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SO6EELL

世界で唯一、ベレッタの熟練工のみが代々受け継いできた美しくユニークなサイドロック銃の製造技術を余すことなく注いた至高の逸品です。
1933 年、ベレッタが最初の上下２連銃を製造した時、これぞ世界最高峰のショットガンであるとの名声を得ました。それ以来、デザイン、素材、安全性、組み立て、
仕上げ、彫刻、そしてもちろん性能に至るまで全ての分野で改良を加え進歩させてきました。一度手に取ればその銃がいかに優れているかひと目でわかるリムで
美しいそのボディと頑強なクロスボルトロッキングシステムはその一例です。リブはハンドメイド、ストック（ピストルグリップ又はイングリッシュ）、フォアエンド
は厳選された最高級のクルミ材を使用し、これもまた全て手作業で切り出し、成形され、ダイアモンドチェッカリングを施した後にオイルやワックスで磨かれます。
サイドロックはシンプルで安全性が高く、また信頼性に優れ、引鉄を引いたシャープな感触はやはりサイドロックならではのものです。

SO10EELL

信頼性の高いサイドロック

サイドロックは長年の使用
にも耐えうるようにデザイ
ンされています。さらに安
全性と信頼性、そして何よ
り引鉄を引いた際のシャー
プな手ごたえはサイドロッ
クならではのものです。

革新的ロッキングシステム

SO10EELL のロッキングシ
ステムはリアボルト方式を
採用していますので、バレ
ルの開閉もスムーズにでき、
射撃の際のストレスも最小
限度に抑えてくれます。

エレガント且つ頑丈なハードケース

SO10、そして SO10EELL
のハードケースは上質の革
を使用し、優秀な職人が手
作業で仕上げたものです。
また、付属のメンテナンス
ツールやクリーニングアク
セサリーもすべてハンドメ
イドです。

最上級クルミ材

ストックとフォアエンドには色合い、木目、
密度等の諸条件を慎重に選び吟味した最上
級のクルミ材を使用して製作されます。
また、チェッカリングもすべて人の手に
よって注意深く刻み込まれます。そうし
て出来上がったストックとフォアエンド
は何度も磨きこまれ、オイル又はワック
スで仕上げられます。

優雅でスタイリッシュなレシーバー

SO10EELL 上下２連銃のレシーバーはダブル
リブのトップモールディングとバレルが見事
に融合しています。レシーバーは特殊合金の塊
を切り出して形成されます。またトップモール
ディングは射撃の際に視界を遮らないようにスリム
化されています。特筆すべき事はいかなるパーツ
も溶接されていないという事、そして磨きこみ
はすべて手作業で行われているという事です。

着脱式サイドロック

ベレッタのサイドプレート
は 2本のネジで留められて
おり、容易に取り外して点
検、メンテナンスを行えま
す。

トリガーガード

トリガーガードは鋼の塊か
ら削りだされており、一切
溶接は行われていません。
また美しい彫刻が施され、
銃をさらにエレガントなも
のにしています。

02 作品例の一部 作品例の一部
SO6 EELL

作品例の一部

SO10 EELL SO10 EELL

特　徴

プレミアムグレードモデルは、
お客様のご希望を確認した上での
お見積り、受注発注となります。



モデル名 番　径 薬室長 銃身長 リ　ブ 絞　り 付属チョーク 希望小売価格

SO5 

ベレッタで製造される全てのハイグレード競技銃同様、SO5 はすべての過程がハンドメイドであらゆる射撃競技でもその実力を発揮します。この優れた銃の性能と
信頼性は厳選された優れた素材、ベレッタの職人一人一人のクラフトマンシップ、そして細心の製造工程の賜物です。射撃中のロッキングストレスを最小限に抑える
” クロスボルトロッキングシステム” を採用しています。スリムなボディは厳しい競技中でも優れた性能を発揮します。シンプルで信頼性の高いサイドロック機構は
反応の良さと引鉄を引いた際の手応えが違います。最上級のクルミ材の中から厳選されたストックとフォアエンドはもちろんカスタマイズも可能です。チェッカ
リングは細心の注意を払ってすべて手作業で仕上げられています。また、サイドプレート部は美しい彫刻で飾られ、銃は美しいハードケースと付属部品が付きます。
また、お客様のご希望によっては半加工ストックのもの、またデタッチャブルプレートの仕様もご用意できます。

DT11L

世界のトップシューターが使用するDT11。このDT11 の彫刻モデル『DT11L』機関部や
用心金には唐草彫刻（Floral engraving）が施されています。先台と元台の木製部分には
高品質のクルミ材を使用しています。
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スペアトリガーASSY別  売 TRAP/SKEET用
Sporting 用

￥248,000+ 税
￥248,000+ 税

スペアトリガーケース ￥6,800+ 税

彫刻部

¥2,100,000 + 税

¥2,200,000 + 税

モデル名 番　径 薬室長 銃身長 リ　ブ 絞　り 付属チョーク 希望小売価格

DT11L TRAP

DT11L Sporting

12

12

70mm

76mm

76cm

71cm

10mm×10mm

10mm×8mm

固定（F/IM）

オプティマチョークHP

―

IM/M/IC/CL/SK 5 本

SO5 TRAP

SO5 SKEET

SO5 Sporting

12

12

12

70mm

70mm

76mm

76cm

71cm

71cm

10mm×10mm

10mm×8mm

10mm×8mm

固定（F/IM）

オプティマチョークHP

オプティマチョークHP

―

SKEET 2 本

IM/M/IC/CL/SK 5 本

要お見積り

B-Fast Balance

40g×２ 20g×２

DT11L Sporting

SO5 TRAP



モデル名 番　径 薬室長 銃身長 リ　ブ 絞　り 付属チョーク 希望小売価格

DT11
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DT11 は世界のトップシューターが使用するBERETTAの最先端モデルです。前モデルのDT10 より機関部の幅が 3mm厚く、居銃の安定性が格段に向上しました。
仕上げは艶消し&光沢仕上げのコントラストが非常に美しく、側面のラインはDT11の特徴的なデザインです。銃身の『Steelium-Pro』は弾道性能を損なう事の無く、
発射時の反動を軽減し、より素早く、より正確に二の矢を発射可能にしています。DT11 シリーズはトリガーアッセンブリーを工具を使用することなく取り外しが
可能です。トリガー部分は射手の好みにより前後に移動調整が可能です。装備されているマイクロコアリコイルパットは通常のラバーリコイルパットより柔らかい
素材で、発射時に瞬間的に膨張する性質があり肩に当てている表面積が増加し、これにより居銃の安定性が増します。銃床には『B-FASTストックバランスシステム』
が装備されていて、射手の好みに応じてバランス調整が可能です。

DT11 TRAP

DT11 SKEET

DT11 Sporting

12

12

12

70mm

70mm

76mm

76cm

71cm

71cm

固定（F/IM）

オプティマチョークHP

オプティマチョークHP

スペアトリガーASSY別  売 TRAP/SKEET用
Sporting 用

￥168,000 + 税
￥168,000 + 税

スペアトリガーケース ￥6,800 + 税

10mm×10mm

10mm×8mm

10mm×8mm

―

SKEET 2 本

IM/M/IC/CL/SK 5 本

¥1,580,000 + 税

¥1,620,000 + 税

¥1,620,000 + 税

詳細部

B-Fast Balance

40g×２ 20g×２

DT11 TRAP



モデル名 番　径 薬室長 銃身長 リ　ブ 絞　り 付属チョーク 希望小売価格

DT11 Black Edition
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周りの視線を引きつけるスタイリッシュな外観。機関部の細部に至る部分もブラックを基調としたモデルです。特徴のある機関部は艶消しと鏡面仕上げで今までの
モデルには無い美しいデザインです。DT11BLACK Edition は銃身トップリブ、トリガーアッセンブリーフレームにカーボンファイバー素材を使用しており、
DT11（白）モデルより軽量化されています。銃身は『Steelium-Pro』銃身内のテーパー部分が長く、弾道性能を損なう事の無く、発射時の反動を軽減し、より素早
く、より正確に二の矢を発射可能にしています。銃身部には『B-Fast Balance』が装備されていて、射手の好みに応じて銃身バランスの調整が出来ます。銃床には
『B-FASTストックバランスシステム』が装備されていて、射手の好みに応じてバランス調整が可能です。

DT11 Black Edition  TRAP

DT11 Black Edition  SKEET

DT11 Black Edition  Sporting

12

12

12

70mm

70mm

76mm

76cm

76cm

76cm

10mm×10mm
カーボンファイバー 固定（F/IM）

オプティマチョークHP

オプティマチョークHP

スペアトリガーASSY
（カーボン）

別  売 TRAP/SKEET用
Sporting 用

￥268,000 + 税
￥268,000 + 税

スペアトリガーケース ￥6,800 + 税

10mm×10mm
カーボンファイバー

―

SKEET 2 本

IM/M/IC/CL/SK 5 本

¥1,888,000 + 税 

¥1,880,000 + 税

￥1,988,000 + 税 

※

※未加工銃床仕様

10g 5g
B-Fast Balance

10mm×10mm
カーボンファイバー

詳細部

B-Fast Balance

B-Fast Balance

40g×２ 20g×２

DT11 Black Edition sporting



モデル名 番　径 薬室長 銃身長 リ　ブ 絞　り 付属チョーク 希望小売価格

DT11 BLACK PRO
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DT11 BLACK PRO  TRAP

DT11 BLACK PRO  SKEET

DT11 BLACK PRO  Sporting

12

12

12

70mm

70mm

76mm

76cm

76cm

81cm

10mm×10mm
カーボンファイバー 固定（F/IM）

オプティマチョークHP

オプティマチョークHP

スペアトリガーASSY
（カーボン）

別  売 TRAP/SKEET用
Sporting 用

￥268,000 + 税
￥268,000 + 税

スペアトリガーケース ￥6,800 + 税

10mm×10mm
カーボンファイバー
10mm×10mm

カーボンファイバー

―

SKEET 2 本

IM/M/IC/CL/SK 5 本

¥2,280,000 + 税 

¥2,380,000 + 税 

¥2,380,000 + 税 

DT11 BLACK PROは Beretta Shooting Team のチャンピオン達とのコラボレーションにより全てのシューターの力を最大限引き出せる『銃床フィッティング』
『銃身バランス』のカスタマイズ機能を備えたモデルです。銃床部分のフレーム部にはベレッタのロゴ、パイプの色はベレッタ専用『ベレッタブルー』が採用さ
れています。DT11 BLACK Edition は銃身トップリブ、トリガーアッセンブリーフレームにカーボンファイバー素材を使用しており、DT11（白）モデルより
軽量化されています。銃身は『Steelium-Pro』銃身内のテーパー部分が長く、弾道性能を損なう事の無く、発射時の反動を軽減し、より素早く、より正確に二の
矢を発射可能にしています。銃身部には『B-Fast Balance』『New Barrel Balance System』※が装備されていて、射手の好みに応じて銃身バランスの調整が
出来ます。

10g 5g

B-Fast Balance New Barrel Balance System

B-Fast Balance New Barrel Balance System

※

DT11 BLACK PRO  Sporting

※TRAPと Sporting のみ



694
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クレー射撃に特化したデザインの 694 シリーズ。射撃しやすくプロに近い射撃を行いたいシューター向けに開発されました。トップレーバーも薄型で防眩仕上げの
新しいデザインです。機関部の重量が 20 ～ 30 グラム増量し（692 比較）、中心に重量配分が集まることでより安定した据銃が可能になりました。また、新しい
機関部のデザインにより据銃中の周辺視野が向上しました。新しい “チェッカリング” デザインは手にフィットしやすく改良されました。

詳細部

モデル名 番　径 薬室長 銃身長 リ　ブ 絞　り 付属チョーク 希望小売価格

694　TRAP

694　Sporting

12

12

70mm

76mm

76cm

71cm

10mm×10mm 固定（F/IM）

オプティマチョークHP

―

IM/M/IC/CL/SK 5 本

¥998,000 + 税

¥1,068,000 + 税10mm×8mm

694 Sporting



モデル名 番　径 薬室長 銃身長 リ　ブ 絞　り 付属チョーク 希望小売価格

690
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690 シリーズはバランス、精度、ハンドリングを全て満たすモデルです。銃身は艶消し仕上げ、黒い機関部に浮かび上がるオレンジのロゴやラインが特徴です。
銃身は『Steelium』仕様で発射時の反動を極力抑え、弾道パターンの向上を実現。銃床には『B-FASTストックバランスシステム』が装備されていて、射手の
好みに応じてバランス調整が可能です。※バランスウェイトは別売りとなります。

690 TRAP

690 Sporting

12

12

70mm

76mm

76cm

71cm

固定（F/IM）

オプティマチョークHP

―

IM/M/IC/CL/SK 5 本

¥698,000 + 税

¥768,000 + 税

10mm×10mm

10mm×8mm

詳細部

B-Fast Balance

40g×２ 20g×２

690 Sporting



モデル名 番　径 薬室長 銃身長 リ　ブ 絞　り 付属チョーク 希望小売価格

686 Silver Pigeon
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686 Silver Pigeon I TRAP

686 Silver Pigeon I Hunting 

686 Silver Pigeon I Sporting

12

12

12

70mm

76mm

76mm

76cm

67cm

71mm

固定（F/IM)

オプティマチョークHP

―

F/IM/M/IC/CL 5 本

IM/M/IC/CL/SK 5 本

¥478,000 + 税  

¥488,000 + 税  

¥498,000 + 税  

10mm×10mm

6mm×6mm

10mm×10mm

詳細部

入門者から上級者まで幅広く対応するモデルです。機関部には魅力的なフローラル（唐草）スクロール彫刻と元台と先台部分はオイル仕上げとなっています。
『686 Silver Pigeon I Hunting』は狩猟に、『686 Silver Pigeon I Sporting』は射撃に合った仕様となります。

686 Silver Pigeon I Hunting

686 Silver Pigeon I TRAP

BERETTA上下二連ベストセラーモデル 686 シリーズの日本限定モデル『686 Silver Pigeon I TRAP』です。
入門者から上級者まで幅広く対応可能なコンペティションモデルとなります。

オプティマチョークHP



※AL391 A400 A300 アウトランダー用    機関部に４つ溝がある仕様に取り付けが可能です。商品コード：QQ_C61275

モデル名 番　径 薬室長 銃身長 リ　ブ 絞　り 付属チョーク 希望小売価格

A300 Outlander Synthetic

A300 Outlander
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A300 Outlander Wood

A300 Outlander Synthetic

12

12

76mm

76mm

66cm

61cm/66cm

モービルチョーク

モービルチョーク

¥248,000 + 税  

¥248,000 + 税  

6mm ��6mm

6mm ��6mm

マウントベース別  売 ￥15,000 + 税 

詳細部

A300 Outlander Wood

A300 Outlander は、ベレッタの 300 シリーズガス式セミオートショットガンの最新の進化型で、世界中のハンターやシューターに好まれています。
シンセティックモデルは銃床のスペーサーによって長さを調整できます。

F/M/CL

F/M/CL



※AL391 A400 A300 アウトランダー用    機関部に４つ溝がある仕様に取り付けが可能です。商品コード：QQ_C61275

別  売 替え銃身　◆オプティマチョーク -HP 銃身長 66cm/71cm/76cm
               ◆SLUG 銃身長 56cm/61cm

マウントベース ￥15,000. + 税 

168,000 円 +税
168,000 円 +税

モデル名 番　径 薬室長 銃身長 リ　ブ 絞　り 付属チョーク 希望小売価格

A400 UPLAND 12 76mm 66cm/71cm/76cm 6mm � 6mm オプティマチョークHP F/IM/M/IC/CL ¥358,000 + 税 

A400 Upland
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A400 Upland は先進技術による革新的な外観を特徴とするショットガンです。ニッケルメッキされた機関部はゲームシーン彫刻が施されています。元台のチェッカ
リングと先台は散弾銃の操作性を向上させ、全体的な外観をスリムなデザインにしています。先台キャップはアルミ削り出しで機関部との色合いを合わせてあります。
A400 Upland は、最高の射撃体験を探しているすべてのハンターの為に完成させたモデルです。

詳細部



※AL391 A400 A300 アウトランダー用    機関部に４つ溝がある仕様に取り付けが可能です。商品コード：QQ_C61275

詳細部

別  売 替え銃身　◆オプティマチョーク -HP 銃身長 61cm/66cm/71cm
               ◆SLUG 銃身長 56cm/61cm

マウントベース ￥15,000. + 税 

188,000 円 +税
168,000 円 +税

モデル名 番　径 薬室長 銃身長 リ　ブ 絞　り 付属チョーク 希望小売価格
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A400 Ultra LITE 12 76mm 61cm/66cm 7mm � 7mm オプティマチョークHP F/M/CL ¥388,000 + 税 

A400 Ultra LITE

A400 Light よりも軽いUltra LITE。銃身のトップリブはフルレングスカーボンファイバー製。グリップエンド部分にはカーボンファイバー製のグリップキャップを
備えたショットガンです。マガジンチューブや機関部等を短くすることなく 2.7kg( 銃身長 61cm) まで軽量化されています。※木製部分の密度で重さが異なる場合が
ありますでご了承ください。機関部は黒色アルマイト処理、レーザー彫刻が施されています。　



※AL391 A400 A300 アウトランダー用    機関部に４つ溝がある仕様に取り付けが可能です。商品コード：QQ_C61275

モデル名 番　径 薬室長 銃身長 リ　ブ 絞　り 付属チョーク 希望小売価格
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詳細部

A400 Xplor Action

革命的なA400 Xplor Action シリーズ。特長は軽量、ハイスピード発射サイクル、少ない反動、簡単なメンテナンス機構 。そして革新的な機関部のデザインと
ブロンズブラウン色を採用しています。このモデルには『12ga』『12gaSLUG』『12ga 左排莢』『20ga』のバリエーションがあります。

A400 Xplor Action

A400 Xplor Action SLUG

A400 Xplor Action LEFT

A400 Xplor Action

12

12

12

20

76mm

76mm

76mm

76mm

66cm

56cm/61cm

66cm

61cm/66cm

オプティマチョークHP

固定

オプティマチョークHP

オプティマチョークHP

6mm ��6mm

照門 , 照星

6mm ��6mm

6mm ��6mm

F/M/CL

―

F/M/CL

F/M/CL

¥348,000 + 税  

¥348,000 + 税  

¥378,000 + 税  

¥348,000 + 税  

A400 Action SLUG

A400 Action

A400  Xplor Action LEFT

別  売 替え銃身　◆オプティマチョーク -HP 銃身長 66cm/71cm/76cm
               ◆SLUG 銃身長 56cm/61cm

マウントベース ￥15,000. + 税 

168,000 円 +税
168,000 円 +税 ※Action LEFT. 20 番は非対応。



モデル名 番　径 薬室長 銃身長 リ　ブ 絞　り 付属チョーク 希望小売価格

A400  LITE Synthetic 12 76mm 66cm/71cm/76cm 6mm � 6mm オプティマチョークHP F/M/CL ¥358,000 + 税 

A400  LITE Synthetic
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A400 LITE Synthetic はオールラウンドな狩猟用散弾銃です。グリップ部分は従来のモデルより保持力をアップさせた『Sグリップチェッカーパターン』を
採用し、滑りにくくなっています。銃身の先端にはアクリル照星が装着されていて、ターゲットを素早く捕える事が可能です。

詳細部

※AL391 A400 A300 アウトランダー用    機関部に４つ溝がある仕様に取り付けが可能です。マウントベース別  売 商品コード：QQ_C61275￥15,000 + 税 



モデル名 番　径 薬室長 銃身長 リ　ブ 絞　り 付属チョーク 希望小売価格

1301 Comp 12 76mm 53.5cm/61cm 10mm � 8mm オプティマチョークHP IC ¥328,000 + 税 

1301 Comp
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1301 Comp は海外の 3ガンマッチ用に開発されたモデルです。A400 シリーズ同様に前モデルより約 36%高速に回転し、装弾を入れるキャリア部分の
大型化によってスムーズに装弾を入れる事が出来ます。その他、コッキングハンドルやラッチボタンの大型化により操作性がよりアップしています。
別売りのマウントベースを取り付ける事により、光学照準器を搭載できます。

1301 用マウントべース別  売 ￥21,800 + 税 

詳細部

商品コード：QQ_E5D864
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Shooting Vest
ベレッタ射撃ベストの中での最新モデルでもあり、素材とデザインの両面で数多くの革新をもたらします。
パット部はマイクロスエードになっており、銃身のグリップを高めるためにレーザーカットのディテールが
施されています。本体は通気性と伸縮性のある 3Dメッシュで、ストレッチ素材のサイドパネルは優れた
フィット感と動きやすさを保証します。フロントポケットは隠しスナップボタンで拡張可能です。

Uniform pro 20.20

シルバーピジョンシューティングベストは、素材とデザインの両方を一新した、クラシックで象徴的なベレッタベストを
リニューアルしたものです。 拡張可能なダブルエントリーポケットが装備されていますが、側面に伸縮性素材のワイドイン
サートを採用し、身体への密着性を最大限に高めています。 さらに、背もたれはほぼ全体が 3Dメッシュで通気性と伸縮性
に優れています。「ベレッタリコイルレデューサー」用のストレッチコットンと通気性のある 3Dメッシュのコットンスラ
イドと内ポケットを備えた、両手利きのシューティングベストです。

Silver Pigeon Evo Vest

特長
•レーザーカットされたマイクロスエードのパット部分
•YKKジップ
•拡張可能なフロントポケット
•胸にコントラストカラーで印刷されたベレッタのロゴ
•フロントとバックの両方に伸縮性と通気性のある 3Dメッシュ
•側面と背面に伸縮性のある生地を挿入
•背面にはゼッケンを付けるためのプラスチック製のクリップ
•左右腰部分にはイヤーマフ /タオルを付けるフックが装備
•「ベレッタリコイルレデューサー」の内ポケットの設定はありません

Uniform pro 20.20

商品コード：QGT761-T1553-0971 商品コード：QGT761-T1553-05AZ
◆Black jet&Orange ◆BlueTotal Eclipse & Blue Royal

希望小売価格：￥21,800 + 税

サイズ
S/M/L/XL/XXL/3XL

男女兼用

特長
•双方向YKKジップ
•両口のフロントポケット
•背面に通気性と伸縮性のある 3Dメッシュとベレッタのロゴプリント
•バックヨークのコントラストカラーのベレッタロゴラバーパッチ
•背面にはゼッケンを付けるためのプラスチック製のクリップ
•側面 ( 枠下 ) には伸縮性の素材を使用
•左右腰部分にはイヤーマフ /タオルを付けるフックが装備
•パット部分左右には ベレッタリコイルレデューサー用のインナーポケット

Silver Pigeon Evo Vest

商品コード：QGT781-T1553-09OI 商品コード：QGT781-T1553-05A6
◆Grey & Orange ◆Blue total eclips & Red

希望小売価格：￥21,800 + 税

サイズ
S/M/L/XL/XXL/3XL

商品コード：QGT781-T1553-05AZ
◆BlueTotal Eclipse & Blue Royal

New Model New Model

※『US Fit』の為、通常のBERETTA射撃ベストより大きめとなっております。
※

(Olympic Vest 3.0)

(Olympic Vest 3.0)



左右兼用に設計されたDT11 ベストです。パット部分がマイクロスエードとコットン生地の２種類
のモデルをラインナップ。背面下部はDT11 の特徴的なデザイン&ポケットになっています。

DT11 Microsuede Slide Vest
DT11Cotton Slide Vest  

左右兼用で通気性の良いメッシュ素材を多用したユニセックス
フルメッシュベストです。

フルメッシュベスト

有名なベレッタゴールドベストの進化版であり、新しくなった
デザインと最新の技術的特徴と素材を使用しています。

Sporting Vest 

Man Woman

特徴
•肩部分の伸縮性ストラップ
•パット部分の素材はマイクロスエード（TRAP）／コットン（SKEET）
•YKKジップ
•フロントダブルエントランスポケット
•背面には通気性の良いメッシュ素材
•バックヨークの部分にはベレッタロゴラバーパッチ
•背面にはゼッケンを付けるためのプラスチック製のクリップ
•左右腰部分にはイヤーマフ /タオルを付けるフックが装備
•パット部分左右にはベレッタリコイルレデューサー用のインナーポケット
•内側のセキュリティポケット

特徴
•肩部分の伸縮性ストラップ
•パット部分の素材はコットン
•前面と背面に通気性メッシュ素材を多用
•大きなフロントローディングポケット
•右腰部分にはイヤーマフ /タオルを付けるフックが装備
•パット部分左右には ベレッタリコイルレデューサー用のインナーポケット
•ウェストを調整できるベルトを内側に装備
•背面にベレッタのロゴ

DT11 Microsuede Slide Vest DT11 Cotton Slide Vest  フルメッシュベスト Sporting Vest 

商品コード：QGT063-T1553-0903 商品コード：QGT073-T1553-0530商品コード：QGT063-T1553-0530
◆Blue Navy◆Black & Gray ◆Blue Navy 

希望小売価格：￥22,800 + 税 希望小売価格：￥22,800 + 税

商品コード：QGT671-T1553-0560
◆Blue Beretta

希望小売価格：￥14,800 + 税

サイズ
S/M/L/XL/XXL/3XL

商品コード：QGT671-T1553-072A
◆ダークオリーブ

サイズ
S/M/L/XL/XXL

特徴
•フロントダブルエントランスポケット（BERETTAロゴ刺繍）
•左胸部分にはポケット
•バックヨークの部分にはベレッタロゴラバーパッチ
•背面にはゼッケンを付けるためのプラスチック製のクリップ
•左右腰部分にはイヤーマフ /タオルを付けるフックが装備
•パット部分右には ベレッタリコイルレデューサー用のインナーポケット
•ウェストを調整できるベルトを内側に装備
•内側のセキュリティポケット

Sporting Vest Woman

商品コード：QGT691-02113-0945 商品コード：QGT023-T1553-059J
◆Black & Orange ◆Blue Royal & Grey

希望小売価格：￥23,800 + 税 希望小売価格：￥21,800 + 税

サイズ
S/M/L/XL/XXL

サイズ
S/M/L

男女兼用

ベレッタリコイルレデューサー 商品コード：QOG850-00001-0560希望小売価格：￥3,800 + 税 17
Option【P16－17 Vest 対応商品】

商品詳細はP24 参照



●スモーク

商品コード：QOC041-A2573-0959
希望小売価格：￥12,800 + 税

●スカーレット

商品コード：QOC041-A2573-039F
希望小売価格：￥12,800 + 税

明るい環境にクレーを綺麗に映し
出す。

●ライトパープル

商品コード：QOC041-A2573-039A
希望小売価格：￥12,800 + 税

緑の背景にオレンジ色のクレーを
綺麗に映し出す。

●イエロー

商品コード：QOC041-A2573-0229
希望小売価格：￥12,800 + 税

霧や曇りがちの環境や早朝又は
夕暮れに最適。
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フレーム部分の面積が少ないデザインの為、広視野を確保しています。耳に掛かる部分は柔らかい素材を使用しておりますので、負担が軽減しています。

Safety Glasses

●ブラック

商品コード：QOCA10-0002-0999
希望小売価格：￥6,800 + 税

●クリア

商品コード：QOCA10-0002-0900
希望小売価格：￥6,800 + 税

室内や光量が少ない環境に最適。

●ブルートータルエクリプス

商品コード：QOCA10-0002-0504
希望小売価格：￥6,800 + 税

全天候に最適なレンズカラー。

●オレンジ

商品コード：QOCA10-0002-0407
希望小売価格：￥6,800 + 税

明るい環境にクレーを綺麗に映し出す。

●パープル

商品コード：QOCA10-0002-0900
希望小売価格：￥6,800 + 税

緑の背景にオレンジ色のクレーを
綺麗に映し出す。

●レッド

商品コード：QOCA10-0002-0301
希望小売価格：￥6,800 + 税

明るい環境にクレーを綺麗に映し
出す。

●イエロー

商品コード：QOCA10-0002-0201
希望小売価格：￥6,800 + 税

霧や曇りがちの環境や早朝又は
夕暮れに最適。

Mark Eyeglasses　

シューティンググラス　チャレンジ

フレーム部分が少ないデザインを採用し広視野を確保。耳に掛かる部分は後ろに回り込むデザインなのでよりフィットします。

晴天時の眩しさを軽減。

晴天時の眩しさを軽減。
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折りたたみ式でコンパクトに収納できます。カップ部分とバンド上部には
ベレッタのロゴが入っています。

Shooting Ear Mu�

●ブラック

商品コード：QCF031-A2156-0999
希望小売価格：￥8,800 + 税

●オレンジ

商品コード：QCF031-A2156-0411
希望小売価格：￥8,800 + 税

●ブルー&オレンジ

商品コード：QCF021-0002-0591
希望小売価格：￥8,800 + 税

●グリーン&オレンジ

商品コード：QCF021-0002-077W
希望小売価格：￥8,800 + 税

●ブラック

商品コード：QCF021-0002-0999
希望小売価格：￥8,800 + 税

オフショット　ミニヘッドセット

●ブルー

商品コード：QCF031-A2156-0560
希望小売価格：￥8,800 + 税

●オフショットミニヘッドセット替イアチップ

商品コード：QCF071-A2270-0999
サイズ：S,M,L

希望小売価格：各￥1,600 + 税

※1サイズ3組入り

グリッドシェルイアマフ

わずか 7g の重量で SNR32dB の遮音性能を発揮するイアプラグです。快適さ、動きの自由、実用性の高さは
新しい次元を開拓します。耳の形状に合わせた 3種類のサイズのイヤーチップが使用出来る為、非常に高い
フィット感を維持します。発汗や不快な圧迫をかけず集中力を妨げることなく長時間快適なシューティングが
可能です。

SNR:29dB 重量 : 約 250g 付属品 : ストラップ

SNR:32dB 重量 : 約 7g 
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テイクダウンケース 90

商品コード：QFO501-T1932-054V
希望小売価格：￥11,000 + 税

上下二連銃を銃身と機関部を
分けて収納できます。

ソフトガンケース 138

商品コード：QFO491-T1932-054V
希望小売価格：￥11,000 + 税

散弾銃が 1挺収納できます。

ダブルソフトガンケース 143

商品コード：QFO481-T1932-054V
希望小売価格：￥15,000 + 税

散弾銃が 2挺収納できます。

Uniform Pro EVO CollectionUniform Pro EVO Collection

カートリッジバッグ 250

商品コード：QBSH60-0189-054V
希望小売価格：￥9,800 + 税

装弾が 10BOX収納できます。
小物入れもあります。

Bags & Sof t Cases

Uniform Pro Collection Uniform Pro Collection 
Black Edition

カートリッジバッグ 250
希望小売価格：￥9,800 + 税

収納スペースが 2段に分かれており、
装弾や射撃用品を収納できます。

商品コード：QBSH60-0189-0999

フィールドバッグ

商品コード：QBS891-T1932-054V
希望小売価格：￥11,000 + 税

装弾が 10BOX収納できます。
小物入れスペースもあります。

デイリーバックパック

商品コード：QBS911-T1932-054V
希望小売価格：￥11,000 + 税

パッド入りのストラップを備えたバックパック。
射撃用品の持運び専用ポケットをはじめ、多目的
ポケットを多数搭載しています。

カートリッジバッグ 100
商品コード：QBSL40-0189-0999希望小売価格：￥5,800 + 税

装弾が 4BOX収納できます。



トランスフォーマー  テイクダウンケース 90
希望小売価格：￥23,800 + 税

◆上下二連銃身と機関部を分けて収納可能
◆長さ調整可能なストラップ
◆水や擦れに強いEVA樹脂素材
◆ストラップの取付位置を変えるだけで肩掛け
   又は背負う事も可能なデザイン
◆鍵穴付きジッパー
◆ケース内の裏地にベレッタロゴ
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ライトトランスフォーマー　ミディアムカートリッジバッグ トランスフォーマー カートリッジバッグ トランスフォーマー シューティングバックパック

Transformer Series

商品コード：QBS701-A2398-0903希望小売価格：￥11,800 + 税

◆装弾 9BOX収納可能
◆外部にジッパー式ポケットが装備
◆バック下部は内部保護の為、
    硬めの素材で被覆
◆パット付ショルダーストラップ
◆ポリエステル

商品コード：QBS691-A2398-0999希望小売価格：￥25,800 + 税 商品コード：QBS711-A2399-0999希望小売価格：￥29,800 + 税

◆トランクケースを収納可能
◆リュックが取り外し可能なシューティングバックパック
◆取り外した後、バックは個々に使用可能

ソフトスリーブセット
商品コード：QFO130-00043-0009希望小売価格：￥4,000 + 税

◆銃身や機関部を保護

◆収納部分が多く 2段構造、下部は内部
   保護の為、硬めの素材で被覆
◆外部 2つのサイドコンパートメントの
　内 1つは保冷ポケット
◆内部左右にポケットを装備
◆長さ調整可能なベルクロのパット
　付ストラップ
◆水や擦れに強いEVA樹脂素材

ライトトランスフォーマー ミディアムガンケース 140
商品コード：QFO331-A2398-0903希望小売価格：￥16,800 + 税

◆散弾銃が 1挺収納可能
◆厚手のフォームに覆われているので、
   外部の衝撃から中身を保護
◆長さ調整可能なストラップ
◆ケース内の裏地にベレッタロゴ

ソフトスリーブ　　
上下二連

商品コード：QQ_C61544希望小売価格：￥2,300 + 税銃身用
商品コード：QQ_C61543希望小売価格：￥2,300 + 税機関部用

商品コード：QQ_C60391希望小売価格：￥2,300 + 税銃身用
商品コード：QQ_C60395希望小売価格：￥2,300 + 税機関部用

自 動 銃

商品コード：QFO301-A2399-0999
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692 ガンケース
商品コード：QFOM20-03081-0921希望小売価格：￥17,800 + 税

散弾銃が 1挺収納できます。厚手のフォームに覆われている
ので、外部の衝撃から中身を守ります。

バックパックガンケース
商品コード：QBSH20-03081-0921希望小売価格：￥17,800 + 税

トランクケースごと収納でき、背負えるストラップが内臓されて
います。※690,692,DT11 シリーズのトランクケースが収納できます。

692 Collection

692 Collection Black Edition

692 ガンケース　ブラックエディション
商品コード：QFOM20-0381-0999希望小売価格：￥17,800 + 税

散弾銃が 1跳収納できます。厚手のフォームに覆われているので、外部の衝撃から中身を守ります。

ホイールキャリーガンケース
商品コード：QBSH40-03081-0921希望小売価格：￥36,800 + 税

２層式で上部には広い収納スペース、下部にはトランクケース
ごと収納できます。

トロリーバック
商品コード：QBSH30-03081-0921希望小売価格：￥28,800 + 税

伸縮可能なハンドルが装備されており、射撃用品等を収納可能
です。



※ポーテッドモデル：ポーテッドと呼ばれる穴が開いているタイプのチョークで、マズルブレーキ効果で反動を軽減し余分なガスを逃し、弾のパターンや飛距離を
良くする効果を持っています。ただし発射音が通常のチョークより大きくなりますのでご注意ください。

Choke Tubes
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モービルチョーク

モービルチョーク+50mm

オプティマチョークHP

オプティマチョークHP+20mm

オプティマチョークHP+20mm ポーテッド

※全長 5.1cm

※全長 7.0cm

オプティマチョークHP+50mm

¥3,800 + 税 商品コード : QQ_C71501
¥3,800 + 税 商品コード : QQ_C71500チョークツールレンチ（ 12ga )

※
オプティマチョークHP

+50mm

12ga

12ga

12gaオプティマチョークHP
+20mmポーテッド

12ga
オプティマチョークHP

+20mm

オプティマチョークHP
20ga

各 ¥8,000 

各 ¥10,000 

各 ¥9,000 

各 ¥8,000

各 ¥10,000 

各 ¥8,000 

各 ¥5,000 

各 ¥5,000 

20ga

12ga

12ga

モービルチョーク
+50mm

モービルチョーク

希望小売価格
（税別）

商　品　名 番径 スキート
SK

シリンダー
CYLINDER

*****
インプシリンダー

1/4

****
モデ
1/2

***
インプモデ
3/4

**
フル
FULL

*

絞り／商品コード
エクストラフル
EX-FULL

*

QQ_C62275

QQ_C6A482

QQ_C62049

QQ_C62144

QQ_C60557

QQ_C60545

N/A

N/A

QQ_C62074

QQ_C62274

QQ_C6A470

QQ_C62143

QQ_C61309

QQ_C61852

QQ_C60556

QQ_C60544

QQ_C62073

QQ_C62273

QQ_C6A469

QQ_C62142

QQ_C61308

QQ_C618516

QQ_C60555

QQ_C60543

QQ_C62072

QQ_C62265

QQ_C6A468

QQ_C62141

QQ_C61307

QQ_C61850

QQ_C60554

QQ_C60542

QQ_C62071

QQ_C62264

QQ_C6A467

QQ_C62140

QQ_C61306

QQ_C61849

QQ_C60553

QQ_C60541

QQ_C62070

QQ_C62263

QQ_C6A466

QQ_C62139

QQ_C61305

QQ_C61848

QQ_C60552

QQ_C60540N/A

N/A

N/A

QQ_C62045

N/A

QQ_C6A471

QQ_C62269

N/A

+〇〇mmと記載されているモデルは、銃口より〇〇mmチョークが飛び出します。

モービルチョーク
+50mm

オプティマチョークHP
+50mm

オプティマチョークHP
+20mmポーテッド

オプティマチョークHP
+20mm チョーク御使用の際の

注意点
御使用銃器のチョークの
種類や番径が同じ事を確認
してください。
異なるチョークを使用した
場合は破損、事故に繋がり
ますのでご注意ください。

チョークツールレンチ（ 20ga )

チョークレンチツール ( ネジさらい付 )

チョークレンチの反対部分に銃身の
チョークネジ切り部分の隙間に入り
込んでいるカス等を取り除くネジ
さらいが付いています。

¥5,800 + 税 商品コード : QQ_E02764

※オプティマチョークHP専用

※各種チョーク対応

※モービルチョーク 12ga には
    使用できません

別　売
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ラバーリコイルパット革あり　
希望小売価格　8,500 円 +税

対応モデル 商品コード

上下二連射撃用
SKEET/Sporting

QQ_C71237
QQ_C71234
QQ_C71235

12mm
18mm
23mm

厚み 色

黒
黒
黒

木製リコイルパット　
希望小売価格　12,000 円 +税

対応モデル 商品コード

上下二連射撃用
SKEET

QQ_C55309
QQ_C55312

15mm
20mm

厚み 色

―
―

曲線形状

チークプロテクター　4ｍｍ/6ｍｍ
希望小売価格　4,800 円 +税
対応モデル 商品コード

QQ_E00378
QQ_E00489

4mm
6mm

厚み 色
―
―

自動銃／上下二連

銃床ベンドに貼り付けるタイプのチークプロテクターです。
このチークプロテクターを張ることによってベンドが高く
なります。

マイクロコアパット
希望小売価格　7,000 円 +税

対応モデル 商品コード

自動銃／上下二連
ハンティング

QQ_E73006
QQ_E73005
QQ_E73004
QQ_E73028

10mm
15mm
20mm
25ｍｍ

厚み 色

黒
黒
黒
黒

マイクロコアパット
希望小売価格　7,000 円 +税

対応モデル 商品コード

QQ_E73024
QQ_E73025
QQ_E73026
QQ_E73030
QQ_E73021
QQ_E73023
QQ_E73022
QQ_E73029

13mm
18mm
23mm
28mm
13mm
18mm
23mm
28mm

厚み 色

黒
黒
黒
黒
黒
黒
黒
黒

上下二連射撃用
TRAP

上下二連射撃用
SKEET/Sporting

ラバーリコイルパット
希望小売価格　6,000 円 +税

対応モデル 商品コード

QQ_C55646
QQ_C55643
QQ_C55644
QQ_C51646
QQ_C51233
QQ_C51898

12mm
18mm
23mm
15mm
20mm
25mm

厚み 色

黒
黒
黒
赤茶
赤茶
赤茶

上下二連射撃用
TRAP

プラ製リコイルパット　
希望小売価格　3,000 円 +税

対応モデル 商品コード

QQ_C53608
QQ_C51222
QQ_C51223

―
曲線形状
曲線形状

厚み 色

―
―
―

自動銃／
上下二連
ハンティング

12ga/20ga
12ga
20ga

ベレッタリコイルレデューサー

商品コード：QOG850-00001-0560

希望小売価格：￥3,800 + 税

射撃ベストパット部分の裏側に入れて使用するショック吸収パット。
※ベストによってはインナーポケットが無いモデルには使用できません。

バレルレスト　革製
希望小売価格：￥3,000 + 税

このバレルレストを装着すれば、銃口を足の上に載せても
汚れが付きません。

商品コード：QSL190-0413-0802
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アクリル照星【小】

商品コード：QQ_C55674
希望小売価格：￥3,000 + 税

ネジ径：2.6 ㎜
アクリル寸法：長さ 8mm　直径 3mm

　

BERETTA純正照星

アクリル照星【中】

商品コード：QQ_C53787
希望小売価格：￥3,000 + 税

ネジ径：2.6 ㎜
アクリル寸法：長さ 10mm　直径 3.5mm

アクリル照星【大】

商品コード：QQ_C55675
希望小売価格：￥3,000 + 税

ネジ径：2.6 ㎜
アクリル寸法：長さ 12mm　直径 4mm

アクリル照星

商品コード：QQ_E01588
希望小売価格：￥3,800 + 税

ネジ径：2.6 ㎜
アクリル寸法：長さ 11mm　直径 4mm

アクリル照星

商品コード：QQ_E01589
希望小売価格：￥3,800 + 税

ネジ径：2.6 ㎜
アクリル寸法：長さ 17mm　直径 4mm

照星

商品コード：QQ_C53520
希望小売価格：￥3,000 + 税

ネジ径：2.6 ㎜
アクリル寸法：直径 3mm

アクリル照星【舟形】

商品コード：QQ_C53686
希望小売価格：￥2,000 + 税

溝幅：3㎜
アクリル寸法：長さ 17mm

中間照星

商品コード：QQ_C54550
希望小売価格：￥2,000 + 税

ネジ径：1.15mm

銀照星【ビーズ】

商品コード：QQ_C53659
希望小売価格：￥2,000 + 税

ネジ径：2.6 ㎜
寸法：直径 3mm

中央が蛍光緑、周りは蛍光赤の組合せの照星です。 中央が蛍光緑、周りは蛍光赤の組合せの照星です。

照星

商品コード：QQ_C55673
希望小売価格：￥3,000 + 税

ネジ径：2.6 ㎜
アクリル寸法：直径 4mm

照星

商品コード：QQ_C78778
希望小売価格：￥3,000 + 税

ネジ径：2.6 ㎜
アクリル寸法：長さ 8mm　直径 3mm
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Gun Oil /Grease

錆、腐食や酸化に対する優れた
テフロンオイルです。通常のオイル
より 10 倍長く潤滑します。
温度範囲：-43°C～170°

テフロンオイル 25ml

商品コード：QOL380-00001-0009
希望小売価格：￥1,800 + 税

銃器部分に使用する潤滑オイルです。
・プッシュタイプ
・125ml 入り

ガンオイル 125ml

商品コード：QOL360-002-0009
希望小売価格：￥1,200 + 税

作動部分やチョークのネジ部分に
塗る為のグリスです。

ホワイトグリス 20g

商品コード：QCK290-0050-0009
希望小売価格：￥1,500 + 税

　

銃器部分に使用する潤滑オイルです。
金属部分の錆び防止にもおすすめです。

ガンオイル 25ml

商品コード：QOL320-00005-0009
希望小売価格：￥800 + 税

25 本入 BOX：￥18,000 + 税
商品コード：QOL320-00002-0009

Snap Caps

スナップキャップを装填する事で、
空撃ちによる撃針を保護します。

スナップキャップ　12ga

商品コード：QSN12-0050-0009
希望小売価格：￥2,000 + 税

スナップキャップ　20ga

商品コード：QSN20-0050-0009
希望小売価格：￥2,000 + 税

スナップキャップを装填する事で、
空撃ちによる撃針を保護します。
金属製のクローム仕上げ。

DX スナップキャップ　12ga

商品コード：QSN120-0066-0009
希望小売価格：￥8,800 + 税

スナップキャップを装填する事で、
空撃ちによる撃針を保護します。
先端のモップにオイルを染み込ませて、
薬室部分を潤わせます。

スナップキャップ+モップ　12ga

商品コード：QSN020-00050-0009
希望小売価格：￥2,800 + 税

スナップキャップを装填する事で、
空撃ちによる撃針を保護します。
色：イエロー

スナップキャップ　12ga

商品コード：QSN120000110009
希望小売価格：￥2,400 + 税



クリーニングロッドDX

商品コード：QCK12-0017-0084
希望小売価格：￥9,800 + 税

散弾銃銃身用クリーニングブラシセット。専用ケースには銃身の清掃に必要な

がセットされています。

・木製ロッド
・モップ
・ブロンズブラシ

・ナイロンブラシ
・オイル

Gun Care Products

27

散弾銃銃身用クリーニングブラシセット。
専用ケースには銃身の清掃に必要な

がセットされています。

クリーニングロッドセット 12ga

商品コード：QCK401-00050-0009
希望小売価格：￥4,800 + 税

・ロッド
・モップ
・スティールブラシ
・ナイロンブラシ
・オイル

クリーニングロッドセット 20ga

商品コード：QCK411-00050-0009
希望小売価格：￥4,800 + 税

・スティールブラシ
・モップ
・ナイロンブラシ
の 3個セットです。

ブラシセット【鉄】　12ga

商品コード：QCK661-A2167-0009
希望小売価格：￥1,600 + 税

ブラシセット【鉄】　20ga

商品コード：QCK671-A2167-0009
希望小売価格：￥1,600 + 税

ブラシセット【銅】　12ga

商品コード：QCK701-A2168-0009
希望小売価格：￥1,600 + 税

ブラシセット【銅】　20ga

商品コード：QCK771-A2168-0009
希望小売価格：￥1,600 + 税

・ブロンズブラシ
・モップ
・ナイロンブラシ
の 3個セットです。

ポケットクリーニングキット 12ga

商品コード：QCK531-0005-0999
希望小売価格：￥2,400 + 税

ハンドルにブラシを付ける事で
薬室内を掃除する事が出来ます。
ボアスネークのような使用もで
きます。使用後はハンドル内に
ブラシ等を収納可能です。

　

クリーニングマット

商品コード：QQ_E01332
希望小売価格：￥8,800 + 税

散弾銃のメンテナンスやクリーニング時に敷いて使用します。
使わない時はコンパクトに収納できます。

Cleaning



【注意】◆カタログ記事内容は 2020 年 7 月現在のものです。　
         ◆製品仕様や価格変更は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。　
         ◆仕様や外観、形状等は製品改良の為、予告なく変更する場合がございます。
　　　◆カタログ印刷の為、実物と色合いが異なる場合がございます。

●取扱店
FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.
日本正規代理店　株式会社サイトロンジャパン
〒161-0031　東京都新宿区西落合 3-9-19 TEL : 03-6908-3327　FAX:03-6908-3443
http://www.beretta-japan.com/

202007_SE_8000

( 株 ) サイトロンジャパンは、イタリアBERETTA社より認定を受けた国内総輸入元です。
弊社が輸入したBERETTA銃器製品 ( 正規輸入品 ) には、日本語版取扱説明書／保証書が付属され、修理／メンテナンスに際してもBERETTA社より供給を受けた純正パーツを使用致します。
なお、並行輸入品や個人輸入品の中には、取扱説明書・保証書が付属していない等のトラブルも見受けられますので、ご購入の際には十分ご確認を頂きますようお願い致します。
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