
株式会社文泉堂
　　　　

T=fi90-088L島根県松江市石橋町５２

豊富なバリエーションがあるコンパスは色々とお役にたちます

レンザティックコンパス

このタイプのコンパスは軍用コンパスを市販用に改良し再現

したものです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレン

ズと目標の方画を正確に捉えるための覗き窓があるのが特

徴で、多くのアウトドアマンや専門家に愛用されています。

　　　　　　　　　　　　　

’

　　　

｀￥
G-51

　　　　　

¥5,460

サイズ/79×59×28mm高精度軍用ミル

スペックオイル封入式アルミダイキャスト

4982013036701

G-50C

　　　　　

¥3,045

サイズ/74×54×23mm軍用ミルスペッ

クオイル封入式アルミ製迷彩色仕上げ

4982013036909

G-49（Ｐ）

　　

¥2,835

サイズ/74×54×23mm軍用ミルスベック

オイル封入式アルミ製ゴールド塗装

小箱/4982013038705

BP/4982013238709

G-46P【】

　　

¥1,890

サイズ/74×56×27mm

ミルスペックオイル封入式

プラスティックボディー

4982013230307

ｵイル式ポケットコンパス

GＡ-20（Ｐ）

　

￥1,260

サイズ/46×16mm

文字盤八十二支和文オイル封

入式プラステックケース

小箱/4982013037302

BP/4982013237306

G-47（P）￥1,890

サイズ/46×20mm

文字盤／英文オイル封入式

プラスチックケース温度計付

小箱/4982013038507

BP/4982013238501

G-48（Ｐ）

　

￥1,995

サイズ/46×1Brnm

文字盤／英文オイル封入式

真喩ヶ－ス矢羽付

小箱/4982013038606

BP/4982013238600

けやきコンパス

W-1【】

　　

¥1,680

サイズ/55×48×13mm

文字盤／和文オイル封入式

木製ケースストラップ付

4982013039108

W-2【】

　　

¥2,730

サイズ/84×51×13mm
文字盤／和文オイル封入式

木製ケース温度計ストラッ

プ付

　

4982013039207

地図用ポケットコンパス

GS-34

　　　　

¥1,470

サイズ/48×13mm
文字盤／和文オイル封入式

ブラスチックケース
4982013036503

GS-33（P）

　

¥1,365

サイズ/48×12mm

文字盤／方角オイル封入式

カプセルが5倍ルーペです
小箱/4982013038804

BP/4982013238808

G-23（Ｐ）

　　　

¥2,625

サイズ/I05×54×10mm

文字盤／方角オイル封入式小型ル

ーペ．縮尺スケール．ポストマーク

小箱/4982013037005

YG-1001d

　　　

¥2,625

サイズ/56×72×12mm文字盤／和文

オイル封入式体温がわかるヘルスチェッカー付

4519999110325

野学校コンパス

アウトドアーテキスト付

●コンパスの使い方

●コンパスで時間が分かる

●時間と太陽で方向がわかる

●輝く星から北を知る

●雲を見て天気を予想する

●地図とコンパスを使いこなす

家相見・風水コンパス

家の新築や引つ越し、旅先を決めるときなど

強運が得られる吉方位がわかれば安心です。

--

GH-107

　

¥1,155

サイズ/45×13mm

文字盤／風水ドライタイプ、

ストッパー付

4982013040906

NO.720F

　

¥1,050

サイズ/44×12mm

文字盤／風水オイル式

キーホルダー、説明書付

4940255720024

-
GF-803

　

¥2,730

サイズ/55×13mm

文字盤／風水方位

ドライタイプ解説書、

早見表付

4982013040401

　　　

－

GF-8500

　

￥7,140

サイズ/80×17mm

文字盤／風水方位ドライタ

イプ風水家相説明書、

本命星早見表付

4982013039900

NO.8002HK【】

　

¥3,990

サイズ/55×13mm文字盤／風水方位ドライタイプ

付属品／解説書、家相盤10枚、巾着袋

4519999815627

ドライコンパス、アウトドアーアクセサリー

G-35

　　

¥630

サイズ/30×8mm

文字盤／和文真鐘製

4982013036107

G-60

　　

￥1,260

サイズ/60×10mm
文字盤／和文真鯉製
4982013036800

GA-10

　

¥840

サイズ/45×14mm

文字盤／和文夜光

ストッパー付

4982013037104

GA-15 (P)￥945

サイズ/45×14mm
文字盤／和文夜光
ストッパー付
小箱/4982013037203
BP/4982013237207

GA-14P【】¥945

サイズ/45X11mm
文字盤／十二支和文
ストッパー付
BP/4982013230109

GL-301【】¥2,520

サイズ/45×1 8mm

文字盤／和文ストッパー付

４倍ルーペ夜光付き

BP/4982013040500

N０.800【】

　　　

￥1,680

リストコンパスサイズ/25×16mm
メタルケース100m防水
青/4940255800146緑/4940255800153
赤/4940255800122銀/4940255800139

リストコンパス＆サーモメーター

NO.810EI

　

¥1,785

リストサーモサイズ/25×1 6mm

メタルケース100m防水

青/4940255810114

銀/4940255810138

赤/4940255810121

N０.50【ｌ

　

¥2,310

リストコンパスサイズ/30×1ﾌmm

100m防水4982013037807

N0,60N【Ｉ¥2,415

リストサーモサイズ/30×14mm

100m防水4982013018ﾌ07

　　

”

　　　　　　　

‾ペユｔ／
【】

　　　　　

【１

　

゛‾‾

N0,880

　

¥735

　　

N0.15A

　

¥1,470

サイズ/28mm

　　　　

サイズ/50×28mm

オイルフロート

　　　　

コンパス，温度計

4982013043303

　　

4982013039603

マップメジャー

　　　　　　　　　　　　

’Ｗ
MM-1【】

　

¥2,205

サイズ/97×46mm

縮尺目盛：ソ20000ソ25000

1/50000 1/75000裏面は」/1

の実寸です。4940255055010

　　　　　　　　　　　

’Ｗ゛
GM-300『・

　

¥1,890

サイズノフ6×52mm

縮尺目盛:1/5000 1/20000

ソ50000ドライコンパス付

4982013039306

気圧表示付高度計

NO.610【】

　

¥5,250

サイズ/57×24mm高度表示/O～

5000m気圧表示/650～1040ヘク

トパスカル携帯用ビニづレケース付

4940255610011

NO.12301:】

　　　

¥9,975

サイズ/103×70×35mnn高度表示/o～5000m

気圧表示/650～1040へ外パスカル温度計進

行方向表示コンパス収納式ミニライト車載取付ベー

ス

　

4940255123016

電子歩数計

NO.1400

　　

¥1,470

計測範囲/1～99999感度

調整機能付49402551464川

N０.3050

　　　

¥2,415

計測範囲/1～99999消費

ｶﾛﾘｰ早見表4940255305214

NO.3900【ｌ

　　　

￥3,150

計測範囲/1～999999表示機能／歩数、

距離、時計、消費カロ|卜、ストップウオッチ

4940255390012

　　　　　　　　　　　　　　

－
N0.3700【】

　　　　　

￥3,570

計測範囲/1～99999表示機能／歩数、距離、

時計、消費ｶﾛﾘｰ歩幅設定/35～140cm

アイボIト/4940255370113黒/4940255370014

0852- 24-3333

　　　　　　　　　　　　

www.bsd33.com
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