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LASER BOR-SIGHT レーザーボアーサイト

真鍮材丸棒から旋盤加工削り出しでの作成ですので、精度良く狂いを生じません
現在の在庫数量のみの出荷で、今後の生産は工場の生産コストの問題で廃番とします。

使用電池は、1.55V x 3個です。

＃３０８用は￥２０，０００．－　＃30.06用は￥１８，５００．－
＃３０８用は＃２４３に＃３０．０６用は＃２７０に使用できます。
説明書と的紙とセットにして発送いたします。
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No.6408 キャンバス・ボアー・オートレスト・スコープライフルケース・４８”～５１”
スコープ付きライフルが2丁入れられます。
開くと 51" x  4２”の射撃用のマットに変身します。 ￥２４．０００．－

No.6410
     グリン キャンバス・ボアー内張・厚さ　：50mm

大口径スコープ付ライフルケース
４８”～５０”用 ￥24.000.-

     *銃の保温性に優れ北海道方面で好評です。
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No.6101 スエード皮革・スポンジボアー内張。ショットガンケース、46～48"用 \18.000.-

No.6103 スエード皮革・スポンジボアー内張・スコープ付きライフルケース・46"～48"用 \19.000.-

No.6477-B
 グリーンキャンバス・ボアー内張・エヤーライフルケース・42"用 \10800.-

No.6481
ブラックナイロン・スポンジ布内張・エヤーライフルケース・44"まで\7.200.-
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No.6412 ブラックナイロン・スポンジ布内張・ショットガンケース・48" \8.000.-

No.27-179牛革4mm厚の材料を使用したライフルケース・スコープ付ライフル２6" \32.800.-

No.6202 最高級皮革一枚革使用スコープ付ライフルケース・ボアー内張・全長：130cm.
\100.000.- 原皮入手困難のため廃番となりました。　最後の１本

\3.200.- 日本製
No.2004 タータンチェックナイロン防水ゴム引き.マジックテープ止め・自動銃袋・赤・青
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No.68900 ミニコブラスエード裏打ち・自動銃用・負環幅20mm用・日本市場用に作った
　　 特別サイズの商品です。

Ｎｏ．２００ミリタリースリング 1-1/4" \5.000.- 在庫数量のみの販売

No.27-141バックルストラップ １” \4.000.- Swivelはついていません

No.27-150 キャリングストラップ　　１”　バスケット柄 \4.800.-

No.230 クイックファイヤースリング　１”1本物継ぎ目なし \4.500.- ライフルベテラン用

No.1276-1クイックファイヤースリング・ブラックナイロン製　１” \3.300.- Ｓｗｉｖｅｌはなし
 

No.1275-9ナイロン黒スリング・滑り止め３MgReptile生地裏打ち・肩に止まります。\4.500.-

No.1275-8ナイロンカモ柄スリング・スエード裏打ち・ \4.500.- No.1275-7は廃番です・

No.27-134 コブラスリング・全体をスエード裏打ち・ハンドグリップ・ \6.000.-
No.27-135　　　同　　　　　　上 スエード裏打ちなし \4.500.-

No.68900
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No.17-131 コブラスリング・サファリー　スエード裏打ち \5.800.-
No.108      コブラスリング・フローラル スエード裏打ち \5.800.-
No.27-137-01 コブラスリング・ステッチ柄・ブラック・スエード裏打ち \6.000.-
No.27-138-01 コブラスリング・バスケット柄・スエード裏打ち \6.000.-
No.27-138-02 コブラスリング・バスケット柄・スエード全面裏打ち \6.500.-

No.27-161デラックスキャリングストラップ　１”・革紐止め・ステッチ柄 \4.800.-
No.27-136 コブラスリング・スエード裏打ち・柄なし \4.800.-
No.27-137 コブラスリング・スエード裏打ち・ステッチ柄 \5.500.-
No.27-138 コブラスリング・スエード裏打ち・バスッケト柄 \5.500.-
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No.27-204 スエードカートリッジポーチ
　　06ベース　１４発差し　\6.400.-

No.27-205 スエードカートリッジポーチ
　　06ベース　 10発差し　\5.400.-
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No.27-159
カートリッジキャリー
10発差し・　08・06ベース

\4.600.-

No.27-158
カートリッジキャリー
10発差し・マグナムベース

\4.900.-

No.27-200 カートリッジボックス・08・243用 \5.100.- プラ枠付き
No.27-201 カートリッジボックス・マグナムベース \5.500.- プラ枠付き

No.506 06ベースカートリッジスライド
１２ｐｃｓ \5.400.-

No.575 マグナムカートリッジスライド
１２ｐｃｓ \5.400.-

No.606 06ベースカートリッジスライド
６ｐｃｓ \4.300.-

No.675 マグナムカートリッジスライド
６ｐｃｓ ￥４．３００．－
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No.27-152 クリップホルダー　Remiington替弾倉入れ
\3.300.-

No.27-152F  同　　上　　　　　FN-Bar　替弾倉入れ」
\3.300.- 日本製

No.1250-7

12G.ショットシェルスライド
6個差し \3.200.-
ブラックナイロン・ベルト通し

No.1250-8
06ベースカートリッジスライド
10発差し・ \3.500.-

ブラックナイロン・ベルト通し

No.1251-6
06ベースカートリッジポーチ
10発差し・裏側にベルト通し
ブラックナイロン・\3.600.-
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No.1252-1
ブラックナイロン。銃床用シェルスライド
＃12G ５発差し \3.200.-

No.1296 皮革製チークパッド・14ｍｍｍ　高
日本製　\8.000.- No.27-153 トウーガード・フェルト裏打ち

\1.800.-

No.206 カートリッジベルト
06ベース・25発差し　
サイズ　：　Ｍ　＆　Ｌ
　 \13.000.-
No.275 カートリッジベルト
マグナムベース

\13.000.-
Size : M(85～99) L(100～115)

No.27-155　ショットシェルベルト
#12G １８発差し
サイズ　：　Ｍ　＆　Ｌ

\12.000.-
No.27-157 ショットシェルベルト
#20G 18発差し

\12.000.-
Size:M(85～９９) L(100～115)

N0.1271-2 
ブラックナイロン・ライフルベルト
25発差し・サイズ　：　フリー　
ベルト幅　：　5cm.

\5.500.-

　　　　　30-06　・ 08　・　２４３　・　４１０使用可
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No.1261-2
ブラックナイロン・ショットベルト
25発差し・サイズ　：　フリー
ベルト幅　：　5cm.

\5.500.-

HUNTER 

No.24-022
スリングスイーベル

1" Steel Swivels
Blister パッキング

\2.280.-

No.1288 ブラックナイロンベルト
　　　　　　幅　：　40mm
     サイズ　　：　フリー

\1.000.-
　　　日本製

No.1287 ハンター用防水ゴム引き
許可証・財布・免許証・等も

サイズ　：　22cm  x  13cm
2ポケット・２ファスナー付
赤・黒・蛍光オレンジ・
裏面ベルト通し幅　：5cm.
HUNTER文字特殊印刷

\2.000.-
　　日本製
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No.119BRS
バック・スペッシャル
ココボラ柄・革シース
全長　：　26cm

\19.500.-

No.119
バック・スペシャル
フエノール樹脂柄
全長　：　26cm
黒革シース

\13.800.-

  \16.700.-

No.120 ジェネラル・フエノール樹脂柄・黒革シース・全長　：　30cm 13



No.120BRS バック・ジェネラル・ココボロ柄・茶革シース・全長　：　３０ｃｍ \19.800.-

No.105 バック・パスファインダー
フエノール樹脂柄・黒革シース

全長　：　23.2cm　
\12.000.-

No.105BRS
バック・パスファインダー
ココボラ柄・茶革シース付
全長　：　23.2cm

\15.900.-

No.102 バック・ウッズマン
フエノール樹脂柄・黒革シース
全長　：　20cm

\11.000.-

No.102RBS バック。ウッズマン
ココボラ柄・茶革シース付
全長　：　20cm.

\13.900.-

No.103 バック・スキナー
フエノール樹脂柄・黒革シース
全長　：　20.5cm

\13.000.-

No.103BRS バック・スキナー
ココボラ柄・茶革シース
全長　：　20.5cm

\16.000.-
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No.191BR　バック・ジッパー
ウッドハンドル
全長　：　22cm
茶革シース付

\17.000.-

No.691BK 　バック・ジッパー
ラバーハンドル
全長　：　22cm
ブラックナイロンシース付

\14.600.-

No.192BR バック・バンガード
木柄全長　：　22cm
革シース付

￥16.500.-

No.692BK
バック・バンガード・ラバー柄
全長　：　22cm
黒ナイロンシース付

\13.900.-

No.395CMS20
バック・フォルデイングオムニーハンター
ツリーカモ・ナイロンシース付
全長　：　19.5cm \11.000.-
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No.390CM
バック・オムニーハンター
ツリーカモ柄　全長　：　24.5cm
ナイロンシース付

\12.000.-

No.392
バック・オムニハンたー
ラバー柄　全長　：　24.5cm
ナイロン黒シース付

\8.900.-

No.390CM
バック・オムニハンたー
ツリーカモ柄　全長　：　19.5cm

\9.000.-

No.110 バック・フォルデングハンター　ローズウッド柄・黒革シース　\11.500.-
No.112 バック・レンジャー 　　ローズウッド柄・黒革シース \10.500.-
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No.402 バック・アコナ　全長　：　25cm　ウッドハンドル・化粧函入り23.000.-

No.470WD バック・メントールＷＤ
ウッドハンドル　全長　：　25.5cm
革シース付 \17.500.-

     No.5205 バック・
　　　　　波刃用シャープナー

　\2.300.--

No.152 バック・ジフィーシャプナーカード付 \3.000.-
一番簡単なシャプナー
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    No.00053 Bird Fook Hunter Knife
    closed : 96mm \12.000.-

Ｖictorinoxの商品は種類が多く多岐に亘りますので、ご用事の際はその都度ご連絡を。
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関兼次刃物
岐阜県関市で創業西暦1300年代からの刀鍛冶直系の刃物

コバルト含有の高級刃物鋼であるZA-18を芯材にして両側面を硬い420J2で補強して、従来の
３層鋼の曲がりやすい欠点を解決しました・ハンドル部分は錆びないステンレス鋼を使用

ペテイナイフ・150mm　・全長　： 23ｃｍ 1丁函入り \7.200.-
ペテイナイフ・120mm　・全長　： 20ｃｍ 1丁函入り \6.800.-

牛刀 ・　200㎜ ・　全長　：　３3ｃｍ 1丁函入り り \11.700.-
牛刀 ・　230㎜ ・　全長　：　３６ｃｍ 1丁函入り \13.000.-

三徳包丁　・　30cm.  ・　170mｍ　・　全長　：　30cm 1丁函入り \11.200.-

スライサー　・　210mm　　・　　全長　：　34cm1丁函入り \11,250.-
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主にプロが使用する包丁・長時間の使用にも疲れにくい、丸みのある人に優しいフォルムです。
切れ味：日本刀の形状であるハマグリ刃に仕上げています。
熱処理　： サブゼロ処理という焼き入れ後に-70度以下に冷却する特殊な処理をほどこす事により、
高い硬度と靭性を持ち「折れず・曲がらず・よく切れる」を実現しました。

全長　：　23.8cm 1丁函入り \4.500.-

骨スキ 145mm 全長　：　27.5cm 1丁函入り \6.500.-

牛刀 210mm 全長　：　３３ｃｍ 1丁函入り \7.100.-

三徳包丁 170mm 全長　：　30cmm 1丁函入り \6.500.-

筋引き 240mm 全長　：　39cm 1丁函入り \8.200.-
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モリブデンステンレス鋼・黒積層強化木柄

主にプロが使用する包丁・長時間の使用
にも疲れにくい・丸みのあるハンドルです。
切れ味＊日本刀の形状であるハマグリ刃

熱処理：サブゼロ処理

ペテイナイフ 130mm 全長　：　24cm 1丁函入り \4.780.-
ペテイナイフ 150mm 全長　：　26.5cm 1丁函入り \5.000.-

牛刀 180mm 全長　：　31cm 1丁函入り \6.950.-
牛刀 210mm 全長　：　3４cm １丁函入り \7.400.-
牛刀 240mm 全長　：　37cm 1丁函入り \9.000.-

三徳包丁 170mm 全長　：　30cm 1丁函入り \7.200.-

骨スキ 145mm 全長　：　27.5cm 1丁函入り \7.200.-

筋引き 240mm 全長　：　37.5cm 1丁函入り \8.500.-
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No.15黒牛革製許可証入れ・Made in USA・　４７都道府県許可証サイズに適応しています・
許可証・札入れ・３カードポケット・金色箔押し・Gun & License \3.980.-

　　　ポケット内に星条旗と

　　　Made in USA

内面に箔押し印刷が可能です・ 原版代　：　3.500.- 箔押し代　：　@30.-
納期はビニール生地製よりは永くみてください・

このＵＳＡメーカーの商品の一例です・ご興味がありましたらご連絡ください・見本・見積もり致します
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No.2000 ビニール・パインバレー生地
表にはGUN & LICENSE金箔押しマーク入り\220.-
内側に・客先指定マーク等金箔押し印刷ができます

No.200-S スエード調ビニール生地使用　許可証入れ・　赤　・　黒
表のＧＵＮ＆ＬＩＣＥＮＳＥマーク　刻印は白 \220.-

許可証入れにお客様の指定印刷を金箔押しで入れる場合・　　版代　\3.500.-特殊な文字又は
デザイン等を入れる場合は・　別途料金を頂きます・　
箔押し印刷代金・通常サイズの場合は@\15.-を　：　１００～２００枚までは@\7.-ご負担を。
３００枚まで@4.-ご負担お願いします。　４００枚以上の場合は、全額弊方負担と致します。

No.1275 トラップバッグ75発入 黒　・　ライトグリーン　・　オレンジ　蛍光色ナイロン
蛍光色ナイロン生地使用・兵庫・豊岡のカバン工場製品　\2.000.-
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射撃大会用景品など  価格の赤字表示は下代で販売希望価格ではありません・
 岡本刃物の輸出商品

No.1408 B..B.Q.用串　６本セット函入り
Stainless Steel  w/Rose-wood Handle
全長　：　１４”　スライドタイプ \1.890.-

Made in Italy マニアゴ社製

ポケットナイフ・２刀・ゴールド
上代\3.200.-を\1.600.-
Closed : 85mm
Gog
Dog
Hunter
Deer
Deer
5銘柄
絵柄指定は不可
小箱入り
在庫数量　：　80個限定

SWISS WENGER
No.18112 ハンデイ
通常価格\3.２00.-の処在庫30個のみ
\16980.-で

24



射撃大会用景品など  価格の赤字表示は下代で販売希望価格ではありません・

No.N-11 Stainless Steel １１徳ナイフ・黒ケース付
中国製品・　在庫数量：３０個限定　￥９９８．－

No.1996 ハンターザック・ブラックナイロン製・豊岡カバン縫製・サイズ　：　高さ　；　38cm
横幅　：　20cm ・厚さ　： 19cm　 山行きの弁当その他着替えなどにご利用ください。
軽くて空になったらたたんでポケットに・ \580.-

No.1252 Ka-Barレザーグリップハンチング　４”　 \1.000.-
全長　：　21cm ・　合成皮革シース入り 25



Sｌｉng   Shots  パチンコ　替えゴム共通

   No.8074 コブラ　　　　　 １個函入り \3.500.-

   No.8078 ブラックウイドー 印刷カード・ブリスターパック \2.100.-

No.8070
替えゴム・ブリスターパック
\700.-

    No.19205 Slingshot steel 9.5mm No.16087 Slingshot Steel 9.5mm
    140個ブリスターパック \2.200.- 50個ブリスターパック \1.300.-
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Ｄenix－Spain 歴史上の銃・刀剣・盾・ピストル・などなどを
忠実に重量及び細部の装飾に至るまで完全復刻した
商品です。

飾り物・贈り物にどうぞご利用ください。

No.1140/G ウインチェスター　M66 グレー　19世紀　全長100cm \22.500.-
No.1140/L ウインチェスター　M66 ゴールド19世紀　全長100cm \23.500.-
No.1253/G ウインチェスター  M-73彫刻付きグレー19世紀全長99cm\23.500.-
No.1253/L ウインチェスターM-73彫刻付きゴールド19世紀全長99cm\24.500.-

 
Winchester
No.1120/C カービン銃
\28.600.-

Winchester
No.1122/CKカービン銃
\28.600.-
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No.4170/L エクスキャリバー剣・アーサー王　ゴールド・全長：111cm \21.600.-

Ｎｏ．４１７０・ＮＱ　エクスキャリバー剣・アーサー王　シルバー・全長：111cm ￥21.600.-

マル火　・　火薬類運搬表示旗
ビニール製・冬季でも硬化破損がありません。
法定イサイズ仕上げ。４隅真鍮環付 \2.100.-

お届け先：
〒679-3431
兵庫県朝来市新井640
岡　本　刃　物
Tel.079-677-1594/Fax079-677-1458
E-meil  :  explosive@hunter-noc.com


