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JP̲LLX22̲P19P20̲NB1

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。
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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！
！

FNX-45
G17・G18C・P226
G19
HK45
M&P9
M&P9L
M92F
M9A1
ガスMP7A1
V10ウルトラコンパクト
M1911A1
Hi-CAPA5.1 ゴールドマッチ
SIG M17

JAN：4571443162311
JAN：4560329178355
JAN：4571443159410
JAN：4560329188279
JAN：4571443131478
JAN：4571443151476
JAN：4560329178348
JAN：4560329179215
JAN：4560329179499
JAN：4571443167491
JAN：4560329178331
JAN：4571443139320
JAN：4571443176028

¥3,300
¥3,080
¥3,190
¥3,300
¥3,190
¥3,300
¥3,300
¥3,300
¥3,850
¥3,190
¥3,300
¥3,300
¥4,180

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！
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DE.50AE用
FNX-45
G17・G18C
G19
HK45
M&P9
M&P9L
M9A1
V10ウルトラコンパクト
デトニクス.45
Hi-CAPA5.1 7インチ
M1911A1
Hi-CAPA4.3
●寸法精度100分の1mm
Hi-CAPA5.1 ゴールドマッチ
●内径6.03mmでBB弾をブレさせない！
ガスMP7A1用
「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 Carbon8 CO2 M45 CQP/DOC用
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 SIG M17

JAN：4582109582954
JAN：4571443162304
JAN：4560329174050
JAN：4571443159403
JAN：4560329188026
JAN：4571443131485
JAN：4571443151469
JAN：4560329179222
JAN：4571443167484
JAN：4582109585344
JAN：4582109588642
JAN：4582109580752
JAN：4582109588987
JAN：4571443139313
JAN：4560329179482
JAN：4571443170941
JAN：4571443174147

¥3,200
¥3,300
¥3,080
¥3,190
¥3,300
¥3,190
¥3,300
¥3,300
¥3,190
¥3,080
¥3,850
¥3,300
¥3,080
¥3,300
¥3,850
¥4,180
¥4,180

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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GAS BLOWBACK
TOKYO MARUI

共用パーツ

※画像はM9A1/M92F/グロック/M&P9用
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装着イメージ

大

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！
！
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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。

￥5,280
JAN：4571443173850
●しっかり握りこめるラウンドグリップ!
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。
グリップ部はしっかりと握り込めるラウンド
形状を採用。
また、
広範囲に滑り止めのシボを施している
ため、
ブレを防止し射撃をサポートします。

THESEUS
テ

セ

ウ

ス

中

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

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

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

¥2,530
¥2,530
¥2,530
¥2,530

Hi-CAPA カスタムグリップ / Hi-CAPA5.1 Custom Grip
¥5,280
JAN：4560329176900

Hi-CAPA5.1 ストライクフロントキット NEO
Hi Capa 5.1 Strike Front Kit NEO
￥6,380
JAN：4571443176011

Hi-CAPA5.1 S.A.S.フロントキットNEO[14mm逆ネジ・CCW]
Hi-CAPA5.1 S.A.S. Front Kit NEO[14mmCCW]
JAN：4571443151704
￥6,380

ハイキャパ5.1用 カスタムロアフレーム"RR" 5.1
Hi-CAPA Custom Lower Frame "R" 5.1
JAN：4571443162601
￥8,580
●軽量、高精度アルミダイキャスト ロアフレーム「ゴー
ルドマッチ」対応Ver.
●アンダーレイル装備!
●Hi-CAPA CUSTOM LOWER FRAME"RR"5.1

￥5,280
JAN：4571443173867
●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!
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。

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。

●ハイキャパを超接近戦仕様にカスタマイズ!
●フルートアウターバレル対応!
●レイル装備で拡張性UP!
45ACPを放つハイキャパのパワー溢れるフォルムをさ
らに加速させ、
圧倒的な威圧感を放つスタイルに進化さ
せるキットです!

●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

ハイキャパ 5.1 2WAY アウターバレル
Hi-CAPA 5.1 2Way Non-Recoiling Outer Barrel SAS
JAN：
【BK】4571443167637
各￥8,580

Hi-CAPA D.O.R. 2WAYアウターバレル
Hi-CAPA D.O.R 2Way Non-Recoiling Outer Barrel SAS
JAN：
【BK】4571443167682
各￥8,580

Hi-CAPA5.1 フルートアウターバレル[ツイスト]
Hi-CAPA5.1Flute Outer Barrel ＜Twist＞
￥7,480
JAN：4571443135650

Hi-CAPA5.1 ハイブリッド トリチウムサイト
Hi-CAPA5.1 Hybrid tritium sight
￥9,680
JAN：4571443146540

●14mm逆ネジ仕様!!マズル先端を交換可能
●軽量・高精度なアルミ削り出し!
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。

●14mm逆ネジ仕様!!マズル先端を交換可能
●軽量・高精度なアルミ削り出し!
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。

●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。

Hi-CAPA ゴールドマッチ用リコイルスプリングガイド
Recoil Spring Guide for Hi-CAPA 5.1 GOLD MATCH
JAN：4571443162809
￥3,080
●ゴールドマッチ専用カラー!
ダイキャスト製の重量物である純正リコイルスプリング
ガイドをアルミ素材から切削加工することで強度を維持
しつつ軽量化に成功。

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!

GAS ROUTE SEAL PACKING・AERO

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

●マガジンからのガスを確実にパワーに変えます。
●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 Hi-CAPAシリーズ対応!!
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!寸法精度に優れたアルミ削り出しのラウンドシェイ
プ形状を採用、
安心のジャパンメイド!

ガス
放出量

ハイキャパ カスタムグリップR ボーン
Hi Capa Skeleton Grip R

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

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
Dyna Piston Head for Marui Gas Blow Back Series
￥1,650
JAN：4571443173768

●グロックシリーズ
●M9A1/M92Fシリーズ

JAN：
【1個】4560329170458
¥880
【2個】4560329170465 ¥1,540
JAN：
【1個】4560329176993
¥880
【2個】4560329177006 ¥1,540
JAN：
【1個】4560329180013
¥880
【2個】4560329180020 ¥1,540

●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/
¥880
【2個】4571443131959 ¥1,540
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
ハイキャパ5.1 ゴールドマッチ

【SV】4571443167644【GD】4571443167651
【RD】4571443167668

【SV】4571443167699【GD】4571443167705
【RD】4571443167712

対応機種:東京マルイ ガスブローバック Hi-CAPA5.1

VSR対応

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 ガスブローバックシリーズ
HK45/M&P9シリーズ/Px4/USPコンパクト

ワイドユース・エアシールチャンバーパッキン
Wide Use Air Seal Chamber Bucking
JAN：4582109588963
¥1,760
【HARD Type】4571443151391
¥1,650

カスタムホップダイヤル TYPE-A/TYPE-B
Nine ball Custom Hop Dial
各￥770
JAN：
【Type-A】4571443169778

●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。

●HOPの微調整が容易に。
あのストレスを軽減!!
純正のHOPダイヤルの溝は範囲が狭く調整が難しい!!
その問題を解消するために、
HOPの溝を長く緩やかにす
ることで、
微調整が容易になります。
【Type-A】
ホップダイヤル直径9.1mm、
厚み2.6mm
【Type-B】
ホップダイヤル直径10.6mm、
厚み2.6mm

HANDGUN PARTS

●マイクロドットサイトをダイレクトマウント可能!
●アングルドアイアンサイト装備!
東京マルイ製 ガスブローバックハンドガン ハイキャパ
5.1に組み込みできるカスタムスライドです。
マイクロドッ
トサイトを直接マウントでき、
さらに両サイドにアングルド
のアイアンサイトを装備。

ハイキャパ カスタムグリップR カバード
Hi Capa Custom Slim Grip R

マガジン横からの断面イメージ図
ガス
放出量

※イメージ図
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ハイキャパ5.1 カスタムスライド GUNGNIR
Hi Capa Gungnir Custom Slide
￥9,680
JAN：4571443171566

HIGH BULLET VALVE
●高次元の安定流量を実現!!
●放出量の調節が可能!!

05

CUSTOM
Hi-CAPA5.1STRIKE
MODEL

04
02

ハイバレットバルブNEO R

Hi-CAPA

内径6.03mm

TOKYO MARUI GAS BLOWBACK

01

02

ACK
TOKYO MARUI GAS BLOWB

【Type-B】4571443169785

ホップダイヤルアジャスター[HOP調整用工具]
HOP Dial Adjuster
JAN：4571443141477
￥1,980

バルブレンチNEO R
Valve Wrench NEO R

このアイテムは、
グローブを装着したままの素早い調整
を可能とし、ボルトやスライドを分解することなくHOP
調整を行う為の専用工具です。

ハンドガンバルブのみならず、東京マルイ製ガスブロー
バックマシンガンシリーズのマガジンバルブにも対応し
た、
メインバルブ(放出バルブ)と注入バルブ双方を分解
可能なレンチです。バルブが固く締め込まれている場合
はφ4mm未満のドライバーなどを本製品の横穴に差し
込んで使えばトルクを掛けて取外しすることが出来ま
す。

JAN：4571443167736

￥2,420

インジェクションバルブ ブラック
（3本）
Injection Valve Black (3PCS)
JAN：4560329173619
¥1,320
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。)

Hi-CAPA5.1/4.3 カスタムスライドストップ
Hi-CAPA5.1/4.3 Custom Slide Stop
各￥4,180
JAN：
【SV】
4571443144041

Hi-CAPA5.1/4.3 カスタムハンマー[ヘキサ]
Hi-CAPA 5.1/4.3 Custom Hammer HEXA
各￥5,280
JAN：
【BK】
4571443144195

●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。

● 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!

【BK】
4571443144034

【SV】
4571443144201

対応機種:
NINE BALL ダイレクトマウント アイギスHG シリーズ
NITRO.Vo MP5&G3用 ダイレクトマウント アイギスSMG

Hi-CAPA カスタムマガジンキャッチ NEO
Hi-CAPA/CUSTOM MAGAZINE CATCH
各￥4,180

JAN：
【BK】
4571443174567
【SV】
4571443174574

●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!
東京マルイ製ガスブローバックガン、
Hi-CAPAシリー
ズに取付け可能なマガジンキャッチです。
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。

Hi-CAPA5.1 ダイレクトマウント アイギスHG
Hi CAPA Optic Shield and Slide Optic Mount Aegis HG
￥3,850

ダイレクトマウント アイギスHG 専用防弾シールド
Direct Mount Aegis HG - Spare Shield (Spare shield only)
￥770
JAN：4571443171719

●エイミングしやすいロープロファイル仕様!
●スライドにダイレクトマウント!
●高強度ポリカーボネートが光学サイトを守る!
光学サイト用の防弾プロテクター
「サイトプロテクター
アイギス」の防弾性能はそのままに、
東京マルイ ガス
ブローバック ハイキャパ5.1専用に開発された防弾板
付きダイレクトマウントです。

当製品は当社製ダイレクトマウントアイギスHG(別
売)、
MP5&G3用 ダイレクトマウント アイギスSMG
(別売)専用の交換用防弾シールドです。

JAN：4571443176868
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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5.1

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
Hi-CAPA 5.1 Flute Outer Barrel twist type(HEAT GRADATION)
￥7,920
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!

東京マルイ Hi-CAPA カスタムマガジンキャッチ
NEO ヒートグラデーション
TM GBB Hi-CAPA/Custom Magazine Catch
HEAT GRADATION
JAN：4571443174604
￥4,730

ガスブローバック Hi-CAPA5.1/4.3 グリップ
ネジセット ヒートグラデーション
Hi-CAPA5.1/4.3 Hexagon Socket Truss
HEAT GRADATION
JAN：4571443162151
￥1,100

ガスブローバック Hi-CAPA5.1/4.3
マグウェルNEO ヒートグラデーション
Hi-CAPA5.1/4.3 Magwell NEO HEAT
GRADATION
￥6,930
JAN：4571443159984

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!

●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!
グリップとロアフレームを固定する箇所に使用する、六
角穴付トラス(2個セット)です。

●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!
●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!

Hi-CAPA5.1/4.3 カスタムセーフティレバー[レフティー]
Hi-CAPA5.1/4.3 Custom Safety Lever [Lefty]
JAN：
【BK】
4571443151650
各￥5,280

Hi-CAPA5.1 サイトカバーセット
Hi-CAPA5.1 Sight Cover Set

Hi-CAPA5.1/4.3 ハイキャパ アルミマウントベースNEO
Hi-CAPA5.1/4.3 Aluminum Mount Base NEO
JAN：4571443142610
¥8,580

Hi-CAPA5.1・M1911A1 カスタムトリガー
ヒートグラデーション
Hi-CAPA/Government Series Custom
Trigger HEAT GRADATION
JAN：
【オメガ】4571443159977
各￥4,180

Hi-CAPA5.1/4.3 カスタムハンマーヘキサ
ヒートグラデーションGBB
Hi-CAPA 5.1/4.3 Custom Hammer
HEXA HEAT GRADATION
JAN：4571443159892
￥5,280

●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!
●軽量ジュラルミン削り出し!

●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!
●高精度CNC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!

Hi-CAPA5.1/4.3 カスタムセーフティレバー[シングル]
Hi-CAPA5.1/4.3 Custom Safety Lever [Single]
JAN：
【BK】4571443151612
各￥4,180

Hi-CAPA5.1/4.3 カスタムセーフティレバー[ダブル]
Custom Safety Lever (Ambi)
JAN：
【BK】4571443151636
各￥6,380

●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。

●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。

【ガンマ】4571443159960

【SV】4571443151629

GLOCK G17/G18C/G
19/G22/G34

G19カスタムスライド GUNGNIR
Glock 19 Gungnir Custom Slide - Direct Optic Mount
￥9,680
JAN：4571443171573

【SV】4571443151643

●マイクロドットサイトをダイレクトマウント可能!
●アングルドアイアンサイト装備!
東京マルイハンドガン、
グロック19 サードジェネレーショ
ンに組み込みできるカスタムスライドです。
マイクロドットサイトを直接マウントでき、
さらに両サイド
にアングルドのアイアンサイトを装備。

※ハイキャパ エクストリームは除く

【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。

JAN：4560329179284

¥880

●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!!

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！

Hi-CAPA ストロングシアー / Hi-CAPA Strong Sear
￥3,080
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。

Hi-CAPA5.1 リコイルスプリングガイド プラグLight
Hi-CAPA5.1 Recoil Spring Guide Plug Light
¥3,080
JAN：4560282763971

GLOCK ダイレクトマウントベース
Marui GBB Glock Series Direct Mount Base
￥4,620
JAN：4560329179505

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。

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!

G17 Gen.4 ノンリコイル フルート アウターバレル
Glock 17 Non-Recoiling "Fixed" Outer Barrel
各￥9,680
JAN:

【GD】4571443170224
【SV】4571443170217
【GM】4571443170200

●ツイスト加工を施した圧倒的存在感!!
●軽量・高精度なアルミ削り出し!
東京マルイ製のガスブローバックガン G17 Gen.4に
取り付けできるメタルアウターバレルです。

G17 Gen.4 ノンリコイル 2WAY アウターバレル
Glock 17 "2 Way Fixed" Non-Recoiling Outer Barrel
各￥9,680
JAN:

【GD】4571443170255
【SV】4571443170248
【GM】4571443170231

●軽量・高精度なアルミ削り出し!
東京マルイ製のガスブローバックガンG17 Gen.4に
取付けできるメタルアウターバレルです。
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。

Hi-CAPA5.1 リコイルスプリングガイドLight
Hi-CAPA5.1 Recoil Spring Guide Light
JAN：4560282764909
¥3,080

Hi-CAPA5.1 シューターズ リコイル スプリング ソフト
Hi-CAPA5.1Shooter's Recoil Spring Soft
JAN：4560282766286
¥1,100

Hi-CAPA5.1 ショートストロークリコイルスプリング
Hi-CAPA5.1Short Stroke Recoil Spring
JAN：4582109585672
¥880

Hi-CAPA5.1ハイスピードリコイルスプリング
Hi-CAPA5.1High Speed Recoil Spring
JAN：4582109585689
¥880

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。

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。

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。

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。

G19 ノンリコイル フルート アウターバレル NEO
Glock 19 Non-Recoiling "Fixed" Outer Barrel NEO
￥9,680
JAN：

【GD】4571443180216
【SV】4571443180209
【GM】4571443180193
●ツイスト加工を施した圧倒的存在感!!
●軽量・高精度なアルミ削り出し!
●G19 Gen.4対応!
東京マルイ製のガスブローバックガン G19シリーズに取
り付けできるメタルアウターバレルです。

【GD】4571443176448
【SV】4571443176431
【BK】4571443176424

●14mm逆ネジ仕様!マズル先端を交換可能!
●軽量・高精度なアルミ削り出し!
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。

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
●GLOCK17●GLOCK18C

Hi-CAPA5.1 フェザーウェイトピストン
Hi-CAPA5.1 Feather Weight Piston
¥5,280
JAN：4560282764480

G17 Gen.3/G18C/G22 ノンリコイル 2WAY アウターバレル
Glock 17 gen 3 - Glock 22 - Glock 18c - Carbon8
Striker 9 - 14mm CCW Threaded Outer Barrel
JAN:
各￥9,680

G19 ノンリコイル 2WAY アウターバレル NEO
Glock 19 NON-RECOIL 2WAY Outer Barrel
各￥9,680
JAN：

【GD】4571443180186
【SV】4571443180179
【GM】4571443180162

●14mm逆ネジ仕様!マズル先端を交換可能!!
●軽量・高精度なアルミ削り出し!
●G19 Gen.4対応!
東京マルイ製ガスブローバックハンドガン G19シリーズ
に取り付けできるメタルアウターバレルです。

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

GLOCK17・GLOCK18C マガジンバンパー
G18C Magazine Bumper
JAN：
【1個入】4560329175088
￥880
【3個入】4560329175095
￥2,310

G18C カスタムスライド＜エッケザクス＞
Ｇ18Ｃ Custom Slide <Eckesachs>
¥9,680
JAN：4571443135452

G18C ストライクフェイス NEO / Ｇ18Ｃ
Strike Face NEO
JAN：4571443135179
¥5,940

G18C SASフロントキット NEO / Ｇ18Ｃ
SAS Front Kit NEO
¥6,710
JAN：4571443135186

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。

G18C ファイバーオプティックサイト
Ｇ18Ｃ Fiber Optic Sight

G18C リコイルスプリングガイド プロ
Ｇ18Ｃ Recoil Spring Guide PRO
JAN：4560329174401
¥4,180

JAN：4571443171689

G19 / G17 Gen.4用 ダイレクトマウント アイギスHG
Direct Mount Aegis HG - Glock
￥3,850

G19/G17 Gen.4用 ダイナピストンヘッド
G19/G17 Gen.4 Dyna Piston
￥1,650
JAN：4571443169754

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。

GAS BLOWBACK
TOKYO MARUI

M9A1

【対応機種】
・Hi-CAPA5.1/Hi-CAPA4.3
・M1911A1/MEU/S70
・M45A1
Hi-CAPA5.1 ハンマースプリング
Hi-CAPA5.1 Hammer Spring
JAN：4582109580783

¥1,100

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

Hi-CAPA5.1 スプリングプランジャーセット
Hi-CAPA5.1 Spring Plunger Set
JAN：4582109585658
¥880
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。

M9A1 ダイナピストンヘッド
Dyna Piston Head【M9A1】
for Gas Blow Back Series

ハイキャパ5.1 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セット NEO
Recoil Spring and Guide Set NEO
JAN：4571443177049
￥3,850

JAN：4571443131898

●Ra0.8〜1.0の磨きをかけ、
スムーズな動作を実現!
●スラストベアリング搭載でスプリングの捩れを軽減!
●ショートストロークスプリングで連射性UP!
東京マルイ製ガスブローバックガン、
Hi-CAPA5.1シリー
ズに使用できるリコイルスプリングガイドとリコイルスプ
リングのセットです。

G18C ハイブリッド トリチウムサイト
G18C Hybrid Tritium Sight
￥1,650

●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。

GAS BLOWBACK
TOKYO MARUI

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! 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

¥5,280

●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！ 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！

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。

●エイミングしやすいロープロファイル仕様!
●スライドにダイレクトマウント!
●高強度ポリカーボネートが光学サイトを守る!
ハンドガン専用に開発された、光学サイト用の防弾プ
ロテクターです。

●エアロダイナミック 6ホールエアーインテーク!!
●東京マルイ製G19/G17 Gen.4対応!!
ガスブローバックハンドガンの 心 臓 部であるシリン
ダーの内部気密をUPする6ホールエアインテークを
搭載!

電動G18C用 マイクロプロサイト ダイレクトマウント
G18C AEP Micro Pro Sight Direct Mount
JAN：4571443165817
￥2,200

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
G18C AEP Custom Slide
LAEVATEINN Type G18C
￥8,580
JAN：4571443153418

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
G18C AEP Custom Slide
LAEVATEINN Type G17
￥8,580
JAN：4571443153425

東京マルイ 電動G18C用 ライトトリガー スプリング
Glock 18c AEP Light Trigger Spring
￥880
JAN：4571443173164

GLOCK 18C
対応機種:
・M9A1・U.S. M9 Pistol

東京マルイ M92F サイレンサーアタッチメント
システムNEO[14mm逆ネジ・CCW]
Silencer Attachment System NEO[14mm・CCW]
JAN：4571443159366
￥2,640
●サイレンサーをダイレクトに装着! ●14mm逆ネジ対
応! 東京マルイ製ガスブローバックM92Fシリーズに使
用可能なサイレンサーアタッチメントです。14mm逆ネ
ジ対応の各種マズルオプションを取り付けることができ
ます。

HANDGUN PARTS

￥9,680

MARUI
電動ハンドガン TOKYO
AUTOMATIC ELECTRIC HANDGUN

M92F
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JAN：4571443146465

M92Fアンダーマウントベース
M92F Under Mount Base

JAN：4582109580981

¥4,400

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。

メタルアウターバレルSAS NEO [14mm逆ネジ・CCW]
M9A1 Metal Outer Barrel SAS NEO[14mm CCW]
￥7,700
JAN：4571443151452

M9A1用リコイルスプリングガイド
M9A1 Recoil Spring Guide

●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!

●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！

JAN：4560329180341

¥3,080

●マイクロプロサイト専用!
●エイミングしやすいロープロファイル仕様!
電動ハンドガンG18Cに東京マルイ製「マイクロプロサ
イト」
をダイレクトに装着するためのアイテムです。
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。純正のリアサイトと交換するだ
けで簡単に取付けることが出来ます。

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!

●トリガープルを純正の1/3に軽量化!
●引きブレを抑制して命中精度を向上!
●セミオートでの連射性能を強化!
東京マルイ 電動ガン ハンドガンタイプグロック18Cのト
リガープルを、
純正の1/3まで軽量化させるトリガースプ
リングです。
また、
セミオートでの連射も行いやすくなり、
グロック18Cの火力を強化することが出来ます。

HANDGUN PARTS
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GAS BLOWBACK
TOKYO MARUI

GAS BLOWBACK
TOKYO MARUI

HK45 テフロンリコイルスプリングHK45
Teﬂon Recoil Spring
¥1,100
JAN：4571443131102

HK45 テフロンハンマースプリング
HK45 Teﬂon Hammer Spring

●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！

●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！

SOCOM Mk23 カスタムスライド GUNGNIR
SOCOM Mk23 Gungnir Custom Slide
JAN：4571443162663
￥6,380

ソーコム Mk23 サイレンサーアタッチメント
NEO [14mm逆ネジ・CCW]
SOCOM Mk23 Silencer Attachment
System NEO(14mm CCW)
JAN：4571443155030
￥1,980

JAN：4560329188460

M1911A1 メタルアウターバレルSAS NEO
M1911A1 METAL OUTER BARREL S.A.S NEO
￥7,480
JAN：4571443146755

¥1,100

M45 CQP/DOC ダンパーリコイルスプリングガイド
Carbon8 M45 Damper Recoil Spring Guide
￥4,180
JAN：4571443168597

●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!
東京マルイ製のガスブローバックガン M1911A1な
どに装着可能なメタルアウターバレルです。

●ショックダンパーを内蔵しスライド破損予防!!
●無電解テフロンメッキを施し動きが滑らか!!
リコイルスプリングガイド内にショックダンパーを内蔵しス
ライドへの衝撃を伝え難くすることで破損を予防します。
更に、
無電解テフロン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。

M45 CQP/DOC用 ノンリコイル 2WAY アウターバレル
Carbon8 M45 CQP/DOC NON-RECOIL
2WAY OUTER BARREL
JAN：
【BK】4571443171900
各￥8,580

【SV】4571443171917
【GD】4571443171924
●マズルを交換できる2way仕様!
●14mm逆ネジ対応!
●軽量・高精度なアルミ削り出し!
カーボネイト製CO2ブローバック M45シリーズに取付
けできるメタルアウターバレルです。

GAS

SOCOM Mk23
●マイクロドットサイトをダイレクトマウント可能!
●アングルドアイアンサイト装備!
東京マルイ製固定スライドガスガン、
SOCOM Mk23に
組み込みできるカスタムスライドです。
マイクロドットサイトを直接マウントでき、
さらに両サイド
にアングルドのアイアンサイトを装備。

東京マルイ製固定スライドガスガン、
SOCOM Mk23に
使用可能なサイレンサーアタッチメントです。
14mm逆ネジ対応の各種マズルオプションを取り付け
ることができます。

M1911A1メタルアウターSAS NEO+マズルプ
ロテクター
M1911A1 METAL OUTER BARREL S.A.S
NEO+MUZZLE PROTECTOR
JAN：4571443146762
￥8,030
●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!

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 NEO
M1911A1 Recoil Spring and Guide Set NEO
￥4,620
JAN：4571443175793

M45 CQP/DOC カスタムスライド EINHERJAR
M45 CQP/DOC CUSTOM SLIDE EINHERJAR

●Ra0.8〜1.0の磨きをかけ、
スムーズな動作を実現!
●スラストベアリング搭載でスプリングの捩れを軽減!
●スプリングガイドの長さをショート・ロングから選べる
2WAY仕様!

●マウントとリアサイトを選べる2WAY仕様! ●圧倒的耐久性! ●マイクロプロサイトをダイレクトマウント!
カーボネイト製CO2ブローバック M45シリーズに対応する強化スライドです。
強い衝撃が加わるCO2ブローバックのリコ
イルにも耐えられるよう、
スライドの肉厚を純正比65%増加。
高気温時や連射時など様々な状況を想定した社内耐久テスト
にもクリアした高耐久仕様です。

JAN：【BK】4571443171320【TAN】4571443171337
【BK/無刻印】4571443171603【TAN/無刻印】4571443171610

各￥10,780

GAS BLOWBACK
TOKYO MARUI

M&P 9 / M&P 9L

ソーコムMk23 ハイバレットバルブ NEO
SOCOM Mk23 High Bullet Valve NEO R
JAN：4571443145789
¥2,530

サイレンサーアタッチメント
（ソーコムMk23）
SOCOM Mk23 Silencer Attachment
JAN：4560329181652
¥1,650

SOCOM Mk23 メタルアウターバレルSAS
SOCOM Mk23 2 Way Metal Outer Barrel SAS
￥8,580
JAN：4571443168627

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!!

●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。

●マズル先端交換で外観が変化!
●高精度なアルミ削り出し!
マズル先端をSAS形状マズルに付け替えることによって、
弊社MODE-2の製品をはじめとした14mm逆ネジ対応の
フラシュハイダーやサプレッサー、
トレーサーユニット等の
各種アタッチメント・マズルオプションが装着可能です。

ソーコムMk23用 アンダーマウントベース Ver.2
SOCOM Mk23 Under Mount Base Ver.2
¥4,950
JAN:4560329182109
●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！

SOCOM Mk23 ライトトリガープル キット
SOCOM MK23 Lightweight Trigger Pull Kit - Japan Version
JAN：4571443172662
￥ 7,480

●ハンマー周辺のトータルバランスを再構築し、
トリガー
プルを最大限に軽量化!命中精度、
連射性能を強化!!
固定スライドガスガン SOCOM Mk23のトリガープ
ルを軽量化するキットです。
トリガープルに直接関係す
るハンマートーション(ハンマースプリング)のレートを
下げてトリガープルを軽量化。

対応機種:
・M92Fミリタリーシリーズ
・M9A1・U.S. M9ピストル
・GLOCKシリーズ・M&P9シリーズ
・USP・GLOCK19

M&P9用 ダイレクトマウント アイギスHG
Direct Mount Aegis HG - M&P9
￥3,850
JAN：4571443171696

M&P9 テフロンリコイルスプリングMarui
M&P9 Teﬂon Recoil Spring
¥1,100
JAN：4571443133939

ハイバレットバルブNEO R
M9A1/M92F Series/Glock Series High Bullet Valve NEO R
￥2,530
JAN:4560329179246

●エイミングしやすいロープロファイル仕様!
●スライドにダイレクトマウント!
●高強度ポリカーボネートが光学サイトを守る!
ハンドガン専用に開発された、
光学サイト用の防弾プロテ
クターです。

●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！

●放出量の調節が可能! ●高次元の安定流量を実現! 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製を誇ります。さらにユー
ザー様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、
バルブの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!

DE.50AE用 メタルアウターバレル
10inchDE.50AE Metal Outer Barrel 10 inch
JAN：4560329179116
￥14,080

ダイナピストンヘッド
【ワイド】
Dyna Piston Head【Wide】for Gas Blow Back Series
JAN：4571443131881
￥1,650

M&P9L ダイナピストンヘッド
"M&P9L" Dyna Piston Head
JAN：4571443153746

￥1,650

●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。

TOKYO MARUI GAS BLOWBACK

SIG AIR CO2 BLOWBACK

DESERT EAGLE

M17

対応機種:Px4/XDM-40/HK45/M&P9

M17用 ノンリコイル 2WAYアウターバレル
M17 14mm CCW Threaded Nine Ball Outer Barrel
JAN：
【SV】4571443176882
各￥9,680
【BK】4571443176875

●14mm逆ネジ仕様! マズル先端を交換可能!!
●軽量・高精度なアルミ削り出し!
SIG SAUER ProForce M17に取り付けできるメタル
アウターバレルです。
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。

M17用 ハードリコイルスプリング&ショートリコイルブッシュセット
M17 Short Stroke Recoil Kit
￥1,320
JAN：4571443177056

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! SIG SAUER ProForce M17に取り付けできる
ハードリコイルスプリング&ショートリコイルブッシュセット
です。
ハードリコイルスプリングは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す。

M17 ダイレクトマウント アイギスHG
Direct Mount Aegis HG - M17

￥3,850
JAN：4571443175472
●スライドにダイレクトマウント!
●高強度ポリカーボネートが光学サイトを守る!
光学サイト用の防弾プロテクター
「サイトプロテクター ア
イギス」
の防弾性能はそのままに、
SIG SAUER ProForce
M17用に開発された防弾板付きダイレクトマウントで
す。

M17用 ダイレクトマウント
Direct Mount - SIG SAUER ProForce M17
￥1,650
JAN：4571443175489

●スライドにダイレクトマウント!
●エイミングしやすいロープロファイル仕様!
SIG AIR Proforce M17用に開発されたダイレクトマウ
ントです。
軽量なロープロファイル仕様。
純正のリアサイトと交換するだけで簡単に取付けること
が出来ます。

M17用 カスタムトリガー/M17 Custom Trigger
各￥4,180
JAN：
【SV】4571443179845

【BK】4571443179838
●トリガーストロークを無段階で調整可能!
●引きやすく連射しやすいストレートタイプ!
SIG AIR M17のトリガーレスポンスを最大限に引き上げ
るカスタムトリガーです。
トリガーの引きはじめと引き終わ
りの位置を無段階に調整できるので、
セッティング次第で
大幅にレスポンスを向上させられます。

INE
TOKYO MARUI GAS BLOWBACK MACH

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。

DE.50AE カスタムマガジンキャッチ
DE .50AE Custom Magazine Catch
各￥4,180
JAN：
【SV】4571443178398

●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!

Automatic Electric
Handgun &
Automatic Electric
Compact Machine
Gun

【BK】4571443178381

●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
東京マルイ製ガスブローバック デザートイーグル.50AE
シリーズに取付け可能なマガジンキャッチです。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。

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
AEG Custom Slide LAEVATEINN
Custom Type G18C/Type G17
JAN：
【Type G18C】4571443153418 各¥8,580
【Type G17】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!

KSC GAS BLOWBACK

MP7A1 スリングスイベルエンドMarui
MP7A1 Spring Swivel End
JAN：4582109589205
¥5,280
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。

HANDGUN PARTS

D.E リコイルスプリングガイドセットDE.
Recoil Spring Guide Set
JAN：4582109585726
¥3,850

●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。

GUN

MP7A1
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●ノーマルでも迫力十分なデザートイーグルをさらに
10インチにまで延長したアウターバレル!! 製品上部と
下部には、優れた拡張性のピカティニー規格20mm幅
ロングマウントレイルを設けることで様々なオプション
の装着に対応が可能です!

マルイ M&P9 ハンマースプリングセット
M&P9 Hammer Spring Set
JAN：4571443131805
¥1,430

MP7A1 ストックベース / MP7A1 Stock Base
￥6,380
JAN：4560329188491
●電動MP7A1にM4系ストックが装備可能となるス
トックベース!
東京マルイ製電動MP7A1にM4系ストックを取り付
けるためのアイテムです。ストックベースの材質にはガ
ラス繊維を混入した強化樹脂を採用し、
強度と軽さを
両立!

SHARED PARTS

KSCワイドユース
ハイバレットバルブ/モノコックKSC
Wide Use High Bullet Valve/Monocoque
JAN：4582109587324
¥2,530
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。

ハイキャパE カスタムスライド GUNGNIR
Hi-CAPA E Gungnir AEP Custom Slide
JAN：4571443168603
￥6,380

電動ＨＫ４５ カスタムスライド ガングニール
HK45 Gungnir AEP Custom Slide
JAN：4571443168610
￥6,380

●マイクロドットサイトをダイレクトマウント可能!
●アングルドアイアンサイト装備!
マイクロドットサイトを直接マウントでき、
さらに両サイド
にアングルドのアイアンサイトを装備。
ドットサイトのバッ
テリー切れなどの緊急時にもパフォーマンスの低下を抑
えます。

●マイクロプロサイトをダイレクトマウント可能！●アン
グルドアイアンサイト装備！東京マルイ製 電動ガン ハン
ドガンタイプ HK45に組み込みできるカスタムスライド
です。マイクロドットサイトを直接マウントでき、
さらに両
サイドにアングルドのアイアンサイトを装備。
ドットサイト
のバッテリー切れなどの緊急時にもパフォーマンスの低
下を抑えます

MP7A1 ロングマガジンキャッチMP7A1
Long Magazine Catch
¥3,080

JAN：4571443144362

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。

HANDGUN PARTS
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SATELLITE
Duraﬂex製
ファステックス採用

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。

MC SHARK MOUTH

パンプマックスインナー【ベージュ/ブラック】各¥8,580

Pump Max Inner【Beige/Black】
JAN：
【ベージュ】
JAN：
【ブラック】
【XS】4571443171436 【XS】4571443171382
【S】4571443171443 【S】4571443171399
【M】4571443171450 【M】4571443171405
【L】4571443171467 【L】4571443171412
【XL】4571443171474 【XL】4571443171429
着た瞬間から、
マッチョなムキムキボディのシルエットにな
れる!画期的な、
マッスルパッド内蔵インナーシャツです。

CONTAINER GUN CASE

LAYLAX
TACTICAL SUPPLIES

SKULL ICON PATTERN

SMILE PATTERN

BLUE LINE

SKULL FACE

クールネックゲイター 各￥2,970 Cool Neck Gaiter Slim Fit

CQBスリング NEO【BK/TAN/RG】各¥3,740

JAN：
【MCシャークマウス】
4571443159823【スカルアイコンパターン】
4571443159830
【スマイルパターン】
4571443159847
【BLUE LINE】
4571443151155
【SKULL FACE】
4571443151148
●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

CQB Sling NEO【BK/TAN/RG】
JAN：
【BK】4560329187791
【TAN】4560329187807【RG】4560329187814
様々なシチュエーションへの適応力を前モデルより継承
し、
スリム化を図る事で主流になりつつある近代装備にベ
ストマッチ! 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!
■サイズ:フリーサイズ(長さ調節可能)
・スリングベルト幅:30mm・フリーベルト幅:25mm

トライワンポイントバンジースリング V2
【BK/TAN/RG】各￥4,290

Tri-Ring One Point Bungee Sling V2 BK/TAN/RG
JAN：
【BK】4571443146670【TAN】4571443146687
【RG】4571443146694
●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。

バレル内部の
メンテナンスに
抜群の力を発揮！
マーカーパッチNEO ¥1,980

コンテナガンケース コンパクト
￥9,350

NEOはファスナー開閉式の
”マチ”を採用する事で
収納力が更に
アップしています！

Team Marker Velcro Patch Set NEO
JAN：4571443173744

580㎜までの
電動ガンを通常収納

パイソンブラック

様々な識別マーカーが存在しますが、
装着に手間取っ
たり、
激しい戦闘でのズレや、
木枝などに引っかかる場
合も多く意外に不便ですが、マーカーパッチNEOは
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。

Container Gun Case Compact

MCBK

●サブマシンガンやPDWのサイズに最適化されたコンパクトモデルです。 H600×W300×D75mm( マチ開口時 D120mm)

780mmまでの
電動ガンを通常収納

780mmまでの
電動ガンを通常収納

コンテナガンケース NEO ￥9,680 Container Gun Case NEO

アンチフォグ クロス(メガネ拭き) ¥1,320
Anti-fog Microﬁber Cloth
JAN：4571443175533

JAN：
【パイソンブラック】4571443175922 【MCBK】4571443175915
サバゲーフィールドのセーフティーで展開することで、
電動ガンやプレイグッズなどをまとめて置いておく事が出来
るガンケースです。普段、
フィールドでは邪魔になるガンケースが新たな用途が加わることで更に便利にご使用いた
だけます。ガンケースを展開してコンテナ型のガンマットとしてお使いいただけます。
●エアガンを固定するパーツはエアガンの形状に合わせ配置可能!ベルクロで確実にホールドします。●780mm
までの電動ガンが通常収納できます。●背面のポケットからショルダーハーネスを展開すると背負うこともでき、
使
わないときはスマートに収納できます。●前面には大3個、小2個のコンパートメントを配しています。各種プレイ
グッズなどを十分に収納可能です。●街に溶け込むコットンライクの生地を採用。更にプリントを施し、
今までのガン
ケースとは一線を画すデザインとなっています。●使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに保管が可能です。

コンテナガンケース ￥9,680 Container Gun Case
JAN：
【ブラック×グレー】
4571443170330【グレー×ネイビー】
4571443170347

モデル
Range Bag - Soft Handgun Case Sig Sauer Model
JAN：4571443175892
シューティングレンジやサバイバルゲームなどにハンドガン
とプレイグッズをまとめて持ち運べるピストルバックです。
外観はミリタリーらしさを残しつつカジュアルに見えるよう
にアレンジしたデザインで、サバゲシーンはもちろんタウン
ユースにも適しています。バッグ内部にはハンドガン2丁が
収まるポケットとスペアマガジンが計4本収まる専用ホル
ダーを設けています。ファスナー付きポケットにはプレイグッ
ズを機能的に収納できます。前面のコンパートメントは立体
縫製を行いガス缶やBBボトル、
BB弾などを収納できます。

Quick Marker (4 Rolls)
JAN：4582109584132
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

レンジバッグ ￥6,380

Range Bag - Soft Handgun Case
JAN：【OD/BK】4571443165930【GY/BK】4571443165947
シューティングレンジやサバイバルゲームなどにハンドガン
とプレイグッズをまとめて持ち運べるピストルバックです。
外観はミリタリーらしさを残しつつカジュアルに見えるよう
にアレンジしたデザインで、サバゲシーンはもちろんタウン
ユースにも適しています。バッグ内部にはハンドガン2丁が
収まるポケットとスペアマガジンが計4本収まる専用ホル
ダーを設けています。ファスナー付きポケットにはプレイグッ
ズを機能的に収納できます。前面のコンパートメントは立体
縫製を行いガス缶やBBボトル、
BB弾などを収納できます。

指置きくん Ver2.0 [2個入り]【BK/TAN】 各¥550

Mr. Finger Rest Ver.2.0(2 pieces)
JAN：
【BK】
4571443170958
【TAN】
4571443171313

バレルリフレッシャー ¥1,100 Barrel Refresher
JAN：4560329173930

ハンドガン バレルリフレッシャー ¥990

●指トリガー防止アイテムの決定版! ●接着強度UP!!
本製品は不用意にトリガーに指をかけてしまう行為、
通
称
「指トリガー」
を防ぐためのアイテムです。
両面テープ
で貼り付けるので装着箇所の自由度が高く、
お好みの
位置に取付けることができます。
また、
従来製品より両
面テープの接着強度をUPさせています!

Hand Gun Barrel Refresher
JAN：4560329187753

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。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。

フィット感
抜群！！
アンチフォグ
スプレー¥1,320
Anti Fog Spray

JAN：4582109
584316
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!

イエロー

BK

メガネの
上からでも
装着可能。

クリアー

TAN

タクティカルグラス バックルタイプ【BK/TAN】各¥5,940
Buckle Type Tactical Goggles

JAN：
【BK】4571443135117【TAN】4571443135124
●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。

セーフティーグラス【クリアー/イエロー】各¥1,320

Safety Glasses Clear/Yellow
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。

シューティングターゲットボックス ￥2,420
Shooting Target Box

JAN：4571443147493

●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。

BL/GY

6本入りパック

:
（約）
■サイズ
幅340mm
高さ130mm
マチ幅230mm

OD/BK

本体 H800×W400×D100mm

●両面にシリコンプリントを施しズリ落ちを防止! ●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
できる便利マーカー! ●女性の細腕からマッチョな太腕
までサイズ調整可能! ●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!

クイックマーカー（4ロール）¥2,178

:
（約）
■サイズ
幅550mm
高さ300mm
マチ幅110m

GY/BK

レンジバッグ SIG SAUERモデル ￥6,930

●拭くだけでレンズのくもりを防ぎ、
マスクをしてもく
もらない!●レンズの指紋や脂汚れを軽く拭くだけで
スッキリ落とします。
●サバゲ用ゴーグル、
セーフティ
グラスだけでなくスマートフォンや鏡にも使用可能!
●プラスチックレンズ、
マルチコートレンズ、
水やけ防
止レンズにも使えます。
マスクをしても曇らない! ゴー
グルやセーフティグラス、
メガネのくもり防止に! 最大
300回繰り返し使える!最大24時間効果持続! メガネ
拭きタイプのくもり止めクロス!

Reversible Grip Marker
JAN：
【赤&黄】
4571443162403
【青&緑】
4571443167194

効果抜群の曇り止め剤

JAN：
【ブラック×グレー】
4571443175854
【グレー×ネイビー】
4571443175861
【MCBK】
4571443175939
【パイソンブラック】
4571443175946

リバーシブルグリップマーカー【赤&黄/青&緑】各¥2,750

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 ￥10,780
VECTOR Gun Case

JAN：4571443144300

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。

クリスベクター専用ガンケース L ￥15,180

VECTOR Gun Case Long
JAN：4571443146472

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。

BK/OR

外寸(約):横90×縦30×奥行き12cm
内寸(約):横86×縦29×奥行き10cm

KRYTAC専用ガンケース ￥15,180
KRYTAC Gun Case

JAN：4571443146441

●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。

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￥1,540

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￥1,100

JAN：
【BK】4571443135094【TAN】4571443135100

JAN：
【BK】4571443135070【TAN】4571443135087

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。

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。

Magazine Keeper[Plate Type 2pcs] for
Automatic Electric Handgun Magazines

Magazine Keeper[Adaptor Type] for Automatic
Electric Handgun Magazines

30本入りBOX

ラバーキーホルダー(レイルタイプ) 各￥880

ハイバレットBBセレクトプレート ￥14,080

JAN：
【BK/OR】4571443165954
【BL/GY】
4571443165961
●ピカティニー規格65mm長のレイルを再現
●ミリタリー心をくすぐるキーホルダー
裏面はライラクスロゴがデザインされています。
ほどよく
柔らかいPVC素材のラバーキーホルダーは、
バッグ・カバ
ンや装備のアクセントにもオススメで、
ミリタリー心をくす
ぐるキーホルダーです。

●高精密射撃の精度向上必需品! ●BB弾選別用プレー
ト! ●最大5.97㎜&最小5.94㎜の範囲内にBB弾を選別!
BB弾の精度を揃え、
ハイレベルな高精度射撃をサポート!
命中精度に影響を及ぼすBB弾の精度を揃えることで、
フライヤー等を抑制し、
命中精度の向上へとつながりま
す。
2種類のプレートは特殊アルマイト処理にて高い表面
硬度と寸法精度を誇る国内生産品です。
中が見えやすい
アクリル製の横板が付属します。

Rubber Key Chain (Picatinny Rail Type)

High Bullet Precision BB Sorter

JAN：4571443168856

ハイバレットCO2カートリッジ ガスボンベ
6本入りパック ￥715、30本入りBOX ￥3,080

High Bullet CO2 Cartridge
JAN：
【6本パック】
4571443172761
【30本BOX】
4571443172778
別売りの
「SIG AIR PROFORCE M17 CO2 GBB」
に
は当商品を必ずご使用下さい。※他社製CO2カートリッ
ジをご使用の際は保証の対象外となります。
■カートリッジ1本:内容量: 12±1g、
直径: 約18mm
全長: 約83mm、
内容物: 二酸化炭素(CO2)

大容量用!!
ペットボトル接続型

メインウエポンスペース
内寸(約):105×25cm
※延長カバー使用時は125cmまで対応
サブウエポンスペース
内寸(約):60 × 25cm

外寸 575×240×100mm 重量: 約1.3kg

2way バックボーン ガンケースGEN3 ¥8,580

Back Bone Gun Case GEN3
JAN：4571443165749
●バックボーン ガンケースが新しくなって登場!
●ライフル2丁が収納可能な背負える!2wayガンケース!
「バックボーン ガンケース」
は金属製のバックボーンパイ
プを内蔵しており、
持ち運び中にバッグ自体が折れ曲がる
問題を解決! 移動中の愛銃への負担を大幅に軽減してお
ります。ライフル2丁が収納可能な大小のガンコンパート
メントを有し、
M4サイズのライフルとMP5サイズのサブ
マシンガンが同時に収納可能です。衝撃を吸収する
10mm厚のクッション材を内蔵、
優しく銃を保護します。

ライトガンケース ネオ ¥10,780
Light Gun Case NEO

JAN：4571443147141
●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。

※銃本体/マガジンは付属しておりません。

ハンドガンケースHG ¥4,620

Handgun Case HG
JAN：4571443143518
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。
ガバメント、
ハイキャパ、
ベレッ
タM92F、
グロック等のハンドガン、
ピストルにピッタリの
サイズです。
■対応機種:東京マルイ製/他社製 各種ハン
ドガン対応※スライドサイズ、
マガジン形状、
カスタムグ
リップ等によっては収納できない場合がございます。
・外寸:W310mm×D269mm×H70mm
・内寸:W290mm×D210mm×H45mm

■サイズ(組み立て完成時):
幅600mm×高さ480mm×奥行き240mm

木製ガンラック(組み立て式)600-480DB ￥9,350

Wood Gun Rack 600-480DB
JAN：4571443170583
大切なエアガン、
モデルガンを最大5本スタイリッシュに
飾れます。
ドライバー1本で簡単に組み立てられる、
木製
ガンラックです。
ライフルサイズから5インチハンドガード
の短いM4も置ける汎用性の高いガンラックです。
シンプ
ルなデザインでどんな部屋にもよく似合います。サバ
ゲーシーンのセーフティーエリアでの一時置きにも便利
です。銃の接触する部分にラバークッションを配置し、
傷
と滑りを防止します。

■サイズ(組み立て完成時):
幅340mm×高さ120mm×奥行き185mm

木製ハンドガンスタンド(組み立て式)340-120DB ￥6,600

Wood Hand Gun Stand 340-120DB
JAN：4571443171504
●大切なエアガン、
モデルガンのディスプレイ、
保管に!
●最大5本収納可能●組立簡単、
木製ガンラック!
●ショーやイベントでの展示、
サバゲーフィールド等での
ハンドガンラックとしても役立ちます!
ハンドガンとガンスタンドが接触する箇所にはラバークッ
ションを設置しています。

バイオBBボトル ¥935 Bio BB Bottle
JAN：4560329188293
●バイオBB弾に優しいBBボトルの誕生!
●遮光のオールブラック仕様!
●キャップを紛失しない特製キャップ設計!
●弾の出を良くするオリジナル内フタ構造!
●気密性が高く内フタには乾燥剤の搭載で湿気に強い!

ハイバレット BBトレーサー ￥8,580

ハイバレット BBローダー【CLR/SMK】各￥1,518

ハイバレット BBローダープラス【CLR/SMK】各￥2,420

JAN：4571443171498

JAN：
【CLR】4571443165824【SMK】4571443165831

JAN：
【CLR】
4571443170040
【SMK】
4571443170057

High Bullet BB Tracer Compact Rechargeable Tracer

蓄光BB弾を発光させるために必要となるトレーサーです。
14mm逆ネジに対応し、
当社製ハイバレットBB蓄光バイオ
BB弾をはじめとした緑色に発光する蓄光BB弾に最適で
す。
リチウムバッテリーを内蔵し、
LEDの発光色によって電池
残量の確認ができ、
microUSBで充電が可能です。
直径約28mm、
全長約69mmと超小型・軽量コンパクトな
ので、
ハンドガンなど小振りな銃へは勿論、
ライフルや
PDW、
ショートカービン、
SMG等の様々なエアガンへの装
着に適しています。

High Bullet BB Speed Loader

●残弾数の分かるクリアボディで携行に便利な最適サイズ!
●ワンプッシュで6発給弾! ●約140発ストック可能!
●右利き・左利き兼用タイプ
1回の操作でBB弾を6発給弾できる、
スピーディーなBBロー
ダーです。ボディにはBB弾の流れや残弾数の確認がしやすい
クリア素材を採用!また、
マガジンポーチ等に入りやすいサイズ
に設定している為、
携行に便利です。

ハイバレットガス ガスボンベ
HFC-152a ¥1,980

ライムグリーン

OD

LayLax AMMO BOX [S]

JAN:
【ライムグリーン】
4571443172044
JAN:
【TAN】
4571443172051
JAN:
【OD】
4571443172068
ミリタリーコンテナに収るサイズに設計。
サバイバルゲーム用プレイグッズの収納に最適!
フタが透明なので閉めた状態で中身の確認が可能です。
サバイバルゲームに限らず日常の小物収納としても便利
なアイテムです。
ラフに扱ってもカバンの中で潰れない
タフなEVA製なのでバッテリーやアイウェアの収納にも
オススメ。縦120×横200×高さ90mm
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ハイバレットガス ガスボンベ
HFC-134a ¥2,420
High Bullet Gas 134a
JAN：4582109584194

OD/YL
TAN

LayLax アンモボックス[Sサイズ] ￥1,650

「ハイバレット BBローダー」
にペットボトルを接続可能にする
「アダプター」
をプラスして大容量の貯蔵弾数を実現した
BBローダー
「ハイバレット BBローダープラス」
です!

業
界
最
大容量

High Bullet Gas 152a

High Bullet BB Loader PLUS Set

50.1L

OD/BK

トランクカーゴ フタ付きモデル セミハードタイプ 各￥5,280

ミリタリーコンテナ
【OD/BK/TAN】各¥4,378

JAN：
【OD/BK】4571443151681【OD/YL】4571443151674

JAN：
【OD】4560329180396
【BK】4571443142061【TAN】4571443171535
●サバゲフィールドで雰囲気抜群のODカラーのコンテ
ナ! ●50.1リットルの大容量でたっぷり収納! 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。
■外寸:530×366×334mm
■内寸:494×336×303mm
(折りたたみ時の高さ:95mm)

Trunk Cargo Model With Lid

●丸洗いできるので、
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! 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! 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

Military Container

約

20L

ミリタリーコンテナ ハーフ
【OD/BK/TAN】
各¥2,750 Military Container Half

JAN：
【OD】4571443174390
【BK】4571443174383【TAN】4571443174406
本体は、
容量が約20リットルと持ち運びが便利なサイズ
です! 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9.0cm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が楽です。
■外寸:360×260×285mm
■内寸:330×230×260mm
(折りたたみ時の高さ:90mm)

マルチパッド プレデター ¥1,320
Multi Pad Predator

JAN：4571443143815
●誰でも簡単に貼ることができます。
●銃本体のストック
やチークパッドやハンドガードに張り付ける事が出来る
「滑
り止め」
●耐候性が高く弾力のあるクロロプレンゴムスポ
ンジを使用。

ハイバレットBB バイオBB弾 小袋 各¥3,080
High Bullet BB Bio 0.20g/0.25g

JAN：
【0.20g/1,600発】
4571443162373
【0.25g/1,300発】
4571443162380

ハイバレットBB バイオBB弾 大袋 各¥2,800
High Bullet BB Bio 0.20g/0.25g

JAN：
【0.20g/5,000発】4571443162359
【0.25g/4,000発】4571443162366
●安心の生分解
植物由来バイオマスプラスチックが主成分
●高精度研磨
ベアリング製造工法でのポリッシングフィニッシュ。
5.95㎜±0.01㎜の高精度!

ハイバレットBB 蓄光バイオBB弾 0.20g・0.25g
各¥2,420
High Bullet BB Bio Tracer 0.20g/0.25g

JAN：
【0.20g/2,500発】
4571443167460
【0.25g/2,000発】
4571443167477
●弾道が良く見える、
蓄光タイプのバイオBB弾!
●人気のグリーン発光色!
●安心の生分解
●高精度研磨

フロンガスで安全性の高い
HFC-134aガスを使用したガスガン用
ガスです。
ロングノズルを採用し、
様々な
ガンに対応しています。
540gという大容
量、
しかも低価格でのご提供です。

SURVIVAL GAME SUPPORT ITEMS
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Hi-CAPA5.1/4.3 ハイキャパ アルミマ
ウントベースNEO ヒートグラデーション
TM GB Hi-CAPA 5.1/4.3 Hi-CAPA Aluminum
Scope Mount Base NEO(HEAT GRADATION)

￥9,130
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JP̲LLX22̲P43P44̲IP1
INTERNATIONAL PRODUCTS
本ページの商品は海外販売専用商品となっております。日本国内の流通はございません

INTERNATIONAL PRODUCTS

LIMITED
Special Japanese paint hand crafted and painted by our in-house artist and
4D design team. Combining both Japanese ﬁne arts and martial arts for the
perfect mixture of Japanese craftsmanship. "Zanshin", literally "remaining
mind" is the Japanese martial art concept of total awareness to react and
follow up your next attack calmly, yet precisely. Own of piece of Japanese
traditional culture while sporting your very own custom Hi Capa. Limited
edition Japanese painted "Hi Capa Series" "Zanshin" Coming 2022 to
exclusive LayLax dealers near you.

NON JDM

*Prices are based on the Suggested Retail Price for the Japanese Domestic Market(JPY).
For detailed pricing, please inquire your local dealers.

＊NINE BALL Limited "Zanshin" Series ：For detailed pricing,
and product line up, please inquire your local dealer.

CUSTOM SERIES

"ZANSHIN"CUSTOM

-MURASAKIMURASAKI. A deep hue of traditional Japanese royal violet.
Our Murasaki blend can seemingly transition from violet to blue to red.
The color of royalty, Murasaki is perfect for those looking for a noble,
yet subtle look.

*Prices are based on the Suggested Retail Price for the
Japanese Domestic Market(JPY).
For detailed pricing, please inquire your local dealers.

Umarex Glock Series Aegis Optic Shield
Mount
¥3,850
JAN：4571443175526
●High strength polycarbonate
●Low proﬁle direct mounts to your slide
●Protect your micro dot optics today!
The Nine Ball Aegis HG direct mount optic
shield provides both a low-proﬁle mount for your
Umarex Glocks and maximum protection for you
favorite optics.

Hi Capa Custom Slide Stop
JAN：
【Gold】4571443144157
【Crimson】4571443144164
●New metallic colors!
●Long design slide stop for
one-handed operation!
●Longer at the rear for easy reach
●Recommended for shooters too!

￥3,520

smooth

Hi Capa Aluminum Optic Base Mount Gold
￥9,900
JAN：
【Gold】4571443144133
【Crimson】4571443144140

●Lightweight aluminum build
●Highly compatible with many Hi Capas
●Side mounted design makes for steadier aim
●Medimum length 20mm picatinny to host a
variety of micro and full sized optics!
●Easy installation

Hi Capa EDGE Custom Frame and
Compensator Set Crimson
JAN：
【Gold】4571443147097 各￥14,080
【Crimson】4571443147080

●Hi-CAPA
CUSTOM
LOWER
FRAME"R"
5.1EDGE+COMPENSATOR
Lower Frame with Compensator that will easily
upgrade to 7 inch size, without changing your
5.1 inch upper slide. The CNC processed
compensator with edgy design.

Umarex G17 2 Way Outer Barrel Black
JAN：
【Black】4571443178930 各¥9,680
【Silver】4571443178947
【Gold】4571443178954

●14mm CCW Threaded Muzzle Cap.
●Lightweight, precision machined aluminum.
Made for the UMAREX GLOCK17 gas blowback
series. The combination of set grub screws and
high strength aluminum alloy outer barrel make
for a highly stable shooting platform.

Hi Capa Omega Trigger Red

￥3,520
JAN：4571443141767
A custom trigger that will give your Hi-CAPA or
Colt Government-type handguns a sharp, edgy
new look! Sturdy yet lightweight duralumin cut
with high-precision CNC technology, resulting in
a ﬁne, bladed design!
This round model has been designed to provide
a perfect ﬁt for your ﬁnger. Feels great!

UMAREX VFC Glock 19X "2 Way Fixed"
Non-Recoiling Outer Barrel
JAN：
【Black】4571443178961 各¥9,680
【Silver】4571443178978
【Gold】4571443178985

●ZANSHIN 残心 HI CAPA SERIES - Aluminum Optic Base Mount NEO ●ZANSHIN 残心 HI CAPA SERIES - EDGE Frame & Compensator Set ●
ZANSHIN 残心 HI CAPA SERIES - Custom Magazine Catch ●ZANSHIN 残心 HI CAPA SERIES - Omega Round Trigger ●ZANSHIN 残心 HI CAPA
SERIES - Single Safety Lever ●ZANSHIN 残心 HI CAPA SERIES - "2 Way Fixed" Non-Recoiling Outer Barrel

●14mm CCW Threaded Muzzle Cap.
●Lightweight, precision machined aluminum.
Made for the UMAREX VFC Glock 19X gas
blowback series. The combination of set grub
screws and high strength aluminum alloy outer
barrel make for a highly stable shooting platform.

Hi Capa Gamma Trigger Red

￥3,520
JAN：4571443141804
Custom trigger that will give your Hi-CAPA or
Colt Government-type handguns a sharp, edgy
new look! Sturdy yet lightweight duralumin cut
with high-precision CNC technology, resulting in
a ﬁne, bladed design! Quick response and
superb ﬁt provided by the angled lower edge
make this straight trigger perfect for speed
shooting!

"ZANSHIN"CUSTOM

-KURENAIKURENAI. A sharp and hot crimson color derived from the
Saﬄower dye for multiple purposes in Japanese culture. The
perfect ﬁt for those looking for an aggressive look that isn't
too ﬂashy. The LayLax Kurenai blend transforms from
crimson to orange, to bronze.

●ZANSHIN 残心 HI CAPA SERIES - Aluminum Optic Base Mount NEO ●ZANSHIN 残心 HI CAPA SERIES - Custom Magazine Catch ●ZANSHIN 残
心 HI CAPA SERIES - Omega Round Trigger ●ZANSHIN 残心 HI CAPA SERIES - Single Safety Lever ●ZANSHIN 残心 HI CAPA SERIES - "2 Way
Fixed" Non-Recoiling Outer Barrel

Hi Capa Fluted Twist Outer Barrel
JAN：4571443171597

￥7,480

●High-precision CNC cutting on a multitasking
machine!
●Stylish, distinctive ﬂuted design!
●Lightweight aluminum cutout!
●Made in Japan!

Hi Capa EDGE Custom Frame and
Compensator Set Black
￥14,080
JAN：4571443146649
●Hi-CAPA
CUSTOM
LOWER
FRAME"R"
5.1EDGE+COMPENSATOR
Lower Frame with Compensator that will easily
upgrade to 7 inch size, without changing your
5.1 inch upper slide. The CNC processed
compensator with edgy design.

"ZANSHIN"CUSTOM

6.00mm Inner Barrel

●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！
！
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Socom Mk23 Light Trigger Pull Kit

￥9,680

JAN：4571443172679
●Fine tuned trigger unit for the perfect balance
of speed and performance
●High-grade and light-weight duralumin build
●Keep your aim on target with a shorter reset
and lighter wall

SOCOM Mk23 High Bullet Valve NEO RR
￥2,530
JAN：4571443176219
●Fine tuned trigger unit for the perfect balance
of speed and performance
●High-grade and light-weight duralumin build
●Keep your aim on target with a shorter reset
and lighter wall

¥3,080
¥3,080
¥3,520
¥3,520

-MIDORI-

MIDORI. A magniﬁcent jade color akin to that of the
Japanese Kingﬁsher. Beautiful, light, and precise, the
Midori Jade blend swiftly transitions from a deep
Jade, to a dark green, to pearlescent blue. A fantastic
choice for those wanting a toned, earthen natural
look.

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！

●ZANSHIN 残心 HI CAPA SERIES - Custom Magazine Catc ●ZANSHIN 残心 HI CAPA SERIES - Omega Round Triggerh ●ZANSHIN 残心 HI CAPA
SERIES - Single Safety Lever ●ZANSHIN 残心 HI CAPA SERIES - "2 Way Fixed" Non-Recoiling Outer Barrel ●ZANSHIN 残心 HI CAPA SERIES Custom Slide Stop
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