
メーカー エアガン名 価格 箱 程度 備考

1 東京マルイ M4Sシステム アサルトライフル・電動 ¥10,000 無し 普通 アングルフォアグリップ・サイレンサー付き

2 東京マルイ 電動ハンドガンM93R ハンドガン・電動 ¥7,500 無し 良い M93R用スライド一体式マウントレイル付き

3 KSC グロック17 ハンドガン・ガス ¥5,000 無し 普通 HOP調整器具無し

4 KSC グロック18C ハンドガン・ガス ¥5,000 無し 普通 HOP調整器具無し

5 KSC グロック１９ ハンドガン・ガス ¥5,000 無し 良い HOP調整器具無し、スライドデザインカスタム

7 東京マルイ コルトパイソン.357マグナム　4インチ リボルバー・ガス ¥5,000 有り 良い カートリッジタイプに変更・木製グリップ

8 タナカ ブローニングハイパワー ハンドガン・ガス ¥6,000 有り 普通

9 KJWORKS ルガーMk1 ハンドガン・ガス ¥3,200 有り 良い ほぼ新品

10 SⅡS M92F固定 ハンドガン・ガス ¥1,800 有り 良い

11 SⅡS USPエアーコッキング ハンドガン・エアー ¥1,800 有り 良い

12 東京マルイ グロック26 ハンドガン・ガス ¥5,000 無し 普通 マガジン+1本付

13 東京マルイ コンパクト電動MP7A1 サブマシンガン・電動 ¥13,000 有り 良い サイレンサーアタッチメント・7.4ｖバッテリー＆充電器・マガジン+1本付

15 東京マルイ M655 アサルトライフル・電動 ¥5,000 有り 悪い ９４年ホビーショー限定モデル

16 東京マルイ AA-12 ショットガン・電動 ¥25,000 無し 良い ノーマルマガジン+1個・ドラムマガジン・スリング付き

17 東京マルイ 電動ハンドガングロック18C ハンドガン・電動 ¥4,000 有り 普通

18 東京マルイ ハイキャパエクストリーム ハンドガン・ガス ¥5,000 有り 良い セーフティー付近加工あり

19 東京マルイ P228 ハンドガン・エアー ¥1,000 有り 良い 新品

20 S&T M870　ショート ショットガン・エアー ¥2,500 無し 良い マガジン無

21 S&T M870　ストック ショットガン・エアー ¥5,000 無し 良い マガジン無

22 S&T タボール アサルトライフル・電動 ¥5,500 無し 悪い マガジン無・セーフティがかからない。

23 APS UAR501　Gen.1 アサルトライフル・電動 ¥12,000 無し 良い 専用マガジンしか使えない

24 東京マルイ M4　CAW　ハイサイクル アサルトライフル・電動 ¥10,000 無し 普通 マガジン無し

25 東京マルイ M40A5 スナイパーライフル・エアー¥20,000 有り 良い ほぼ新品・バイポット付き

26 東京マルイ ハイキャパゴールドマッチ ハンドガン・ガス ¥7,500 無し 良い

27 KRYTAC トラインデント　SDP アサルトライフル・電動 ¥5,500 有り 良い

28 タナカ S&W　M500 リボルバー・ガス ¥5,000 有り 良い

29 タナカ M19 リボルバー・ガス ¥4,000 有り 良い グリップがウッドに変更

30 KSC USPコンパクト ハンドガン・ガス ¥6,000 有り 良い

31 マルゼン P99ブローバック ハンドガン・ガス ¥2,500 有り 良い アウターバレル交換

32 東京マルイ コンパクト電動ガンスコーピオン サブマシンガン・電動 ¥10,000 有り 良い バッテリー＆充電器付き

33 東京マルイ MP5A5　ハイサイクル サブマシンガン・電動 ¥17,000 有り 良い ほぼ新品

35 東京マルイ コンパクト電動ガンMP7A1 サブマシンガン・電動 ¥12,000 有り 良い 箱付き・バッテリー付き・マガジン+1本

36 東京マルイ ８９式小銃 空挺部隊型 折り畳みストックアサルト・電動 ¥21,000 有り 良い 左用セレクター

37 東京マルイ M1911A1コルトガバメント ハンドガン・ガス ¥5,000 有り 普通

38 KSC グロック34 ハンドガン・ガス ¥5,000 有り 良い カスタムバレル付き

39 東京マルイ 電動ハンドガンM9A1 ハンドガン・電動 ¥7,000 無し 良い

40 東京マルイ M92F ハンドガン・ガス ¥5,000 無し 普通 ガスコキ・サイレンサーアタッチメント

41 東京マルイ SIG　P226　レイル ハンドガン・ガス ¥5,000 無し 普通

42 東京マルイ グロック34　カスタム ハンドガン・ガス ¥18,000 有り 良い スチールスライドバレルキット・ステッピング加工・ツイストバレル

43 東京マルイ デザートイーグル１０インチ ハンドガン・ガス ¥5,000 有り 良い

44 東京マルイ デザートイーグル ハンドガン・ガス ¥5,000 有り 良い

45 マルシン デトニクス45マキシ ハンドガン・ガス ¥5,000 有り 良い ８ｍｍBB弾

46 タナカ
コルトパイソン.357マグナム　スチー
ルフィニッシュ　６インチ

リボルバー・ガス ¥10,000 有り 良い 木製グリップ

47 KSC M911　インベル ハンドガン・ガス ¥30,000 有り 良い ブラックラグーンコラボモデル・限定1,000挺、ほぼ新品

48 マルゼン APS-2　SV スナイパーライフル・エアー ¥7,000 無し 普通

49 東京マルイ PSG-1 スナイパーライフル・電動 ¥10,000 無し 良い ハードガンケース付き

50 A&K S24 スナイパーライフル・エアー ¥7,500 無し 普通 スリング付き

51 A&K S24 スナイパーライフル・エアー ¥7,500 無し 普通

52 東京マルイ M16A1 アサルトライフル・電動 ¥9,500 無し 悪い 一部欠損

54 We-Tech G39　RAS アサルトライフル・ガス ¥15,000 無し 良い 塗装あり

55 G&G CM-16　スポーツライン アサルトライフル・電動 ¥10,000 有り 良い

56 BOLT SR-16　URX-E3 アサルトライフル・電動 ¥30,000 有り 良い

57 マルゼン CA870ストック　 ショットガン・エアー ¥10,000 無し 良い HOP有り・CQBマウント・ドットサイト

58 マルゼン CA870ストック　 ショットガン・エアー ¥7,000 有り 良い 固定HOP

59 コクサイ M66 リボルバー・ガス ¥2,000 無し 良い

60 コクサイ M66 リボルバー・ガス ¥2,000 無し 良い

61 東京マルイ MP5K アサルト・電動 ¥6,500 無し 良い

62 東京マルイ MP5　PDW アサルト・電動 ¥5,000 無し 良い PDWストック→クルツストックに変更

65 東京マルイ M16A2 アサルト・電動 ¥6,500 無し 良い キャリングハンドルレイル・ドットサイト付き

66 MGC グロック18C ハンドガン・ガス ¥5,000 無し 良い ロングマガジン+1、ノーマルマガジン+1付

67 MGC グロック18C ハンドガン・ガス ¥5,000 無し 良い ロングマガジン+1、ノーマルマガジン+1付

68 MGC グロック19HW ハンドガン・ガス ¥5,000 無し 良い ロングマガジン+1付

69 MGC グロック17サイドミラー ハンドガン・ガス ¥6,000 無し 良い ドットサイト・ロングマガジン+1付

70 東京マルイ M4A1カービン アサルト・電動 ¥4,000 無し 悪い ハンドガード部分故障、・キャリングハンドルレイル付

71 マグプルPTS MASADA　SV アサルト・電動 ¥15,000 有り 良い

73 東京マルイ 次世代　HK416 D アサルト・電動 ¥20,000 無し 良い アイアンサイト無し

74 東京マルイ P-90TR アサルト・電動 ¥7,000 有り 良い サイレンサー多少傷有り

75 S&T T21　タボール　OD アサルト・電動 ¥8,000 有り 良い

76 東京マルイ S&W　　M&P9　Vカスタム ハンドガン・ガス ¥5,000 有り 良い

77 東京マルイ SIG　P226　E２ ハンドガン・ガス ¥5,000 有り 良い ほぼ新品

78 東京マルイ MEUピストル ハンドガン・ガス ¥5,000 無し 良い マガジンなし

79 東京マルイ M1911A1コルトガバメント ハンドガン・ガス ¥1,500 無し 悪い スライドに大きな傷があるためジャンク扱い、グリップ木製に変更スライド別売2,000円

80 東京マルイ グロック18Cガスブローバック ハンドガン・ガス ¥5,000 有り 良い


