
 

 

 

 

当社取扱の米国 RCBS社製リローディング用品をご紹介します！ 

 

リローディングを始める際には、色々な用品を準備する必要がありますが、RCBSでは 

必要な一式がセットになったリローディング･キットもご用意しておりますので、全く初心者の方でも 

安心してスタートして頂くことが出来ます。（※当社取扱在庫については、別添の一覧をご覧下さい。） 

 

本格的にリローディングを始めようとされる方から、チョッとやってみようかという方まで、 

ご用命をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ロックチャッカースプリーム マスターキット≫ 

※別途、対象となる弾薬のダイ･セットとｼｪﾙﾎﾙﾀﾞｰをご用意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ご参考 Pic 商品名称 商品用途 取扱在庫（要：サイズ指定品） 

 

 

ﾛｯｸﾁｬｯｶｰ・ｽﾌﾟﾘｰﾑ 

ﾏｽﾀｰｷｯﾄ 

本格的にﾘﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞを始

めてみようとお考えの方に

最適です。 

基本となる用品が一式セッ

トされています。 

※ﾀﾞｲ･ｾｯﾄ及びｼｪﾙﾎﾙﾀﾞｰは

別途ご用意下さい。 

※ルブオイル（ケースルブ２）は 

セット内容に付属しません。 

 

 

ﾘﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 

ｽﾀｰﾀｰｷｯﾄ 

最小限必要となるﾘﾛｰﾃﾞｨ

ﾝｸﾞ用品がセットされていま

す。 

まずはやって見よう！とい

う方にお奨めです。 

※ﾀﾞｲ･ｾｯﾄ及びｼｪﾙﾎﾙﾀﾞｰは

別途ご用意下さい。 

※ルブオイル（ケースルブ２）は 

セット内容に付属しません。 

 

 

ﾛｯｸﾁｬｯｶｰ・ｽﾌﾟﾘｰﾑ 

ﾌﾟﾚｽ 

初心者からベテランまでご

満足頂けるﾘﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚ

ｽです。 

 

 

 

ﾘﾛｰﾀﾞｰ・ｽﾍﾟｼｬﾙ 

５ﾌﾟﾚｽ 

ﾛｯｸﾁｬｯｶｰｽﾌﾟﾘｰﾑﾌﾟﾚｽ

よりも一回り小型でシンプ

ルな構造をしたプレスとな

ります。 

 

 

 

ﾌﾟﾗｲﾏｰﾄﾚｲ２ 

銃用雷管を取り纏める際に

便利です。 

雷管を乗せて細かく揺すれ

ば綺麗に上を向いた状態

で並びます。 

 



 

 

ﾊﾝﾄﾞ･ﾌﾟﾗｲﾐﾝｸﾞﾂｰﾙ 

薬莢に銃用雷管を取付け

る為の道具です。 

緑色のﾌﾟﾗｲﾏｰﾄﾚｲの上で

雷管の向きを整えた上で

お使い下さい。 

※ご使用に際しては、別途ｼｪ

ﾙﾎﾙﾀﾞｰが必要です。 

 

 

 

ﾊﾟｳﾀﾞｰ･ｽｹｰﾙ 

M500 

505 ｸ ﾞ ﾚ ｲ ﾝ を上限に

+/-0.1 ｸﾞﾚｲﾝの単位で計

測できます。マグネットダン

パーによる素早い安定性に

より、素早い計測が可能で

す。 

 

 

 

ﾊﾟｳﾀﾞｰ･ﾄﾘｯｸﾗｰ 2 

緑色のノブを回すことで、

銀色筒の上部に入った火

薬粒を少しづつ取り出すこ

とが出来ます。 

(火薬粒はノブの軸先から

出てきます。) 

火薬量の微調整を行なう

際に便利な道具です。 

 

 

 

ﾕﾆﾌﾛｰ・ﾊﾟｳﾀﾞｰﾒｼﾞｬｰ 

ﾊﾝﾄﾞﾙを上下させることで

火薬を一定量づつ取り出

すことが出来ます。 

調整目盛りを使い排出量

の微調整が出来ますので

大量にﾘﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞする際に

は大変便利な道具です。 

 

 

 

ﾊﾟｳﾀﾞｰﾒｼﾞｬｰｽﾀﾝﾄﾞ 

ﾕﾆﾌﾛｰ・ﾊﾟｳﾀﾞｰﾒｼﾞｬｰ用

のスタンドです。 

作業机等に取付ければ作

業スペースを広くすること

が出来るでしょう。 

※ﾕﾆﾌﾛｰ・ﾊﾟｳﾀﾞｰﾒｼﾞｬｰは付属

しません。 

スタンドは下部のアーム部分にな

ります。 



 

 

ﾊﾟｳﾀﾞｰﾊﾞｯﾌﾙ 

ﾊﾟｳﾀﾞｰﾒｼﾞｬｰ内で、重力

に従い火薬粒が均一に流

れ出るよう調整を行ないま

す。圧縮密度が均一になる

ことで、安定した充填を行

なうことが出来ます。 

※ﾕﾆﾌﾛｰ・ﾊﾟｳﾀﾞｰﾒｼﾞｬｰ内部に

取付けられた、「く」の字型をした

分別板がﾊﾟｳﾀﾞｰﾊﾞｯフルとなりま

す。 

 

 

ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｭﾈﾙ 

計量した火薬粒を薬莢に

充填する際に使用します。 

漏斗筒先にも内向きにテ

ーパーが付いていますの

で、薬莢口の大きさに係わ

らず隙間が出来ないように

密着させて使用することが

出来ます。 

 

 

 

フルレングス 

ダイ・セット 

（FL） 

ﾘﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞの際に基本とな

るダイです。 

弾薬の規格通りのサイズに

薬莢を成型します。 

ｼｰﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｲとセットになっ

ています。 

 

※ｼｰﾃｨﾝｸﾞダイとは、弾頭を

薬莢に装填（ｼｰﾃｨﾝｸﾞ）する為

のﾀﾞｲのことです。 

222Rem 

223Rem 

243Win 

270Win 

7mm Rem Mag 

7-08Rem 

7.62×39 

30-30Win 

30-06Spr 

300WBY Mag 

300Win Mag 

308Win 

338Win Mag 

35Rem 

375H&H Mag 

300Win Short Mag 

6mm PPC 

 

 

スモールベース 

ダイ・セット 

（SB） 

フルレングスダイよりも、ホ

ンの少し小さめに薬莢を成

型します。 

自動銃の場合、薬室への

装填不良を軽減すること

が出来ます。 

243Win 

270Win 

7mm Rem Mag 

30-06Spr 

300Win Mag 

308Win 

338Win Mag 

30M1CA（3 ﾀﾞｲｾｯﾄ） 



 

 

ネックサイダー・ダイ 

薬莢の口の部分（ネック）の

みを成型します。 

同じ銃（薬室）で使用する

場合に有効です。 

手動式・ﾎﾞﾙﾄｱｸｼｮﾝ銃に

向きます。 

ｼｰﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｲは付属しませ

ん。 

222Rem 

223Rem 

243Win 

270Win 

7mm Rem Mag 

7-08Rem 

30-30Win 

30-06Spr 

300WBY Mag 

300Win Mag 

308Win 

338Win Mag 

375H&H Mag 

300Win Short Mag 

6mm PPC 

 

 

 

 

 

※ご使用要領です。 

トリム・ダイ 

伸びてしまった薬莢口をト

リミングする際にお使い下

さい。 

 

ダイからはみ出た部分が規

格より伸びてしまった部分

ですので、平ヤスリで削り

落として下さい。 

削り落とした後はﾃﾞﾊﾞﾘﾝｸﾞ

ﾂｰﾙでのバリ取りもお忘れ

なく。 

222Rem 

243Win 

270Win 

7mm Rem Mag 

7-08Rem 

30-30Win 

30-06Spr 

300WBY Mag 

300Win Mag 

308Win 

338Win Mag 

35Rem 

375H&H Mag 

30M1CA 

6mm PPC 

 

 

コンペティション 

ダイ・セット 

競技射撃等に使用する弾

薬をﾘﾛｰﾄﾞされる際にお奨

めです。 

ﾌﾙﾚﾝｸﾞｽダイと、弾頭の

装填位置を目盛りで確認・

調整が出来るｼｰﾃｨﾝｸﾞﾀﾞ

ｲが付属します。 

222Rem 

223Rem 

243Win 

270Win 

7mm Rem Mag 

7-08Rem 

30-06Spr 

308Win 



 

 

ｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ 

ﾃﾞｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ・ﾕﾆｯﾄ 

ダイの中に取付けられてお

り、雷管の押し出しと、薬

莢口を成型する為の部品

です。 

この部分を曲げてしまう例

がありますが、その様な場

合にはこちらの交換部品

を御注文下さい。 

22口径用 

243口径用 

270口径用 

7ｍｍ口径用 

7.62×39用 

30口径用 

338口径用 

358口径用 

30M1CA用 

6mm PPC用 

 

 

ﾃﾞｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ・ﾋﾟﾝ 

※ダイに取り付けられるﾃﾞ

ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞﾕﾆｯﾄの先につい

たピン（○内）の交換部品

です。 

細い部品ですので、損傷す

ることが多いようです。 

１ｹｰｽ 5本入です。 

※ダイの種類により、形状が異な

ります。ご確認下さい。 

 

・くさび形：通常ダイ用 

・直線棒形：ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝﾀﾞｲ用 

 

 

ｽﾀｯｸｹｰｽ・ﾘﾑｰﾊﾞｰ 

ダイに張付いた薬莢を引き

抜く為の工具です。 

ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ・ﾊﾝﾄﾞﾙ、電気ドリ

ル、万力等の工具が別途

必要になります。 

※必ず薬莢が引抜けることを保証

する道具ではありませんのでご了

承下さい。 

 

 

ｽﾀｯｸｹｰｽ・ﾘﾑｰﾊﾞｰ２ 

ダイ、薬莢から抜けなくな

ったﾃﾞｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ等を

抜き出す為の工具です。 

万力、レンチ等の工具が別

途必要になります。 

※必ずﾃﾞｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞﾕﾆｯﾄが抜き出

せることを保証する道具ではあり

ませんのでご了承下さい。 

 

 

シェルホルダー 

プレスやﾌﾟﾗｲﾐﾝｸﾞﾂｰﾙ等

に薬莢を固定する為に必

要となります。 

弾種によってサイズが異な

りますので、ご使用になる

弾薬をご確認下さい。 

№2：30-30Win 

№3：243Win、30-06Spr、308Win 

№4：7mm Rem Mag、300Win Mag、

338Win Mag、375H&H Mag 

№5： 

№9： 

№10：222Rem、223Rem 

№14： 

№17：30M1CA 

№32：6mm PPC、7.62×39 



№43：300Win Short Mag 

※上記各№を在庫。 

適合弾薬については一例です。 

 

 

ﾌﾗｯｼｭﾎｰﾙ 

ﾃﾞﾊﾞﾘﾝｸﾞﾂｰﾙ 

薬莢底部の雷管穴（ﾌﾗｯｼ

ｭﾎｰﾙ）の成型調整に使用

します。 

軸に付いた黒い金具が各

薬莢の口径になっていま

す。この部品をとりつける

ことで軸先が薬莢底の真

中に向くようになっていま

す。 

※ｱｸｾｻﾘｰﾊﾝﾄﾞﾙは付属していま

す。 

 

22口径用 

6ｍｍ口径用 

7ｍｍ口径用 

30口径用 

 

 

 

ﾃﾞﾊﾞﾘﾝｸﾞﾂｰﾙ 

トリミングした薬莢のバリ

取りに使用します。 

尖がった先で薬莢口の内側

を、尻側で外側を削りま

す。 

 

 

 

ﾄﾘﾑﾌﾟﾛ 2 

ﾏﾆｭｱﾙ・ｹｰｽﾄﾘﾏｰ 

ｷｯﾄ 

薬莢のトリミングをﾞ行ない

ます。 

主要口径に対応したアダ

プター（ﾊﾟｲﾛｯﾄ）が付属し

ます。 

 

※刃先の形状 

 

 

ﾄﾘﾑﾌﾟﾛ・３way ｶｯﾀｰ 

ﾄﾘﾑﾌﾟﾛ・ﾏﾆｭｱﾙ・ｹｰｽﾄﾘ

ﾏｰの刃先と交換して使用

します。 

ﾄﾘﾑﾌﾟﾛｹｰｽﾄﾘﾏｰのｸﾞﾚｰ

ﾄﾞｱｯﾌﾟﾂｰﾙとなります。 

トリミングと同時に薬莢口

の内側・外側のﾃﾞﾊﾞﾘﾝｸﾞが

同時に行える優れモノで

す。 

※まずはﾄﾘﾑﾌﾟﾛ・ﾏﾆｭｱﾙ・ｹｰｽﾄ

ﾘﾏｰをご購入下さい。 

 

22口径用 

6ｍｍ口径用 

6.5ｍｍ口径用 

270口径用 

7ｍｍ口径用 

30口径用 

 

 

ﾌﾟﾗｲﾏｰﾎﾟｹｯﾄ・ﾌﾞﾗｼ 

（ﾌﾞﾗｼ先部） 

薬莢底部の雷管装填穴の

掃除用具です。 

※別途ｱｸｾｻﾘｰﾊﾝﾄﾞﾙを

お買い求め下さい。 

サイズが S、Lあります。 

 

S：スモール雷管穴用 

L：ラージ雷管穴用 



 

 

ｹｰｽﾈｯｸ・ﾌﾞﾗｼ 

（ﾌﾞﾗｼ先部） 

薬莢口内の掃除用ﾌﾞﾗｼで

す。 

※別途ｱｸｾｻﾘｰﾊﾝﾄﾞﾙを

お買い求め下さい。 

サイズが S、M、Lあります。 

 

S：22～25口径 

M：270～30口径 

L：30口径以上 

 

 

ｱｸｾｻﾘｰﾊﾝﾄﾞﾙ 

ﾌﾟﾗｲﾏｰﾎﾟｹｯﾄﾌﾞﾗｼ、ｹｰｽ

ﾈｯｸﾌﾞﾗｼをご使用の際に

は別途このﾊﾝﾄﾞﾙをご用

意下さい。 

※取り付け金具径は共通です。 

 

 

ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝﾐｯｸ 

薬室におけるヘッドスペー

スと、弾頭のｼｰﾃｨﾝｸﾞ状

態を確認する為の計測装

置です。 

222Rem 

223Rem 

243Win 

270Win 

7mm Rem Mag 

7-08Rem 

30-06Spr 

300Win Mag 

308Win 

 

 

ｹｰｽﾙﾌﾞ・ﾊﾟｯﾄﾞ 

ダイへ挿入する薬莢には必

ずルブケーション（オイル塗

布）が必要になります。 

多過ぎず少な過ぎずで具

合良く薬莢胴体にオイルを

塗布できるこちらのﾊﾟｯﾄﾞ

を御利用下さい。 

スポンジマットにｹｰｽﾙﾌﾞ２

を染み込ませて使用しま

す。 

 

 

 

ｹｰｽﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 

ブロックの升目に薬莢を立

てて使用します。 

製造した弾薬数量の確認

や、火薬充填状態の再確

認の際に大変便利です。 

 



 

 

ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ 

ｹｰｽｸﾘｰﾅｰ 

作動させるとブルブルと振

動します。ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾒﾃﾞｨ

ｱ・ｳｫﾙﾅｯﾂｼｪﾙと研磨材

を充填したこの装置の中に

薬莢を入れて磨き上げま

す。 

 

 

 

ｹｰｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾒﾃﾞｨｱ 

ｳｫﾙﾅｯﾂｼｪﾙ 

ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ・ｹｰｽｸﾘｰﾅｰに

充填して使用します。 

（白い粉は研磨材です。） 

 

 

 

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾙ 

ﾌﾞﾚｯﾄﾌﾟｰﾗｰ 

火薬を入れずに弾頭を装

填してしまった！等の際に

弾頭を取り外す道具となり

ます。 

トンカチ先の部分に弾頭を

下にして弾薬を入れ、釘を

打つ要領で地面等に叩き

つけます。 

叩きつけると弾頭は慣性の

為、少しづつ薬莢口から抜

け出てきます。 

弾頭は大きく変形すること

がありませんので再使用す

ることが出来ます。 

 

 

 

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 

ﾌﾞﾚｯﾄﾌﾟｰﾗｰ（本体） 

プレスに取付けて使用しま

す。弾頭の口径に合ったコ

レットを別途ご用意下さ

い。 

コレットで挟み込んで弾頭

を引き抜く関係上、抜き出

した弾頭の再利用は難しい

でしょう。 

※左側の本体のみ。 

右側のコレットは付属しません。 



 

 

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 

ﾌﾞﾚｯﾄﾌﾟｰﾗｰ・ｺﾚｯﾄ 

右側がコレットとなります。

引抜く弾頭の口径に合わ

せたコレットをご用意下さ

い。 

※ブレットプーラー本体は

付属しません。 

6㎜口径用 

30口径用 他 

 

 

六角キーレンチ 

米国製ｲﾝﾁ規格の六角レ

ンチセットです。 

リローディング用品を纏め

た工具箱に 1 つ入っている

と非常に便利です。 

 

     

※商品形状等については予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。 

株式会社 國友銃砲火薬店 


