
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

JAN CODE : 4  537212  008396 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　M360ジェイ 【サクラ】ヘビーウェイト モデルガン　

JAN CODE : 4  537212  007498 1ケース12挺入り

パッケージサイズ約W256×H164×D45(mm) （one case of 12 piece） ケース

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

・.357Magnum　カートリッジ　５発セット　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　\1,750+税 個

・M360J SAKURA　ブラックローズ・スムースグリップ 　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　\6,800+税 個

※

コルト  380  オート　ヘビーウェイト ブラック　ガスブローバック

JAN CODE : 4  537212  006910 1ケース12挺入り

パッケージサイズ約W256×H164×D45(mm) （one case of 12 piece） ケース

・.380オート用マガジン　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　  　　　　　　　　　　　　　　  \4,000+税 個

・フランスクルミ・グリップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 \4,500+税 個

※

　Type94 Automatic Hand Guｎ old type　Heavy Weight　Dummy cartridge type Model Gun

JAN CODE : 4  537212  007870 1ケース12挺入り

パッケージサイズ約W256×H164×D45(mm) （one case of 12 piece） ケース

・8mm南部弾　ダミーカートリッジ 6発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　\1,800+税 個

・九四式自動拳銃用マガジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　\4,800+税 個

・日本軍拳銃ランヤード（吊り紐）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　\3,400+税 個

※

　コルトSAA45　ファースト　ジェネレーション　7-1/2インチ　ヘビーウェイト　ガスガン

JAN CODE : 4  537212  007214 1ケース12挺入り

パッケージサイズ約W380×H162×D51(mm) （one case of 12 piece） ケース

※ Gewehr 33/40 mountain trooper  AIR

JAN CODE : 4  537212  006323 1ケース3挺入り

パッケージサイズ約W1040×H210×D110(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

※

　M24 　スナイパー・ウェポン・システム   24インチ　バージョン2　カートリッジタイプ　ガスガン

JAN CODE : 4  537212  006316 1ケース3挺入り

パッケージサイズ約W1224×H204×D85(mm) （one case of 3 piece） ケース

・M700ガスガン　金色リアルカートリッジ　5発セット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　      \4,000+税 個

・M700ガスガン　カートリッジ　5発セット    　　　　　　　　　　　　　　　　　　                        \3,200+税 個

・M700　革製スリング（黒）　　　　　　　　 　　　   　　　　　　 　　　                                   \7,500+税 個

・ワンタッチ・スイベル　　　　    　　　　　　　　　　　　　　                  　　　　     　　　　　　 \2,500+税 個

スミスアンドウェッソン　   M36　3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

メーカー希望小売価格(税別)

¥22,500

オプションパーツ（Option Parts）

オプションパーツ（Option Parts）

Smith&Wesson M36  3inch   Chief Special  Version2

Heavy Weight GasGun

COLT S.A.A.45 1st Generation 7-1/2inch
Heavy Weight  Gas Gun

メーカー希望小売価格(税別)

¥26,000

メーカー希望小売価格(税別)

¥32,000

COLT .380 AUTO  Heavy  Weight  Black  Gas Blowback

オプションパーツ（Option Parts）

Smith&Wesson

メーカー希望小売価格(税別)

¥28,500

メーカー希望小売価格(税別)

¥20,000

メーカー希望小売価格(税別)

M24 sws 24inch version2  Cartridge type  Gas Gun

メーカー希望小売価格(税別)

¥57,800

ゲヴェール33/40　マウンテントルーパー  エアー　　ボルト・アクション・エアー・コッキング・ガン

オプションパーツ（Option Parts）

詳しくは、　http://www.tanaka-works.com/　
 2 月 5 日（月）までにご注文下さいますよう宜しくお願い致します。

 2 月 13 日（火）に発送致しますので、

オプションパーツ（Option Parts）

¥68,000

オプションパーツ（Option Parts）


