
ココ ンン パパ スス
ＳＳＩＩＬＬＶＶＡＡのの名名前前をを世世界界にに知知ららししめめたた、、ＳＳＩＩＬＬＶＶＡＡののココンンパパススシシリリ－－ズズでですす。。そそのの精精度度、、耐耐久久性性はは入入門門者者かからら
ププロロフフェェッッシショョナナルルままでで多多種種多多様様ななユユ－－ザザ－－にに圧圧倒倒的的なな支支持持をを受受けけてていいまますす。。ままたた、、多多くくのの国国のの軍軍隊隊でで
様様々々なな種種類類ののココンンパパススがが、、標標準準品品ととししてて正正式式採採用用さされれてていいるるここととかかららもも、、そそのの実実力力ががううかかががええまますす。。

アアウウトトドドアアシシリリ－－ズズ

レレンンジジャャ－－

世界NO．１ コンパス ＳＩＬＶＡ標準モデル フフィィ－－ルルドド レレンンジジャャ－－ＳＳＬＬ
世界中のアウトドアマンご指定品です。 SILVAｺﾝﾊﾟｽの入門者版 小型サイティングコンパス

ストラップに本体と同じ縮尺がついてさらに使いやすく 小型になって更に持ち運びが便利に。 ピンで胸に取付もできます。

磁北線設定用 偏差目盛り内蔵 磁北線設定用 偏差目盛り内蔵 ＮＡＴＯ各国部隊でも使われています。

拡大鏡，1/25,000 ，1/50,000 の縮尺付 1/25,000 ，1/50,000の縮尺付 裏面は「日時計」となっています。

夜間使用の為の蛍光塗料付 85x 54 x 10 mm , 28g 54 x 41 x 14 mm, 22g

106 x 54 x 10 mm , 32g 37501 \3,000 (税抜き） 34952-1011 \4,800 (税抜き）

37461 \3,900 （税抜き）

トトレレイイルルラランン ビビギギンン
その名の通り、ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾅ-の為に開発された トレランやｵﾘｴﾝﾃ-ﾘﾝｸﾞ 入門者から中級者

コンパス。素早い針の動きが自慢です。 まで手軽に使えるコンパスです。手首に付

1/20,000～1/50,000 のスケ－ルカ－ド付き けて使います。

55 x 80 x 10 mm , 31g 36 x 10mm , 18g

37473 \6,300 (税抜き） 39036 \2,600 (税抜き）

エエククススペペデディィシショョンンシシリリ－－ズズ

エクスペディションシリ－ズは、SILVA自慢の高性能コンパスです。

0.5°まで読み取れるもの（ｴｸｽﾍﾟﾃﾞｨｼｮﾝ55）。ｺﾝﾊﾟｽ内の傾斜計で物標の高さを求められるもの（ｴｸｽﾍﾟﾃﾞｨｼｮﾝ，Ｓ，）。

通常のｺﾝﾊﾟｽの使い方にﾌﾟﾗｽして、物標の方位を直接読み取ることができるものなどがあります。（ｴｸｽﾍﾟﾃﾞｨｼｮﾝＳ，５５）

全てのｺﾝﾊﾟｽに、ななだだれれがが起起ききそそううなな地地点点をを予予想想すするるススロローーププカカーードドと、1/25000，1/50000の 縮縮尺尺目目盛盛りり付付ききののｽｽﾄﾄﾗﾗｯｯﾌﾌﾟ゚が付いています。

エエククススペペデディィシショョンン 5555 エエククススペペデディィシショョンン エエククススペペデディィシショョンン ＳＳ

ﾌﾟﾚ-ﾄｺﾝﾊﾟｽ の仕様にｻｲﾃｨﾝｸﾞ機能が 上級者向け。必要な要素はすべて備わっています。 ミラ－タイプサイティングコンパス

プラスされ、まさに万能タイプのコンパスです。 ストラップに本体と同じ縮尺がついてさらに使いやすく ななだだれれ予予想想ののススロローーププカカーードド付付

精度は0.5°まで読むことができます。 ななだだれれ予予想想ののススロローーププカカーードド付付 磁北線設定用 偏差目盛り内蔵

磁北線設定、偏差目盛り内蔵 磁北線設定用 偏差目盛り内蔵 ミリ＆インチスケ－ル付、照準孔付

拡大鏡，1/25,000 ，1/50,000 の縮尺付 拡大鏡，1/25,000 ，1/50,000の縮尺の他に 夜間使用の為の蛍光塗料付

ななだだれれ予予想想ののススロロ－－ププカカ－－ドド付付きき 傾斜計、拡大レンズ、偏差設定用ﾄﾞﾗｲﾊﾞ-付 傾斜計、拡大レンズ、偏差設定用ﾄﾞﾗｲﾊﾞ-付

更に軍用としても最高の評価を受けています。 夜間使用の為の蛍光塗料付 ﾊﾊｲｲﾄﾄﾒﾒ--ﾀﾀ--//ｸｸﾘﾘﾉﾉﾒﾒ--ﾀﾀ-- ととししててもも使使ええまますす。。

126 x 60 x 16 mm , 39g 126 x 60 x 12 mm , 50g 108 x 64 x 20 mm , 86g

37586 \16,000 (税抜き） 37448 \6,800 (税抜き） 37454，\10,000 (税抜き）
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SSIILLVVAA 11--22--33 シシスステテムム
SSIILLVVAA ココンンパパススがが、、「「ココンンパパススのの代代名名詞詞」」ととままでで言言わわれれるるよよううにに世世界界ののアアウウトトドドアア市市場場をを席席巻巻ししたたののはは

以以下下にに説説明明すするる「「ＳＳＩＩＬＬＶＶＡＡ 11--22--33 シシスステテムム」」ににあありりまますす。。驚驚くくほほどど簡簡単単でであありりななががらら、、そそのの利利用用価価値値はは

何何ももなないい自自然然のの中中でではは絶絶大大なな威威力力をを発発揮揮ししまますす。。

図図１１ 図図２２ 図図３３ 図図４４

１．地図上にコンパスを置き、「図１」のように、現在地と目的地の２点間を結ぶ線上にコンパスのエッジ

（左側）を合わせます。(地図上の赤赤丸丸がが目目的的地地とします。）

２．コンパスカプセルを回し、カプセル内の「赤い矢印」が（磁針の「赤」ではありません。）地図上の「北」

を向くようにします。（「赤い矢印」を「北」に向けるということは、それが地図の「上」を向くということです。）

こうすると、地図上の経線とカプセル内の「縦の線」が必ず平行になります。

３．コンパスを図3のように持ち、体の前で水平を保ちます。その姿勢で、磁針の赤色側（北）がカプセル内の

「赤い矢印」と重なるまで「体」を回します。この時のコンパスの「矢印」の向いた方向が「目的地の方向」を

示していますので、「図３」のように目標となるものを見つけて、必必ずず「「ここのの状状態態」」をを維維持持ししてて「「矢矢印印」」のの方方向向

にに向向かかっってていいききまますす。。目的地に到着するまで、この操作を繰り返します。ここのの状状態態ととはは、、磁磁針針のの赤赤色色側側

（（北北））ががカカププセセルル内内のの「「赤赤いい矢矢印印」」とと重重ななっってていいるるここととでですす。。これが、、ＳＳＩＩＬＬＶＶＡＡココンンパパススをを使使うう上上でで

一一番番大大切切ななここととでですす。。そそししてて、、ここのの使使いい方方をを「「SSIILLVVAA １１－－２２－－３３ シシスステテムム」」とといいいいまますす。。

４．ミラ-付照準コンパスの場合は、同様に操作をし、「図４」のようにコンパスを持ち、「鏡」の下の照準孔を

のぞいて目標物を合わせ、「鏡」に映った目標物への「方位」を読み取ることができます。

図図１１拡拡大大 図図２２拡拡大大
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アアドドベベンンチチャャ－－シシリリ－－ズズ

アアドドベベンンチチャャ－－７７００ＵＵＮＮ／／７７００ＵＵＮＮＥＥ
水平面、垂直面、天井にも取り付けて使えます。

取り外しても使えます。車、ボ－ト、ハンググライダ－等

様々な乗り物に取り付けて使います。水にも浮きます。

７０ＵＮＥは照明付きです。

７７００ＵＵＮＮ 85 x 85 x 175mm , 290g アアドドベベンンチチャャ－－5588
35014-9011 ７０ＵＮ ： \18,000 （税抜き） 小型ボ－ト，車等様々な乗り物に取付できます。

35014-1191 ７０ＵＮＥ ： \23,000 （税抜き） 照明､補正放置付

85 x 78 x 72 , 135g

35730-0751 \12,000 （税抜き)

アアドドベベンンチチャャ－－５５８８ カカヤヤッックク
カヌ－用コンパス、４本のコ－ドでカヌ－デッキに

７７００ＵＵＮＮＥＥ 取り付けます。

様様々々なな使使いい方方例例 85 x 55 x 72 , 100g

36528-0751 \9,600 （税抜き）

カカナナビビナナココンンパパスス

ポポケケッットトココンンパパスス メメッッカカココンンパパスス メメトトロロココンンパパスス
温度計付き 世界中どこヘ行っても「メッカ」の方角が 可愛い形とカラフルな色で人気です。

磁針の「グレ－」の側が「北」です。 わかります。イスラム教徒の方ヘの カバン，バックなどに付けて、もしもの時の

ｺﾝﾊﾟｽ目盛りの「Ｎ」と磁針「Ｎ、グレ－」 プレゼントに最適です。 心強い味方になります。

を重ねれば方位がわかります。 53 x 44 x 9mm, 18g メトロコンパス ： ￥1,700 (税抜き）

64 x 44 x 9mm, 20g

カラビナコンパスは、カバン，リュックなどに付けて
アクセサリ－としても存在感十分です。
小さくても、ＳＩＬＶＡイズムを受け継いだ使いやすさです。

各10ケ 入り

37617 ポケットコンパス ： ￥1,800 （税抜き）

34884 メッカコンパス ： ￥1,800 (税抜き）

36905-1001 コンパス メトロ（ﾌﾞﾗｯｸ） ： ￥1700 （税抜き）

36905-2001 コンパス メトロ（ﾀ-ｺｲｽﾞ） ： ￥1700 （税抜き）

36905-4001 コンパス メトロ（ｸﾞﾘ-ﾝ） ： ￥1700 （税抜き）
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