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ロスコ サバイバルゲーム用品

RTC-10387Models

トランステック　オプティックシステム

特価 \3,800!!\3,800!!

Products Description

1953 年に創業以来、米 Rothco 社はミリ
タリー衣料、バッグ、ブーツ、雑貨までそ
のリーズナブルで幅広い商品展開で、民間
向けミリタリー用品メーカーとして、近年
日本国内でも人気です。

RTC-4414Models

カモフラ　
ジャージグローブ

特価\500!!\500!!

100% コットン /フリー
サイズの簡易グローブ
です。

RTC-4416Models

ジャージワークグローブ

特価\500!!\500!!

100% コットン /フリーサイ
ズの簡易グローブです。

RTC-4460-xx　各サイズModels

ラバーパッド
ナックルグローブ

コヨーテ

各 \3,600!!各 \3,600!!

ナックル部にパッドを装備。指先には滑り止
め加工。

Products Description

各サイズ

Size range メンズ S/M/L

RTC-9411　アーミーデジタル
RTC-9412　デジタルウッドランド
RTC-9413　デジタルデザート
RTC-9314  リアルツリー AP
RTC-9312　マルチカム　 

Models

Tactical Spec

全長 :約 365cm/ 幅 : 約 5cm

カモフォーム 各色
登山などの過酷な条件下に対応する巻くだけで
何でも迷彩カラーに出来る人気アイテムです。
ある程度の伸縮性がありマジックテープのよう
に固定できる特殊な表面になっています。

各 \2,400!!各 \2,400!!

各サイズ

ウルトラライトギリースーツセット

RTC-65127-ML　ギリースーツセット M/L
RTC-65127-XL2X　ギリースーツセット XL/2XL

Models

スナイパー仕様の本格的ギリースーツ !!
装着自在な上下セット !!

網状のベースにより、 アレンジ自在 !!

各 \15,300!!各 \15,300!!
RTC-1910　ポリス
RTC-1911　スワット

Models

ポリスパッチセット 各種

特価各 \800!!各 \800!!

Tactical Spec

大小 2枚入り /背面ベル
クロ式 /サイズ (大 )約
27x10cm( 小 ) 約 14x6cm

アンチフォグ (曇り止め )
仕様のレンズがスモーク、
イエローの 2セット付属
しています。(交換可能 )
UV400 カット、ナイロンス
トラップとの交換も可能
です。専用ポーチ付属。

RTC-1894-OD　オリーブドラブ
RTC-1894-CT　コヨーテブラウン

Models

ベースジャンプ　ヘルメット
各色

Products Description

各マウントベース付きの
ABS プラ製のレプリカヘル
メット /インナークッション
パッド付き /フリーサイズ

各 \8,800!!各 \8,800!!

RTC-1895Models

ベースジャンプ　ヘルメット アクセサリーパック

特価\1,500!!\1,500!!

Products Description
ピカティニーレイル (picatinny rail) アダプター x2/ ウェポンラ
イト (約 19mm 径対応。1インチのライトは対応不可 )x1/ アジャス
タブルシングルクランプ x1 の計 4個セット。ヘルメットは別売。

RTC-8922　ブラック
RTC-8923　コヨーテブラウン

Models

Tactical Spec
ヘビーウェイトポリエステル
/フリーサイズ

モレープレートキャリアーベスト 各色

各 \12,500!!各 \12,500!!

RTC-6491　ブラック
RTC-4491　コヨーテブラウン

Models

Tactical Spec
ヘビーウェイトポリエ
ステル /フリーサイズ

クロスドロー TAC( タック ) ベスト 各色

Products Description

各 \11,800!!各 \11,800!!

デューティーベルト付きの
アタッカータイプのタクテ
ィカルベストです。ホルス
ターや各種ポーチは、一通
り付属。両ショルダー部に
は特殊ラバーパッド付き。

Molle( モレー )システムの普及と共に定番のスタイルにな
りつつあるプレートキャリアーベスト。内側にユーティリ
ティーポケットが付いたサイドアーマーバンドと両肩のシ
ョルダーパッドは着脱可能なので、
重装備から軽装備まで幅広く対応。
別売りの各種 Molle ポーチを取り
付け可能。

RTC-9253　カーキ
RTC-9256　O.D.

Models

特価 各 \500!!各 \500!!
RTC-9657Models

特価 \500!!\500!!

フォリエイジグリーン

Tactical Spec 2 本入り

ゴーグルストラップ
　ミッチヘルメット用

RTC-5593Models

Tactical Spec ヘビーウェイトポリエステル /キッズサイズ

クロスドロー TAC( タック ) ベスト K ブラック

\8,800!!\8,800!!

Products Description

「US のフリーサイズでは大きい」という方や女性に最適な
US キッズサイズのアタッカータイプベスト。着脱可能なモ
レーホルスターや各種ポーチは一通り付属。両ショルダー
部には特殊ラバーパッド付き。

RTC-67550　ブラック
RTC-67551　コヨーテ

Models

オペレータータクティカルチェストリグ 各色

特価 各 \8,800!!各 \8,800!!

腹部のポーチ類が付け替え可能
なモレースタイルの軽量チェス
トリグ。ドキュメント /マップ
ポケット付き。

Products Description

Tactical Spec

材質 :600 デニールポリ /フリー
サイズ /付属 :ライフル用オープ
ントップ Wマガジンポーチ x3(W
ピストルマガジンポーチ付き )

RTC-10397-BK　ブラック
RTC-11397-CB　コヨーテ

Models

特価 各 \3,800!!各 \3,800!!

スワットテックゴーグル 各色

Products Description

レンズ :スモークグレー /アンチス
クラッチコーティング
/対 UV400 ポリカー
ボネイトレンズ /
フリーサイズスト
ラップ /マイクロ
ファイバー製ポー
チ付き

RTC-10350Models

特価 \3,800!!\3,800!!

GI ダストゴーグル Products Description

暴風や砂嵐などから
目を守るミリタリー
仕様の簡易ゴーグル。
レンズ :クリアー /
スモーク【注意】サ
バイバルゲームでの
使用は不可です。

キャッツアイ　ヘルメットバンド 各色
Products Description

反射テープが付いたヘル
メットバンド。(ヘルメ
ットは別売り )

Models

RTC-9354　ウッドランドデジタル
RTC-9355-3C　3 カラーデザート
RTC-9355-WL　ウッドランド

フリッツ用ヘルメットカバー 各色

特価各 \1,000!!各 \1,000!!

Products Description

○PASGT( フリッツ）ヘルメッ
ト専用カバー○固定用ベルク
ロタブ付き (実物用の企画 )

Models

RTC-9629　マルチカム

各色

特価\2,800!!\2,800!!

RTC-9653　ウッドランドデジタル

特価\2,000!!\2,000!!

Products Description

○NV マウント用フラップ付き○固定
用ベルクロタ
ブ付き (
実物用の
企画 )

MICH( ミッチ ) 用ヘルメットカバー特価

特価

特価特価

特価

特価

特価



ピストル用ダブルマガジンポーチ

Models

特価各 \2,300!!各 \2,300!!

Products Description

各色

SG-CRHGMGP-JF
SG-CRHGMGP-MC

1 つのポケットにマガジンが 2本入
ります。モレー対応。ふたの長さを
調節できます。

衣類 /装備品他
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エスアンドグラフ

MU. マルチカム M16 用ダブル
マガジンポーチ

SG-W16MGP-MCModels

特価\3,800!!\3,800!!

Ｍ１６のマガジンポーチが１つのポケットに２本、
計４本収納できます。また、Ｇ－３等の幅の広いマ
ガジンは各１本ずつ、計２本収納ＯＫ。裏面パルス
テープ付き。ふたは縫い付けではなくベロクロテー
プで固定されているため、ふたを外したり、ふたの
長さを調節して長め
のマガジンを入れる
ことも可能です。

MU. マルチカム レッグダンプポーチ

SG-LGDMP-MCModels

特価\7,800!!\7,800!!
サイズ :約 18×20×10cm

空のマガジンポーチを入れ
るポーチです。上ぶたはフ
ァスナーで開閉しますが、
ふた部分にもベロクロで簡
単に開閉できる口があるた
め、マガジンの収納をより
素早く簡単に行うことがで
きます。ポーチの裏側には
ベルトを固定する為のベロ
クロが多数あり、付属のベ
ルトを外してお客様がお持
ちのベルトにも付け替えが
可能です。

各専門誌でおなじみの「エスアンドグラフ」。その商品展開は、タウンユースからドイツ軍装備まで幅広く、開発部スタッフは、中国、アメリカ、ドイツと現地スタッフ
との綿密な打ち合わせを年間を通じて何度も行い、商品のクオリティーアップと顧客満足度の追求にその努力を惜しむことはありません。

US デルタボディアーマー　ブラック

SG-USBA-M-BKModels

特価 \8,980!!\8,980!!

映画ブラックホークダ
ウンのデルタフォース
が着用していたことで
有名なボディーアーマ
ーベストです。胸の国
旗ワッペン付き。※防
弾効果はありません。

ＬＢＧベスト　装備リュック付き

SG-US-LBG-MC　マルチカム

特価\14,800!!\14,800!!

SG-US-LBG-CT　コヨーテ
SG-US-LBG-FG　フォリエイジ

Models

特価各 \13,800!!各 \13,800!!
細部まで使用の際の利便性が行きとどいた装備ベストとハ
イドレーション対応の装備リュックがセット。マップポケ
ットを左右に装備。マガジンの収納も可能。フロントのフ
ァスナーはズレを防止するため、あえて逆向きについてい
ます。ベストのサスペンダーを外してリュックのストラッ
プに接続できます。（フリーサイズ）

各色

Products Description

マルチカムUS.FB オープントップダブルマガジンポーチ

Products Description

Products Description

SG-FB-OMG-W-MC

特価\3,980!!\3,980!!

モールシステム対応。
エアガンのマガジンの
挿入、取り出しをスム
ーズにする為、実銃サ
イズより少し大きめに
なっています。
M16 系 ,89 式用です。

ＵＳ　ＦＳＢＥベスト

SG-FSBE-CBModels

特価\7,800!!\7,800!!

コヨーテブラウン
Products Description

ボディーアーマータイプベスト。チェ
ストアドミンポーチ、ユーティリティ
ポーチ、Ｍ４系３連マガジンポーチ付。
ドラッグハンドルからワイヤーを引く
とベストが分離するカットアウェイシ
ステム。フリーサイズ。

US.FB ダンプポーチ 各色

SG-FBDMP14-BK　ブラック
SG-FBDMP14-CB　コヨーテブラウン
SG-FBDMP14-FG　フォリエイジグリーン

Models

特価 各 \1,980!!各 \1,980!!

US. 新型 1-Day リュック 各色

SG-1DAY14-BK　ブラック
SG-1DAY14-CB　コヨーテブラウン

Models

Tactical Spec

特価各 \4,980!!各 \4,980!!

ナイロン製のため従来のリュック
より軽量です。フロントの大型ポ
ケットの外側にファスナーポケッ
ト、内側には小物やペンを刺すポ
ケットあり。本体にもペーパーポ
ケットあり。ウエストストラップ
は取り外し可能で、リュックのポ
ジションが高い位置に設定されて
いるため疲れにくくなっています。

Products Description

サイズ :本体 =約 45x22x12cm/
フロントポケット =31x19x6cm

内側は巾着のようにゴムで絞って閉
めます。不要な時は巻いて付いてい
るベルクロで固定しておくことがで
きます。

Products Description

サイズ :約 29x20cm/ 材質 :コーデ
ュラナイロン

JPS ベスト 各色

SG-JPS-AOR1　AOR1(D デザート系 )
SG-JPS-AOR2　AOR2(D ウッドランド系 )
SG-JPS-RG　レンジャーグリーン
SG-JPS-JF　陸自迷彩

SG-JPS-MC  マルチカム

Models

特価 各 \13,800!!各 \13,800!!

特価 \16,800!!\16,800!!

最大の機動性を計算して作られ
た軽量で最小のベスト○肩のス
トラップ部に高い耐久力を持つ
超軽量特殊材を使用○コーデュ
ラナイロン使用○軽量化のポイ
ントでもある調整幅があり、サ
イズの適用幅を広げるサイドテ
ープ部分。○内部で M4 マガジン
サイズに 3分割された前部キャ
リアにはピストル用マガジン、
ライト、地図等が入ります。○
フリーサイズ

Products Description

NEW

Models
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ハザード４ ギア各種

タクティカルメッセンジャーバッグ

35,424 円の品 各 ¥26,700!!各 ¥26,700!!

メッセンジャーオブドゥーム 各色

着脱可能な大型メインフラップ
ツインジッパーによる大型メインコンパートメント

マップ / ドキュメント用クリアーホルダー付き

Models H4-MSG-DFC-BK　ブラック
H4-MSG-DFC-CT　コヨーテ

Tac ラップトップメッセンジャーバッグ

30,780 円の品各 ¥23,100!!各 ¥23,100!!

ディフェンス　クーリエ 各色

Tactical Spec

全長 :約 55x35x13 ～ 22cm/ 材質 :コーデュラナイロン
（1000 デニール）

ツインバックルによる大型フラップ付きコンパートメント
iPAD/ パソコン対応のソフトパッド内蔵のインナーポケット

マップ / ドキュメント用クリアーホルダー付き

Models H4-EVC-PRC-BK　ブラック
H4-EVC-PRC-CT　コヨーテ

スリングパック

34,020 円の品 各 ¥25,800!!各 ¥25,800!!

フォトリーコン 各色

内部クッションパッド付きカメラマン仕様のスリング ・ バッグ
身体への密着の為の 3 点固定用のサブベルト付属

上部とサイドの２箇所に分割されたメインコンパートメント

Tactical Spec

全長 :約 52x18x21cm/
材質 :コーデュラナイロン（1000 デニール）

Hazard 4/ ハザード 4は、過酷な現場での使用に耐えられるバッグなどのユーティリティーを製造する会社です。機能、材料選択、製造
法を常に現場からのフィードバックを受けて、日々新しい GEAR を開発、テストしており品質管理も徹底しております。他には無い、丈
夫で使い勝手の良い製品を作り続けております。
 < バッグ類 >は、元々はパイロットや戦闘車両の乗員などが、緊急脱出時に持ち出す用のバッグとして開発されたモノです。素早く着脱
出来るように幅広で厚手のクッションが入ったショルダーベルトはシン
グルで、斜めがけを基本とした人間工学に基づいた形状設計となってお
ります。
元々は＜Civilian/ シビリアン＞というメーカーで、ハードな冒険から
スポーツや旅行用のギアとして長年最高品質の製品を提供し続けていま
した。世界中の冒険家や写真家、スポーツ選手など多くのプロの方々か
ら高い評価を受けていました。

Models H4-JLR-94-BLK　ブラック
H4-JLR-94-CYT　コヨーテ

モレー /レンズ /スコープ /ボトルケース

7,776 円の品 各 ¥5,900!!各 ¥5,900!!

ジェリーロール 9/4
各色

約 1.5cm の衝撃吸収パッドを内蔵したマルチポーチ
外部に拡張用 Molle ベルト装備

ショルダーストラップ ( 別売り ) 用 D リング付き

Tactical Spec

全長 :約 12.5x
10.5x25cm/ 材質
:コーデュラナイ
ロン（1000 デニ
ール）

Models H4-RVL-CRD-BLK　ブラック
H4-RVL-CRD-CYT　コヨーテ

グルーミングキットバッグ

11,340 円の品 各 ¥8,600!!各 ¥8,600!!

リベイル 各色

Tactical Spec

全長 :約 30x21x12cm/
材質 :コーデュラナイ
ロン（1000 デニール）

単体での使用も可能なミドルサイズの小物入れ
車の後部座席などにかけておける S 型フック内蔵
ショルダーストラップ ( 別売り ) 用 D リング付き

Models H4-MSG-TTO-BK　ブラック
H4-MSG-TTO-CT　コヨーテ

コンシールドキャリー　ミニメッセンジャーバッグ

16,740 円の品 各 ¥12,400!!各 ¥12,400!!

トント 各色

Tactical Spec

全長 :約 19x25x10cm/ 材質 :コー
デュラナイロン（1000 デニール）

ハンドガン収納サイズのショルダーバッグ
セーフティーロック付きファステックスバックル
マップ / ドキュメント用クリアーホルダー付き

Products Description

Models H4-EVC-RKT-BLK　ブラック
H4-EVC-RKT-CYT　コヨーテ

30,240 円の品 各 ¥23,000!!各 ¥23,000!!

ロケットスリングバック 各色

Tactical Spec

全長 :約 22x50x16cm/ 重量 :約 1,100g/ 材質 :
デュポン社製コーデュラナイロン
（1000 デニール）

両サイドに収納部が付いた肩掛けバ
ッグです。形がロケットに似ている
所からついた名称で、元々はパイロ
ットや戦闘車両の乗員などが、緊急
脱出時に持ち出す用のバッグとして
開発されたモデルです。

Models H4-EVC-PLB-BLK　ブラック
H4-EVC-PLB-CYT　コヨーテ
H4-EVC-PLB-OD   O.D.

パイロットや戦闘車両の乗員
などが、緊急脱出時に持ち出
す用のバッグとして開発され
た肩掛けバッグです。付属の
サブベルトで、3点支持状態
で体に密着固定出来、負担を
軽減できます。メイン収納部
分は、ファスナーが一回りす
るように付いているので、広
く大きく開きます。そして様
々なモジュールをひっかけて
装着出来るベルト状のループ
が、本体外側、内側に多数あ
り拡張性に優れます。

Products Description

28,080 円の品 各 ¥21,400!!各 ¥21,400!!

Tactical Spec

全長 :約 22x50x16cm/ 重量 :
約 1,100g/ 材質 :デュポン社
製コーデュラナイロン（1000
デニール）

(プランビー )

plan-b スリング ・ パック 各色

Models H4-BKP-SWTC-BK　ブラック
H4-BKP-SWTC-CT　コヨーテ

スリングバッグ

44,820 円の品各 ¥33,800!!各 ¥33,800!!

スイッチバッグ 各色

Tactical Spec

全長 :約 43x27x8cm/ 材質 :コーデュラ
ナイロン（1000 デニール）

胸部へのクイックチェンジ設計のワンショルダーバッグ
マップポケット、 ラージメッシュポケット付き

ペットボトルホルダー、 ノート PC 対応ポケット付き

Models H4-EVC-TKD-BK　ブラック
H4-EVC-TKD-CT　コヨーテ

スリングバッグ

43,200 円の品 各 ¥33,000!!各 ¥33,000!!

テイクダウン 各色

Tactical Spec

全長 :約 72x16x15cm
/ 材質 :コーデュラ
ナイロン（1000 デ
ニール）

M16/AR-15/M-4 ライフルの収納可能なラージモデル
外部ポケットには、 各種マガジン対応のホルダー付き

ハイドレーション用コンパートメント付き

Models H4-LUG-ARSP-BK　ブラック
H4-LUG-ARSP-CT　コヨーテ

ローリングキャリー

68,256 円の品 各 ¥52,000!!各 ¥52,000!!

エアーサポート 各色

Tactical Spec

全長 :約 58x36x23cm/ 材質 :コーデュラ
ナイロン（1000 デニール）

伸縮式ハンドル、 ホイール ( 車輪 ) 付きのラージモデル
ノート PC ホルダー、 ラージメッシュポケット

各種アウターポケット付き

Tactical Spec

全長 :約 45x14x32cm/ 材質 :
コーデュラナイロン（1000
デニール）

Models H4-MSG-MOD-BK　ブラック
H4-MSG-MOD-CT　コヨーテ

Models H4-BRS-BK　ブラック
H4-BRS-CT　コヨーテ

ブロードサイドユーティリティポーチ
各色

8,208 円の品各 ¥6,200!!各 ¥6,200!!

各種大型バッグの拡張に最適
なポーチ。
裏面は MOLLE システム対応。

Products Description

Tactical Spec

全長 :約 23.5x13x7cm
/ 材質 :デュポン社製
コーデュラナイロン（
1000 デニール）

Models H4-FLIP-BK　ブラック
H4-FLIP-CT　コヨーテ

フリップ　ボトル / マガジンポーチ 各色

8,208 円の品各 ¥6,200!!各 ¥6,200!!

ウォーターボトルやマガジン
に適したポーチ。
裏面は MOLLE システム対応。

Products Description

Tactical Spec

全長 :約 22x8.5x8cm/
材質 :デュポン社製コーデュ
ラナイロン（1000 デニール）

Models H4-MPOD-BK　ブラック

H4-MPOD-CT　コヨーテ

サングラスなどを収納するため
のハードケースです。お好みで
、様々な小物の収納に役立ちま
す。フックとベルトループによ
る携帯が可能。つぶれにくいハ
ードケースですので、収納物を
確実に保護します。

Products Description

4,320 円の品 各 ¥3,200!!各 ¥3,200!!

サングラスケース 各色

Tactical Spec

全長 :約 6.5x18x5.5cm/ 重
量 :約 100g/ 材質 :バリス
ティックナイロン（1680 デ
ニール）

Models H4-ACSSUB-BK

5,076 円の品 ¥3,800!!¥3,800!!

サングラスケース
- サブポッド ブラック

Tactical Spec 全長 :約 20 x 9 x 5.5cm/ 材質 :コ
ーデュラナイロン（1000 デニール）
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プロテクティブギア各種

アメリカはバーモント州に拠点を置く DPG( ダマスカス　プロテクティブ　ギア )社のグローブは 1955 年の
設立よりローエンフォースメント、US アーミー、その他捜査、救助などの最前線で活動するプロフェッショ
ナルに愛用されてきました。設立以来、主に US 海軍、陸軍及び空軍の為に実用性があり高品質なあらゆるグ
ローブを開発、生産してきました。また、裏地のない薄手の「第 2の皮膚」をコンセプトにダマスカスは実
例に基づき、さまざまなレベルのカットに耐えうる、ケブラーやスペクトラ素材を使用したバリエーション
豊かなポリス用デューティー /タクティカルグローブの開発、設計を行った最初の会社でもあります。
機能的な高品質のハンドアーマー =( イコール )「ダマスカス」という誇りに懸けて、そしてボディーガード
や特殊部隊をはじめとした常に危険が伴うプロフェッショナルの為にグローブ製品の開発、向上に留まるこ
となく近年では、各種ボディーアーマーやプロテクターへとその技術を広げています。

Worn with Confidence 信頼と共に身にまとう

Imperial. Forearm Protectors

Models D-FP-10

アームプロテクターインペリアル

インペリアル

Imperial. Neoprene
 Knee/Shin Guards

Models D-DNSG-B

ネオプレーンシンガード

全体にネオプレーンを使用すること
によって、通気性、消音効果は勿論、
従来品と比べフィット感が向上した
シン(すね)ガードです。一体型のニ
ーパッド表面には、特殊材のノンス
リップパッド付き。(2本セット/フリ
ーサイズ)

インペリアル

Models D-DNKP-B　ブラック
D-DNKP-M　マルチカム
D-DNKP-OD　オリーブドラブ

Products Description

Imperial. Neoprene Knee Pads
ネオプレーンニーパッド

約1cmの衝撃吸収パッドを内蔵した全天候型ネオプレーン製ニー(ひ
ざ)パッドを使用することによって、通気性、消音効果は勿論、従来
品と比べフィット感と衝撃吸収力が高まっています。表面に滑り止
めプロテクター付き。BDUの外側でも、インナーとして内側にでも着
用可能なスリムモデル。ベルクロストラップによるフリーサイズ。

各色インペリアル
Imperial. Neoprene Elbow Pads

Models

D-DNEP-B　ブラック
D-DNEP-M　マルチカム
D-DNEP-OD　オリーブドラブ

Products Description

Products Description

全天候型ネオプレーン
材を使用することで、通気性、消音
効果は勿論、従来品と比べるとフィ
ット感が高まっています。表面に滑
り止めプロテクター付き。伸縮式ナ
イロンバンド(固定)によるフリーサ
イズ。

ネオプレーンエルボーパッド 各色

インペリアル 各色

Imperial. Knee Pads

メンズ フリーサイズ

ハードシェルニーパッド

Models D-DKP-B  ブラック
D-DKP-OD  O.D.

D-DKP-MC  マルチカム

インペリアル 各色

Imperial. Elbow Pads

Models

Size range

D-DEP-B  ブラック
D-DEP-OD  O.D.

D-DEP-MC  マルチカム

メンズ フリーサイズ

Products Description

ハードシェルエルボーパッド

ノンスリップ加工を施したサー
モプラスティック製のハードシ
ェルを装備したパッドです。本
体は、ウルトラコーデュラナイ
ロン製で、調節可能な2つのベル
クロストラップ付き。

4,515 円の品\3,100!!\3,100!!

Phantom OPS 2™ Modular low profile knee pads

Models D-DBK-B

Size range フリーサイズ

ブラック
Products Description

外側に PVC（ポリ塩化ビニール合金）、内側にソフ
ト EVA を採用した、3枚構造です。膝に対し閉塞的
に密着することで、高い通気性を確保しつつ、他の
素材の製品よりも確実に異物の侵入を防ぎます。2
箇所のホック型アジャスタブルストラップにより、
様々な体勢で確実に固定ができます。インナーとし
ても着用可能。

ファントムOPS2モジュラーロープロファイルニーパッド

5,565 円の品 \3,800!!\3,800!!

9,345 円の品 \6,500!!\6,500!! 4,935 円の品 各 \3,400!!各 \3,400!!3,570 円の品 各 \2,400!!各 \2,400!!

4,620 円の品 \3,200!!\3,200!!

3,990 円の品 各 \2,700!!各 \2,700!!

3,360 円の品 \2,300!!\2,300!!

2,730 円の品 各 \1,900!!各 \1,900!!

インペリアル　サイ/グロインガード
Thigh / groin guards w/Molle System

Models D-TG40

Products Description

18,480 円の品 \12,900!!\12,900!!

Molleベルト付き

Size range

ELITE Hard Shell Upper Body protection system

Models

Size range

D-DFX2-ML

メンズ(胸囲)ML:約96～117cm

Products Description

 エリートアッパープロテクションシステム

ハードシェル仕様のショルダープ
ロテクターが付いたボディプロテ
クションシステム。機動性を損な
うことのないようデザインされた
シェルパネルが各部に付いていま
す。前面にはアルミ製スタブプレ
ート(突き刺され対応)を内蔵。軽
量EVAフォームパッドを各部に装備
し、背面にハイドレーションシステ
ム(別売
り)の
装着
が可
能。

ブラック

62,640 円の品\43,800!!\43,800!!

Models D-DSG-100B-ML

12,204 円の品\8,300!!\8,300!!

インペリアル
Imperial. Knee/Shin Guards

ハードシェルシンガード

全長:約44cm(フットガード別)Tactical Spec

Models D-FA30-ML

12,204 円の品\8,300!!\8,300!!

フォアアームプロテクター

FX1 style forearm/elbow protector
FX1スタイル
Products Description

2つのハードシェルを取り付けた手首からヒジまでのプロテクター。着用
面は、衝撃に対する吸収性の高く通気性にも優れた材質を420デニールナ
イロンで包んでいます。3本の調整可能なストラップ付き(左右分2本入り)

全長:約37cmTactical Spec

Products Description

リストからエルボー
までを保護するプロ
テクター。軽量 EVA
フォーム、ハードシ
ェルプラスティック
を内蔵。2つのベル
クロストラップによ
り、フリーサイズで
装着可能。

Products Description

ノンスリップ加工を
施したニーパッドと
一体となったシン(す
ね)ガードです。本
体は、ウルトラコー
デュラナイロン製で、
ヘビーデューティー
フォームパッド内蔵。
足の甲部分を保護するフットガードプレ
ート付き。

下腹部用のプロテクタ
ーで腰、太もも、股間
を打撃などの衝撃から
保護します。Molleベ
ルトにより別売りの各
種ポーチ取り付け可能。
フリーサイズ。
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ガーバー

1939 年にパイオニアスピリッツの象徴であるアメリカのオレゴン州ポートランドで創業を開
始以来、世界トップクラスのデザイナー達によって、様々なアウトドアツールを開発し、70
年を超える歴史はあらゆるユーザーの役に立ってきました。
U.S. ミリタリー (米軍 )との係わりも長いガーバーは、製造するツールやナイフがしばしば生死に関わる重要な
ギア (用品 )であるという責任を背負い、長い時間をかけその信用を築いてきました。それはガーバーの歴史が、
現代に融合しているということを意味し、これからもナイフ、ツール、各種ギアのリーダーとして、誇りある製
品を世界中のミリタリー・ポリス・アウトドアスポーツマン・ガーディアン等のあらゆるプロフェッショナルに
提供していき、愛用されていくでしょう。

機能とデザインのベストマッチングをコンセプトに厳格な軍採用品質基準をクリアする商品開発を常に行っています。その
証明として GERBER は軍関連における最大のサプライヤーのひとつという地位を築いています。そして軍関連だけでなく、NT
OA( 全米警察連盟 )の公認を受けており、全米のポリスが GERBER 製品を指定装備として、日々使用しています。また、米国
消防庁・レスキュー隊の指定装備品としても高い評価を獲得し、その納入実績は年々増加しています。

全米警察連盟公認の斬新なデザインと確かな品質

UNSTOPPABLE-70 年を超える歴史

決して止められない

UNSTOPPABLE- 各分野で指定装備として採用されるギア

NSN
ナンバー

NSN ナンバーとは　米国国防省（Uni-ted States Department of Defense ）
が、陸海空全米軍への正式な納入品として認めた製品に対して割り当てる
13 桁の番号です。ガーバー製品の多くは米軍の厳しい品質基準をクリアし、
NSN ナンバーを取得しており、米国をはじめとした世界中の警察や軍隊等で
幅広く採用されています。

05500 コンパクトスポーツ
NSN: 5110-01-462-3405
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トルーパーズ通販部までお問い合わせ、ご注文は www.troopers1.com

BG アルティメイトプロナイフ
BG Ultimate Pro Fixed Blade

Models GB-31-001901N

Tactical Spec

26,892 円の品 \18,800!!\18,800!!

フルタング、 高材質のサバイバルナイフ
エマージェンシーホイッスル付きランヤード
ファイヤースターター / 多機能専用シース

全長 :約 25cm/ 刃長 :約 12cm/ 重量 :約 388g( シース含
む )/ ブレード材質 :ステンレス (9Cr19MoV)/ ハンドル材
質 :TPE ラバーグリップ

PRO GEAR SHOP

トルーパーズ 豆知識
BG ナイフ　アルティメイト

Bear Grylls Knife Ultimate FB

Models GB-2231-000751　セレーションエッジ

各 \10,800!!各 \10,800!!
GB-2231-001063　ファインエッジ

全長 :約 25.5cm/ 刃長 :約
12cm/ 重量 :約 245g( ナイフ
のみ )/ ブレード材質 :ハイ
カーボンステンレス /ハン
ドル材質 :ラバーグリップ

ファインエッジ /セレーションエッジ

ベア ・ グリルス仕様のサバイバルナイフ
エマージェンシーホイッスル付きランヤード
ファイヤースターター / 多機能専用シース

Tactical Spec

15,552 円の品

GERBER Bear Grylls Knife Ultimate
DVD Box サバイバルゲーム (MAN vs W
ILD) のシーズン 6 の劇中で、ほぼ全話に
渡りベアさんの冒険を助けるのに活躍して
いるナイフ -BG ナイフ　アルティメイト
( セレーション )。その機能と劇中でのベア
さんの使用方法の一部を交えて解説いたし
ます。
尚、一部 DVD のネタバレに近い表現もご
ざいますので、まだ DVD を見られていな
い方は、ご注意願います。
そして冒険家志望の 18 歳未満のみなさま、
ナイフのご購入はご遠慮、または親御さん
にご相談願います。

DVD Box「サバイバルゲ
ーム　シーズン 6」(TC エ
ンタテインメント )

緊急ホイッスル！

ベア・グリルスといえ
ば、火起こしシーンが
毎回ありますが、シー
ズン 6 では本製品のシ
ース収納型のファイヤ
ースターターを使い素
早くたき火を確保 !!

長めの棒状の木などの先
端に本ナイフをくくり付
けてヤリとして使う為に
デザインされた穴で、劇
中でもハンティングのシ
ーンでやってましたね。

ベアさんなら、やはり靴
ひもかパラシュートコー
ドで・・・

劇中では基本的に 1
人でサバイバルをし
ているので、使われ
ることはありません
が、ベアさんがナイ
フを使う度に手元で
揺れ動くんです。

握りやすく滑り止め仕様のラ
バーハンドルは、あらゆる状
況下においても確実なグリッ
ピングを使用者にもたらしま
す。そしてこちらも劇中では、
使われなかったようですが、
ハンドルエンドがハンマーと
して機能する設計になってい
ます。

約 3 年前にガーバー社からリリースされた「BG ナ
イフ　アルティメイト」ですが、初めはセレーショ
ン ( ブレード半分が波状になっていて、ロープの切
断などに最適でハーフセレーションとも言います。)
のモデルのリリースでした。後にファインエッジ (
ストレートモデル ) 版がリリースされ、遂にはナイ
フの材質のグレードを上げ、シース等に改良を加え
た「BG アルティメイトプロナイフ」までリリース。
おのおののこだわりの元にお選びいただけます。

火起こし用品 !!

スピアホール !!
専用シースには、直筆ではありませんが、ベ
ア・グリルスサイン !! そしてシースの裏や別
紙にてサバイバルポケットガイドが付いてま
す。英表記なのですが、DVD を見た人なら、
( なんとなく ) 分かる !?

ちゃんとベル
トループも
付いていて、
ベルトに取り
付けられるシ
ースなのです
が、ベアさん
は常にこの状
態でバッグか
ら取り出して
いましたね。

ベアファンには !!

ベアさんみたいに持ってみたくないですか ?ベアさんみたいに持ってみたくないですか ?

専用シースの裏には、砥石付き !!
「道具の手入れをします。」と言っ
て、たき火の前に座って静かにナ
イフの手入れを行うベアさんには、
シビれました。

ナイフシャープナー !!

BG グリーンホーンツール
Bear Grylls Greenhorn Tool

Models GB-31-002784

Tactical Spec

全長 :収納時 :約
8cm/ 刃長 :約 5.5
cm/ 重量 :約 68g/
ブレード材質 :5C
r15 ステンレス

ファインエッジナイフ /
プラスドライバー /マイ
ナスドライバー /ボトル
オープナー /カンオープ
ナー /ピンセット /楊枝

Components

6,480 円の品\4,500!!\4,500!!

NEW


