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精密で最先端の技術を用いた物作り。

創造性と革新的なデザインがブレンドされています。

これらは、私たちのライフルストックを作り上げる要素です。

シンプルでありながら独創的です。

GRSは、情熱的なハンターと射手のチームによって支えられています。

この情熱は、私たちが最高のライフルストックを生み出すための原動力な

のです。
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サポート
通常のサポートは三進小銃器製作所にて対
応します。
もし、三進小銃器製作所では問題解決がで
きない場合はお気軽に下記にご連絡くださ
い。 保証の規定はP29をご覧くださ
い。

ＧＲＳ連絡先
GRS Riflestocks AS
Ytre Haugen, NO-6763 Hornindal Norway

営業時間: 
朝8時 から 午後4時(ヨーロッパ中央時間) 
月曜日から金曜日



GRSライフルストックは、起業家精神と革新
的な技術を用い、心地いいフィット感を持つ
唯一無二なライフルストックを作り出してい
ます。

ノルウェーでは子供たちは両親から笑顔を学ぶと
言われ、価値観や心構えは世代間でしばしば受け継
がれる。

ノルウェーの他の多くの企業と同様、GRSは長い伝
統を持つ家族経営会社だ。

GRSは1983年、私たちの両親が家具製造会社 
"GrodåsMøbler"を設立したときに始まった。品質
に強い焦点をあてた職人魂が我々を短期間で急速
に成長させた。

GRSとは?

私たちは私たちがやるべきことをやってきた 
- 多くの勇気を伴った現場での経験とCNC機
械加工の専門知識、前進し続けること。
私たちはこの苦労が報われると信じてきた。

4



Oscarは、1997年に卒業してから数年間、社外で働
いていた。2000年彼は1年間のノルウェー軍の兵役に
就いた。1年間の兵役の後、彼はノルウェーの国家警
備隊に志願し、すぐにスペシャリストの部門で働き始
めた。3年間QRF(Quick Response Force)のシャープ
シューターと共に働き、7年間 QRFシャープシュー
ターチームのリーダーとして働き、彼はスキルと経験
を積んだ。
契約が終了した2010年3月に最高経営責任者（CEO）
と一部の所有者として会社を引き継いだ。しかし、そ
の時代は大変だった。

2008年から2010年まで、会社の歴史は一言で要約す
ることができる - 「危機」
ノルウェーの家具市場は金融危機の谷に落ちた、そし
て我々には生き残るための新しいアプローチが必要
だった。

幸いなことに、私達にはCNCマシンと優秀なスタッ
フがいた。そこで、我々は家具作りの経験とCNC加
工の専門知識を活かし、新しいものを生み出した。 
試行錯誤の上、私たちは最初のライフルストックを世
に送り出した - そして私たちは進み続けた。私たちは
会社を存続させ続けるという使命の下に、大変な努力
と多くの苦心を続け、成功を切望した。

その後、GRSは2011年に設立され、商標登録され
た。

私たちの最初のストックは衝撃を与えた。業界と顧客
の双方が私たちのストックがどういったものであるか
を知った - 単純に人々の射撃を向上させるアイテム
だった。GRSのストックはオンラインそしてソーシャ
ルメディアで急速に広まった。そしてすぐに我々は世
界の隅々にまでストックを出荷するようになった。
我々は昼夜を問わず流通ネットワークを確立した。

今、私たちは世界中の45カ国で活動しており、よう
やく私たちに笑顔が訪れた。そしてGRSブランドは、
革新的なプレミアムブランドとして世界的に認められ
ている。

これは私たちが守ろうとしている立ち位置だ。私達は
ディストリビューターを訪問しそして新しい顧客を
フォローアップするためにこれまで以上に努力する。
私たちの熱心な従業員は26人になり、そして健全に
成長している。
そして、我々はより多くのハンターとシューターが
GRSを認知していることを知り毎日笑顔になってい
る。

GRSのストックを使うとライフルが射手によりフィッ
トするようになり、面白いように命中精度が上がる。
これ以上何を求めますか？我々はまだ何も見ていない
のかもしれない。

G
RS
と
は
?

子供の頃、私たちは放課後ほぼ毎日工場で働いた。そこ
で私たちは若い起業家のスキルを教えられた。職人の
技、一生懸命働くこと、先入観を持たないこと。

椅子とソファはすべて良好だったが、私たちの本当の
情熱は常に射撃と狩猟に向いていた。1985年にHåvard
が彼の最初の「銃と弾薬の雑誌」を買ったとき、私た
ちは貪るようにそれを読んだ。これは銃器産業への関
心をさらに高めた。

Håvardは卒業後にCNCプログラミングと機械加工の仕
事を始めた。これは私たちにほとんど無限の可能性を
与えてくれた。
アイデアを製品にする能力を持っている - それは単純に
素晴らしいことだった。

研究と開発に対するHåvardの素晴らしい頭脳は、 
Oscarの現場経験とビジネスセンスとすぐに組み合わさ
れることになった。
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BIFROST
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This is the next generation.

長年の製品開発とテストにより、当社の新しい
GRS SpeedLock II 調整機構ができあがり
ました（特許出願中）。

新しい調整機構はさらに強化され、すべての追
加機能が標準装備されています。

GRS Berserkの大成功は私達に複合材料でより
多くのライフル銃のストックを開発するための
インスピレーションを与えました。

GRS Bifrostは、以前に製造された他のどのラ
イフルストックよりも強く、軽く、そして多用
途です。
GRS Bifrostのボディーは3色(グリーン、ブラ
ウン、ブラック)が発売されています。

BACK STORY
GRS Riflestocksは常に革新的な製品の先駆者
です。

GRS BIFROSTはあなたの経験を新たなレベル
に引き上げます。 
Håvardのデザインとイノベーションのスキル
のおかげで、Bifrostは以前のモデルよりも多
くの賢い機能を有しています。
そしてもちろん、アクションインレットの幅
広い選択肢を持ちます。
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GRS BIFROSTのメインボディーはグラスファ
イバー強化複合材で作られている。ボタン脱着
式のスリングマウントが素早いスリングの脱着
を可能にしている

ラバーでカバーされたエルゴノミックグリップ
はどんなコンディションでも確実にグリップす
る

GRS SpeedLock II 調整機構がライフルをあな
たの体に完璧に合わせるので大口径のリコイル
さえ抑えてくれる

標準で下記の調整が可能 

• プルレングス
• チークの高さ
• パッドの高さ
• パッドの角度

GRS Bifrostにはピカティニーレールが先台の
左右と下部、元台下部に装着可能。
標準でピカティニーレールは2個付属し、追加
レールは2個単位で購入可能。

COMPOSITE

SPECIFICATIONS BIFROST

グラスファイバー強化複合材製ボディ

GRS SpeedLock II 調整機構

プルレングス 35 - 38 cm

0.5” GRS Limbsaver Airtech リコイルパッド

全長 769 - 807 mm (インレットにより異な
る)

先台幅 58 mm

重量 1,350 グラム (Tikka T3 インレット)

ベディング不要

フラッシュカップ式スリングマウント
とプッシュボタン式スイベル
先台にバイポッド取り付け用のスリングマウ
ント

5° 単位でのパッドの角度調整

ピカティニーレール対応

ピカティニーレール 2個同梱

フラッシュカップ式スリングマウン
ト2個同梱

推奨締め付けトルク 5.2 NM

GRS BifrostGRS Bifrost
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• プルレングス
• チークの高さ
• パッドの高さ
• パッドの角度

GRS Wargのフロントエンドには、バイポッド
やフロントマウントのナイトビジョンとサーマ
ルオプティクスを固定するためのピカティニー
レールが付いています。

トップマウントのバイポッド（アダプターとバ
イポッドは含まれていません）ライフルの重心
がバイポッドの中心にぶら下がってとても安定
するため、プローン射撃に適しています。

先台はピカティニーレール、フラッシュカッ
プ、スリングスタッド、レーザー、懐中電灯な
どのM Lokアクセサリー（別売）の使用のため
に用意されています。

COMPOSITE

SPECIFICATIONS WARG

グラスファイバー強化複合材製ボディ

GRS SpeedLock II 調整機構

プルレングス 35 - 38 cm

0.5” GRS Limbsaver Airtech リコイルパッド

全長 849 – 887 mm (インレットにより異な
る)

先台幅 42 mm

重量 1,350 グラム (Tikka T3 インレット)

ベディング不要

フラッシュカップ式スリングマウントと
プッシュボタン式スイベル

先台にスリングマウント1個

5° 単位でのパッドの角度調整

ピカティニーレール対応

ピカティニーレール 1個同梱

フラッシュカップ式スリングマウン
ト2個同梱

推奨締め付けトルク 5.2 NM

GRS Warg
GRS Wargのメインボディーはグラスファ
イバー強化複合材で作られている。
ラバーでカバーされたエルゴノミックグ
リップはどんなコンディションでも確実に
グリップする

GRS SpeedLock II 調整機構がライフルをあ
なたの体に完璧に合わせるので大口径のリ
コイルさえ抑えてくれる

標準で下記の調整が可能 
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GRS Berserkは本当のラブストーリーです。オ
スカーが私たちの最大の業績の1つであると主
張しているストックです。
2016年に発売時、それは市場で最高の複合材
ストックでした。デザインと人間工学は誰にも
負けなかった。
それ以来ほとんど変わっていません - その人
間工学的なグリップとプルレングス調整機構の
おかげでほとんどのユーザーに適合します。
グリップ部と先台にゴム面を備えた超強力ボ
ディは、湿った、汚れた、寒い環境下でもあな
たに完璧なコントロールとグリップを与えま
す。

GRS Berserkにはベディングブロックが取り付
けられています。

推奨締め付けトルク 5Nm

GRS Berserk
SPECIFICATIONS BERSERK

グラスファイバー強化複合材製ボディ

GRS SpeedLock 調整機構

プルレングス 33.5 - 36.5 cm

0.5” GRS Limbsaver Airtech リコイルパッド

全長 760 mm

先台幅 58 mm

重量 1,400 グラム (Tikka T3 インレット)

ベディング不要

ピラーベディング済

フラッシュカップ式スリングマウントと
プッシュボタン式スイベル
先台にバイポッド取り付け用のスリングマウ
ント

オプション: 高さ調整式リコイルパッド

COMPOSITE

12



G
R

S
 B

e
rs

e
rk

13



∙ オイル仕上げ*
∙ 0.5” GRS Limbsaver リコイルパッド
∙ GRS SpeedLock 調整機構
∙ ドロップイン インレット – グラスベディング推奨

* X EATER はラッカー仕上げ

ラミネート
BIRCH LAMINATE
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ロイヤル ジャカランダ

ブラック&ブルー

ブラック&レッド

ブラック&グリーングリーン マウンテン カモ

ブラウン

ノルディック　ウルフ

ブラック

色のニュアンスは写真と異なります 写真はGRS Sporter
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GRS Hunter
BIRCH LAMINATE

SPECIFICATIONS HUNTER

樺の木 ラミネート(オイル仕上げ)

GRS SpeedLock 調整機構

プルレングス 33.5 - 36.5 cm

0.5” GRS Limbsaver Airtech リコイルパッド

オイル仕上げ

全長 760 mm

先台幅 53 mm

重量 1,450 グラム (+ - 10% インレットにより異な
る)

グラスベディングを推奨

8色対応

バーミントバレル対応

クラッシックな形状の調整式ライフルストック
が欲しいですか？まあ、もう探す必要はありま
せん。GRS Hunterは、標準のストックよりも
幅の広い先台で、ステイヤーと呼ぶことができ
るものです。
「狙って撃つ」という射撃の行為において、ラ
イフルを非常によくコントロールできます。
グリップは、射手を人間工学的に正しい位置に
するために、側面に対して6度の角度がついて
います。
この新しい製品は顧客のフィードバックに基づ
いてグリップのサイズとプルレングスを最適化
しました。
チークピースとリコイルパッドは、改善された
SpeedLockシステムのプッシュボタンで簡単に
調整できます。
新しい製品は旧製品と比較して40％強度が増
し、調整時に稼働箇所が、最大調整位置で停止
します。
SpeedLockシステムを使用すると、プルレング
スとチークの高さをすばやく調整できます。工
具は必要ありません！
チークを最も低い位置にすればボルトを抜くこ
とができます。
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GRS Sporter
BIRCH LAMINATE

SPECIFICATIONS SPORTER
業界で最高の人間工学的ストック。ストック形
状の最適化により、銃を握りやすく、⽴射での
ポジションを改善するのに役⽴ちます。グリッ
プは、射手を人間工学的に正しい位置にするた
めに、側面に対して6度の角度がついていま
す。

チークピースとリコイルパッドは、改善された
SpeedLockシステムのプッシュボタンで簡単に
調整できます。この製品は旧製品と比較して
40％強度が増し、調整時に稼働箇所が、最大
調整位置で停止します。
SpeedLockシステムを使用すると、プルレング
スとチークの高さをすばやく調整できます。工
具は必要ありません！チークを最も低い位置に
すればボルトを抜くことができます。
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樺の木 ラミネート(オイル仕上げ)

GRS SpeedLock 調整機構

プルレングス 33.5 - 36.5 cm

0.5” GRS Limbsaver Airtech リコイルパッド

オイル仕上げ

全長 760 mm

先台幅 53 mm

重量 1,380 グラム (+ - 10% インレットにより異な
る)

グラスベディングを推奨

8色対応

バーミントバレル対応
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GRS Hybrid
BIRCH LAMINATE

SPECIFICATIONS HYBRID

樺の木 ラミネート(オイル仕上げ)

GRS SpeedLock 調整機構

プルレングス 35 - 37.8 cm

0.5” GRS Limbsaver Airtech リコイルパッド

オイル仕上げ

全長 885 mm

先台幅 59 mm

重量 1,600 グラム (+ - 10% インレット
により異なる)

グラスベディングを推奨

8色対応

バーミントバレル対応

高さ調整式リコイルパッド装備

容易なバイポッドの取り付けのためのク
イック脱着式のスリングマウントを装備

プルレングスとチークは28 mmの調整幅

GRS Hybridを使えば、長距離ターゲットの命
中率が高くなります。GRS Hybridは長距離射
撃用の特別なストックです。
私達は.338ラプアマグナムでの1,500メートル
以上の射撃にこのストックを使うのが好きで
す。

元台下部はリアバッグを使用するために特別設
計された形状をしています。これは、正確な長
距離射撃での絶対的に最善な方法です。

先台は、フロントバッグ、フロントレスト上で
真っ直ぐに滑らせられるように底部が平らに
なっています。先台が長いほど、バイポッドの
取り付け位置が良くなり、長くて重いバレルの
バランスをとるのに役立ちます。

元台と先台には、1インチ幅のスリングループ
付きの取り外し可能なスリングマウントが1つ
付いています。

先台の先端にはバイポッドマウント用のスリン
グマウントが1つ装着されています。高さ調整
可能なリコイルパッドオプションが標準装備さ
れています。先台にはVersaPod spigod用(別
売)に事前に穴あけがされています（別途取り
付け必要）。
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GRS ブランクストック
BIRCH LAMINATE

すべてのGRSのラミネートモデル(すべての色)はブランク(インレットを彫ってい
ない)を購入可能です。購入後にご希望のインレットに合わせて切削が可能で
す。写真: GRS Hunter, ブラウン, 右, ブランク. 

Right

Left

Bottom

Top
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オプション
LAMINATE  I   SYNTHETIC  I   ALUMINIUM

ブ
ラ

ン
ク

ス
ト

ッ
ク

   
I  

 オ
プ

シ
ョ

ン

私たちは引き続き工具不要の高さ調整式リコイ
ルパッドオプションに対するビジョンを持って
います。ストックの新規発注時にあらかじめ装
着したり、お手持ちのストックに後から装着す
ることが可能です。
このオプションはステンレス鋼のバネとビスを
使用した硬質アルマイト処理したアルミニウム
製です。

調整幅は最高位置から最低位置で44mm、中心
からは下に16mmと上に28mm調整でき、4mm
間隔で調整できます。

GRSの高さ調整可能リコイルパッドは、GRS 
Bifrost、GRS Bolthorn、およびGRS Hybridに
標準装備されています。

1” GRS Limbsaver Airtech リコイルパッド

GRSライフルストックを注文の際、低い追加コス
トで1インチGRS Limbsaver Airtechリコイル
パッドを装着することができます。(標準は0.5イ
ンチ)
また、購入後も簡単に装着できます。全モデルに
適合します。

GRS 高さ調整式リコイルパッド
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1. 締付けネジを取り付けるためにM6ボルト
を抜きます。

2. SpigotをBifrostストックにストッパーを
下に向けて地面に向けて挿入します。

3. 前面下部のPicatinnyボルト穴に付属の短
いネジを使用してSpigotを固定します。

4. Bifrostストックの前面下部にある
Picatinnyレールを使用している場合は、
長い方のネジを使用してSpigotを固定しま
す。

オプション
GRS Spigot
SpigotはオリジナルとVersa-Podスタイルの
アタッチメントバイポッドに適合します。 そ
して装着はとても簡単です。

GRSのSpigotを使用するとバレルの中心線近く
にバイポッドマウントを装着でき、バイポッド
での射撃時の操作性が向上します。

重量 61グラム（ネジを含む）

まっすぐに撃とう！

COMPOSITE
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   オプションWARG AND RAGNAROK

GRS Spigot アダプター 
for ピカティニーレール
GRS Spigot for ピカティニーレールアダプターです！
あなたのピカティニーレールの先端にVersaPodスタイルの
バイポッド用のGRSSpigotを装着することができます。

このアダプターは、底部取り付けと上部取り付けの
両方に使用できます。
アダプターは6063の陽極酸化されたアルミニウムから
作られています。

重量 96グラム（ネジを含む）
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直径: 10 cm 
幅と高さ: 12 cm 
重量: 725 グラム 

バッグにはプラスティック
の粒が充填されています。
決して腐りません。

リアバッグ
バイポッドで射撃をする最善の方法は、GRSリ
アバッグを使用することです。
射撃精度の向上に役立ち、リアの一脚よりはる
かによく機能します。
バッグの表面は非常に滑らかで、射撃時にス
トックを簡単にスライドさせることができます
- 最大の精度が得られます。

リアバッグにはカラビナフックが装着されてお
り、リアバッグをライフルスリングに簡単に取
り付けることができます。
こうすればリアバッグをなくすことはありませ
ん。

Campfire マグ
狩りの最中、または狩りの後に、たき火を囲
んで仲間とコーヒーや紅茶を飲むことを想像
してみてください。 本当にリラックスできる
状況のひとつですよね。

クラッシックなGRSマグは折りたたみ式ハンド
ルを備え、バックパックの中、またはカラビナ
の外側に簡単に収まります。 必要ならば、マ
グカップを小さな鍋として使うこともできま
す。 私たちのマグカップは、PrimusやEsbit
バーナーなどの調理器具に適しています。

アルミニウムボディと熱が伝わらないハンド
ル。
内容量 350ミリリットル

GRS 関連商品
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SPECIFICATIONS FEMUND

重量: 325 グラム (シースを含む)

全長: 23.5 cm

ブレード長: 11.5 cm

鋼材: Böhler 690

ハンドル: 樺の木ラミネート(オイル仕上げ)

シース: ブラックオックスレザー with
エッジブロック

8色対応. P19参照

Femund ナイフ
野外活動での究極のナイフを作るため
Bruslettoとコラボしました。

GRS Femundは、スカンジナビアのグラインド
と指の保護機能を備えた重いフルタングの狩
猟用ナイフです。 ブレードはドロップポイン
トです。

美しいGRS Femundナイフは丈夫でバランスの
とれた、手にぴったり合うナイフです - 狩猟に
も釣りにも最適です。

ハンドル材はラミネートストックと同色の8色
に対応しており、ライフルとナイフをおそろ
いの色にすることができます。

シースはGRSディープシースとクラシックシー
スの二種類があります。

GRS 関連商品
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その他
メンテナンス
GRSラミネートライフルストックはオイル仕上げ
で処理されています。

湿気がラミネートに入るのを防ぐために、オイ
ル仕上げを年に2〜3回（頻度は用途によって異
なります）維持することが重要です。

オイル仕上げの木製およびラミネート素材はす
べてメンテナンスが必要です。

どうやってオイル仕上げを施してよいか不明な
場合は三進小銃器製作所までお問い合わせくだ
さい。

オイル仕上げの方法に疑問がある場合は、GRS販
売店にお問い合わせください。または、当社の
Webサイトで説明ビデオをご覧ください。

* GRS X EATERはラッカー仕上げされています
ので、オイルでメンテナンスしないでくださ
い。

組み付け
ほとんどのGRSラミネートストックはドロップ
インインレットとして製造されています。
いくつかの例外を除いて、組み付けはアクショ
ンのボルトを外してGRSストックにアクション
を移設するだけです。
ボルトの推奨締付トルクは次のとおりです。

• ラミネート: 3-3.5 N·m (26-31 In/Ibs),
• Berserk: 5 Nm  (45 In/lbs)
• Bifrost: 5.2 Nm  (45 In/lbs)
• Bolthorn: 5.5-6 Nm (48-53 In/lbs)
不明な点がある場合には三進小銃器製作所まで
お問い合わせください。

Glass bedding
最高の精度を得るためには、すべてのラミネー
トストックにはグラスベディングを推奨しま
す。
マグナムカートリッジを使用する際は、必ずグ
ラスベディングを施してください。

以下のインレットは口径にかかわらず必ずグラ
スベディングが必要です。
• Schultz & Larsen
• Röessler Titan 6
• Sauer 100
• Blaser R8 Professional
• Blaser R93 Offroad/Professional
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GRS ニュースレター
ニュースレターにサインオンして、他
の人よりも先に最新のニュースを入手
してください。
私達のウェブサイトから登録してくだ
さい。

そ
の

他GRS 保証
GRSライフルストックの保証期間は、購入日か
ら2年間です。

保証サービスを受けるには、購入を証明する書
類が必要になります。 この保証期間内に、
GRS Riflestocks ASは、修理、調整、または同
一または同等品質の部品との交換によって、最
初の購入者にとって製品の欠陥を修正すること
に同意します。

保証は材料と技量の欠陥をカバーします。 製
品の誤用、メンテナンスの誤り、改ざん、また
は許可されていない修理が原因で故障が発生し
た場合、保証は除外されます。

保証の下でサービスを受けるには、購入先に連
絡してください。
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Hornindal

GRS 本社
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このパンフレットのすべての製品の写真、説明、仕様が正確であることを確認する
ためにあらゆる合理的な努力を払っています。
ただし、それでも不注意によるエラーが発生する可能性があります。
相互の利益のために製品を改善するための当社の継続的な努力によるデザインまた
は材料の変更は、その後の刊行物が発行される前に仕様の変更をもたらす可能性が
あることに注意してください。
GRS Riflestocks ASは予告なく仕様を変更または変更する権利を留保します。
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株式会社 三進⼩銃器製作所 立川営業所

住所　 東京都⽴川市柴崎町3-12-20
電話　 042-522-3457
EMAIL sss.gun@hyper.ocn.ne.jp




