
お得意様各位 新製品のご案内 TANAKA WORKS CO,.LTD. JAPAN

㈱タナカ

※新製品

スミスアンドウェッソン　Ｍ３６ ２インチ　スチール・ジュピターフィニッシュ バージョン2 モデルガン

JAN CODE : 4  537212  008631 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　モデルガンカートリッジ　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

※ GLOCK 17 3rd frame    Evolution  Heavy Weight  Model Gun
グロック17 3rdジェネレーションフレーム　 エボリューション　 ヘビーウェイト　モデルガン

JAN CODE : 4  537212  006774 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

・Evolution グロックモデルガン用マガジン 　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　 \3,500+税 個

・Evolution オートマチックモデルガン用　メタルカートリッジ15発セット       　  　　　　　　　　  　\4,500+税 個

※

JAN CODE : 4  537212  007610 1ケース12挺入り

パッケージサイズ約W358×H180×D50(mm) （one case of 12 piece） ケース

・4、8inch 15rdマガジン　        　　　　　　　　   　 　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　\4,800+税 個

・アメリカンウォールナット・フルチェッカーグリップ　　        　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　 \8,500+税 個

・ゼブラグリップ　　  　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　  　 \5,500+税 個

・4、6inch　ショートタイプ・ウッドストック　　　        　　　　   　　　　　　　　　　　　　      \13,800+税 個

・8inch ロングタイプ・ウッドストック　     　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　\15,000+税 個

※

スミスアンドウェッソン　M29　6.5インチ カウンターボアード ”ダーティハリーモデル” 　ヘビーウェイト    モデルガン

JAN CODE : 4 537212  006392 1ケース12挺入り

パッケージサイズ約W385×H168×D50(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

※

コルト　シングル・アクション・アーミー デタッチャブル・シリンダー 4-3/4inch　シビリアン　ニッケル　フィニッシュ　ガスガン

JAN CODE : 4  537212  007986 1ケース12挺入り

パッケージサイズ約W370×H160×D45(mm) （one case of 12 piece） ケース

・SAA真鍮製　バックストラップ＆トリガーガードセット 　          　              　　　        　       \15,800+税 個

・SAAウォールナット木製グリップ  　　　　   　　　　　          　              　　　        　        　\3,500+税 個

※ M700series Sniper Rifle 
M700シリーズ・スナイパーライフル　M40A1　エアー　(ボルト・アクション・エアー・コッキング・ガン)

JAN CODE : 4 537212  006651 1ケース3挺入り

パッケージサイズ約W1235×H215×D90(mm) （one case of 3 piece） ケース

・M700AIR シリーズ　27ｒｄ/Aタイプマガジン 　　       　　　　　　　   　                                \2,500+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

¥39,800

オプションパーツ（Option Parts）

メーカー希望小売価格(税別)

Nickel Finish  Gas Gun

オプションパーツ（Option Parts）

オプションパーツ（Option Parts）

メーカー希望小売価格(税別)

¥36,000

LUGER

ルガー　P08　8インチ　ヘビーウェイト　ガスブローバック

メーカー希望小売価格(税別)

¥31,000

Smith&Wesson M36 2inch Steel Jupiter Finish version2  MODEL GUN

メーカー希望小売価格(税別)

¥24,800

詳しくは、　http://www.tanaka-works.com/　
 11 月 27 日（火）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 5 日（水）に発送致しますので、

¥22,800

¥23,800

オプションパーツ（Option Parts）

オプションパーツ（Option Parts）

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。

オプションパーツ（Option Parts）

COLT S.A.A.45 Detachable Cylinder 4- 3/4 inch Civilian

メーカー希望小売価格(税別)

Smith&Wesson 

メーカー希望小売価格(税別)


