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プロップ スタイル モデルは、映画やゲームなど劇中に登場するライトセーバーに非常に近いスタイルの
セーバーで、高い切削加工技術でシャープで美しい形状とライトエフェクト、サウンドフォントなど
FX効果まで再現しています。ディスプレイ、コスプレに最適。セーバーデュエルにも使用できます。

OK！ STORE で取り扱うセーバーは大きく分けて２つのタイプがあります。インフィニット RGB はヒルトの
エミッターからの照射型の高輝度 LEDを搭載し自由にブレードカラーを設定できます。ネオピクセルはブレ
ード内部に 200 を超える LEDを備え、その１つずつの LEDをプログラミングできるシステムを搭載していま
す。ヒルトの根元からスムーズに光りが伸びあがっていく劇中と同じ起動状態を再現したり、様々な効果を
ブレードの光り方をボタン一つでコントロールできます。どちらのシステムにも 9種類のサウンドフォント
がインストールされていて振動や揺れなどの動きで敏感に反応し効果音も同時に再生するシステムがあります。

カスタムライトセーバーシリーズは自由な発想とアイデアで製作したオリジナルのヒルト形状を持った
セーバーで、ブレードの取り付け方法やヒルトの形にとらわれないため、軽量かつ丈夫なセーバーができ
そのタフさからセーバースピンパフォーマンスやバトルプレイ、セーバーデュエルなどにも向いています。

OK ! STORE LIGHTSABER CATALOG v1.0



TYPE-7 RGB
92cm ブレード
\14000-
\15400- （税込み） 

ヒルトカラー
Silver、 Black、 GunMetallic

TYPE-7 RGB
78cm ブレード
\13500-
\14850- （税込み） 

TYPE-11 RGB
92cm ブレード
\14500-
\15950- （税込み） 

ヒルトカラー
Silver、 Black、 GunMetallic

TYPE-11 RGB
78cm ブレード
\14000-
\15400- （税込み） 

TYPE-10 Proffie Board v2.2 
92cm ネオピクセル ブレード
\42000-
\46200- （税込み） 

◎アタッチメント無しでダブル

   ブレード可能

◎丈夫で軽量なシンプル形状

   のヒルトでセーパースピンに

   向いています。

◎スムーズスイングに対応し

   様々なエフェクトを搭載

◎アタッチメント無しでダブル

   ブレード可能

◎スムーズスイング対応

◎特徴的なエミッター形状



TYPE-12 RGB
92cm ブレード
\16500-
\18150- （税込み） 

ヒルトカラー
Silver＆Black

TYPE-12 RGB
78cm ブレード
\16000-
\17600- （税込み） 

TYPE-13 Proffie Board v2.2
92cm ネオピクセル ブレード
\44000-
\48400- （税込み） 

◎シャープな切削加工で美し

   い仕上がりのヒルトが特徴

◎スムーズスイング対応

◎スリット形状のエミッター

TYPE-14 RGB
92cm ブレード
\15500-
\17050- （税込み） 

TYPE-14 RGB
78cm ブレード
\15000-
\16500- （税込み） 

ヒルトカラー
Silver＆Black

◎シャープな切削加工で美し

   い仕上がりのヒルトが特徴

◎スムーズスイング対応

◎ブレードの取り付け部分の

   インサート量が多く、 バトル

   プレイやセーバーデュエル

   などに向く丈夫なカスタムセ

   バーです。



TYPE-20 RGB
92cm ブレード
\18000-
\19250- （税込み） 

ヒルトカラー
Silver＆Black

TYPE-20 RGB
78cm ブレード
\17500-
\19250- （税込み） 

TYPE-21 Proffie Board v2.2
92cm ネオピクセル ブレード
\45000-
\49500- （税込み） 

◎ブレードのリジット感が抜群

◎スムーズスイング対応

◎長めでグリップ感が良くバト

   ル、 デュエルなどに最高



TYPE-23 RGB
92cm ブレード
\18000-
\19250- （税込み） 

ヒルトカラー
Black

TYPE-23 RGB
78cm ブレード
\17500-
\19250- （税込み） 

◎プロップモデルのようなスタ

   イリッシュなヒルト

◎スムーズスイング対応

◎ベルトクリップがあり腰から

   ぶら下げることが可能

◎コスプレ愛好者にもベスト

   チョイスです

TYPE-24 RGB
92cm ダブルブレード
\25000-
\27500- （税込み） 

ヒルトカラー
Black

◎一体式のダブルブレードタイ

   プのライトセーバー

◎スムーズスイング対応

◎ブレードが２本付属します

◎ダブルブレードとしてもシン

   グルブレードとしても使用で

   きます

◎カラータイプのデザインボル

   トがアクセント



TYPE-25 RGB
92cm ブレード
\16500-
\18150- （税込み） 

ヒルトカラー
Black

TYPE-25 RGB
78cm ブレード
\16000-
\17600- （税込み） 

TYPE-25 RGB
92cm ブレード
\14000-
\15400- （税込み） 

TYPE-25 RGB
78cm ブレード
\13500-
\14850- （税込み） 

◎ブラックヒルトとメカぽい外

   観がインパクト満点

◎オリジナルのヒルト形状で

   他ではない印象的なカスタ

   ムセーバーです

◎スムーズスイング対応

◎コスプレ愛好者にもベスト

   チョイスです

ヒルトカラー
Silver、 Black

◎ロープライスながら上位モ

   デルと同じ機能を装備

◎スムーズスイング対応

◎ウェザリング加工やカスタ

   マイズのベースとしても

◎オリジナルのデザイン



Prop Style Model Vader Variant
    ダース ベイダー EP4 モデル
    92cm ブレード
    \38000-
    \41800- （税込み） 

Prop Style Model Luke Variant
    ルーク EP6 モデル
    92cm ブレード
    \32000-
    \35200- （税込み） 

◎バッテリー充電器付属

◎スイッチパネルスペア付属

◎スムーズスイング対応

◎9 サウンドフォントプリセット

◎インフィニット RGB 対応

◎USB 充電ケーブル付属

◎スイッチパネルスペア付属

◎スムーズスイング対応

◎9 サウンドフォントプリセット

◎インフィニット RGB

◎充電ポートはポンメル内で

   外観からは見えません

スペック
高輝度 LED 12W RGB
18650 リチウムバッテリー
ヒルト長さ ： 29ｃｍ
ヒルト重さ ： 610g
ブレード太さ ： 1 インチ
ブレード長さ ： 92cm
ブレード厚さ ： 2mm

スペック
高輝度 LED 12W RGB
18650 リチウムバッテリー
ヒルト長さ ： 29ｃｍ
ヒルト重さ ： 510g
ブレード太さ ： 1 インチ
ブレード長さ ： 92cm
ブレード厚さ ： 2mm



Prop Style Model Obi-Wan Variant
    オビワンケノービ EP4 モデル
    92cm ブレード
    \38000-
    \41800- （税込み） 

Prop Style Model Qui-Gon Variant
    クワイガンジン EP1 モデル
    92cm ブレード
    \38000-
    \41800- （税込み） 

◎USB 充電ケーブル付属

◎スイッチパネルスペア付属

◎スムーズスイング対応

◎9 サウンドフォントプリセット

◎インフィニット RGB

◎充電ポートはポンメル内で

外観からは見えません

◎USB 充電ケーブル付属

◎スイッチパネルスペア付属

◎スムーズスイング対応

◎9 サウンドフォントプリセット

◎インフィニット RGB

◎ヒルト側面にベルトフック付

スペック
高輝度 LED 12W RGB
18650 リチウムバッテリー
ヒルト長さ ： 28ｃｍ
ヒルト重さ ： 596g
ブレード太さ ： 1 インチ
ブレード長さ ： 92cm
ブレード厚さ ： 2mm

スペック
高輝度 LED 12W RGB
18650 リチウムバッテリー
ヒルト長さ ： 30.5ｃｍ
ヒルト重さ ： 548g
ブレード太さ ： 1 インチ
ブレード長さ ： 92cm
ブレード厚さ ： 2mm



Prop Style Model Ahsoka Variant
    アソーカ タノ モデル
    92cm ブレード
    \38000-
    \41800- （税込み） 

Prop Style Model Revan Variant
    ダース レヴァン モデル
    92cm ブレード
    \22000-
    \24200- （税込み） 

◎USB 充電ケーブル付属

◎スイッチパネルスペア付属

◎スムーズスイング対応

◎9 サウンドフォントプリセット

◎インフィニット RGB

◎ポンメルにベルトフック付

◎USB 充電ケーブル付属

◎スイッチパネルスペア付属

◎スムーズスイング対応

◎9 サウンドフォントプリセット

◎インフィニット RGB

◎ヒルト側面にベルトフック付

スペック
高輝度 LED 12W RGB
18650 リチウムバッテリー
ヒルト長さ ： 26.5ｃｍ
ヒルト重さ ： 440g
ブレード太さ ： 1 インチ
ブレード長さ ： 92cm
ブレード厚さ ： 2mm

スペック
高輝度 LED 12W RGB
18650 リチウムバッテリー
ヒルト長さ ： 29ｃｍ
ヒルト重さ ： 380g
ブレード太さ ： 1 インチ
ブレード長さ ： 92cm
ブレード厚さ ： 2mm



Prop Style Model Cal Variant
    カル ケスティス モデル
    92cm ブレード
    \38000-
    \41800- （税込み） 

◎バッテリー充電器付属

◎スムーズスイング対応

◎9 サウンドフォントプリセット

◎インフィニット RGB

◎JEDI フォールン オーダーに

   登場するカルが使うライトセ

   ーバーを再現

スペック
高輝度 LED 12W RGB
18650 リチウムバッテリー
ヒルト長さ ： 38ｃｍ
ヒルト重さ ： 510g
ブレード太さ ： 1 インチ
ブレード長さ ： 92cm
ブレード厚さ ： 2mm

Prop Style Model Cal 2 Variant
    カル ケスティス 破損 ver モデル
    92cm ブレード
    \40000-
    \44000- （税込み） 

◎バッテリー充電器付属

◎スムーズスイング対応

◎9 サウンドフォントプリセット

◎インフィニット RGB

◎JEDI フォールン オーダーに

   登場するカルが使うライトセ

   ーバーの破損状態を再現

スペック
高輝度 LED 12W RGB
18650 リチウムバッテリー
ヒルト長さ ： 38ｃｍ
ヒルト重さ ： 510g
ブレード太さ ： 1 インチ
ブレード長さ ： 92cm
ブレード厚さ ： 2mm



Prop Style Model Kyloren Variant
    カイロレン モデル
    92cm ネオピクセルブレード
    \62000-
    \68200- （税込み） 

◎バッテリー充電器付属

◎ネオピクセルブレード３ヵ所

   を安定するための大容量

   リチウムイオンバッテリーを

   採用 （3600mAh）

◎9 サウンドフォントプリセット

◎ネオピクセルブレードを使用

   して劇中のようにヒルトから

   光が伸びるエフェクトを再現

◎ヒルト左右にもファイヤーの

   排出状態を時間差で再現

◎排出口は高温で焼けた状態

   を美しいや経路を再現

◎バッテリー充電はグリップを

   外して行い、 簡単にバッテ

   リー脱着ができます

◎ブレードはすべてリムーバブ

   ルでＬ型六角レンチ 1 本で

   脱着が可能

◎ProffieBoard v2.2 を搭載し

   パソコンに接続しブレードの

   エフェクトスタイルやサウンド

   フォントをプログラミング可能

（当店ではプログラミングなど

サポートを行っておりません）

スペック
ProffieBoard v2.2 搭載
NeoPixel ブレード ×3 ヵ所
メインブレード１インチ 92cm
ファイヤーブレード 2 本付属
18650 リチウムバッテリー
ヒルト長さ ： 27.5ｃｍ
グリップ太さ ： 37mm
ポンメル太さ最大値 ： 52mm
排出口スパン ： 13cm
ヒルト重さ ： 500g



Prop Style Model Reia Variant
    レイア モデル
    92cm ブレード
    \38000-
    \41800- （税込み） 

◎USB 充電ケーブル付属

◎スムーズスイング対応

◎9 サウンドフォントプリセット

◎インフィニット RGB

◎ゴールドとシルバーの光沢

   が美しい仕上がり

スペック
高輝度 LED 12W RGB
18650 リチウムバッテリー
ヒルト長さ ： 28ｃｍ
ヒルト重さ ： 400g
ブレード太さ ： 1 インチ
ブレード長さ ： 92cm
ブレード厚さ ： 2mm

Prop Style Model Rey Variant
    レイ スカイウォーカー EP9 モデル
    92cm ブレード
    \38000-
    \41800- （税込み） 

◎バッテリー充電器付属

◎スムーズスイング対応

◎9 サウンドフォントプリセット

◎インフィニット RGB

◎細部までプロップモデルを

   再現し、 起動スイッチもロ

   ータリー式となっています

スペック
高輝度 LED 12W RGB
18650 リチウムバッテリー
ヒルト長さ ： 27ｃｍ
ヒルト重さ ： g
ブレード太さ ： 1 インチ
ブレード長さ ： 92cm
ブレード厚さ ： 2mm



Prop Style Model Luke EP5 Variant
    ルーク Graflex EP5 モデル
    92cm ブレード
    \38000-
    \41800- （税込み） 

◎バッテリー充電器付属

◎スムーズスイング対応

◎9 サウンドフォントプリセット

◎インフィニット RGB

◎GRAFLEX の刻印入り

スペック
高輝度 LED 12W RGB
18650 リチウムバッテリー
ヒルト長さ ： 26ｃｍ
ヒルト重さ ： 580g
ブレード太さ ： 1 インチ
ブレード長さ ： 92cm
ブレード厚さ ： 2mm

◎バッテリー充電器付属

◎スムーズスイング対応

◎9 サウンドフォントプリセット

◎インフィニット RGB

◎細部までプロップモデルを

   再現し高級感のあるセー

   バーです

スペック
高輝度 LED 12W RGB
18650 リチウムバッテリー
ヒルト長さ ： 27ｃｍ
ヒルト重さ ： g
ブレード太さ ： 1 インチ
ブレード長さ ： 92cm
ブレード厚さ ： 2mm

Prop Style Model ANAKIN EP3 Variant
       アナキン EP3 モデル
       92cm ブレード
       \38000-
       \41800- （税込み） 



Prop Style Model Obi-Wan EP3 Variant
       オビワンケノービ EP3 モデル
       92cm ブレード
       \38000-
       \41800- （税込み） 

Prop Style Model Obi-Wan EP1 Variant
       オビワンケノービ EP1 モデル
       92cm ブレード
       \38000-
       \41800- （税込み） 

◎USB 充電ケーブル付属

◎スムーズスイング対応

◎9 サウンドフォントプリセット

◎インフィニット RGB

スペック
高輝度 LED 12W RGB
18650 リチウムバッテリー
ヒルト長さ ： 29.5ｃｍ
ヒルト重さ ： 600g
ブレード太さ ： 1 インチ
ブレード長さ ： 92cm
ブレード厚さ ： 2mm

◎バッテリー充電器付属

◎スムーズスイング対応

◎9 サウンドフォントプリセット

◎インフィニット RGB

スペック
高輝度 LED 12W RGB
18650 リチウムバッテリー
ヒルト長さ ：ｃｍ
ヒルト重さ ： g
ブレード太さ ： 1 インチ
ブレード長さ ： 92cm
ブレード厚さ ： 2mm



スペック
高輝度 LED12W RGB
18650 リチウムバッテリー
ブレード太さ ： １インチ
ブレード長さ ： 92cm
ブレード厚さ ： 2mm
ヒルトカラー Silver＆Black

◎ポンメルの形状が特徴的

◎スムーズスイング対応

◎ブレードの取り付け部分の

   インサート量が多く、 バトル

   プレイやセーバーデュエル

   などに向く丈夫なカスタムセ

   バーです。

Prop Style Model Saesee Variant
    サシー ・ ティン モデル
    92cm ブレード
    \22000-
    \24000- （税込み） 


