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

㈱タナカ

※新製品 GLOCK18C 3rd frame  Evolution 2  Frame Heavy Weight  Model Gun
グロック18C 3rdジェネレーションフレーム　 エボリューション2　 フレームヘビーウェイト　モデルガン

JAN CODE : 4  537212  008648 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、Evolution２カートリッジ対応

・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

・Evolution2 オートマチックモデルガン用　メタルカートリッジ10発セット         　　　　　　　　  　\4,500+税 個

※新製品

スミスアンドウェッソン　M629　パフォーマンスセンター　3インチ 　フラットサイド　ステンレス　バージョン3　ガスガン

JAN CODE : 4 537212  008655 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 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

※

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　アメリカンウォールナット・スムースグリップ 　　　　　　　　 　 　　　　　　　　\6,800+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 5-1/2inch　アーティラリー　ニッケル　フィニッシュ　ガスガン

JAN CODE : 4  537212  008068 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

※ Model 1897 Trench Gun Version2  Model Gun
モデル1897　トレンチガン　バージョン２　モデルガン

JAN CODE : 4 537212  008600 1ケース3挺入り

パッケージサイズ約W1110×H205×D70(mm) （one case of 3 piece） ケース

・M1897　バージョン2 　モデルガン用　ショットシェル　6発入り　　　        　　　　　　　　　　　　\3,600+税 個

・M700/M1897　革製スリング（黒） 　 　　　　　   　　　　　　 　　　                                   \7,500+税 個

※ M700series Sniper Rifle

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

JAN CODE : 4  537212  006729 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

・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

詳しくは、　http://www.tanaka-works.com/　
 1 月 7 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。

 ２０１９ 年 1 月 1 5 日（火）に発送致しますので、

¥52,000
オプションパーツ（Option Parts）

¥24,800

オプションパーツ（Option Parts）

Nickel Finish  Gas Gun

オプションパーツ（Option Parts）

オプションパーツ（Option Parts）

Ver.2でリアルな外観と、安定作動を手に入れたM29シリーズが、実射性能をUPさせVer.3となってリニューアル！

PCのトレードマークとリアルな刻印が施されたフレーム、ラウンドリアサイト、ストッパー付きセミワイドトリガーを標準装備

ホーグタイプのフィンガーチャンネル付きラバーグリップにはウエイトが入り剛性アップし総重量は870ｇとなりました！

本来持つペガサスのポテンシャルを引き出すことで、気温に左右されにくく、パワフルな弾道を手に入れました。

メーカー希望小売価格(税別)

Smith&Wesson M629  Performance Center  3inch

メーカー希望小売価格(税別)

メーカー希望小売価格(税別)

¥28,800

¥25,800

¥28,500

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。

COLT S.A.A.45 Detachable Cylinder 5- 1/2 inch Artillery

オプションパーツ（Option Parts）

オーストリアの対テロ部隊”コブラ”の要請によりG17にフルオート機能を追加し開発されたマシンピストルG18C

スライド上部に開けられたガスポートとABS軽量スライドにより高耐久と安定した高サイクルフルオートを実現!!

軽量でキズに強いEvolution2カートリッジを標準装備し

快調なフルオート性能を備えた発火ブローバックモデルガンとして再現しました!!

メーカー希望小売価格(税別)

メーカー希望小売価格(税別)

¥58,000

Smith&Wesson Heavy Weight  Model Gun

メーカー希望小売価格(税別)


