
Nexus-Ⅱ

※「SkySafari」については、お客様でのご用意となります。
※本品は手動導入支援機器です（自動導入ではありません）。

※画面はイ
メージです

。

※天体の画像はイメージです。

〈ネクサス2〉

●望遠鏡との組み合わせ例
PHOTON120Sフルセット（￥59,800）
＋Nexus-Ⅱ＋エンコーダーキット 
＝セット特価 ￥119,800（税込）

Nexus-Ⅱは対応機種多数
詳しくはWebページをご覧下さい

❶ 架台
（エン

コーダ
ー）に

接続

❷ スマホ
・タブレ

ット画面
を見なが

ら

簡単天体検
索＆導入！

国際光器　ネクサス2

スマホで星空
表示

現在、望遠鏡
の向いている

位置が分かる
！

スマホで星空
表示

現在、望遠鏡
の向いている

位置が分かる
！

これは
 楽しい

！

（株）マゼラン 天文機材部門
〒615-8215 京都市西京区上桂大野町7-7
TEL 075-394-2625／FAX 075-394-2612

2017年 天体観測が進化する
スマホで星空をナビゲーション〈天体リンク装置 「Nexus-Ⅱ」〉新登場

タブレット・スマホと望遠鏡をリンク

新しい観望が始まる
速い  簡単

PHOTON/PORTA用エンコーダーキット（一式）
加工不要で安心　既存の経緯台にエンコーダーを増設

架台（エンコーダー）のデータをスマホ・タブレットへ転送
Nexus-Ⅱ（ネクサス2）本体

▶http://www.kkohki.com/products/nexus2.html



他にも取り扱い製品豊富！ 全商品詳細、特価品、中古品、イベントニュースその他は、

毎日アクセスして下さい！  スタッフ一同がお待ちしております！
www.kkohki.com

国際光器は、高価買取り致します。詳細は
www.kkohki.com/usedkizai.html　　　　　　　　　　　　　　　　 まで

不要な望遠鏡／天文機材をお売りください！

APM ZTA 140/F7 SUPER EDアポクロマート鏡筒
大好評APM ZTA 152屈折鏡筒に次いで、最新モデルのよりコンパクト、より明るいZTA 140/F7は、大口
径14cmなのに、コンパクトサイズと軽量の8.8Kgのため、より多くの赤道儀に搭載できます。ZTA 152同
様の高性能APMオリジナルレンズ設計と国産のFPL-53スーパーED（SD）エレメントにより、星雲星団から
惑星や月面、すべてがシャープ、ハイコントラストとほぼカラーフリーで観望して頂けます。本体に鏡筒バンド、
ロスマンディ規格のダブテールプレート、ファインダーの台座と2.5インチサイズの10:1マイクロフォーカ
サー付きラックピニオン接眼部とキャリーバッグが標準装備（トランクケース、アイピースや天頂ミラー、ファイ
ンダー鏡筒などは別売オプション）。詳細は：www.kkohki.com/products/APM_ZTA140.htmlを参照して
下さい。

APM ZTA 140/F7

¥398,000 税込
APM ZTA 140/F7 2枚玉ED鏡筒

　　　　　　　

3～６０回低金利オンラインショッ
ピングローン実施中！

詳細は：www.kkohki.com/H
ome/JACCScredit.html

遠征観測の保険！ 

アイピース用＜小＞（24.5／31.7mm、30mmF用）
アイピース用＜大＞（50.8mm、50mmF用）
特大アイピース用（ナグラーなど）
5～6cm用（高橋FC50／60など）
7～8cm用（FC76／78、FL80S,ボーグ76ED、75SDHF など）
10cm用（FC100／78、FL102S,ボーグ100ED、100SDHF、C5 など）
12.5cm用（FC125／128、ボーグ125ED、125SDHF、125SDP など）
13～15cm用（ミード152ED、µ180、ビクセン30×125 など）
20cm用（C8、ミード20ｃｍ、µ210、国光25×100、宮内20×100 など）
23～25cm用（C91／4、ミード25㎝ など）
28cm用（C11 など）
30cm用（ミード30㎝、µ300 など）
35cm用（C14、ミード40㎝など）
　斜鏡用（短径46mm）
　斜鏡用（短径64mm）
　斜鏡用（短径96mm）
 双眼装置用「中アイピース」
 双眼装置用「大アイピース」
デュアル2チャンネル・ヒーターコントローラー
4チャンネル・ヒーターコントローラー
バッテリーアダプター（シガライターソケット→ワニ口クリップ）

  ¥7,480
¥8,280
¥10,800
¥9,280
¥10,480
¥10,480
¥11,480
¥12,780
¥13,980
¥16,980
¥16,980
¥17,980
¥19,980
¥6,980
¥7,980
¥8,980
¥14,680
¥15,680
¥16,800
¥18,800
¥2,980

www.kkohki.
com/

 　　product
s/jk_Heaters.

htmlwww.kkohki.
com/

 　　product
s/jk_Heaters.

html

どうしよう！！ 悩む前に…

新型結露防止ヒーター

今年もまたまた露のシーズンが
やって来ました。どうしよう！！悩む
前に国際光器、新型ヒーター。あ
なたの愛機を露から100％お
守り致します。（電源は12VDC
対応ですので、屋外でも電源の
心配がありません。）

NEW！

NEW！
NEW！

詳細は ： www.kkohki.com/products/ED65Q.html   へアクセス！

SHARPSTAR ED-65Q 4枚玉「フラットフィールド」EDアポ鏡筒
ED65Qは、このクラスでは珍しい2
群4枚の光学系を持つEDアポ屈折鏡
筒です。前群には「3枚玉」で専用設計
の「EDフィールドフラットナーレンズ
（1枚）」を配置。弊社実測でのイメー
ジサークルが「Φ27mm」以上と、
APS-H版をほぼカバーする高性能で
す。ビルトインフードで最短の全長
「340mm」と非常にコンパクトなボ
ディに、高い潜在能力が秘められてい
ます。作例や詳細情報については、下
記ホームページをご参照下さい。 ED65Q鏡筒一式 ¥89,800 税込 →   　　　¥78,000 税込9月特価

「APM ZTA 152 鏡筒」  2枚玉 152mm/F7.9 EDアポクロマート屈折鏡筒

驚くべき「ハイシャープネス」対象の色再
現に驚く「クリアーな視界」そして、微恒星
の色調までが分かる「ハイコントラスト」の
屈折光学系の高性能スペックが凝縮され
た新型鏡筒です！専用トランクケース、２イ
ンチ天頂ミラー、キャリーハンドル付き鏡
筒バンドとロスマンディ規格ダブテールプ
レートまで標準装備！

詳細は www.kkohki.com/products/APM_ZTA152.html

¥468,000 税込

APM ZTA 152

APM ZTA 152/F7.9 2枚玉ED鏡筒

PHOTON 3.2/5/8/12/15/18/25mm 各￥8,800 税込
PHOTON 2倍 ３枚玉ショートバーロー ￥7,800 税込

PHOTON 3倍 4枚玉バーロー ￥7,800 税込

EDガラス採用のPHOTONアイピース。鋭くク
リアーで60°の見かけ視界と洗練されたボディ
デザインをロープライスでご提供します。アイ
レリーフ13mmで覗きやすいPHOTONは、ビ
ギナーからベテランのユーザーにご満足頂ける
高性能。ドブ、反射や屈折鏡などにもご利用いた
だけます。小型サイズで双眼装置にも最適。
3.2/5/8/12/15/18/25と2タイプのバ
ローを選んで頂けます。

PHOTONシリーズ アイピースファミリー（EDガラス使用※）

www.kkohki.com
/products/photo

n.html

www.kkohki.com
/products/photo

n.html

（※25mmはEDレンズを使用しておりません。）

APM 100-45ED, 100-90ED, 100-45 SEMI-APO, 100-90 SEMI APO, 120-90ED, 120-45ED双眼鏡

APM 120-45ED本体
￥538,000 税込

APM 120-90ED本体
￥538,000 税込

APM 100-45ED本体
￥398,000 税込

APM 100-90ED本体
￥398,000 税込

APM 100-90 SEMI-APO本体
￥198,000 税込

APM 100-45 SEMI-APO本体
￥198,000 税込

（三脚は別売）

APM 100-45と
BULLDOG

APM 100-90と
BULLDOG

大好評APM大型EDアポ双眼鏡シリーズが更に拡大されました！

ドイツの名門APM社製の大型対空EDアポ／セミアポ双眼鏡は、2枚玉のエアスペー
ス型のレンズユニットを搭載し、高い集光力、ハイコントラスト、ハイシャープネス、カ
ラーフリーの正立星像を、驚きの低価格でご提供します。変倍式の31.7mm接眼部は
多くのメーカーのアイピースと相性よく合焦し、光軸調整の仕上がりも優秀。APM双
眼鏡は、双眼望遠鏡のようなハイパフォーマンスをご期待頂けます。製品のラインナッ
プは100mmと120mmクラスの「100-90ED」「100-45ED」「120-90ED」
「120-45ED」のEDアポクロマートタイプとより低価格の「100-90SEMI-APO」と
「100-45 SEMI-APO」のセミアポクロマートタイプから選んで頂けます。すべての
双眼鏡は45°又は90°の対空型で、地上から天頂付近まで楽な姿勢で観望できます。
高倍率まで耐えられる光軸調整は弊社で一台づつ確認を行なっております。別売オプ
ションに、専用設計の弊社オリジナル「ブルドッグ」と「ブルドッグ2」のフォークマウント
経緯台、両軸エンコーダー、NEXUSⅡ Wi-Fi発信機、iPadやNEXUSⅡのホルダート
レー、スカイサーファーⅢLEDファインダー専用台座と専用トランクケースなどもご用
意しております。 何でもご相談下さい！ 詳細はwww.kkohki.comへ！

APM 120-90EDと
　　　BULLDOG-2

「簡単・ラクチンに天体を導入したい」という、長きに
渡って存在する天体観測の根本的な欲求を、ついに
解決する時代が到来しました。次世代天体ナビゲー
ション「NexusⅡ」の登場です！NexusⅡは、鏡筒の向
いている方向をお手元のスマートフォンやタブレット
にリアルタイムで無線のWIFIで転送します。端末の
天体アプリと連携してササッと簡単天体導入！対応経
緯台にはエンコーダー端子が必要ですが、別売キット
でご用意しています。NexusⅡ、エンコーダーについ
ては、国際光器へお気軽にご相談を！（市販天体アプ
リ「SkySafari Pro/Plus（iOS/android）」に対応）

大口径でご覧頂けるディープスカイ対象等の
「微光天体」を豊富にデータベース組み込み、
迅速な天体導入を支援します。搭載ディスプレ
イにより単体で使用可能！さらにタブレットとの
Wi-FiリンクもOK！日本語マニュアルも付属し
操作も安心です。

「フォトン」及び「ポルタ」経緯台両用エンコーダーキット（一式）￥49,800 税込
SYNSCANコントローラーケーブル￥4,800 税込

Nexus（ネクサス）Ⅱ￥29,800 税込

※「SkySafari」については、お客様でのご用意となります。→お問い合わせ下さい　※本品は自動導入ではありません。

スマホで星空をナビゲーション！〈NexusⅡ・エンコーダキット〉 新登場！

取付け対応機種、続々拡大中です！　詳しくは www.kkohki.com/products/nexus2.html を参照してください

フォトン／ポルタ用エンコーダ完成！ 
経緯台（2種）に対応しました！

スリムな取付け！完全内蔵型です！

これは
 楽しい！

NexusⅡ・Wi-Fi端末

お手元のスマホで星空を表示望遠鏡の向いてる現在位置が分かる！お手元のスマホで星空を表示望遠鏡の向いてる現在位置が分かる！

NEXUS-DSCデジタル表
示器取扱開始！NEXUS-DSCデジタル表
示器取扱開始！

NEXUS DSCデジタル表示器（エンコーダー別売）

￥69,800 税込詳細は：
www.kkohki.com/products/nexus-dsc.html

ドイツの光学マイスター「バーダープラネタリウム社」

幅広い焦点距離からご選択が可能で、眼視観望から拡大撮影まであらゆる使用目的に幅広く対応します。ワ
イドな68°の広視野、ハイアイレリーフ設計、至高のシャープネスとハイコントラストなアイピースを想像を絶
する膨大なロット生産による大幅なコストダウンにより実現した「廉価価格帯」でご提供致します。アイピース
一式（7本）＋専用ケースセットの特価、非球面タイプ（ASPHERIC）の
「31mm/36mm」と、8~24mmズームタイプも取扱中。その他の詳細
と、コリメート撮影の接続方法（等）については、Webをご参照下さい。

HYPERION（ハイペリオン）アイピースで宇宙探検を！HYPERION（ハイペリオン）アイピースで宇宙探検を！

Hyperion 5/8/10/13/17/21/24mm

Hyperion MARK IV 8mm~ 24mmズーム 

Hyperion ズーム専用2.25倍バーロー

Hyperion MARK Ⅳズーム＋2.25倍バーロー２点セット

Hyperion Aspheric 非球面 31mm

Hyperion Aspheric 非球面 36mm

Hyperion 7本セット + 専用キャリーケース

各¥18,300 税込
¥34,800 税込
¥15,800 税込
¥45,800 税込
¥27,800 税込
¥28,800 税込
¥99,800 税込www.kkohki.com/B

aader/Hyperion.ht
ml

www.kkohki.com/B
aader/Hyperion.ht

ml

詳細は ： www.kkohki.com/products/ecochair.html  へアクセス！
オススメ！

オリジナルオリジナル低価格でも座り心地Good！移動用に車輪も付属！ 　　　　 「観測チェア」
太いパイプ形状の丈夫なスチール製で、最大１００Kgまで
の荷重を安全にサポート。座椅子は、もちろん工具レスで容
易かつご希望の高さに設定できます。なお、この固定箇所は
分厚いゴムベースが配置されており、荷重が掛かる事で確
実に固定されます。組み立てと分解はすべて工具レスで可
能。後方のレールの足下にキャスターが付属、移動も容易に
行えます。（収納時：高さ108cm×幅46cm×奥行き15cm
／約6Kg） エコノミー「観測チェア」￥10,800 税込

今晩の星空のダークネスは、高精度なデ
ジタル測定をしましょう！ SKY QUALITY 
METER「SQM」はワンタッチ操作で、空
の暗さを数値で表示をしてくれます。

SQM スカイクォリティーメーター   各種販売中 SQM￥17,800 税込
SQM-L￥25,800 税込
SQM-LE￥35,800 税込
SQM-LU￥29,800 税込

SQM-LU-DL￥35,800 税込
SQMハウジング￥12,800 税込

詳細は
http://www.kkohki.com/products/sqm
を参照して下さい。

KOKUSAI KOHKI TEL:075-394-2625　　FAX:075-394-2612 　　　www.kkohki.com　　　一般お問い合わせ : kkohki@kkohki.com　　　ご注文専用 : orders@kkohki.com

（株）マゼラン天文機器部門

〒615－8215  京都市西京区上桂大野町7-7  TEL（075）394－2625　FAX（075）394－2612    E-mail: kkohki@kkohki.com
銀行振込：三菱東京UFJ銀行／西院（さいいん）支店  普通0515018 （株）マゼラン　  郵便振替：01050-9-18531 （株）マゼラン
ご注文専用E-mail: orders@kkohki.com  送料は¥15,000未満まで¥780（沖縄、北海道、離島は¥980）、¥15,000以上は無料。代引の場合は別途手数料¥400。































ご存知ですか？
 

天体観測を簡単にしてくれる新製品 
「Nexus2」を！ 手順はとても手軽！ 

設定 
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検索 
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鏡筒の方向を合わせる 
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見る！ 
後は鏡筒を覗くだけ！ 
見ればすぐそこに天体があるという楽しみ！ 

エンコーダーケーブル 
（付属品） 

Y^NR^� 見たい天体はココ！ 

鏡筒視野マーク 

グイッ！ 

鏡筒視野マーク 
グイッ！ 

Nexus2 

Nexus2の簡単天体観測に必要な機材はこれ！ 
新感覚の星空散歩がすぐに始まります！ 

Nexus2本体　 

PHOTON120セット 

PHOTON経緯台エンコーダーキット　 

　3点セット 
　￥119,800- 

hS\fedP~
4}�i�H~�����kW_gWZ]Zc^MUcbOU`ed£.
(���¤lp����¡�t�y��¡���� �����7/�s
�4�tmj£^TWOQa[cb^[�$¤�
hS\fedP�x~����¡�¡�q<>��i�H<>�~��
�¡�¡�D}� !r�$u�vj£����UTVXQP8¤n2I
}�L��{n�m��w�tmj�「RFT120mm屈折鏡筒＋PHOTON経緯台のオールインワン！」 

「経緯台とスマホ・タブレットをリンクアップ！」 

大好評販売中！　　￥29,800- 

大好評販売中！　　￥59,800- 
「経緯台に稼働量測定機（エンコーダー）を増設！」 

大好評販売中！　 　　￥49,800- 詳しくは国際光器HPをチェック！ 

超特価！ 

「タブレット・スマホでSkyWatcher望遠鏡を簡単操作！」 
Nexus2用 
SkyWatcher「SynScan」接続ケーブル 

大好評販売中！　　　￥4,800- 

新登場！
 





Apm100-‐90g	

100㎜EDアポクロマート対空双眼望遠鏡

FK-‐61-‐ED対物レンズ、31.7mm規格アイピース交換式接眼部、90°対空型	

◎対物レンズ：有効径100㎜／焦点距離550㎜全面ブロードバンドマルチコート	  
◎レンズ素材：FK-‐61EDガラス／2枚玉エアースペースドレンズユニット	  
◎サイズ：長さ約520㎜x幅約270㎜／高さ約150㎜／重量約8kg弱	  
◎ボディー素材：（軽量マグネシュム合金）　◎目幅調整範囲：54㎜〜75㎜	  
◎接眼部：31.7㎜径スリーブ　IFタイプ、ヘリコイド式フォーカシング	  

￥398,000- APM100　ED-‐90　本体一式	  
メーカー協賛新価格！	

販売価格	 ￥48,000- 

本体カラー	  
◎つや消しグレー　	

SWA-‐20㎜アイピース付属	  
　　　（27.5倍／見掛視界70°）	

国内製作の専用設計トランクケースがついに完成！ 
APM100　 

ED90専用トランクケース　 

圧倒
的な

	  

光学
性能
！	
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・長時間露光出来ない 
・星像が流れてしまう 
・暗い天体を撮影出来ない 

åÕýăôãLAÇN��「AstoroLaps-T3」ÅÌ«�

カメラと連動して、露光中はモーション停止！ 
暗い天体まで写る！星像が段違いに綺麗！ 

本体にインターバルタイマーを内蔵！ 
リレーズケーブルで直接カメラを制御！ 通常のスタートラッカーとして当然のハイクオリティ！ 

三脚、雲台、極望、電源などオプションパーツも豊富にご用意！ 

4åÕýăôãLAÃÈĈĈĈ�R Çl�Ñu®R Âu�¹Á�»Î�qÇ¶ÃÂº¬!
>�ĆćäÃ�tĆòÅÄÇ`ZÑ�¿ÁLA¸Ï½4åÕýăôãÈ«¶ÇLAPcÇ!
kDÑU3¡e±¹½«
31sÍ�²¿Á®Î	bÇ4�q��PcÂº¬!
ªkÆúĉåóą���Ñ�¿ÁLA¸ÏÎ«LA`Z�Æ�³Ñ�¯½åÕýăôã�
qċÿĉáĂćåÕýăôãČÈ«=JrÅLA8�Ç1�ÃæÕíüèÜÅ�i1�Ã²)

Ð¸¿Á«ËÍÕćðÜëÇÎ�qÃÅÍÉº¬!

ã÷èÜáĉë�

���ã÷èÜ!
©�ÿĉåĉ�@ĎHQRĆĉëċ×0.5�×80Ç14a¤Č«VĆĉë«5£Ćĉë!
ÙþăáĀèåĉ�C�@Ď1w�59�58w!
Õćåĉïą�CR Ď2w�59�59w!
]�)Ð»`^ĎYòÒÕćæĉøĉąč]�X��ċ�0Č!
]�X��Ď�0ċx�Đ21,492−Č!
�:-�P*Ď� mč! mÇ�T²%�!
ØĉëÚÕìĎ9p{6ċÞĉóą�0Č�

åÕýăôã��ã÷èÜ!
åÕýăôã-��@ĎÕćåĉïą·ÃÆ0.01�1@!
åÕýăôã-�P*Ď;-�ċEČč'-�ċWČÆ�T%�!
ÙþăáĀèåĉ�@�CĎ0.1w�99.9w!
ÕćåĉïąR �CĎ0.6w�99.9wċÿĉåĉ�@�7ÆËÍ%1|.È1�Č!
ăćñćÝLA`�ĎRamping!in/out«Lead!in/outªLA\OÑ�7%�!
�:-�P*Ď� mč! mÇ�T²%��
ØĉëÚÕìĎ9p{6ċÞĉóą�0Č�

��ã÷èÜ!
fS�vĎÕćåĉïą·ÃÆ0.01�1@!
ÕćåĉïąåÕûĉ`�Ď��!
ÙþăáĀèåĉ�@�CĎ��!
¦6ĆĄĉä{6Ď2���!
¦g��ċØôáĂćpČĎDC@5V��×1!
ÿĉåĉĎðąãċãéèñćÝČÿĉåĉ!
�pöÓĄćÝĎ4�!
Ö×ĉýÛÓċøÕĉąČĎ145\!
Ùþăč¥&K��ĎÜÕèÜáāĉ²_h��ċ1/4ÕćçÙþăîâ�³Č!
êâÙþpïèéĄĉÇ8GĎ�0ÇïèéĄĉøąæĉ²F�ċ(yĐ4,320−Č!
©�¦gċ¦gâĀèÜČĎDC6�12VċΦ2.1¦gâĀèÜČ!
M�pĄÿßćĎW�č3�âĂÕãéÔèÜåÕô!
z���ċU3ČĎ3kgċ-���E�Æ°®ÁČ!
YàÕäĎ�¸138mmª×ª<80mmª×ª"¸60mm!
YÙþăîâĎ?¨ċ1/4Õćçîâ×3«�1ÈõĄàĉë$2¹Â3/8Õćç8GČ!
ªªªªªªªªªª�¨ċ1/4Õćçîâ×1Č!
�¸Ď720gċïèéĄĉÈ¢´Č!
ùêÔĉÙăĉĎóąĉčóăèÜċóăèÜÈkdnoÃÅÍÉºČ�

標準仕様セット（青/黒）　税込￥85,320- 
Pan仕様セット（青/黒）　税込￥96,120- 

¼Ç��}I/ÆÀ®ÁÈ��,+÷ĉâÑ·#j�¸®ĊhGp://www.kkohki.com/products/AstroLapse.html�

SKY PIX社製 

Astro Lapse-T3 





　　「ヒノデ」　　　太陽専用ガイダー 

「HINODE」SOLAR GUIDER 
アメリカ

から上
陸！ 

太陽観望・撮影機材の決定版！ 
�O�Z_��ºÃ§Ã�xJL��
��p!

�g�Ua���Ã³Äc5e�Àª��ÁÄ!

�j�r�2��MÂ:�¤¾ª¬1\�¦Á¡Ãwp!
�g��x�()y�»ª©Ä!
���]%·¤wi'�$�yp����
s��sÄ!
nUa���Ã³��CB�����p�Ã¬��¨Ã��t�±�¦¿����� �Rs���q!

��F!�ÂÂÂ�

接続が簡単！ÂÂÂ7��bI���z�p���Ã²¿�8����H��0K���zÄ!

手順が簡単！ÂÂÂ Á¬ÀÃ½Ã�@�ÅCalibra)onÆµ§Á�pd�ÅGuideÆµ§Á�l�-��zÄ!

電源が簡単！ÂÂÂ>Yh��¾Ã¥®²¿Ä�&�USBh?��ph=µª�¤�AC�¨³§�]�� Ä�

~v�2	�とても簡単！ 

¤´ª�¢Ã¬�
7�¡�¥É Á¬ÀÃ½Ã114×78×33mmÈ7�102×66×52mm!
`}É Á¬ÀÃ½Ã114gÅ�Ã²¿fyÆÈ7�300gÅ¶�Á«�Á�¯ÃfyÆ!
m�h?Åh?£»ª�ÆÉDC5V100mAÅminiUSBAB§�³È¹¤Æ!
�&�É Á¬ÀÃ½Ãp7�p¶�Á«�Á�¯ÃÅ°�¦ÁT9Æ!
o�Ã²¿3GÅUSBh?p��Ap Á¬ÀÃ½ÃAÆp�»¾Ã�Ã¤p*ES�WCDÅQ3È�3Æ!
"+8�ÉASCOM@.6Pº£¼½Ã¹¤H��/�8�ÈºÃ§Ã½�²¢¤«¸Å�&�Ã²¿Æ!
oÇ#A�Ã²¿��^|A,ky{��p���;G��"+w�N��qu<[�|DX�}sq�

先行新発売特価！　 
　　　　　　税込￥99,800- 

しかも
今だけ

！ 

�gV6�
4����…�

太陽観望・撮影は新たな「日の出」へ Astoro Hutech社製 




















