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新製品のご案内

お得意様各位

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。

※新製品

Unmarked "黒星"(Hēi xīng) Pistol
Heavy Weight Model Gun
アンマークド

”ヘイシン”

ピストル

ヘビーウェイト

モデルガン

中国版トカレフ「五四式自動拳銃」は国内の軍・警察で使用される以外にも海外に輸出され様々なモデルがあるが、その中には無刻印（アンマークド）モデルも存在する。製造先秘
匿の為無刻印とされたもの、軍や警察から「流出した」もの、あるいは検品から弾かれたパーツを組み上げた五四式に「成り損ねた」もの、また中国国内で五四式を「コピーし密造し
た」ものなど、多岐に及ぶ。この「非正規な」五四式は廉価で高威力、堅牢な作りから “黒社会”（中国系の犯罪組織を総括して指す言葉）に歓迎され、やがて香港や台湾の裏の社会
に浸透していく……。それは当然、極東の日本にも派生し、その筋では「黒星」（ヘイシン：黒星の中国語読み）と呼ばれている……。そんな妄想が捗るトカレフタイプの五四式がモ
デルであろう謎の拳銃をモデルアップ。ただの五四式自動拳銃の無刻印モデルで終わってしまっては面白くないので、妄想が捗るようにねじ切り加工がされたバレル（スレッデッドバ
レル）を標準装備。勿論これには弊社の「マルチサプレッサー」（別売）が装着可能。内部機構は先行したTT-33・五四式のモデルガンに準じ、同様に安全装置は付いておらず、部品
点数削減と生産性を優先した作りとなっている。また随所に衝撃を緩和する部品（リコイル・バッファー、ハンマー・バッファーなど）を仕込み、衝撃に弱いヘビーウエイト製にもか
かわらず破損しにくい、耐久性の高い発火モデルガンとなっている。カートリッジも同様に7.62x25mmトカレフカートリッジを使用する。カートリッジの主要素材には傷に強い超
ジュラルミンを採用し、Evo.2で実績のある快音トップにより抜けのいい発火音が楽しめる。またマガジン部品も同様に防錆・防キズ効果に優れるSQP処理を施工している。
気分は某国のエージェントかヒットマンか……謎の拳銃 「アンマークド ”黒星”（ヘイシン） ピストル モデルガン」。是非手に取り、アングラな雰囲気を存分に味わってほし
い。（5㎜キャップ火薬使用発火式。7.62x25トカレフ発火カートリッジ8発、キャップ・ローダー、六角レンチ2種付属）

JAN CODE : 4 537212 010306

メーカー希望小売価格(税別)

¥27,800

パッケージサイズ約W263×H180×D50(mm)

メーカー希望小売価格(税込)

¥30,580

1ケース12挺入り
（one case of 12 piece）

ケース

オプションパーツ（Option Parts）
・【4 537212 009676】マルチサプレッサー（14mm正･逆ネジ対応）
・【4 537212 010238】トカレフTT-33系モデルガン用

7.62ｘ25トカレフ弾

カートリッジ（8発セット）

・【4 537212 010276】五四式自動拳銃 マガジン(ランヤードリングなし）
・【4 537212 009928】Evolution 2 カートリッジ用トップ･Oリング（50個入り）

※新製品

\5,800+税

個

\7,000+税

個

\3,000+税

個

\900+税

個

旧日本軍 三 八 式 歩 兵 銃				
おにぐるみじ ゅう しょ うし よう

Arisaka Rifle

ブラック 鬼 胡 桃 銃 床 仕 様 version 2 ガスガン

Type 38

infantry gun Black Finish Japanese walnut stock model version 2 GAS GUN

明治38年に三十年式歩兵銃の改良版として、南部麒次郎の手によって誕生した三八式歩兵銃。その完成度の高さから海軍にも採用され、陸海両軍で使用されたモデルです。仕上げとガス効率を見直し、高い実射性能を持つ旧
日本軍Ver.2ガスガンシリーズにご要望の多かったブラックモデルが登場です。Ver.2ガスガンシリーズは素直でパワフルな弾道と、ガスガンならではの軽いボルトアクションをお楽しみ頂けます。さらに今回から銃床は実物
の三八式にも使われた「鬼胡桃」（オニグルミ：国産のウォールナット材）を採用しました。銃身や機関部分はブラックとなりますが、ボルトのみオリジナル仕上げのグレースチールフィニッシュを施しています。
外見、性能ともに旧日本軍の軍用小銃ガスボルトアクションの決定版です。

JAN CODE : 4 537212 010313

メーカー希望小売価格(税別)

¥98,000

パッケージサイズ約W1370×H200×D110(mm)

メーカー希望小売価格(税込)

¥107,800

1ケース3挺入り
（one case of 3 piece）

ケース

オプションパーツ（Option Parts）
・【4 537212 004763】三八式マガジン

\6,000+税

個

・【4 537212 007313】革製スリング（茶）

\7,800+税

個

・【4 537212 003940】三八,九九式

\4,500+税

個

遊底被（ダストカバー）
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※

COLT PYTHON .357magnum 2.5inch
"R-model" Heavy Weight Model Gun
コルト

パイソン

.357マグナム

2.5インチ

アールモデル

JAN CODE : 4 537212 008143

ヘビーウェイト

モデルガン

メーカー希望小売価格(税別)

¥25,800

パッケージサイズ約W390×H165×D45(mm)

メーカー希望小売価格(税込)

¥28,380

1ケース12挺入り
（one case of 12 piece）

ケース

オプションパーツ（Option Parts）
・【4 537212 004220】.357 Magnum カートリッジ（6発セット）

\2,100+税

個

・【4 537212 010207】.357 Magnum Wキャップ カートリッジ（6発セット）

￥5,400+税

個

\13,000+税

個

・【4 537212 009614】“+Weight”グリップシリーズ
パイソン ウォールナット･オーバーサイズ･チェッカーグリップ

※

Smith & Wesson M36 .38 special 2 inch
”Chief Special” Heavy Weight version2 Model Gun

スミスアンドウェッソン

M36

.38スペシャル

JAN CODE : 4 537212 006767

2インチ

"チーフスペシャル"

ヘビーウェイト バージョン2

メーカー希望小売価格(税別)

¥21,500

パッケージサイズ約W215×H134×D40(mm)

モデルガン

メーカー希望小売価格(税込)

¥23,650

1ケース12挺入り
（one case of 12 piece）

ケース

オプションパーツ（Option Parts）
\1,750+税

個

・【4 537212 010184】UMタイプ ラバーグリップ（Jフレーム・ラウンドバット用）

\3,600+税

個

・【4 537212 010115】"+Weight"グリップシリーズ
ラウンド・ウォールナット・チェッカーグリップ（Jフレーム・ラウンドバット用）

\6,500+税

個

・【4 537212 005258】.38special

カートリッジ

５発セット
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※

LUGER P08 6inch
Heavy Weight Gas Blowback Gun
ルガー

P08

6インチ

ヘビーウェイト

JAN CODE : 4 537212 008150
パッケージサイズ約W358×H180×D50(mm)

ガスブローバック

メーカー希望小売価格(税別)

¥29,500

メーカー希望小売価格(税込)

¥32,450

1ケース12挺入り
（one case of 12 piece）

２０２２ 年 ９ 月 １３ 日（火）に発送致しますので、
9 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。
詳しくは、 https://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/

タナカブログ

ケース

タナカホームページ

