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お得意様各位 新製品のご案内

※新製品

JAN CODE : 4 537212 009973 メーカー希望小売価格(税込)

パッケージサイズ約W390×H170×D53(mm) ¥28,380 ケース

※新製品 　   Smolt  Revolver  4 inch
              Heavy  Weight  Ver.3  Model Gun

JAN CODE : 4 537212 009966 メーカー希望小売価格(税込)

パッケージサイズ約W390×H170×D53(mm) ¥28,380 ケース

・K-frame,パイソン等　モデルガン用　.357magnum　カートリッジ （6発セット） \2,100+税　　 個

・Kフレーム　グリップアダプター（ブラック） \1,800+税　　 個

\4,200+税　　 個

\7,000+税　　 個

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。

メーカー希望小売価格(税別)

¥25,800
1ケース12挺入り

（one case of 12 piece）

　　　スミスアンドウェッソン　M29　カウンターボアード　6　1/2インチ　ヘビーウェイト　バージョン3　ガスガン

　ご好評をいただいているS&W系Ver.3モデルに待望のM29 HWモデルが登場します。
　実銃同様の刻印、迫力あるマズルなど70年代の初期の.44マグナムを感じることができるモデルです。またシリンダーの後端部が弾薬のリムも含めて全体が入るように一段低くなっているのが特徴のカウンターボアードモデ
ルですが、ガスガンでも通常モデルとラチェット部分の差別化するなどこだわって再現しています。実射性能も気温変化にも強く、パワフルなVer.3ですので『ダーティーハリー』気分が味わえること、請け合いです。

     Smith&Wesson M29 Counterbored  6-½inch

オプションパーツ（Option Parts）

・"+Weight"グリップシリーズ
　ラウンドタイプ・ウォールナット・チェッカーグリップ（Kフレームラウンドバット用）

・Kフレーム　アンクルマイクスタイプ・ラバーグリップ

　　　　　Heavy Weight  Ver.3 Gas Gun

メーカー希望小売価格(税別) 1ケース12挺入り

　　　　スモルト　リボルバー　4インチ　ヘビーウェイト　バージョン3　モデルガン

　1970年代のS&W社357マグナムリボルバーには、バレル下のウエイト装備(フルラグ)のモデルが存在せず、ライバルであるコルト社のパイソンのほうがバレルの加工精度も高く、アンダーラグの重量増加により、射撃時の
跳ね上がりを抑えることができました。パイソンは元々ライフリングの効果も高く、弾頭により強い回転を与えられるので直進安定性に優れていると評価されています。しかしパイソンのトリガーアクションはスムーズな反
面、ハンマーの落ちる瞬間がつかみにくく、逆にS&W社のアクションはトリガーコントロール上有利とされていました。そこで腕利きのガンスミス達は両者の長所どうしを組み合わせた究極のハイブリットリボルバー“スモル
ト”を誕生させました。
　中でもカリフォルニア州のビル・デイヴィス氏がよく知られており、一般的なヨークにロッキングボールを仕込むタイプとは別に、エジェクターロッド先端をロックする手の込んだビル・デイヴィス初期作品は希少性の高く
人気となっています。パイソンのバレルとシリンダーサイズを忠実にコピーし、パイソン・イーターとして投入されたLフレームM586が登場するまでは、PPC競技やコレクターズアイテムとして圧倒的な存在感と魅力を放っ
ていたカスタムリボルバーです。
　日本ではスマイソン（SMYTHSON）の名で親しまれていましたが、米国ではメーカー名の組み合わせたスモルト（SMOLT）の名で呼ばれてきました。最新のVer.3化にあたりモデル名もスモルトに変更いたしました。汎
用性の高いラウンドバットフレームを採用していますので、グリップ交換などカスタムの幅も広がるモデルとなっています。ウエイト入りホーグタイプ・ラバーグリップを標準装備。（7ｍｍキャップ火薬発火仕様。.357マグ
ナムカート6発付）

¥25,800 （one case of 12 piece）
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※新製品 　   Glock 18C 3rd Generation 
               Frame Heavy Weight  “Evolution2改” Model Gun

JAN CODE : 4 537212 009980 メーカー希望小売価格(税込)

パッケージサイズ約W380×H162×D51(mm) ¥32,780 ケース

・Evolution2  9mm Parabellum  “快音” カートリッジ (10発セット) \4,800+税　　 個

・GLOCKシリーズモデルガン用マガジン(旧タイプ・Evo1・Evo2・Evo2改全タイプ使用可） \2,100+税　　 個

・9mm Parabellum Evo.2用　Wキャップ カートリッジ（別途専用ファイアリングピン必要） \3,500+税　　 個

\1,500+税　　 個

※新製品 　   SIG P220  IC (Integrated Chassis system) 
　　　　" Early  "   Heavy Weight   Blowback  Gas Gun 
　　　シグ　P220　IC（インテグレーテッド　シャーシ　システム） アーリー　ヘビーウェイト　ブローバック　ガスガン				

JAN CODE : 4 537212  009997 メーカー希望小売価格(税込)

パッケージサイズ約W380×H162×D51(mm) ¥29,480 ケース

・SIG P220　ICマガジン \4,500+税　　 個

　　　　グロック18C　サードジェネレーション　フレームヘビーウェイト　エボリューション2　カイ　モデルガン

オプションパーツ（Option Parts）

・Glockシリーズ Evo.2”改”対応Wキャップカートリッジ専用フロントファイアリングピンW

　実銃は、オーストリアの対テロ部隊コブラの要請により開発され、G17にフルオート機能を追加したマシンピストル。一般販売が禁止されている特別なモデルであり、1996年の改良でより扱いやすく進化したのが、
18C(Compensated)です。スライド上部に開けられたガスポートにより、発射時のガスを上方に逃し、銃口上昇を低減するコンペンセーターを備えているのが特徴です。近年では映画やゲームなどに多々登場し人気を博して
います。このフルオート機能を備えた発火ブローバックモデルガンG18Cが従来のEvolution2より耐久性能をより強化したカスタム･パーツを組み込んだ“Evolution2改“としてバージョンアップして発売されます。
　従来型からの主な変更点は、バッファー付きリコイルガイドの採用、ストライカーとファイアリングピン･ロックは、磨耗しにくいステンレス切削へ変更、スライドの材質変更、スライドストップの変形を防止する焼付け処理
の追加、スプリング類の再セッティングなど細部に及びます。また付属するカートリッジも、抜けの良い発火音が楽しめる快音トップに変更しています。もちろん従来型トップのEvolution2カートリッジもご使用いただけま
す。HW製のアンダーレール付の3rdフレームに、強化樹脂スライドを組み合わせたことにより、高耐久と安定した高サイクルフルオートを実現しています。
またGlock Evolution2改シリーズ専用 フロント・ファイアリングピンW（別売）を使用すれば9mm Parabellum Wキャップ・カートリッジ（別売）も使用可能！（5ｍｍキャップ火薬発火仕様。快音Evo2カート9ｍｍパラ
べレムタイプ5発付）

メーカー希望小売価格(税別) 1ケース12挺入り

¥29,800 （one case of 12 piece）

　従来のP220ガスガンを凌ぐブローバックレスポンスを備え完全リニューアルしたIC。初期のプレス加工スライドが特徴の『アーリーモデル』にHW仕様が加わりました。自衛隊に採用されている角張った切削スライドとは
違う丸みを帯びた形状が特徴です。フレームとスライドともにHW材を使用することで、実銃とほぼ同じ重さとなり、ずっしりとした実銃の質感を再現しています。HWモデルでしか味わえない重い硬質なブローバックを是非
体感してください。

メーカー希望小売価格(税別) 1ケース12挺入り
¥26,800 （one case of 12 piece）

オプションパーツ（Option Parts）
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※ 　   Smith&Wesson M36 .38 special 2inch 
　　　　　Heavy Weight version2  Model Gun
　　　スミスアンドウェッソン　M36　.38スペシャル　2インチ ヘビーウェイト バージョン2　モデルガン

JAN CODE : 4 537212  006767 メーカー希望小売価格(税込)

パッケージサイズ約W215×H134×D40(mm) ¥23,650 ケース

・.38special　カートリッジ　５発セット \1,750+税　　 個

・M36 グリップアダプター \1,800+税　　 個

※ 　   M700 series Sniper Rifle　
　　　　M40A1  AIR（Bolt Action Air Cocking Gun）
　　　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 メーカー希望小売価格(税込)

パッケージサイズ約W1235×H215×D90(mm) ¥43,780 ケース

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

 ２０２１ 年 １０ 月 １２ 日（火）に発送致しますので、

 １０ 月 ４ 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。

詳しくは、　http://www.tanaka-works.com/　

またアームズマガジンWEBにて、公式ブログを掲載中。ここでしか発信しない情報も掲載しております。

　https://hobbyjapan.co.jp/armsweb/blogs/tanaka_works_blog/

メーカー希望小売価格(税別) 1ケース12挺入り
¥21,500 （one case of 12 piece）

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) 1ケース3挺入り
¥39,800 （one case of 3 piece）

タナカホームページタナカブログ
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