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Wilson Extendedタイプ 
                 スライドストップ

御注文数

個

7S(ステンレスシルバー)

御注文数

個

7B(スティールブラック)
参考価格（税別) \6,800-

参考価格（税別) \7,200-

GMP-N04-SB

GMP-N04-SS
東京マルイM1911シリーズ対応

御注文数

個

ステンレスシルバー

御注文数

個

スティールブラック
参考価格（税別) \6,200-

参考価格（税別) \6,500-

セレーション タイプ 
　　　     スライドストップ

東京マルイM1911シリーズ対応

GMP-N01-SB

GMP-N01-SS

御注文数

個

ステンレスシルバー

御注文数

個

スティールブラック
参考価格（税別) \6,500-

参考価格（税別) \6,800-

チェッカー タイプ 
　　　     スライドストップ

東京マルイM1911シリーズ対応

御注文数

個

ステンレスシルバー

御注文数

個

スティールブラック
参考価格（税別) \6,800-

参考価格（税別) \7,200-

GMP-N05-SB

GMP-N05-SS

NightHawk タイプ 
　　　     スライドストップ

東京マルイM1911シリーズ対応

Seriesʼ 70 タイプ
　      グリップセフティ 

御注文数

個

ステンレスシルバー

御注文数

個

スティールブラック
参考価格（税別) \12,000-

参考価格（税別) \12,500-

GMP-A03-SSGMP-A03-SB

東京マルイM1911シリーズ対応
Duck Tail タイプ
　      グリップセフティ 
              

御注文数

個

ステンレスシルバー

御注文数

個

スティールブラック
参考価格（税別) \12,000-

参考価格（税別) \12,500-

GMP-A04-SSGMP-A04-SB

SFA タイプ
　グリップセフティ

御注文数

個

ステンレスシルバー

御注文数

個

スティールブラック
参考価格（税別) \12,000-

参考価格（税別) \12,500-

GMP-A01-SS
GMP-A01-SB

東京マルイM1911シリーズ対応 東京マルイM1911シリーズ対応

GMP-E09-SB
GMP-E09-SS

Ed Brown タイプ 
　　　　　 サムセフティ

御注文数

個

ステンレスシルバー

御注文数

個

スティールブラック
参考価格（税別) \8,000-

参考価格（税別) \8,600-

東京マルイM1911シリーズ対応

御注文数

個

6SN(ステンレスシルバー)

御注文数

個参考価格（税別) \8,000-
6BN(スティールブラック)

参考価格（税別) \8,600-

Wilson タイプ 
                サムセフティ

GMP-E10-SB
GMP-E10-SS

東京マルイM1911シリーズ対応

STI タイプ
 トリガー

御注文数

個

ステンレスブラック

御注文数

個参考価格（税別) \4,600-
ステンレスマットシルバー

参考価格（税別) \5,000-

御注文数

個参考価格（税別) \4,500-
ステンレスシルバー

御注文数

個参考価格（税別) \4,000-
アルミ ブラック

御注文数

個参考価格（税別) \4,000-
アルミ シルバー

GMP-C04-MS

GMP-C04-SSB

GMP-C04-SS

GMP-C04-BK

GMP-C04-SV

東京マルイM1911シリーズ対応

3 ホール タイプ
 トリガー

御注文数

個

ステンレスブラック

御注文数

個参考価格（税別) \4,600-
ステンレスマットシルバー

参考価格（税別) \5,000-

御注文数

個参考価格（税別) \4,500-
ステンレスシルバー

御注文数

個参考価格（税別) \4,000-
アルミ ブラック

御注文数

個参考価格（税別) \4,000-
アルミ シルバー

GMP-C01-MS

GMP-C01-SSB

GMP-C01-SS

GMP-C01-BK

GMP-C01-SV

東京マルイM1911シリーズ対応

Ed Brown タイプ
　グリップセフティ

御注文数

個

ステンレスシルバー

御注文数

個

スティールブラック
参考価格（税別) \12,000-

参考価格（税別) \12,500-

GMP-A02-SS
GMP-A02-SB

東京マルイM1911シリーズ対応

GMP-N02-SB

GMP-N02-SS

御注文数

個

ステンレスシルバー

御注文数

個

スティールブラック
参考価格（税別) \12,500-

参考価格（税別) \13,000-

GMP-I12-SS

※別途、Anvil 東京マルイ用M1911
   ステンレスチャンバーカバーが必要

GMP-I12-SSB

御注文数

個

ステンレスシルバー

スティールブラック
参考価格（税別) \12,000-

参考価格（税別) \12,500-

御注文数

個

Kings タイプ 
           アンビセフティ

東京マルイM1911シリーズ対応

御注文数

個

ステンレスシルバー

スティールブラック
参考価格（税別) \12,000-

参考価格（税別) \12,500-

御注文数

個

Wilson 192 タイプ 
           アンビセフティ

東京マルイM1911シリーズ対応
GMP-E06-SB

GMP-E06-SS GMP-E05-SS
GMP-E05-SB

S&A タイプ マグウェル付き
メインスプリングハウジング

東京マルイM1911シリーズ対応東京マルイM1911シリーズ対応

御注文数

個

ステンレスシルバー

スティールブラック 御注文数

個

ストレート タイプ 
         アウターバレル

GMP-F03-SB GMP-F03-SS

参考価格（税別) \5,700-

参考価格（税別) \6,200-
欠品


