お客様各位

20191=3月 25日

「Aボ ル トショッ トガンJ回 収に関するお願 い とお詫び
拝啓

L申 し上げます。
平素は、弊社製品をご愛顧賜 り、厚 くおネ

この度、2016年 7月 〜2019年 2月 に弊社 で製造 しま した 「Aボ ル トション トガン」 に
おいて、一部 トリガーの作動 に不具合 が発見 され、場合によつてはボル トを閉めた ときに
予期せ ぬ発射 を引き起 こして しま う可能性が考えられます。従 いま して、お客様 の安全確
保 を目的に、お客様 の 当製品 のご使用 を一旦停 止いただ くとともに、当該銃 の回収 を行 い
問題 の有無 を確認 させていただ くことと致 しま した。
なお 、お客様 の銃 に関 しま しては一旦回収 させていただき、弊社 での点検後 に返却 させ
ていただ くとい う流れ をとらせていただ きた く存 じますが、点検結果 によつては部品交換
等の処置 を施 させていただ く場合 もございます。可能な限 り 1日 で も早 くお客様 のお手元
にお預か りした銃 を返却 させていただ くべ く努めて参 ります ので、 ご理解 ご協力の程何卒
よろ しくお願 い申 し上げます。
つ きま しては、株式会社

4ヽ

宮銃砲火薬店 より販売 しま した Aボ ル トショッ トガ ンにつ き

ま して、同社 まで ご返却 いただけるよう、切にお願 い 申 し上げます。 また、甚だ勝手なお
願 いで恐縮ですが、お客様 の安全確保 のため、早期 での商品回収 にご協力をお願 い 申 し上
げます。
今後は、よ リー層 の品質管理 の徹底 に努 める所存 でございます ので、何卒 ご理解賜 りま
すよう心よりお願 い申 し上げます。

敬具

株 式会社 ミロ
代表取締役

ヽ

°
'

2019年

お 客様各位

札幌 市北 区北

3月

25日

18条 西 4丁 目 1番 22号

株 式会 社
代 表 取締 役

小宮銃 砲 火 薬 店
小

宮

修

TEL(011)726‑4245

『 ブローニングAボ ル トショッ トガン』
不具合 の お知 らせ とお願 い
拝啓、皆様 には益 々 ご健勝 のこととお慶び申 し上げます。
皆様 にお使 いいただいてお ります『 ブ ローニングAボ ル トシ ョッ トガン』 の不具合 に関 し
てお知 らせ とお願 いが有 り、ご通知 させていただ きま した。
『 ブ ローニングAボ ル トシ ョッ トガン』 の製造元であ ります ミロク製作所 より別紙 の通
り、一部 の銃 に引き金 の取 り付けの際、調整 の不備が確認 されま したので、一旦お手元の
銃を回収 し、引き金部 の点検及び調整 をす ることとな りま した。
この度 の不具合は引き金部 の不具合 です。今回の点検、調整 がお済み になるまでの間は
銃 のご使用を一旦停止 して くださいます ようご協力お願 いいた します。
お客様には大変 ご面倒 をお掛けいた しますが、万が一の事故防止の為にも、銃 の速や かな
回収に ご協力をお願 い致 します。

●銃 の発着 に関 して
この度 の銃 の 点検及 び調整 は 、全 て製造元 の変

ミロ ク製作所 (高 知県 )の 工場 にて行 い

ます 。

《婦

小官銃砲火薬店 へ 銃 をお預 けの場合》

当社 にてお客様 の銃 をお預 か りす る場合 は 、銃 のお預 か り後、 お 客様 の お手元 に銃 が戻 る
まで概ね 2週 間程度 を予定 してお ります。
《お客様 よ り直接 メー カー ヘ 発送 の場合》
お客様 よ リミロ ク商事 婦 へ銃 を直接発送 の場合 は、銃 の到着後 3〜 4日 にて点検 が 終 了
し、そ の後お客様 へ 発送 の流れ とな ります。

銃の回収方法は、お客様のご都合及びお住 まいの地域により下記①〜③の回収方法 よりお
選びください。詳 しくは、婦 小宮銃砲火薬店へお尋ねください。

※必ず薬室及び弾倉 内に弾が無 いか確認 して くだ さい。
①『 ブ ローニ ングAボ ル トシ ョッ トガン』 を当社 (婦

小宮銃砲火薬店)へ お持ち込みい

ただ く。
②『 ブ ローニングAボ ル トシ ョッ トガン』 を当社 (婦

小官銃砲火薬店)へ 発送 していた

だ く。
※銃 の発送には銃本体収納用 の専用段ダ ンボール箱 を当社 よ り元払 い にてお送 りいた しま
す。銃 を郵便局 より『書留小包 の着払 い』 にて下記 の住所へお送 りください。 (着 払 の送 り
状 は専用ダンボール と一緒 にお送 りいた します。)

● 送 り先

〒001‐ 0018 札 幌 市北 区北
株 式 会社

18条 西 4丁 目 1番 22号

小 宮銃 砲 火 薬店

TEL(011)726‑4245
※銃の発送の際には『 銃砲所持許可証の写真のページ とAボ ル トショッ トガンが記載 され
ているページの計 2部 をコピー して同封をお願 い致 します』
③『 ブローニングAボ ル トショッ トガン』 を直接メーカー
いただく。

(ミ

ロク商事 漆
1)へ 発送 して

※銃の発送には銃本体収納用の専用段ダンボール箱を当社 より元払いにてお送 りいた しま
す。銃を郵便局より『 書留小包の着払い』 にて下記の住所へお送 りください。 (着 払の送 り
状は専用ダンボール と一緒にお送 りいた します。)
●送 り先

〒783‐ 0006 高知県南国市篠原
ミ ロ ク 商事

537番 地 の 1

株 式 会社

TEL(088)863‑3069
※銃 の発送 の際には『 銃砲所持許可証の写真のページ とAボ ル トシ ョッ トガンが記載 され
ているペ ージの計 2部 をコ ピー して同封をお願 い致 します』
皆様 には時節柄、銃 をご使用中とは思 い ますが、早急に ご対応をお願 い致 します。
この度 の不具合に関 しま して、皆様には大変 ご迷惑 とご不安をお掛け致 します ことを、心
よりお詫び申 し上げます。
株 式会社

小宮銃砲火薬店

