
BEST PERFORMANCE

BEST PERFORMANCE

BEST PERFORMANCE

BEST PERFORMANCE

BEST PERFORMANCE

BEST PERFORMANCE

BEST PERFORMANCE

BEST PERFORMANCE

LP500
IMPRESSIVELY 
DIFFERENT.

NEW
With interchangeable 

mechanical or 

electronic trigger.

KUNI42
テキストボックス

KUNI42
テキストボックス
電子トリガーメカニカルトリガーユニット交換可能



BEUN
BEAT
 ABLE
THE NEW LP500 – 
NEXT LEVEL OF EXCELLENCE

The grip fi ts perfectly in your hand, the trigger feels just right, and after that fi rst smooth 
shot you’re in love with it. As the old saying goes, you never get a second chance to make a 
good fi rst impression – and that’s true for buying a new gun. Our ambition was to develop an 
air pistol that feels like it was made just for you. The result is the LP500, an unbeatable 
combination of performance, ergonomics and design – and a reliable match pistol that will 
make you a better competitor. The LP500: Love at fi rst sight.

“I tested the new LP500. Its trigger is 
fantastic. The gun is extremely light, but 
when you fi re, it stays absolutely steady.”

MIRIAM PIECHACZEK,
DSB shooting squad

KUNI42
テキストボックス
グリップを握ると手に完璧なフィット感をもたらし、トリガーは思い通りに引くことができ、スムーズできれいな射撃ができる。あなたは１発の撃つだけでLP500の虜になります。アメリカの諺で「you never get a second chance to make a good first impression」というものが有り、第一印象が簡単に変わることはないという意味です。これは新しい銃を購入することにも当てはまります。私たちの目指すところは、あなたのためだけに作られたと感じるエアピストルを開発することでした。その結果LP500は性能と人間工学、デザインの卓越した組み合わせが実現でき、信頼できるエアピストルとなって射手の成長を手助けします。あなたはLP500に一目惚れしてしまいます。

KUNI42
テキストボックス
「新製品のLP500を試しました。このトリガーは素晴らしいです。銃は非常に軽いが撃発時にも絶対な安定感があります。」



VARIO trigger blade can 
be rotated, swiveled and 
moved up and down

Pressure reducer 
with QUICKCLEAN 
air filter

CARBON cylinder made of 
aluminum-carbon composite, 
service life 20 years, only 160 g

3D walnut molded match grip 
with MEMORY effect can be rotated
and swiveled. Anatomically 
optimized grip shape.

New SADDLE design 
of breech for easy 
loadingAbsorber

Ambidextrous, 
ergonomic 
loading lever

Top-quality barrel, 
with or without gas 
ports (STABILIZER)

Triangular front 
sight, shiftable 
and rotatable, 
in widths 
3.8/4.4/4.7 or 
3.2/3.6/4.0

Compensator

Space for up to four INLINE 
weights of 10 g each for adjusting 
the center of gravity  

Rear sight with continuously 
adjustable width and depth. 
Sight can be rotated by ±10 degrees.  

Integrated 
pressure gauge

Whether you’re a beginner or a seasoned professional, our goal is to help you succeed. To this end, we 
scrutinize even our best products for ways to make them better. We try out innovative materials and 
develop new production methods. When it comes to quality, we make no compromises, and sport 
shooters all over the globe appreciate it. When you pick up the LP500, you’re holding our best air pistol 
of all time – made so that you can achieve your BEST PERFORMANCE. 

BEST PERFORMANCE. A STEP AHEAD THANKS TO 
INNOVATION – THE NEW GENERATION OF AIR PISTOLS.

BASIC EQUIPMENT, LP500

- Match barrel with compensator
- Absorber
- Dry firing mode
- SADDLE breech
- CARBON cylinder made of aluminum-carbon composite      
- Molded match grip
- Rotatable sight (±10 degrees)
- Variable sight radius, continuously adjustable front and rear sight
- Variable rear sight cut-out (width and depth)
- Front sight with three different widths, continuously adjustable
- 3D lettering
- INLINE weight, gun case and accessories

TECHNICAL DATA

- System: Compressed air, 200 bar
- Caliber: 4.5 mm (.177)
- Dimensions (L/H/W), mm: 420/140/50
- Weight: 910 g
- Trigger pull weight: 500 g
- Sight radius: 340 - 400 mm
- Barrel length: 221 mm

KUNI42
テキストボックス
我々の目標は初心者やトップ射手に関係なく、あなた自身の成功を支援することです。この目標のために、私たちは最高の製品であっても、更に良いものにするための方法について追求します。革新的な素材を試し、新しい生産方法を開発して、品質に関して妥協を許さないことで、世界中の射手に評価されます。LP500を手に取ると、あなたは常に最高のパフォーマンスを達成できるワルサーの最高のエアピストルを掴んだことになります。

KUNI42
テキストボックス
幅と深さの無段階調整機能を備えたリアサイト±10度までの傾きの調整も可能

KUNI42
テキストボックス

KUNI42
テキストボックス
3Dメモリー付きのクルミグリップは、回転させて自由に調整可能解剖学的に最適化されたグリップ形状

KUNI42
テキストボックス
アブソーバー

KUNI42
テキストボックス
簡単なローディングのための新しいサドルデザインの装填口

KUNI42
テキストボックス

KUNI42
テキストボックス
両利き用、人間工学に基づいたローディングレバー

KUNI42
テキストボックス
ガスポートの有無にかかわらず最高品質のバレル（スタビライザー）

KUNI42
テキストボックス
三角形のフロントサイトを使用し、回転して調整可能（3.8　/　4.4　/ 4.7　又は　3.2 / 3.6 / 4.0）

KUNI42
テキストボックス
コンペンセーター

KUNI42
テキストボックス
バリオトリガーは回転、上下の調整可能

KUNI42
テキストボックス
クイッククリーンエアフィルター搭載のレギュレーター

KUNI42
テキストボックス

KUNI42
テキストボックス
重心調整用に10gのインラインウェイトを最大4個搭載可能

KUNI42
テキストボックス
アルミとカーボンの複合材製で160gのシリンダー有効期間20年

KUNI42
テキストボックス
マノメーター付き

KUNI42
テキストボックス
LP500基本構成

KUNI42
テキストボックス
- 最高品質のバレルとコンペンセーター- アブソーバー- 空撃ち機能- サドル型装填口- アルミカーボン複合材製のシリンダー- 3Dメモリーグリップ- 角度調整可能なサイト（±10度）- 無段階でフロント、リアサイトの距離の調整可能- リアサイトの幅と深さの調整可能- フロントサイトは3段階に調整可能- 3Dレタリング- インラインウェイト- 銃ケースおよび付属品

KUNI42
テキストボックス
テクニカルデータ

KUNI42
テキストボックス
- 形式：プリチャージ式、200 bar- 口径：4.5 mm（.177）- 寸法（L / H / W）：420/140/50 mm- 重量：910 g- トリガーウェイト：500 g- サイトレングス：340 - 400 mm- 銃身長：221 mm



VARIANTS. 4 HITS.
BE INSPIRED!4

For demanding shooters: Our professional model has everything you
could possibly want in terms of design, features and performance.          

- GOLD barrel with aluminum barrel jacket, compensator, STABILIZER
- X-CHANGE trigger unit with electronic trigger (E-trigger)
- MASTER trigger blade
- 5D grip, right-handed, continuously adjustable grip volume, size M-L
- CARBON cylinder made of aluminum-carbon composite
- 1x INLINE weight, 10 g
- Orange, blue, magenta, green, yellow or red color design
- Deluxe gun case with BIGBAG transport rucksack

For flexible shooters: The unique X-CHANGE trigger group lets you 
switch any time between the innovative E-trigger and the M-trigger.

- GOLD barrel with aluminum barrel jacket, compensator, STABILIZER
- X-CHANGE trigger unit with mechanical trigger
- Regular 3D grip, right-handed, size M
- CARBON cylinder made of aluminum-carbon composite
- 1x INLINE weight, 10 g
- Chrome color design
- Deluxe gun case

For individualists: Use the Walther Modular System (WMS) to
configure your personal LP500 from the basic version.

- SILVER barrel with aluminum barrel jacket and compensator
- X-CHANGE trigger unit with mechanical trigger
- Regular 3D grip, right-handed, size M
- CARBON cylinder made of aluminum-carbon composite
- 1x INLINE weight, 10 g
- Chrome color design
- Deluxe gun case

For beginners: This light, low-cost variant is ideal for clubs and 
for shooters who are just getting started – and of course you can 
always upgrade it!

- SILVER barrel with round LIGHT barrel jacket
- X-CHANGE trigger unit with mechanical trigger
- ALL-IN-ONE universal grip, right/left-handed, size M-L
- Aluminum cylinder, black
- BASIC gun case

LP500 FINEST CRAFTSMANSHIP       

LP500 EXPERT

LP500 COMPETITION

LP500 ECONOMY

KUNI42
テキストボックス
重量：930ｇ

KUNI42
テキストボックス
重量：910ｇ

KUNI42
テキストボックス
重量：845ｇ

KUNI42
テキストボックス
重量：910ｇ

KUNI42
テキストボックス
こだわりの多い射手向け：ワルサー社のプロフェッショナルモデルには、デザイン、機能、パフォーマンスの面で必要なものがすべて揃っています。

KUNI42
テキストボックス
挑戦的な射手向け：X-CHANGEトリガーシステムは、電子トリガーとメカニカルトリガーを交換できる革新的な設計になっています。

KUNI42
テキストボックス

KUNI42
テキストボックス
初心者向け：軽量で低価格のこのモデルは、クラブ銃や射撃を始めたばかりの方に理想的です。もちろん、いつでもアップグレードすることができます。

KUNI42
テキストボックス
LP500基本設計：ワルサーモジュラーシステム（WMS）を使用して、LP500の基本構成に設計されています。

KUNI42
テキストボックス
-アルミバレルジャケットのゴールドバレル。コンペンセーター、　スタビライザー付き。- 電子トリガー。X-CHANGEトリガーユニット。- マスタートリガーブレード。- サイズ調整可変5Dグリップ。右利き。M-Lサイズ。- アルミカーボン複合材製のシリンダー。- インラインウェイト（10g）1個付属。-レッドまたはオレンジ、ブルー、マゼンタ、グリーン、イエローの　カラーデザイン選択。- リュックサック付きデラックスガンケース入り。

KUNI42
テキストボックス
-アルミバレルジャケットのゴールドバレル。コンペンセーター、　スタビライザー付き。- メカニカルトリガー。X-CHANGEトリガーユニット。- 通常の3Dグリップ。右利き。Mサイズ。- アルミカーボン複合材製のシリンダー。- インラインウェイト（10g）1個付属。- クロムカラーデザイン。- デラックスガンケース入り。

KUNI42
テキストボックス
- アルミバレルジャケットのシルバーバレル。コンペンセーター付き。- メカニカルトリガー。X-CHANGEトリガーユニット。- 通常の3Dグリップ。右利き。Mサイズ。- アルミカーボン複合材製のシリンダー。- インラインウェイト（10g）1個付属。- クロムカラーデザイン。- デラックスガンケース入り。

KUNI42
テキストボックス
- ライトバレルジャケットのシルバーバレル。- メカニカルトリガー。X-CHANGEトリガーユニット。- オールインワンユニバーサルグリップ、両利き、M-Lサイズ- ブラックカラーアルミシリンダー。- ベーシックガンケース入り



PERFECT DOWN TO THE LAST DETAIL. 
TO MAKE YOU A WINNER.

04 05

 The volume of the LP500’s patented 5D grip is infinitely adjustable by means of three 
 screws to make it fit your hand perfectly. Do you prefer a classic form? Right-handed,  
 left-handed or universal grip, walnut or laminated wood, XXS to XL, slim or regular –  
 you have 18 different form and color variants to choose from. Get a grip on success!

 The LP500 uses state-of-the-art technology to ensure absolutely smooth shooting   
 characteristics and precise operation. The ABSORBER, JET air channel, STABILIZER  
 and COMPENSATOR interact intelligently to absorb recoil, prevent turbulence behind  
 the pellet and eliminate the impact of compressed air fed from the cylinder. Together  
 they counter act muzzle jump and ensure better precision. In addition, the projectile 
 velocity is fine-tuned to the system in order to minimize vibrations in firing. Your   
 LP500 gives you reliability from end to end!

 Wear-free trigger adjustment year after year. Second-  
 stage trigger weight can be reduced to an absolute  
 minimum. Integrated LED charge-level indicator:   
 These are the features that have made the innovative  
 Walther E-trigger so popular. Or do you prefer our  
 precisely adjustable mechanical trigger? With the  
 LP500 you can have both: The LP500’s new, compact  
 X-CHANGE trigger unit allows you to make the switch  
 without any trouble. Trigger stop and rechargeable  
 battery included (E-trigger) 

04

0503

 Excellent strength, low weight, low material fatigue  
 and good vibration damping: Our innovative CARBON 
 compressed air cylinder makes use of all the advan-
 tages of modern aluminum-carbon composites.   
 The result is a cylinder that is 20 percent lighter than 
 comparable aluminum variants and has an impressive 
 service life of 20 years. Each cylinder must pass   
 Walther’s HIGH-PRESSURE test process for maximum  
 safety.

 The LP500’s cleverly designed SADDLE breech makes  
 loading easier and faster: The thumb and forefinger  
 are guided to the right place for insertion of a pellet.  
 Close the ergonomically shaped loading lever and 
 you’re ready to shoot. This prevents damage to the 
 pellet through handling – for maximum precision.
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KUNI42
テキストボックス

KUNI42
テキストボックス
ワルサー社の革新的なカーボンシリンダーは最新のアルミとカーボンの複合材製としてのすべての利点を活用しています。優れた強度かつ軽量、劣化しにくい素材、優れた振動減衰をもたらします。同等のアルミシリンダーよりも20％軽量で、20年という長期の有効期間を持つシリンダーになっています。最高の安全性を得るには、各シリンダーはWaltherの高圧試験プロセスに合格しなければなりません。

KUNI42
テキストボックス

KUNI42
テキストボックス
LP500の巧みにデザインされたサドル型の装填口により、ローディングをより簡単かつ迅速に行えます。親指と人差し指が弾を込めるための適切な場所に誘導します。 人間工学に基づいた形状のローディングレバーを閉じると、射撃の準備が整います。 これにより、弾の取り扱いによる損傷を防ぐことができます。

KUNI42
テキストボックス

KUNI42
テキストボックス
LP500の特許取得済みの5Dグリップの厚みは、手にぴったりとフィットするように3本のネジで無段階の調整ができます。クラシックなグリップも用意してあります。 右利き、左利き、ユニバーサルグリップ、クルミまたはラミネートウッド、XXSからXL、スリムまたはレギュラーといった18種類の形状とカラーバリエーションの選択が出来ます。ベストなグリップで最高のパフォーマンスを手にいれることができます。

KUNI42
スタンプ

KUNI42
テキストボックス

KUNI42
テキストボックス
LP500は最先端技術を駆使して、独特な滑らかな撃発と精密な操作を保証します。 アブソーバーとジェットエアーチャンネル、スタビライザー、コンペンセーターは、反動を吸収する為に正確に作用して、弾後方の乱気流を防ぎ、シリンダーから供給される圧縮空気の影響を排除します。それらは銃口の跳ね上がりに対抗して、より良い精度を確保します。さらに、弾速はシステムによって正確に調整され撃発時の振動を最小限にします。LP500はあなたに絶対的な信頼を与えます！

KUNI42
テキストボックス
コンディション変化のない電子トリガーが使用できます。セカンドステージのトリガーウェイトは、最小限に抑えられます。 LED内臓電池残量インジケーターはWalther電子トリガーを普及させた革新的な機能です。正確に調節したメカニカルトリガーにも切り替えられます。LP500では新しいコンパクトなX-CHANGEトリガーユニットを搭載しており、ユニットごと交換できます。 電子トリガーはトリガーストップと充電式バッテリーを搭載しています。



“As an experienced shooter I make 
no compromises, and often it’s my 
small personal preferences that give 
me the decisive edge in competition. 
The big advantage of the LP500 is 
that I can design it according to 
what’s best for me.”

OLEG OMELCHUK,
World Cup champion and 
European champion

ONE GUN – INFINITE POSSIBILITIES. 
DO YOU KNOW WHAT YOU LIKE? THEN DISCOVER 
THE MODULAR SYSTEM FOR INDIVIDUALISTS! 
Greater precision, flexibility and convenience: With its countless exclusive 
features, the Walther LP500 has revolutionized air pistol technology. 
The differences are in the details!

Walther Modular System (WMS): One pistol – 
and a million combinations of features to choose from. 

Interchangeable X-CHANGE trigger unit, with a choice of electronic or mechanical 
trigger, easy to switch  
  
MASTER trigger blade, adjustable in four ways, including tilt in the shot direction  

CARBON cylinder made of aluminum-carbon composite

New SADDLE design of breech for easy loading 

5D grip with variable volume 

INLINE weights (internal, sliding) 

Finest craftsmanship finish and custom design

These are the exclusive advantages that you get from Walther:

BEUN
COMPRO
MISING

KUNI42
テキストボックス
「ベテラン射手として私は妥協を許さないが、ちょっとした身体的なパフォーマンスによって大会の決定的な差がつくことが度々有りました。LP500の大きなメリットは、私にとって最高のものに合わせて設計できることです。」

KUNI42
テキストボックス
LP500には高精度、自由度の高い設計、調整ができる数々の機能により、エアピストルテクノロジーに革命をもたらしました。今までとの違いが細部にまで施されています。

KUNI42
テキストボックス

KUNI42
テキストボックス

KUNI42
テキストボックス
これらは、あなたがワルサーからしか得ることのできない唯一無二のアドバンテージです:

KUNI42
テキストボックス
ワルサーモジュラーシステム（WMS）：1丁のピストルに対してさまざまな機能の組み合わせを選択できます。

KUNI42
テキストボックス
ユニット交換ができるX-CHANGEトリガー：電子トリガーユニットとメカニカルトリガーユニットが選択できます。

KUNI42
テキストボックス
マスタートリガーブレード：射撃方向の傾きを含む4パターンで調整可能

KUNI42
テキストボックス
アルミカーボン複合材製のシリンダー

KUNI42
テキストボックス
簡単なローディングのための新しいサドルデザインの装填口

KUNI42
テキストボックス
厚み可変の5Dグリップ

KUNI42
テキストボックス
バレル内部で位置調整が可能なインラインウェイト

KUNI42
テキストボックス
最上位の職人によって仕上げられたカスタムデザイン



BETHE
FIRST

BIGBAG LP transport rucksack, with 
room for LP500 in gun case, shooting 
shoes and lots of accessories 

01
02
03

04

05

06

07 – 13

14
15
16

On the right

Components

One for all? Yes, because the LP500 is versatile, in 
keeping with the diversity of its owners. Whether 
you’re an ambitious novice, experienced shooting 
club member or demanding professional, the 

Walther Modular System (WMS) lets you combine 
the components as you wish. We’ll build a model to 
match your personal requirements on our high-tech 
assembly line.   

TRY OUT THE LP500 YOURSELF!
Test the new LP500 at one of our selected authorized 
dealers  and let them explain all the new features in 
detail. Just inquire at one of our dealers.

GET YOUR LP500 PACKAGE!
A special gun deserves special protection. 
That’s why your LP500 comes in a high-quality 
Walther gun case. And on request a practical
transport rucksack will be included!

How does the 5D grip feel? How precise is the trigger adjustment? And is 
shooting really smoother than with other models? In short, does the Walther 
LP500 deliver what it promises? Find out for yourself and be one of the fi rst to 
benefi t from the high performance of the most innovative pistol on the market!    

BEST PERFORMANCE

BEST PERFORMANCE

BEST PERFORMANCE

BEST PERFORMANCE

MIX & MATCH. THE LP500 CONFIGURATOR.

Interchangeable mechanical trigger (M-trigger)
Interchangeable electronic trigger (E-trigger) 
LP500 system with:
Standard aluminum barrel jacket (80 g)
LIGHT compensator with rotating front sight 3.8/4.4/4.7
HEAVY steel compensator with rotating front sight 3.8/4.4/4.7 (not shown)
Front sight 3.2/3.6/4.0 (not shown)
GOLD barrel with gas ports (STABILIZER), 
or SILVER barrel without STABILIZER (not shown)
CARBON cylinder made of aluminum-carbon composite (160 g)
Aluminum cylinder, black, silver, blue or red (not shown)
3D molded match grip for right-handers or left-handers, with  
regular or slim grip volume, in sizes XXS to XL, made of walnut 
or colored laminated wood
5D grip, right-handed, with variable grip volume, size M/L  
ALL-IN-ONE molded polymer grip, right/left-handed, size S - L (not shown)
Color sets with compensator cone, trigger blade and 3D lettering. 
Color design in chrome, magenta, orange, green, yellow or blue. 
Red is reserved exclusively for the E-trigger (blade) and  
GOLD barrel (cone).
LIGHT barrel jacket (16 g)
Sliding INLINE weight, 10 g, for rectangular barrel jacket 
Barrel jacket weight, 30 g, for round barrel jacket
Weight bar, 25 g, with 20 g weights (not shown) 
HORIZONT grip plate for bench rest shooting (not shown)
Name plate for grip (not shown)
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KUNI42
テキストボックス
すべての射手の為の1丁であるかと聞かれてもYesと応えられます。LP500はその所有者の個性に合わせることができるので万能です。意欲のある初心者やベテラン射撃、こだわりを持っている射手に関わらず、ワルサーモジュラーシステム（WMS）を使用すると、必要に応じて構成を組み合わせることができます。ハイテクノロジーな組立ラインで個人の要求に合わせてLP500をカスタム構築します。

KUNI42
テキストボックス
０１　X-CHANGEメカニカルトリガー（Mトリガー）０２　X-CHANGE電子トリガー（Eトリガー）０３　LP500システム：スタンダードアルミニウムバレルジャケット（80g）ライトコンペンセーター、フロントサイト3.8 / 4.4 / 4.7ヘビースチールコンペンセーター、フロントサイト3.8 / 4.4 / 4.7（写真なし）フロントサイト3.2 / 3.6 / 4.0（写真なし）ゴールドバレル、ガスポート付（スタビライザー）、シルバーバレル、スタビライザーなし（写真なし）０４　アルミカーボン複合材製のシリンダー（160g）アルミシリンダー、黒、銀、青、赤（200g）（写真なし）０５　右または左手用の3Dグリップ、レギュラーまたはスリム、XXS〜XLサイズ、クルミまたはカラーラミネートウッド製０６　5Dグリップ、右手、サイズ調整可変、サイズM-Lオールインワン成形ポリマーグリップ、両利き、サイズS-L（写真なし）　  ０７－１３　コンペンセーターコーン、トリガーブレード、3Dレタリングのカラーセット。クロム、マゼンタ、オレンジ、グリーン、イエロー、ブルーのカラーデザイン。レッドは電子トリガー（ブレード）とゴールドバレル（コーン）専用です。１４　ライトバレルジャケット（16 g）１５　インラインウェイト（10g）、長方形バレルジャケットへのスライド取り付け用１６　バレルジャケットウェイト（30g）、丸型ライトバレルジャケット用ウェイトキャリアー（25g） 20gのウェイト付き（写真なし）ベンチレスト射撃のホリゾントグリッププレート（写真なし）グリップ用ネームプレート（写真なし）

KUNI42
テキストボックス
    構成部品

KUNI42
テキストボックス

KUNI42
テキストボックス
5Dグリップはどのように感じますか？ トリガーは思い通りに引けていますか？ そして、撃発時の反動は少なく他のモデルよりスムーズな射撃ができていますか？つまりは、ワルサーLP500は約束どおりのものを提供できていますか？自分自身で見つけ出し、最初の1丁として市場で最も革新的なピストルのハイパフォーマンスの恩恵を受けてください！
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KUNI42
テキストボックス
   運搬ケース（右ページ）

KUNI42
テキストボックス
AP運搬用ビッグバックリュックサック。LP500用ピストルケースの仕切り付きでシューズやアクセサリー類を多数収納できます。

KUNI42
テキストボックス
LP500について知ってみよう！代理店で新製品のLP500について問い合わせてください。新機能について詳細に説明させていただきます。

KUNI42
テキストボックス
LP500を手に入れよう！特別な銃には特別なケースを使用します。そのため、LP500は高品質なワルサーのピストルケースに入っています。 リクエストにより、持ち運びに便利なリュックサックにも入れられます！
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Want to learn more about the new LP500? Visit the Walther website and our social media channels to get 
the latest information on our current offers and promotions.

KUNI42
テキストボックス
新商品LP500についてもっと興味がある方はワルサー社のウェブサイトとソーシャルメディアのチャンネルで最新情報を入手してください。
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