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Operation Training Services

OTS
オリジナル製品カタログ

シーキュービー･コンバットスコープ

CQB COMBAT SCOPE
1-6x24mm+Dot-sight

至近距離から遠距離まで１本でカバーできます。

Generation 2

低倍率ではダット･サイト、
高倍率ではスナイパースコープ
OTS オリジナル

300m
300m

→

中心にダット

CQB レティクル

１倍時はダットサイトにもなり、
6 倍時は弾道修正も可能
（詳細は取扱説明書にて）

戦闘用のライフルスコープ 完全防水

低倍率ではダット･サイト、高倍率ではスナイパースコープ

M4 や 89 式小銃など 5.56mm 小銃弾用に特別に開発されたコンバット
（戦闘用）ライフルスコープ。至近距離はダットサイトのように素早く、
正確に、遠距離は 600m まで狙える最強の軍用ライフルスコープ。
至近距離から遠距離まで正確な照準が可能な理想的な光学照準器
現在、世界中の戦闘用小銃には様々な照準器が装備されています。
その中でも低倍率のライフルスコープを装着することが非常に多くなっています。
それは戦闘場所が山中の場合も､市街地の場合も、敵も味方も民間人もいる中での戦闘が
多く､索敵と識別射撃が非常に重要になってきているからです。
このＣＱＢコンバット･ライフルスコープは早い照準と長距離での精密射撃能力を併せ持
つ、非常に優秀な戦闘用ライフルスコープです。
日本製、10 年間保証期間

CQB COMBAT SCOPE

CQB コンバットスコープ

チューブ径：30mm
前･後フィリップオープンキャップ付き

きっちりと照準規正ができるウィンデージ／エレベーション･ノブ

●100%完全日本製

↑

CQBコンバット･スコープの特徴

↑

ビス1本まで完全な日本製ですので、万が一の修理にも対応でき安心です。
また、最新のレンズ設計で驚くほど明るく､鮮明な視界が得られます。
●ライフルスコープなのにダットサイト

１倍時は明るく鮮明なダット
（赤く輝く点）を点ければ、
ダットサイトと同じ
ように素早く､正確な照準が可能です。
●１-６倍のズーム式ライフルスコープ

１倍から一気に６倍まで鮮明な視界のままズームアップし、500m以上の
射撃も可能になります。
●あらゆる射撃に対応のレティクル

至近距離から600mまでの弾道修正が可能なレンジファインダー･コンバ
ットレティクル＆ダットを採用。
どの距離でも余裕を持って照準できます。

レチクル調整可能

レチクルのウィンデージ（左右調整）、 オプション
エレベーション（上下調整）ノブは１ クィックズームレバー
クリックで 100m 先で約７ mm 調整で
きます。また、ノブを上部に引き上げ
ますとカラ回りしますので、照準規正
が出来た時に、０位置にすることも可
能です。

ダイヤルは空回り、調整不可

CQB COMBAT SCOPE
OTS-CQB1-6x24M

価格 ¥78,000（税別価格）

NEW
素早く倍率を変えられます。

倍率：1-6 倍 対物レンズ：24mm 全長：275mm 重量：520ｇ 軽量な樹脂製
射出瞳径：12-4mm 視界：37.8-6.3m（ at100ｍ） 3m 防水
前･後フィリップオープンキャップ付き

型番
価格

17A2-03
¥3,800（税別価格）

 2.5倍の広視界で索敵でき、最大12.5倍の望遠で照準可能

Generation 2

1クリック1/4MOA
レティクル調整ノブ

３インチ陽炎防止用延長フード

10年間完全保証品 日本製

10m以下よりピント合せ可能な
サイドフォーカス･ノブ

10倍時にミルを示す
ミル･ドットレティクル

単位はミル

正確なミル計測が可能です。

スナイパーは戦闘の世界では絶大な脅威を持ちます。その中でも低倍率から高倍率まで可
変できる高性能光学照準器は必須になっています。現在の戦闘は山中も市街地もあり、敵
も味方も民間人もいる中での戦闘が多く､スナイパーは長距離での索敵と識別射撃が非常
に重要になってきています。
OTS-2.5-12.5x42MIL は広い視界の低倍率から非常に鮮明な視界の高倍率まで高い解像力を
併せ持つ、非常に優秀な狙撃用ライフルスコープです。非常に近い距離（約 9ｍ）より∞
無限遠までピント合せ可能のサイドフォーカス･システムです。 ( 完全日本製 )
【スペック表】

前･後フィリップオープンキャップ付き

倍
率：2.5-12.5倍
焦点距離：9m〜∞
対 物 レ ン ズ：42mm
全
長：350mm
射 出 瞳 径：16.8〜3.36mm 重
量：680g
防 水 性：3m防水
アイリリーフ：90〜100mm

タクティカル･ダットサイト TDX-11 New

OTS2.5-12.5X42M

価格 ¥85,000（税別価格）

対物レンズ外径 : 50mm 接眼レンズ外径 :43mm
前・後防水キャップ、日本語取扱説明書付き
精度の高いミルドット･レチクルトと最短焦点距離 9m でエアラ
イフルの競技用としても使用可能です。

Generation 2

10年間完全保証品 日本製

完全防水仕様、ピカティニーレール対応

89 式小銃にも最適

・

・

フィリップオープンキャップ付き

暗く､見づらい場所でこそ真価を発揮するダットサイト

非常に鮮明でクリアーなレンズを採用し、ドット（光点）シャープで照準の
しやすいダットサイトです。マウントベースの上部からダット（光点）の位
置までが 39mm と米軍規格のダットサイトです。そのため、ナイトビジョ
ンやマグニファイヤーなどの用品が使用可能です。
ナイトビジョン･モード付、ダットサイズ３MOA

付属のアルミハニカムフィルター付
（キルフラッシュ）

イメージ図

TDX-11

TDX-11 のクリアーな視界

価格 ¥68,000（税別価格）

ダット位置 : 39mm 全長 :105mm 重量：250g 3m 防水
TDX-11 は高照度でも１週間以上、低照度ですと３ヶ月以上も
（ダットサイズ 3MOA）
ダットが輝き続ける省電力設計です。

PDX-11

SDX-11

TDX-11 のローマウント･モデル
明るい視界とシャープなダットはそ
のままでより低くマウントする可能
です。

TDX-11 や PDX-11 の性能はそのま
まにシューティング競技用に作られ
たマウントリング式のダットサイ
ト。より低く､銃身に近くマウント
可能です。
3MOA & 6MOA

TDX-11 価格 ¥58,000（税別価格）
ダット位置 : 22.5mm 全長 :106mm 重量 :230g
3m 防水 ダットサイズ :3MOA
ナイトビジョンモード､アルミハニカムフィル
ター、前後フィリップオ−プンキャップ付き

イメージ図

通常のダットサイトの視界

SDX-11 価格 ¥38,000（税別価格）

ダット位置 : 18mm 全長 :106mm 重量：170g 3m 防水
37mm 径マウントリング 2 個付き

オプション

ダブルナット･ハイパーマウントリング

SDX-11-HPMR

2 個１セット 価格

¥2,800（税別価格）

OTS ORIGINAL TACTICAL LIGHT OTS オリジナル タクティカル･ライト
いざという時に真価を出すフラッシュライト
TWX-900 New
ディアルモード･スイッチ

スイッチを軽く押すと 30 ルーメン、強く押すと
900 ルーメンの明るさを出す、使いやすさ重視の
新設計フラッシュライトです。
IPX-8
2m

耐水性２ｍ

強く押すと

軽く押すと

30 ルーメン

900 ルーメン

品 名 TWX-900 フラッシュライト
新開発 XM-XP LED 採用

ハードな
ストライクベゼル仕様

光の色も煙などを透過しやすく、より遠くまで届く
電球色に近い色の光です。
クリップは好みに応じて取外しが出来ます。
スイッチ感度を好みに調整できるパッキン付。

型番

ハイモード：600 ルーメン（1.2 時間）
ローモード：30 ルーメン（80 時間）
サイズ：148 x 38 x 25.4 mm
重 量：150g

価格
仕様

オプション

オプション

OTS-SKM-THOOK
¥1,400（税別価格）

OTS-140-LH
¥6,800（税別価格）

タクティカル･フック

OTS-TWX-900
¥10,800（税別価格）
ケース付き

タクティカル･ホルスター

ライフルスコープ用オプション（30mm リングマウント）

高さ：21.5mm

高さ：25mm

高さ：25mm

高さ：25mm

スローレバー式マウントリング タクティカル･マウントリング
タクティカル･マウントリング
ワンピース･マウントリング
型番 17A10-05 ¥46,000（税別価格） 型番 17A10-08 ¥26,000（税別価格） 型番 17A10-09 ¥26,000（税別価格） 型番 17A10-09 ¥14,800（税別価格）
脱着が素早くできるスローレバータイプ 上部にもレールがあるモデル
30mmマウントリング
ロー

高さ：11mm

ダブルナット仕様

発売元

30mmマウントリング
ミディアム

¥3,800（税別価格） 高さ：16mm

ダブルナット仕様

スローレバーモデル

30mmマウントリング
ハイ

¥4,000（税別価格） 高さ：25mm

OTS

Operation Training Services

株式会社 オペレーション･トレーニング･サービス
〒179-0073 東京都練馬区田柄 2-51-17-1F
TEL03-5967-0633（代）FAX03-6750-6407
TEL03-6750-6406（営業部）

製品についてのお問い合わせは上記までご連絡下さい。本製品は予告無く変更される場合があります。

ダブルナット仕様

販売代理店

¥4.300（税別価格）

定番の１ピース･マウントリング
30mmオフセット
マウントリング

高さ：25mm

トリプルナット仕様

¥6,000（税別価格）

