
双双眼眼鏡鏡

ポポケケッットト７７ＸＸ エエピピッックク１１００
軽くて、いつでもどこでも、気軽に使えます。 防水、そして、くもり止め用窒素ガス封入、

素早く焦点が合わせられ、驚くほどクリア－なポケット単眼鏡です。 乱反射防止、エメラルドファイア－コ－ティング処理

ｱﾒﾘｶのﾃﾚﾋﾞﾄﾞﾗﾏ「24時間」で、主役のジャックバウワ－が使った コンパクトサイズで、明るく見やすく、ハイコストパフォ－マンスな双眼鏡です。

単眼鏡の後継品です。防水（IPX6）というのも、ｱｳﾄﾄﾞｱでの魅力です。 対物レンズ有効径 ： 25 mm ， 1000m での視界 ： 101 m

対物レンズ有効径 ： 18 mm ， 1000m での視界 ： 147 m ひとみ径 ： 2.4 mm , アイレリ－フ ： 10 mm

アイレリ－フ ： １２ mm プリズムタイプ ： Bak-４ 眼幅調整範囲 ： 56～74mm , プリズムタイプ ： Bak-４

サイズ ： 76 x 29 mm, 重量 46g 防水レベル ： ＩＰＸ７, 10倍双眼鏡

７倍 ， ケ－ス＆ストラップ 付き サイズ ： 105 x 114 x 45 mm, 重量 290g

37616 7x18(７倍) ： \5,200 (税抜き） 37649 10x25 (10倍） ： \21,000 (税抜き）

ｺｺﾝﾝﾊﾊﾟ゚ｽｽ内内蔵蔵防防水水双双眼眼鏡鏡 ﾄﾄﾙﾙﾈﾈ--ﾄﾄﾞ゙77xx5500

双眼鏡本体が水に浮きます !!

ｺﾝﾊﾟｽ & ｺﾝﾊﾟｽ照明内蔵で 夜間でもOK !! 眼幅調整範囲 ： 56～74mm

マリン仕様、防水、くもり止め用 窒素ガス封入 1000m での視界 ： 132 m

乱反射防止用ルビ－コ－ティング 処理 サイズ ： 202 x 181 x 105 mm, 重量 890g

防水レベル IPX7, ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾀｲﾌﾟ Bak-4 \30,000 (税抜き）

対物レンズ有効径 ： 50 mm , ひとみ径 6.8 mm

EESSSSササンンググララスス

ESSサングラスは、サングラスのトップブランド「オ－クリ－社」のミリタリ－部門の製品です。
世界８５ケ国の軍隊，消防，警察への納入実績を誇るプロ仕様のハイスペックモデルです。
世界でも最高レベルの厚さ（2.4mm)を誇るポリカ－ボネイトレンズは、10ｍ離れた位置から
発射された、ショットガンの弾も跳ね返すほどの強さを誇ります。（ﾚﾐﾝﾄﾝ12ｹﾞ-ｼﾞｼｮｯﾄｶﾞﾝ）
また、カスタムフィットの「つる」は耳の形状に合わせて曲げることができます。

IICCEE 33

レンズ３枚､ｽﾄﾗｯﾌﾟ、専用ケ－ス付、重量 ： 25g

サイズ ： 幅 145X 高さ 49 Ｘ つるの長さ 105～130 mm

材質 ： ﾚﾝｽﾞ-ﾎﾟﾘｶ-ﾎﾞﾈｲﾄ、ﾌﾚ-ﾑ- ﾊｲｲﾝﾊﾟｸﾄﾚｼﾞｽﾄﾅｲﾛﾝ

可視光線透過率 ： ｽﾓ-ｸｸﾞﾚｲ－18% ，ｸﾘｱ - 89% ，ｲｴﾛ - 90%

紫外線透過率 ： 0.1% （各色共通）

NATOストックNo．4240-01-545-7922

ククロロススボボウウ ESS0001 \18,000(税抜き） IICCEE 33 ｾｾｯｯﾄﾄ内内容容

レンズ３枚､ｽﾄﾗｯﾌﾟ、専用ハ－ドケ－ス付、重量 ： 36g

サイズ ： 幅 140X 高さ 51 Ｘ 長さ 175mm

材質 ： ﾚﾝｽﾞ-ﾎﾟﾘｶ-ﾎﾞﾈｲﾄ、ﾌﾚ-ﾑ- ﾊｲｲﾝﾊﾟｸﾄﾚｼﾞｽﾄﾅｲﾛﾝ

可視光線透過率 ： ｽﾓ-ｸｸﾞﾚｲ－18% ，ｸﾘｱ - 89%

紫外線透過率 ： 0.1% （各色共通）

ESS0002 \23,600(税抜き）

レレンンズズ内内側側にに曇曇りり止止めめ加加工工、、9999..99％％ 曇曇りりまませせんん !!!! 。。 ククロロススボボウウセセッットト内内容容

レンズ外側はスクラッチ防止加工

キズに対する備えも万全です。

ククロロススボボウウ フフォォトトククロロママチチッックク
自動調光システムを備えた最強モデル。 11秒で50％の濃さに、１分以内に90％の濃さに変わります。
形状＆仕様はすべて上記と同じです。但し、交換レンズはありません。 ￥38,500（税抜き）
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ガガ－－ババ－－

ガ－バ－社は、1939年設立された、アメリカのナイフ＆アウトドアツ－ルメ－カ－です。米国国防省や、全米警察連盟に公認され数多くの

製品を納入していることでもわかるように、その品質、信頼性はアメリカだけでなく、世界中のアウトドアマンから揺るぎない支持を得ています。

また、2011年から発売されたイギリスの特殊部隊「ＳＡＳ」出身の冒険家「ﾍﾞｱ・ｸﾞﾘﾙｽﾞ」とのｺﾗﾎﾞﾚ-ｼｮﾝで生まれた「ﾍﾞｱ･ｸﾞﾘﾙｽﾞｼﾘ-ｽﾞ」の様々な

ツ－ルは、彼の現在に至るまでの活動と併せて、ｱｳﾄﾄﾞｱ市場に新たなメッセ－ジを投げかけています。

ササススペペンンシショョンン ププロロススカカウウトト
軽量化とｺｽﾄﾊﾟﾌｫ-ﾏﾝｽの高さから ワンハンドオ－プン可能な

一躍ﾍﾞｽﾄｾﾗ-になったﾓﾃﾞﾙ ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｲﾔ-。ｶﾞ-ﾊﾞ-の伝統

ｾ-ﾌｨﾃ-ロック機構付き 文化が息づいています。 お洒落なﾂ-ﾄﾝｶﾗ-ﾃﾞｻﾞｲﾝのﾎﾞﾃﾞｨに､10種類の

収納ツ－ル ： 12種類 ｾ-ﾌｨﾃ-ロック機構付き ﾂ-ﾙを納めました。ｷ-ﾘﾝｸﾞも付いて使い易さも

全長約16.5cm (収納時 10cm） 収納ツ－ル ： 15種類 更にｱｯﾌﾟしました。赤、緑、黒 の3色があります。

重量 約250ｇ、携帯ｹ-ｽ付 全長約16.5cm (収納時 12.8cm） 全長約10.5cm (収納時 約.6.5cm）、重量 約60ｇ

\8,500(税抜き） 重量 約230ｇ、携帯ｹ-ｽ付 \4,300(税抜き）

\16,000(税抜き）

セセンンタタ－－ドドラライイブブププララスス
中心をとらえた使いやすいドライバ－ピット＆ビットセット付

新Ｘチャンネル方式で、さらにスム－ズなツ－ルの取り出しができます。

14種類のツ－ルが収容されたコンパクトボディに、お洒落なﾌﾟﾚﾐｱﾑﾚｻﾞ- ケ－ス付。

全長約17cm(収納 約12.cm）、重量 約60ｇ ､ \19,800(税抜き）

レレザザ－－ママンン

レザ－マン社は1983年、世界初のプライヤ－型マルチツ－ル「PST」を発売し、その実用性と独特の機能美で 瞬く間に世界市場を席巻しました。

またﾕ-ｻﾞ-のための25年保証という、世界でも類を見ない保証期間は、ﾏﾙﾁﾂ-ﾙの代名詞として成長しました。現在では、家庭や一般作業だけで

なく警察、軍隊、消防など、様々な分野でのプロフェッショナルに愛用されるﾌﾞﾗﾝﾄﾞになっています。また、現在でも、ｱﾒﾘｶ・ﾎﾟ-ﾄﾗﾝﾄﾞ本社工場で

製造し世界に輸出されています。

ウウイインンググママンン
ｺｽﾄﾊﾟﾌｫ-ﾏﾝの高い代表的ﾓﾃﾞﾙ 小型軽量カラビナ一体型です。

大型ﾊｻﾐ、ﾉｺｷﾞﾘの代用となる ナイフがなく、プライヤ－主体の

「波刃付ﾅｲﾌ」など、日常での使用頻度 モデルです。ﾂ-ﾙ数 8

の高い 14のﾂ-ﾙを収容しました。 意外と重宝するﾋﾟﾝｾｯﾄ付です.。

全長約15.5cm(収納時 約9.7cm） 全長約11.5cm(収納時 約7.5cm）

重量 約198ｇ、携帯ｹ-ｽ付 重量 約198g

\10,000(税抜き） \5,500(税抜き）

ダダイイムム

ススタタイイルルＰＰＳＳ

ﾋﾋﾟ゚ﾝﾝｾｾｯｯﾄﾄもも付付いいててまますす。。
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