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＼新登場「HITCALLトレーサー」BB弾／

＼「⾼濃度」CBDオイル／

＼CBDグミも好評発売中／
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薄くて丈夫な⼿袋

 All Products

RaCouponご利⽤ガイド

【極薄超フィット】
(https://item.rakuten.co.jp/aelira/n

(https://item.rakuten.co.jp/aelira/nbr_glove

リキッド

CBDリキッド単品

CBDリキッドVAPEセット

CBD

CBDグミ

CBDオイル

CBDワックス

CBDアイソレート

キャンペーンセット

衛⽣⽇⽤品

マスクスプレー

ニトリル⼿袋

タッチペン

ファッション雑貨

バッグ

ピアス

当店にて販売している商品のカラー(⾊合い)につきましては、 当店での商品画像撮影時の環境及び、お客様が商品画像をご覧になるディスプレイ
モニタの性能や設定条件等によって、画⾯表⽰された⾊と実際の⾊が異なる場合がございます。

※商品の配送は⽇本国内に限らせていただいております。⽇本国外への配送はご⽤意できませんのでご了承ください。

カテゴリトップ > その他

＼新登場「HITCALLトレーサー」BB弾／
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(https://event.rakuten.co.jp/coupon/about/
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・重量0.23g【3500発】は、こちら
・重量0.25g【3000発】は、こちら
・重量0.28g【2700発】は、こちら
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世界最⼤⼿メーカーの⽣分解性原料(PLA樹脂)使⽤エアガン⽣分解
性 BIO(バイオ)BB弾 0.2g 4000発
(HITCALL) ⾼精度 精密 銃 グルーピング
仕上げ 乾燥材⼊り ガスガン 電動ガン エア
ガン ボトル

商品番号 hitcall-airgun02

価格1,480円 (税込)

 

※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表⽰されます。

※最安送料での配送をご希望の場合、注⽂確認画⾯にて配送⽅法の変更が必要な場合があります。

※離島・⼀部地域は追加送料がかかる場合があります。

個数  

商品レビューを⾒る（21件）

商品についての問い合わせ

レビューを書く

友達にメールですすめる

0

・重量0.23g【3500発】は、こちら
・重量0.25g【3000発】は、こちら
・重量0.28g【2700発】は、こちら

■『ＨITCALL』は、アメリカに本社を置く世界最⼤のNatureWorks LLC社製のバイ
オプラスチック原料(PLA)を使⽤した、遊戯⽤のエアーコッキングガン・ガスガン・電
動ガン⽤のBB弾を取り扱う新しい国内ブランドになります。
■ヒットコール無駄な中間コストを根本から⾒直し、お客様にお買い求め安いよう◆
品質とコストパフォーマンス◆の両⽴を実現しました。

【特徴】
◎真球性能
ヒットコールでは⼨法精度に⼀切の妥協をせず、公称値の5.95±0.01mm以内に全て
の球が正確に収まる様に徹底しています。
◎⽣分解性
世界最⼤の原料メーカーの確かな⽣分解性プラスチック原料(PLA)を使⽤しており、割
れにくい耐久性と環境にもしっかりしたバイオBB弾となります。

【⽤途】
接近戦＆中距離向け
0.2gは標準的な全てのエアガン(ハンドガン、アサルトライフル、スナイパーライフル
等）でお使い頂ける重量になります。
国内のフィールドの使⽤規定では1番多い汎⽤弾となります。

重量︓0.2ｇ/弾
内容量︓約4000発⼊り
カラー︓ホワイト

【関連検索キーワード】

13ポイント(1倍) 内訳

送料無料 東京都への最安送料
追跡可能メール便(ヤマト運輸)

送料無料ライン対象

すべての配送⽅法と送料を⾒る

0円で購⼊可!  
(楽天カード⼊会＆ポイント利⽤の場合)

1 商品をかごに追加 ご購⼊⼿続きへ
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├バイオBB弾
├ヒットコール
├エアガン
├bb弾
├BIO ⽣分解性
├airgun
├汎⽤弾

この商品を購⼊された⽅のレビュー  すべてのレビューを⾒る（21件） 
⇒このショップのレビューを⾒る

総合評価 4.71

○○○○〇○○〇さん 40代/男性

評価 5.00 投稿⽇︓2022年05⽉14⽇

 精度とコスパがいいです

この精度でこのコスパはすごいと思います。

○○〇○○〇さん 30代/男性

評価 4.00 投稿⽇︓2022年05⽉14⽇

最近、安くて質が良いと噂を聞き購⼊しました。よく使⽤しているG&GのBB弾より量は少ないですが、コストを考えると良い商品だ
と思います。 

 趣味  ⾃分⽤  はじめて 

○○〇さん 30代/男性

評価 5.00 投稿⽇︓2022年05⽉02⽇

 最安

送料無料やポイントを含めると最安なのでリピートしています。今後もこの価格とポイントを維持して貰えたらありがたいです。商
品の質は相変わらず問題ありません。 

 趣味  ⾃分⽤  リピート 

HITCALL 精密 蓄光 トレ
ーサーBB弾 0.2g 1袋

2000発 ウォーター研磨
5.95± 0.01mm グリーン
ガスガン 電動ガン エアガ
ン Tracer bb弾 ウォータ
ー研磨採⽤ 近距離 中距離

向け ⽔研磨

Azalea CBD オイル ⾼濃
度 20% 2000mg ブロー

ドスペクトラム CBG
CBGN テルペン配合 選べ
るフレーバー ⽇本製 cbd
oil カンナビジオール MCT
オイル カンナビゲロール

価格3,980円

CBDグミ ⾼濃度 100粒 グ
レープ味 ブロードスペクト

ラム CBG CBDV CBD
2500mg配合 【イギリス
産】 CBD原料 カンナビジ
オール カンナビゲロール

カンナビジバリン THCフリ

【100枚】ニトリル⼿袋
S/M/Lサイズ 調理に使え
る 使い捨て パウダーフリ
ー 極薄 混合ニトリル⼿袋

⽇本⾷品衛⽣法適合品 混合
丈夫な使い捨て⼿袋 予防対

策 ウイルス予防 ブルー
TN-002 左右兼⽤ ニトリ

この商品を⾒た⼈は、こんな商品にも興味を持っています
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このショップの⼈気商品ランキング

価格1,480円 ー 国内製造 AZALEA アザ
レア

価格5,980円

ルゴム ⼿袋 グローブ ⾮接
触対策

価格990円

CBD ワックス 90% スタ
ーターセット ブロードスペ
クトラム AZALEA ⽇本製
⾼濃度 CBD WAX 1g テル
ペン配合 OGKUSH airis

Quaser エアリス クエーサ
ー ヴェポライザー お得な
セット リキッド Liquid 電
⼦タバコ vape CBDオイル

カンナビジオール 和み
Aztec CBDVAPEセット

価格4,990円

CBDリキッド Azalea
10% THCフリー ⾼濃度

1000mg ヘンプ 電⼦タバ
コ OGKUSH リキッド カ

ンナビジオール カンナビノ
イド VAPE タール0 ニコチ

ン0オイル ワックス
CBDLIQUID Airistech

airis Mystica II アイリス
テック CBDVAPEセット

価格4,980円

CBD リキッド ⾼濃度
10% Azalea 1000mg 選

べる濃度とフレーバー
OGKUSH (ヘンプ メンソ

ール) テルペン配合 国産 国
内製造 ブロードスペクトラ
ム / ベイプ 電⼦タバコ カ
ンナビジオール カンナビノ
イド VAPE タール0 ニコチ

ン0
価格3,580円

CBD ワックス Azalea
CBD WAX 90% 1g ⾼濃
度 OGKUSH (オージーク
ッシュ) テルペン配合 国内
製造 ブロードスペクトラム

cbdリキッド ⾼濃度 E-
Liquid 電⼦タバコ vape
CBDオイル カンナビジオ
ール 和み Aztec スタータ

ーキット
価格3,480円

CBDリキッド 10% スター
ターキット Azalea ⾼濃度
1000mg OGKUSH (ヘン

プ メンソール) 内容量
10ml テルペン配合 国産

国内製造 ブロードスペクト
ラム / ベイプ 電⼦タバコ

カンナビジオール カンナビ
ノイド VAPE タール0 ニコ

チン0 CBDVAPEセット
価格4,980円

冷感マスクスプレー【⽇本
製 除菌 抗菌 消臭】夏⽤

mask cool spray マスク
ール 薄荷（ハッカ） メン
ソール配合除菌消臭スプレ
ー アルコール不使⽤ 容量

50ml
価格980円

【在庫あり即納】ニトリル
⼿袋 パウダーフリー 衛⽣

作業⽤ 薄くて丈夫な使い捨
て⼿袋 感染予防 左右兼⽤
ウイルス予防 S/M/Lサイ

ズ 100枚⼊
価格770円

AZALEA CBD 【濃度
5%/500mg】 (シービー
ディー)リキッド 1本 ヘン

プフレーバー OG
CUSH(オージークッシュ)
国産CBD アントラージュ

効果 ブロードスペクトラム
電⼦タバコ タール0 ニコチ
ン0 ベイプ VAPE ベープ
⼤容量 メンソール 電⼦た

ばこ 柑橘系
価格1,980円

CBD アイソレート パウダ
ー Azalea 99% 1g

isolate THCフリー ⾼濃度
CBD990mg 厚⽣省届出済
み 電⼦タバコ リキッド カ
ンナビジオール カンナビノ
イド VAPE タール0 ニコチ
ン0オイル ワックス CBD

結晶 ヴェポライザー
価格1,980円

Airistech Airis Quaser
Kit エアリステックアイリ
ステック クエーサー ワッ
クス専⽤ヴェポライザー

CBD WAX コンセントレー
ト クリスタル パウダー 対

応 スターターキット
VAPOLIZER ベポライザー

価格2,180円

6⽉17⽇(⾦)更新 (集計⽇︓6⽉10⽇〜6⽉16⽇)

1位

C B D   リ キ ッ ド  
⾼ 濃 度   1 0 %   A 
z a l …
3,580円

2位

C B D   ワ ッ ク ス  
9 0 %   ス タ ー タ 
ー …
4,990円

3位

A z a l e a   C B D  
オ イ ル   ⾼ 濃 度   
2 0 % …
3,980円

4位

C B D グ ミ   ⾼ 濃 
度   1 0 0 粒   グ レ 
ー …
5,980円

5位

【 在 庫 あ り 即 
納 】 ニ ト リ ル 
⼿ 袋 …
770円
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お⽀払いについて 配送について

お⽀払い⽅法は、クレジットカード（VISA、Master、JCB、Diners、
Amex）、コンビニ決済、銀⾏振込がご利⽤いただけます。

※クレジットカードのセキュリティはSSLというシステムを利⽤しておりま
す。 カード番号は暗号化されて安全に送信されますので、どうぞご安⼼く
ださい。

詳しくは会社概要ページをご確認ください

【商品発送のタイミング】

特にご指定がない場合

クレジット、銀⾏振込⇒ご注⽂確認後当⽇もしくは翌営業⽇以内に発送い
たします。※お客様のご⼊⾦タイミングにより、翌営業⽇に発送すること
がございます。

※商品の配送は⽇本国内に限らせていただいております。⽇本国外への配
送はご⽤意できませんのでご了承ください。

営業時間帯について プライバシーについて

ネットでのご注⽂は24時間受け付けております。

お電話でのお問合せは下記の時間帯にお願いします。

⽉〜⾦ 11:00〜17:00

※⼟⽇祝祭⽇はお休みをいただきます。 メールの返信は翌営業⽇となりま
すので、ご了承ください。

お客様からいただいた個⼈情報は商品の発送とご連絡以外には⼀切使⽤致
しません。

当社が責任をもって安全に蓄積・保管し、第三者に譲渡・提供することは
ございません。

連絡先について 返品について

株式会社晴和

〒350-1317 埼⽟県狭⼭市⽔野507-1 3F

TEL:0429-36-6316

代表者:安達 翔

店舗運営責任者:安達 翔

店舗セキュリティ責任者:安達 翔

店舗連絡先:aelira@shop.rakuten.co.jp

【返品を受付ける条件】

未開封・未使⽤のもので、商品ご到着後7⽇以内に

お電話で御連絡いただいたもののみお受けいたします。

【返品の送料・⼿数料負担について】

返品の際の送料・⼿数料につきましては、

すべて弊社が負担いたします。

【返⾦について】

返品商品到着確認後3⽇以内にご指定⼝座にお振込いたします。

(289件) (128件) (11件) (18件) (16件)
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