
お得意様各位 新製品のご案内
謹啓 貴社益々ご盛栄の由心よりお慶び申し上げます。

また平素は当社製品に多大なるご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
掲題の件、以下にご報告させて頂きます。

　
TANAKA WORKS CO,.LTD. JAPAN

㈱タナカ

※新製品 Smith&Wesson  M627 Performance Center  5inch 8-shot

JAN CODE : 4  537212  008365 1ケース12挺入り

パッケージサイズ約W420×H195×D53(mm) （one case of 12 piece） ケース

※新製品 Smith&Wesson  M29 Counterbored  4inch

JAN CODE : 4  537212  008372 1ケース12挺入り

パッケージサイズ約W390×H170×D53(mm) （one case of 12 piece） ケース

・M29 .44 Magnum カートリッジ　6発セット　 　                                  　　 　　　　　　　　\2,100+税 個

・M29 アメリカン・ウォールナット製オーバーサイズグリップ　 　                             　　           \8,000+税 個

※

JAN CODE : 4  537212  005586 1ケース12挺入り

パッケージサイズ約W364×H157×D45(mm) （one case of 12 piece） ケース

・ .455モデルガン用カートリッジ6発セット　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　　\2,100+税 個

※

JAN CODE : 4  537212  008211 1ケース12挺入り

パッケージサイズ約W390×H165×D45(mm) （one case of 12 piece） ケース

・パイソン用　アメリカンウォールナット製　オーバーサイズ・チェッカーグリップ　　　　　 　　　　\12,000+税 個

・パイソン用　アメリカンウォールナット製　サービスサイズ・チェッカーグリップ　　　　　　　　　　\9,200+税 個

※

JAN CODE : 4  537212  006538    1ケース12挺入り

パッケージサイズ約W215×H134×D40(mm) （one case of 12 piece） ケース

・M36 アメリカンウォールナット　グリップ  　　　　　　　　　　                          　      　　　　\5,800+税 個

・アメリカンウォールナット・スムース・グリップ　　　　　       　　　　     　　　　　　　　 　　  \3,800+税 個

・M36　グリップアダプター 　　　　　　　　　　　　　                                    　  　　　　  　\1,800+税 個

※

スミスアンドウェッソン　 M37　2インチ　ジェイポリス　バージョン2　 ヘビーウェイト　モデルガン

JAN CODE : 4  537212  006828  1ケース12挺入り

パッケージサイズ約W215×H134×D40(mm) （one case of 12 piece） ケース

・.38special　カートリッジ　５発セット 　　(5rd cartridge) 　　　　　　　　        　　　　　　　\1,750+税 個

・M36 アメリカンウォールナット・チェッカー・グリップ   (wallnut Grip)  　  　 　　  　   　　　　\5,800+税 個

・M36 アメリカンウォールナット・スムース・グリップ　(wallnut smooth Grip)  　　　　      　　  \3,800+税 個

・M36 グリップアダプター (Grip Adaptor)   　　      　　   　　　　        　　                   　 　\1,800+税 個

※

JAN CODE : 4  537212  006057 1ケース3挺入り

パッケージサイズ約W1210×H210×D90(mm) （one case of 3 piece） ケース

・Kar98k AIR マガジン(24rd Magazine for 98k AIR)　 　　          　  　　　　　　　　　　　　 \1,800+税 個

・モーゼル革製スリング（茶）(Leather Sring　for 98k Series  Brown)    　　      　　　　　　 ￥12,500+税 個

・zf41スコープ&マウントセット(zf41Scope＆Mount set)　  　　　            　　　 　 　　　　　\15,800+税 個

詳しくは、　http://www.tanaka-works.com/　
１1月29日（水）までにご注文下さいますよう宜しくお願い致します。

１2月 7 日（木）に発送致しますので、

COLT 
"R-model"  Steel Finish  GasGun

コルト　パイソン　.357マグナム　“スネークアイズ”　2.5インチ　アールモデル　スチールフィニッシュ　ガスガン

オプションパーツ（Option Parts）

スミスアンドウェッソン　M627　5インチ エイトショット　ヘビーウェイト  バージョン２　ガスガン

メーカー希望小売価格(税別)

¥25,800

　　　　　　　　　　　スミスアンドウェッソン　M29　4インチ カウンターボアード 　スチールジュピターフィニッシュ  モデルガン

オプションパーツ（Option Parts）

少量生産品

メーカー希望小売価格(税別)

¥42,000

Heavy Weight GasGun
スミスアンドウェッソン　   M36　2インチ 　チーフスペシャル 　　バージョン2　 　ヘビーウェイト　　ガスガン

少量生産品

オプションパーツ（Option Parts）

¥24,800

Smith&Wesson  M37  2inch   J-police Version2
Heavy Weight  Model Gun 

オプションパーツ（Option Parts）

メーカー希望小売価格(税別)

Smith&Wesson  M1917HE2 4inch custom HeavyWeight
.455HAND EJECTOR SECOND MODEL FIVE SCREW MODELGUN

オプションパーツ（Option Parts）

スミスアンドウェッソン　M1917　.455ハンドエジェクターセカンドモデル　4インチ カスタム 　ヘビーウェイト  モデルガン

Smith&Wesson M36  2inch   Chief Special  Version2

Kar98kエアー　　ボルト・アクション・エアー・コッキング・ガン

メーカー希望小売価格(税別)

¥63,000
オプションパーツ（Option Parts）

メーカー希望小売価格(税別)

¥20,500

メーカー希望小売価格(税別)

¥29,800

メーカー希望小売価格(税別)

¥21,500


