LayLax "MCウルフ" Tシャツ ￥3,500
JAN:
【S】4571443154514【M】4571443154521
【L】4571443154538【XL】4571443154545
【XXL】4571443154552【XXXL】4571443154569

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

LAYLAX SPECIAL ARSENAL SECTION
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全長:745mm/825mm(ストック展開時)
Price ￥53,800
・DEFIANCE社製 フリップアップサイト(フロント/リア)
・DEFIANCE社製 ピストルグリップ
・DEFIANCE社製 ハンドガード TR109(9インチ)
・CMC社正式ライセンス ストレートトリガー
・CMC社正式ライセンス アンビセレクター

先進的なメカニックデザインが採用された KRISS VECTOR（クリスベクター）
シリーズで有名な実銃メーカー、KRISS 社グループのエア

ソフトガンブランド。
リアルガンメーカーだからこそ成し得る最強の剛性と、クラーケンを模したロゴマークで 2014 年、アメリカよりデ

ビューしました。
KRYTAC エアソフトガンシリーズはアサルトライフルタイプの電動ガンを主体とし、北米で
「実銃メーカーが作ったエアソフ

JAN:4571443137166

トガン」
として華々しいデビューを飾った後、順調にシェアを伸ばし、1年で北米最大クラスのエアソフトガンショップ
「Evike.com」
ではトッ
プシェアを誇るほどアメリカでは名の通ったエアソフトガンとなりました。
アメリカの広大なゲームフィールドでのハードな使用にも耐えう
る、電動エアソフトガン史上最強クラスの剛性は、実銃メーカーの威信をかけて開発されたものと十二分に体感できることでしょう。
アメリカ
発の本気の電動ガン、
是非手に取りご体験ください！

※参考商品

究極のフィールドライフル。
BK

■KRISS VECTOR 2TONE

FG

アウターバレル長:13.5インチ、
インナーバレル長:310mm、
インナーバレル内径:6.05mm
本体サイズ:全長755mm-840mm/高さ230mm、本体重量:約2.7kg、Price 各￥54,800
アウターバレル長:14.7インチ、
インナーバレル長:387.5mm、
インナーバレル内径:6.05mm
本体サイズ:全長830mm-910mm/高さ230mm、本体重量:約2.8kg、Price 各￥56,000

■TRIDENT 47
SPR-M ¥54,800

¥62,800

Overall Length（全長）
445 mm (17.2") - 665 mm (26.2")
Weight（重量）
2.6 kg（5.7 lbs）

Overall Length（全長）
900mm（35.4"）- 985mm（38.8"）
Weight（重量）
2.9 kg (6.4 lbs)

BK/FDE

JAN:4571443154804

M-LOC

BK

JAN:4571443154811

KRISS VECTOR BK

TRIDENT MK2 SERIES
■TRIDENT MK2 SPR-M
Overall Length（全長）
863mm（34"）- 945mm（37.2"）
Weight（重量）
2.8 kg（6.17 lbs）

■WAR SPORT GPR-CC
¥60,000
Overall Length（全長）
855 mm (33.7") - 945 mm (37.2")
Weight（重量）
2.8 kg (6.17 lbs)

¥54,800

M-LOC

BK

FDE

JAN:
【BK】4571443154828【FDE】4571443154835【FG】4571443154842【CG】4571443154859

FG

CG

JAN:4571443154903

M-LOC

TRIDENT MK2 SERIES
■TRIDENT MK2 CRB-M
Overall Length（全長）
727mm（28.6"）- 815mm（32.1"）
Weight（重量）
2.6 kg (5.7 lbs)

アウターバレル長:5.5インチ
インナーバレル長:155mm
インナーバレル内径:6.05mm
本体サイズ:全長445mm-665mm/
高さ180mm、本体重量:約2.6kg
セレクター：セミ/2点バースト/フル
Price ￥62,800
JAN:4571443143853

Overall Length（全長）
527mm（20.75"）- 610mm（24"）
Weight（重量）
2.27kg / 5.0 lbs
Price 各￥44,800
JAN:【BK】4571443139375
【FDE】4571443139382
【FG】4571443139399

CMC社ストレートトリガ ー が
実 装された特 別 仕 様 。

BK

FDE

¥53,800

M-LOC

BK

FDE

JAN:
【BK】4571443154866【FDE】4571443154873【FG】4571443154880【CG】4571443154897

FG

CG

KRISS VECTOR
95連 マガジン[3本セット]
Price ￥8,400
95連 マガジン[1本]
Price ￥3,200

KRYTAC純正
TRIDENT 47 CRB
600連 多弾数 スチール製
スペアマガジン ￥3,800

KRYTAC電動ガン
TRIDENT/LVOAシリーズ用
多弾マガジン
￥3,300

JAN:[3本セット]4571443144324
JAN:[1本]4571443144317

JAN:4571443147073

JAN:4571443141972

アウターバレル長:16インチ、
インナーバレル長:416mm、
インナーバレル内径:6.05mm
本体サイズ:全長863mm-945mm/高さ223mm、本体重量:約2.7kg
Price 各￥51,800

TRIDENT MK2 PDW

BK

銃 本 体 へ ラ イト や フォア グリップ
な ど 便 利 な 拡 張 機 器 を 取り付 け
るた め の 新しい 規 格 。

TRIDENT MK2 SPR

JAN:【BK】4571443139405
【FDE】4571443139412
【FG】4571443139429

FG

ALPHA SDP

Overall Length（全長）
470mm（18.5"）- 565mm（22.25"）
Weight（重量）
2.12kg / 4.1 lbs Price 各 ¥42,800
JAN:4571443139351

CQB戦に有利な
5.5インチショートバレル！
！

ALPHA CRB

Overall Length（全長）711mm（28"）- 795mm（31.3"）
Weight（重量）2.38 kg / 5.24 lbs JAN:4571443139368

Price 各 ¥42,800

TRIDENT LMG ENHANCED

JAN:【BK】4571443139405
【FDE】4571443139412
【FG】4571443139429

BK
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KRYTAC

Overall Length（全長）
750mm（29.53"）- 835mm（32.87"）
Weight（重量）
3.53 kg / 7.78 lbs
Price ¥72,000
JAN:4571443137135

TRIDENT MK2 CRB
Price 各 ¥51,800

BK

FDE

FG

Overall Length（全長）
675mm（26.5"）- 787mm（31"）
Weight（重量）
2.5 kg / 5.5 lbs

KRYTAC

54

優れた防錆効果！

セラコートの大きな特性の一つとして防錆効果が非常に高い事が挙げられま
す。塩害テストの画像を見てもその効果は一目瞭然！他製品を圧倒する効
果に海外でも注目を集めています。
http://cerakote.jp/blog/saltwatertest

セラコートとは、アメリカ軍部隊でも採用された特殊な塗装
（ミクロン）という薄さと硬度
塗膜厚 25μ
（コーティング）です。
9H という強度を併せ持ち、過酷な条件にも対応できるよう研
究開発された性能重視のコーティングです。

4D PRINT CUSTOM
電動ガン ハンドガン Glock 18c
Cerakote【バーントブロンズ】

4D PRINT CUSTOM
KRYTAC LVOA
Cerakote
【ステンレス】

■セラコート
（ステンレス）
参考価格 ￥29,000
（税抜）
〜
※本体は含まれません
お問い合わせ：4D PRINT

ガスブローバックM4A1 MWS用 8ウェイアウターバレル&
リアルスタイルハイダー[セラコート限定セット] 各￥21,300
JAN:
【ステンレス】
4571443151544
【タングステン】
4571443151551
【ブラックコバルト】
4571443151568

人気のセラコート3色︒

リアルスタイルハイダー
[セラコートver] 14mm 各￥6,500
JAN:
【ステンレス】
4571443151513
【タングステン】
4571443151520
【ブラックコバルト】
4571443151537

リアル ガスブローバックM4A1 MWS用
8ウェイアウターバレル[セラコートver] 各￥15,800
JAN:
【ステンレス】
4571443151483
【タングステン】
4571443151490
【ブラックコバルト】
4571443151506

スタンダードM4用アウターバレル[セラコートver] 各￥16,800

JAN:
【10.5inch/ステンレス】
4571443155061
【10.5inch/タングステン】
4571443155078
【10.5inch/ブラックコバルト】
4571443155085
【12.5inch/ステンレス】
4571443155092
【12.5inch/タングステン】
4571443155108
【12.5inch/ブラックコバルト】
4571443155115
【14.5inch/ステンレス】
4571443155122
【14.5inch/タングステン】
4571443155139
【14.5inch/ブラックコバルト】
4571443155146

【Cerakote】
■Sniper Green
（スナイパーグリーン）
■Blue Titanium
（ブルーチタニウム）
■Stainless
（ステンレス）
■Burnt Bronze
（バーントブロンズ）

ヨーロッパほぼ全ての特殊部隊に納入実績のある

BATTLE
DAMAGE
バトル・ダメージ

次世代M4用アウターバレル[セラコートver] 各￥16,800

JAN:
【10.5inch/ステンレス】
4571443155153
【10.5inch/タングステン】
4571443155160
【10.5inch/ブラックコバルト】
4571443155177
【12.5inch/ステンレス】
4571443155184
【12.5inch/タングステン】
4571443155191
【12.5inch/ブラックコバルト】
4571443155207
【14.5inch/ステンレス】
4571443155214
【14.5inch/タングステン】
4571443155221
【14.5inch/ブラックコバルト】
4571443155238

ステンレス

タングステン

ブラックコバルト

まるで激しい戦闘を何
ダメージング加工を施す事で、
エアガンの
度も潜り抜けたようなリアルな質感となり、
存在感もグッと増して見えます。
写真のようなダメージングも当社で加工可能です。

オーストリアのギアメーカー 日本初上陸!!

その本社はオーストリア屈指の歴史ある産業都市、
銃器・兵器産業も盛んなシュタイアーに
あり、
その高品質かつ安全性に配慮した各種装備品は山岳部隊を擁するオーストリア軍の
特殊部隊「jagdkommando」の隊員たちを納得させる気鋭のギアメーカーです。コン
バットシャツやジャケット、
パンツ、
各種ポーチ類にバッグなどラインナップは多岐にわたり、
細部のディテールに独自仕様を盛り込んだコンバットシャツやパンツなど、
アメリカ系のミリ
タリーブランドとは違う思想の元、
ヨーロッパ的なオリジナル性が光るギアを開発しています。
ミリタリーアイテムのチョイスにも独自のこだわりを、
そんなニーズを満足させるブランド
「CLAWGEAR」
が日本初上陸です。
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PREMIUM MILITARY EQUIPMENT

4D PRINT
KRYTAC LVOA-C
CERAKOTE＋DAMAGING
■セラコート
（リアルブラック）
■ダメージング加工

ダメージング加工例
米軍でも採用されたCerakoteは、通常の塗装に比べ
遥かに過酷な環境にも耐える性能を持ちます。使用
すればするほど実銃のような風合いと味わいが出てく
るのもCerakoteが選ばれている理由です。

※実際の商品とは色味が異なる場合がありますのでご了承ください。

Cerakote
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