
■ベーシックコース

Aコース 所要時間約15分 $60

9mm 12発 ハンドガン

.45ACP 12発 ハンドガン

.12GA 3発 ショットガン

Bコース 所要時間約25分 $85

9mm 12発 ハンドガン

.45ACP 12発 ハンドガン

.12GA 5発 ショットガン

Cコース 所要時間約30分 $110

9mm 17発 ハンドガン

.45ACP 12発 ハンドガン

5.56mmNATO 5発 ライフル

.38Special 6発 リボルバー

.12GA 5発 ショットガン

Dコース 所要時間約40分 $170

9mm 17発 ハンドガン

.45ACP 12発 ハンドガン

5.56mmNATO 10発 ライフル

.38Special 6発 リボルバー

.44マグナム 6発 リボルバー

.12GA 5発 ショットガン

Eコース 所要時間約60分 $220

9mm 17発 ハンドガン

.45ACP 12発 ハンドガン

5.56mmNATO 7発 ライフル

.38Special 6発 リボルバー

.44マグナム 6発 リボルバー

7.62×39ロシアン  7発 ライフル

【1】ハイパワーライフル 5発 ライフル

■アドバンスドコース

カウボーイコース $320

Colt SAA 　.45 long colt 18発 リボルバー

Yellow boy .45 long colt 12発 ライフル

マーリン.357カービン  .357マグナム 12発 ライフル

マーリン.44カービン 12発 ライフル

スタームルガー
NEWスーパーブラックホーク／7.5インチ
.44マグナム

12発 リボルバー

ロシアンコース $400

チャイナ・トカレフ“9mm黒星” 25発 ハンドガン

ルーマニアンAKM　7.62mm×39 20発 ライフル

Saiga.223　5.56mmNATO 20発 ライフル

シモノフSKSカービン　7.62mm×39 20発 ライフル

ドラグノフ（NDM-86）　7.62mm×54R 10発 ライフル

モシン　ナガンM1891/30　7.62mm×54R 10発 ライフル

USミリタリーコース $350

ベレッタ M9　9mm 25発 ハンドガン

Colt 1911　9mm 25発 ハンドガン

M4 5.56mmNATO 20発 ライフル

U.S.M14　7.62mmNATO 10発 ライフル

U.S.M1ガーランド　.30-06 10発 ライフル

M870　.12GAバードショット 5発 ショットガン

ビッグガンコース $400

デザートイーグル 6発 ハンドガン

M500 5発 ハンドガン

M870　00バック 2発 ショットガン

M870　スラッグ弾 2発 ショットガン

TAURUS M44／6.5インチ　.44マグナム 12発 リボルバー

BARRETT M95 または M82A1　.50BMG 5発 ライフル

タクティカルコース 所要時間約75分 $350

＜※ファイヤーボール1回付き＞

【2】「ファイアーボール1回／.12GAショットガン3発」

追加要素

.243/22-250/.308の中から1挺選択

＜※ファイヤーボール1回付き＞

＜※ファイヤーボール1回付き＞

【3】「ミニクレー5枚／.12GAショットガン5発」を選択

以上のいずれか 1つを当日に選択。



9mm 50発 ハンドガン

.45ACP 50発 ハンドガン

5.56mmNATO弾 20発 ライフル

5.56mmNATOの追加 20発 ライフル

7.62mm×39 （AK） 20発 ライフル

7.62mmNATO (M14) 10発 ライフル

7.62mmNATO(HK91) 10発 ライフル

.30-06 10発 ライフル

.22-250 Rem 10発 ライフル

.243Win 10発 ライフル

ライフルコース 所要時間約45分 $350

ライフル

ライフル

5.56mmNATO 20発 ライフル

7.62mm×39 （AK） 20発 ライフル

7.62mmNATO (M14) 10発 ライフル

7.62mmNATO(HK91) 10発 ライフル

.30-06 10発 ライフル

.22-250 Rem 10発 ライフル

.243Win 10発 ライフル

アサルトライフルコース 所要時間約75分 $500

5.56mm(M4またはM16) 60発 ライフル

7.62mm×39 （AK） 60発 ライフル

5.56mmNATOの追加 40発 ライフル

7.62mm×39 （AK） 40発 ライフル

7.62mmNATO(M14) 20発 ライフル

7.62mmNATO(HK91) 20発 ライフル

9mm(HK94) 50発 SMG

9mm(LAR-15) 50発 SMG

トリガーハッピーコース 所要時間約3時間 $950

9mm 150発 ハンドガン

.45ACP 150発 ハンドガン

ライフル

プロフェッショナルコース 所要時間約2時間 $700

9mm 100発 ハンドガン

.45ACP 100発 ハンドガン

.12GA 10発 ショットガン

5.56mmNATO弾 40発 ライフル

.357マグナム 12発 リボルバー

.44マグナム 12発 リボルバー

5.56mmNATOの追加 20発 ライフル

7.62mm×39 （AK） 20発 ライフル

7.62mmNATO (M14) 10発 ライフル

7.62mmNATO(HK91) 10発 ライフル

.30-06 10発 ライフル

.22-250 Rem 10発 ライフル

.243Win 10発 ライフル

レンジャーコース(1日間) 所要時間3～4時間 $750

9mm 100発 ハンドガン

.45ACP 100発 ハンドガン

5.56mmNATO または 7.62mm×39  80発 ライフル

JOEのスペシャルレッスン(1回分) オプション

レンジャーコース(2日間) 所要時間3～4時間 $1,400

9mm 200発 ハンドガン

.45ACP 200発 ハンドガン

5.56mmNATO または 7.62mm×39  160発 ライフル

■クレー射撃コース

Aコース $30

散弾 5発

クレー 5枚

Bコース $50

JOEのスペシャルレッスン(2回分)

5.56mmNATO または 7.62mm×39  150発

追加要素

以上のいずれか 1つを当日に選択。

追加要素

以上のいずれか 2つを当日に選択。

以上のいずれか 2つを当日に選択。

以上のいずれか 1つを当日に選択。

追加要素

追加要素

5.56mmNATO または 7.62mm×39  40発

7.62mmNATO (M14またはHK91) 20発



散弾 10発

クレー 10枚

Cコース $90

散弾 20発

クレー 20枚

■大和撫子コース　　対象のお客様：女性のお客様全て

Aコース $30

.22LR 20発 ハンドガン

.38Special 6発 リボルバー

.410ショットガン 3発 ショットガン

※さらに弾のご追加が可能です（弾代は時価となりますので現地にてお問合せ下さい）

Bコース $40

9mm ハンドガン 12発 ハンドガン

9mm ライフル 6発 ライフル

.45ACP 12発 ハンドガン

12GAバードショット 3発 ショットガン

※さらに弾のご追加が可能です（弾代は時価となりますので現地にてお問合せ下さい）

Cコース $50

9mm 12発 ハンドガン

.45ACP 12発 ハンドガン

12GAバードショット 8発 ショットガン

■カップルコース　　対象のお客様：カップルでご来場のお客様

新婚さん祝砲コース $200

.22LR　（新婦向け） 10発 ハンドガン

9mm （新郎向け） 10発 ハンドガン

.45ACP　（新郎向け） 10発 ハンドガン

.38Special　（新郎向け） 6発 リボルバー

5.56mmNATO　（新郎向け） 10発 ライフル

12GAバードショット 4発 ショットガン

BARRETT M95 または M82A1　.50BMG （新郎新婦向け 2発 ライフル

夫婦で射撃コース $160

.22LR 20発 ハンドガン

.38Special 12発 リボルバー

9mm 12発 ハンドガン

.45ACP 12発 ハンドガン

5.56mmNATO 10発 ライフル

12GAバードショット 6発 ショットガン

夫婦で射撃！シニアコース（６０歳以上限定） $130

.22LR 20発 ハンドガン

.22LR 20発 ライフル

.38Special 18発 リボルバー

5.56mmNATO 10発 ライフル

■ファミリー・キッズコース

キッズコース 所要時間約40分 $60

スタームルガーMkⅢ　.22LR 10発 ハンドガン

S&W M&P15-22　.22LR 20発 ライフル

モスバーグ.410ライトウェイト　.410ショットガン 3発 ショットガン

※さらに弾のご追加が可能です

（弾代は時価となりますので現地にてお問合せ下さい）

ファミリーコース 所要時間約40分 $150

.22LR(ライフルorハンドガン) 20発 ハンドガン

.410ショットガン（ショットガン） 20発 ライフル

9mm（ハンドガン）  

5.56mmNATO（ライフル）

.12GA（ショットガン） 10発 ショットガン

9mm：「.22LR（もっとも反動が弱め）」の弾に変更可能

5.56mmNATO（.223Rem）：.22LRに変更可能

12GA：.410(子供用ショットガン)に変更可能

追加要素

追加要素

追加要素

＜※ファイヤーボール3回付き＞

ファイヤーボール2回付き

追加要素

ファイヤーボール2回付き

追加要素

追加要素

※さらに弾のご追加が可能です（弾代は時価となりますので現地にてお問合せ下さい）



※さらに弾のご追加が可能です（弾代は時価となりますので現地にてお問合せ下さい）

■オーダーメイドコース

$100コース US $103相当 $100

$200コース US $206相当 $200

$300コース US $310相当 $300

$400コース US $413相当 $400

$500コース US $520相当 $500

■オプション

オリジナルDVD撮影 1名追加/ US$10 $80

ナンバープレート 1枚 $15

ミニクレー射撃標的3枚 1枚追加/ US$2 $15

ファイヤーボール 1回 $20

3発付き

1ガロンペットボトル 1本 $5

コンクリートブロック 1個 $5

お持込標的 1セット $10

フィリップスペシャルレッスン お一人様 $120

※全コースに、初心者向け 「基本講習」 が無料セットされています。

※「オーダーメイドコース」を除く全コースに、

弾の料金と銃レンタル料（各1挺）が含まれています。

※各コースそれぞれの弾に応じて、

お好きな銃を現地でお選びいただきます。

※施設利用料として、コース料金とは別に

【大人お一人様：$10、12歳以下のお子様お一人様：$5】を申し受けます。

※送迎ご利用の際は 

【お一人様　U.S.＄10 】 【12歳以下 お一人様　U.S.＄5（2歳以下無料） 】 

の送迎料金を申し受けます。

（レンタカー等で直接お越しいただく場合は不要です）

※各弾薬の価格につきましては世界情勢、及び

市場動向等の事情により予告なく変更となる可能性がございます。

※各弾薬の価格の変動に伴い、

各コースの料金も変動する可能性がございます。

グアム野外射撃場G.O.S.R.日本予約センター

【受付時間】 9:00～22:00

【電話】 0120-848-153

【現地電話】 1-671-828-1153 (日本語対応)

【Ｈ Ｐ】 http://gosrjapan.com/

【Ｅ-ｍａｉｌ】 j-reserve@gosrjapan.com

「A～Eコース」「オーダーメイド100」「ファミリーコース」

にはお付けすることが出来ません。

「米陸軍レンジャーコース」には既に含まれています。

時価換算で 「US＄3 相当」 の弾サービス 

時価換算で 「US＄6 相当」 の弾サービス 

時価換算で 「US＄10 相当」 の弾サービス 

時価換算で 「US＄13 相当」 の弾サービス 

時価換算で 「US＄20 相当」 の弾サービス 

5.56mmNATO（M4）または7.62×39mm（AK） 

バレットでの射撃限定となります。


