
 ア ウ ト ド ア 用 品
  ＳＩＬＶＡの名前を世界に知らしめたのは、ＳＩＬＶＡのコンパスシリ－ズですが、近年、SILVAでは以下の
  ような様々なアウトドア用品を開発，販売しています。それらは、入門者からプロフェッショナルまで多種
  多様なユ－ザ－に圧倒的な支持を受けています。

 
　　　SILVA クリノメ－タ－
　　　　　前後左右のヒ－ルチェックに

　　　　　下段　：　左右　40°までの傾きを表示

　　　　　上段　：　左右　5°までの傾きを表示

　　　　　（下段の5°までを拡大表示しています。）

　　　　　80 x 100mm, 44g

　　　　　35188       \4,000　(税抜き）

キャリ－ドライリュック（防水リュック）
ナイロンの７倍強い、Cordura 3D 素材強度は抜群!!。 　マップメジャ－ プラス
しかも防水加工で、内部をいつもドライに保ちます。 　  洗練されたﾃﾞｻﾞｲﾝ、機能性でｽﾎﾟ-ﾂから業務用までＯＫ

左右のポケットにペットボトル収納ができます。 　  30ｍ防水、1／1000万までの縮尺設定可能

23リッタ－のリュックは、ジッパ－付です。 　  地図を見る楽しみが増えます。ストラップ、電池付

たためば、14cm程度の付属バックに収納できます。 　  95 x 45 x 23 mm , 42g

（右の様になります。） 　  55068　  \6,800 (税抜き）

コンパクト＆超軽量バックで、使い方は無限大

防災用品収納用としても、強い味方になります。

上部を３回、回してバックルに止めるだけです。 エピック　１０
防水、そして、くもり止め用 窒素ガス封入、

ｻｲｽﾞ ： 約 380 x 595 mm, 重量 約 150 g 乱反射防止、エメラルドファイア－コ－ティング処理

容量　23Ｌ , 37676 ： \6,500 (税抜き） ｺﾝﾊﾟｸﾄｻｲｽﾞながら、明るく見やすい双眼鏡です。

（ｼﾞｯﾊﾟ-部分は、防水ではありません。） 対物レンズ有効径　：　25 mm　

ｻｲｽﾞ ： 約 320 x 495 mm, 重量 約 110 g 1000m での視界　：　101 m 

容量　15Ｌ , 37675 ： \5,400 (税抜き） ひとみ径　：　 2.4 mm, アイレリ－フ　：　10 mm　

眼幅調整範囲　：　56～74mm 

プリズムタイプ　：　Bak-４

防水レベル　：　ＩＰＸ７

サイズ　：　103 x 110 x 40 mm,  重量　335g 

37649 　10x25 (10倍） ： \21,000 (税抜き）

ポケットスコ－プ
軽くて、いつでもどこでも、気軽に使えます。

素早く焦点が合わせられ、驚くほどクリア－な単眼鏡です。

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－が使い、一躍

評判になりました。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　：　18mm ，ひとみ径　：　2.6mm

アイレリ－フ　：　１２ mm，プリズムタイプ　：　Bak-４ 

1000m での視界　：　６０m ，サイズ ：　82 x 32 mm,  重量 45g

７倍　， ケ－ス＆ストラップ 付き

37616  　 7x18(７倍) ： \5,200 (税抜き） 

ｺﾝﾊﾟｽ内蔵防水双眼鏡 エテルナナビゲ－タ　３ 7x50
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　!!

マリン仕様、防水、くもり止め用 窒素ガス封入

乱反射防止用ルビ－コ－ティング 処理

防水レベル IPX7,　ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾀｲﾌﾟ BK-4

対物レンズ有効径　：　50 mm , ひとみ径　6.8 mm

左右独立フォ－カス固定方式 ： 一度設定すれば次回は必要ありません。

1000m での視界　：　116 m 

サイズ　：　200 x 208 x 74 mm,  重量　1150g 

37768  　 7x50(７倍) ： \ 36,000 (税抜き） 
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KLARUS LED フラッシュライト
   Klarus ライトは、2010年に創設されたばかりの、まだ若い企業です。しかしながら、スタッフのほとんどが中国における老舗の
 LED ライトﾒｰｶｰ出身で、ここでの技術を元に独自ブランドとして、人間工学に根ざしたデザインと、他社にはない様々な機能を
取り入れた、高品質の商品を次々に発表しています。
すべての製品が「IPX8」(2m の水深でも使用可能）の防水機能を持ち、乱反射防止加工のレンズコ－ティング、航空機と同質の
アルミボディ使用など、細部までこだわりの高品質製品を作り出しています。さらに、電池寿命においても他社を圧倒するランタ
イムを誇ります。 Klarus ライトは、歴史は浅いながらもこのようなｺｽﾄﾊﾟﾌｫ-ﾏﾝｽの高い製品群を次々と発表し、アウトドア市場だ
けでなく、法執行機関、軍隊など 幅広い市場で高い評価を得ています。今後も、独創的な製品を市場に提案していく、彼らの
挑戦は続いていきます。(アクセサリ－は19ペ－ジに掲載されています。）

ＸＴシリ－ズ
世界初 、デュアルテ－ルスイッチ LED フラッシュライト（OFF 状態でもｽﾄﾛﾎﾞ機能が使用できる、他社にはない機能です。）

KLARUS ライト人気シリーズ、すべてキャリングケース＆３段階の明るさ調整とストロボ機能付。防水ﾚﾍﾞﾙはIPX8で万全です。

驚異の明るさ 3200ﾙ-ﾒﾝ。       軽さ、明るさ のﾍﾞｽﾄﾏｯﾁﾝｸﾞ このサイズで1000ﾙ-ﾒﾝ !!
 充電池 18650  １本付属（USB充電ｹ-ﾌﾞﾙ付） 　　   充電池 18650  １本付属（USB充電ｹ-ﾌﾞﾙ付） 充電池 14500  １本付属（USB充電ｹ-ﾌﾞﾙ付）

4段階の明るさ調整･点滅・ＳＯＳ ができます。　　    4段階の明るさ調整、点滅・ＳＯＳ ができます。 4段階の明るさ調整、点滅・ＳＯＳ ができます。

操作ﾎﾞﾀﾝのLEDの色で電池残量の確認可。 　　    操作ﾎﾞﾀﾝのLEDの色で電池残量がわかります。  ﾊﾞｯﾃﾘ-ｲﾝｼﾞｹ-ﾀ-の色で電池残量がわかります。

３つの点灯モ－ドが選択できます。 　　    ２つの点灯モ－ドが選択できます。 ２つの点灯モ－ドが選択できます。

明るさ ： 15ﾙ-ﾒﾝ(82h）～3200ﾙ-ﾒﾝ（0.85ｈ） 　　    明るさ ： 10ﾙ-ﾒﾝ(200h）～1600ﾙ-ﾒﾝ（1.2ｈ） 明るさ ： 5ﾙ-ﾒﾝ(37h）～1000ﾙ-ﾒﾝ（1ｈ）

最大照射距離  283m、136ｇ（電池含ず） 　　    最大照射距離  240m、88.5ｇ（電池含ず） 最大照射距離  182m、61.5ｇ（電池含ず）

ｻｲｽﾞ： 150 x 41(ﾍｯﾄﾞ径） x 25.4(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm 　　   ｻｲｽﾞ： 139 x 26(ﾍｯﾄﾞ径） x 25(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm ｻｲｽﾞ： 107.7 x 23(ﾍｯﾄﾞ径） x 23(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm

XT11X ： \16,000(税抜き） 　　   XT2CR ： \12,800（税込み） XT1AX ： \8,200（税抜き）

  

スマ－ト GPS ウォッチQuatix 6 様々な機能画面

マリン使用としては、ガ－ミンGPSチャ－トプロッタ－の情報を

WiFi 経由で表示できます。GPSﾅﾋﾞｹﾞ-ｼｮﾝ だけでなく

内蔵脈拍計を使って、マリンからアウトドアまで幅広く使用できます。

スマ－トフォンにアプリをインスト－ルして、ランニング、自転車

など様々なアクティビティの記録を保存できます。

硬く強いサファイヤガラスでキズが付きにくく、表示部の「画面」が

アナログでもデジタルでも自由に変えることができます。

3D電子コンパス内蔵，気圧高度計内蔵

日本地図内蔵。目的地を登録していなくても、近場のお店などからの

ナビゲ－ションもできます。

防水レベル IPX7         充電時間 約１時間

使用時間 　　時計：約２週間、GPS連続使用：約20時間

ﾍﾞﾙﾄ交換は道具無しで簡単にできます。

日本語を含む１０ケ国以上の言語を表示。(出荷時は日本語を設定）

オ－プン価格       （出荷時のシリコンベルトの色は黒です。）

サイズ：47x47x15 mm　、　重量： 88g

￥105,000（税抜き）

サイティング／ベアリングコンパス
　　 高精密サイティングコンパスシリ－ズ
　　 プロ仕様モデル。現在方位と、反方位（180°反対方向）が読み取れ、0.5°まで測定できます。

　　エクスペディション　55
　　　プリズム窓を覗くと、ミル目盛と360度目盛で方位が見られます。

　　　360度目盛では、0.5まで読み取ることができます。

　　　SILVA プレ－トコンパスフラッグシップモデル !!

　　　　37715　　\15,000（税抜き）、重量　39g

　　KNOS コンパス　クノススタ－１０
　　　高精度、高精密コンパス。「0.5°」まで測定できます。

　　　180°反対方位も同時に読むことができます。

　　　水準器、傾斜計付き。目的地への距離や物標の高さも

　　　計算できる目盛り付、67 x 94 x 33mm , 285ｇ(収納時ｻｲｽﾞ） エクスペディション　55 　　　　　　クノススタ－１０  　　 \4,500（税抜き）

XT11 XT2CR XT1A
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レザ－マン

レザ－マン社は、世界で初めてプライヤ－型マルチツ－ルを完成させたアメリカの企業です。1983年設立された比較的若い会社ですが、米国国防省や

警察、消防などヘ数多くの製品を納入しています。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。

その信頼の証は「25年保証」という世界でも稀な保証期限にも現れています。製造はすべてアメリカ／ポ－トランドの工場でおこなわれ、確かな品質管理の下

世界中に出荷されています。（日本での保証は、レザ－マンジャパンでの販売品に限ります。）

携帯ケ－ス

ウイングマン ウェ－ブ＋ 　スタイルPS
ｺｽﾄﾊﾟﾌｫ-ﾏﾝの高い代表的ﾓﾃﾞﾙ レザ－マンの定番モデルにしてベストセラ－モデル 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 20年の時を経て、高強度のワイヤ－カッタ－が付きました。 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 アジアで初めて、単独無寄港世界一周ヨットレ－スを完走した  モデルです。ツ－ル数 8

の高い 14のﾂ-ﾙを収容しました。 白石康次郞さん愛用モデル。限定モデルもあります。  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16.5cm(収納時 10cm）、18ﾂ-ﾙ＋交換ビット２ケ付  全長約11.5cm(収納時 約7.5cm）　　

重量 約198ｇ、携帯ｹ-ｽ付 重量 約241ｇ、携帯ｹ-ｽ付 　重量 約198g　　　　

　\10,000(税抜き） \18,000(税抜き）   \5,500(税抜き）      　　　　　　　

　　　　　

ESS サングラス

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。

　　ICE 3
　　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

　　ESS0001　　\18,000(税抜き） 　　　　          　ICE 3 ｾｯﾄ

　　クロスボウ 3SL
    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）

　　ESS0003　   \23,600(税抜き）

   レンズ内側に曇り止め加工、99.9%曇りません !! 。
　　　　　　　　　クロスボウ ｾｯﾄ

クロスボウ フォトクロマチック
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、交換レンズは付属しません。　￥38,500（税抜き）
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