
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  M&P 360  .357Magnum 1- 7/8
　　　スミスアンドウェッソン　M&P 360　.357マグナム　2インチ セラコートフィニッシュ　モデルガン

1ケース12挺入り

（one case of 12 piece）

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

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

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

※新製品 Smith&Wesson  M500  .500Magnum 8- 3/8 inch   Stainless Ver.2  ModelGun
　　　スミスアンドウェッソン　M500　.500マグナム　8インチ ステンレス　バージョン2　モデルガン

1ケース12挺入り

（one case of 12 piece）

New!! ・.500Magnum　7㎜トリプルキャップ・カートリッジ　５発セット 　　　 　　　　　　　\4,000+税

※新製品

1ケース12挺入り

（one case of 12 piece）

・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

※新製品 Smith&Wesson  M60  .38Special 2inch   Ver.2  ModelGun
　　　スミスアンドウェッソン　M60　.38スペシャル　2インチ バージョン2　モデルガン

1ケース12挺入り

（one case of 12 piece）

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

・アメリカンウォールナット　チェッカーグリップ　     　　　　　　　 　　　　　　　　　\5,800+税

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

・アメリカンウォールナット　スムース・ロング・グリップ 　　　　　　　　　　　　　　　\4,200+税

※ Smith&Wesson  M1917   CAL.45 U.S.Military 5.5inch

1ケース12挺入り

（one case of 12 piece）

・M1917用 アメリカンウォールナット　スムースグリップ　　　        　　　　　　　　　\4,800+税

※

USMC M40A1　２４インチ　ウッドストック　バージョン２　カートリッジタイプ　ガスガン

JAN CODE : 4  537212  005906              ¥58,000 + 税 1ケース3挺入り

（one case of 3 piece）

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

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

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

※

　   M24　スナイパー・ウェポン・システム　エアー　ボルト・アクション・エアー・コッキング・ガン

1ケース3挺入り

（one case of 3 piece）

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

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

５月２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。

オプションパーツ（Option Parts）

JAN CODE : 4  537212  006729         ¥52,000 + 税

オプションパーツ（Option Parts）

オプションパーツ（Option Parts）

スミスアンドウェッソン　M1917　USミリタリー　5.5インチ　ヘビーウェイト　ペガサスガスガン

オプションパーツ（Option Parts）

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

実銃パッケージをイメージした専用ボックス入りです！

５月１２日（木）に発送致しますので、５月１２日（木）に発送致しますので、

JAN CODE : 4  537212  007672               ¥26,800 + 税JAN CODE : 4  537212  007672               ¥26,800 + 税

JAN CODE : 4  537212  007689               ¥21,500 + 税

オプションパーツ（Option Parts）

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

市場で最も人気のあるJ-フレームのなかで、軽量･強度が売りのM360シリーズ。
かつて一世を風靡した名銃ミリタリー&ポリスの名を受け継ぐ、軍・法執行機関への採用をターゲットとしたモデル。

フレームとサイドプレートには専用のミリタリー＆ポリスマークが入り、フロントサイトにはXSタイプを装備。
実銃の質感を再現するため、本体/シリンダーにセラコート塗装を施し、トリガー、ハンマーはケースハードン仕上げとなります。

COLT   PYTHON   .357magnum 3 inch    " R -model"

実銃では44マグナムの3倍のパワーというスペックを持つこのヒットモデルを、この度モデルガンver.2として再リリースします。
以前の並列ダブルキャップ仕様から、直列トリプルキャップ仕様に生まれ変わったカートリッジにより、実際に撃つのをためらうほどの大迫力。

今回少量生産品となる本製品は、実銃箱をイメージした専用ボックス入りです！

少量生産品
JAN CODE : 4  537212  007658              ¥29,800 + 税

M24  s.w.s (sniper weapon system)  AIR (Bolt Action Air Cocking Gun)

JAN CODE : 4  537212  007665               ¥26,000 + 税

オプションパーツ（Option Parts）

JフレームM60のモデルガンがリアル刻印仕様となるバージョン２仕様で発売となります。

コルト　パイソン　.357マグナム　3インチ　アールモデル　ニッケルフィニッシュ 　ガスガン

もちろんキャップ火薬1個からでも発火可能ですのでお好みの音量でお楽しみ頂けます。
刻印もリアルタイプへと変更になった最狂の一丁です。

実銃箱をイメージした専用ボックス入りです。

JAN CODE : 4  537212  006347               ¥24,000 + 税

U.S.M.C. M40A1 Cartridge Type Gas Gun

JAN CODE : 4  537212  007658              ¥29,800 + 税

オプションパーツ（Option Parts）

Nickel Finish Gas Gun

かつて世界最強の称号を欲しいままにしたM29.44マグナムに代わる50口径ハンドキャノン。


