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ミリタリーから始まるプロギア情報誌 !!

月号月号
ただいま 2 ヶ月に 1 度の

隔月発行中 !!

2015 年1010

ヘッドギアからフットウェアーまですべてが揃う !!ヘッドギアからフットウェアーまですべてが揃う !!

2015SHOT SHOW レポート

特集 「もしもこんな世界で生きるなら !!」

遂に登場 「マック堺」 !!

20152015 surprisesurprisesurprise
SALESALESALESALE

サプライズセールサプライズセール

世界最先端のミリタリー用品から

タウンユースまで !!

市販の雑誌じゃ告知できない

役立つ情報満載 !!

聖地「赤羽」発 !!



A4 サイズ、フルカラー全 64 ページの年間
保存版カタログです。プロギアマガジンと併
せてご利用ください！ ( 発行 : 年に 1 回 )

A5 サイズ、フ
ルカラー全 16
ページのミニカ
タログです。最新
の入荷品、メーカ
ー情報、店舗の情
報など ( 発行 :2 ヶ
月に 1 回の隔月 )

プロギアマガジン
ミリタリーから始まるプロギア情報誌 !!

【送付】
①過去 1 年以内に申し
込みまたは②過去当店
の通信販売をご利用い
ただいた方。★すでに
申し込んでいただいた
方で、毎回偶数月 (2、
4、6、8、10、12 月
) の 15 日までに届かな
い場合は、お手数ですが
再度申し込み願います。
Web サイト、または店
舗にてみなさまの申し込
みをお待ちしております。

カタログ会員
募集中 !!

期間限定で無料送付中 !!

プロギアカタログ
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プロギアマガジン　第 22 弾 - トルーパーズの近況報告

今年もどうやら夏が終わっていくようですが、みなさん
はどうでしたか ? 今年は 8 月に入りあまり「連日の猛
暑 !!」みたいな感じではなかったような。。。そして 9 月
後半のシルバーウィーク。。。今年はトルーパーズにも随
分たくさんのみなさんに、遠方から来ていただき、秋田、
熊本、愛知、広島、、、いやはや、ありがとうございます。
僕自身も店番をしていた日もあったのですが、店のイメ
ージダウンが気がかりです ( 笑 )。そんなわけでシルバー
ウィークは 9/23 に終わり、本誌の編集に約 5 日、印刷
会社に出して約 1 週間、、、今回も「5 日までにお届け」
が確実に不可能な日程です。
まぁ、みなさんも夏休みやシルバーウィークが、終わっ
て今更買い物モードでもないでしょうから、今回は特に

「これを買ってください !!」的な販促もあまりせず、ダラ
ダラと ( どういう販売店だ ?) 行きますので、みなさんも
そんなモードで気軽にパラパラとお付き合い程度でお楽
しみください ( 笑 )。

→入荷品もけっこうありましたが、
平和なもんです。連日、社内レンタ
ルの DVD( ベア・グリルスやウォ
ーキング・デッド ) をみんなで見て
色々再発見中です。

本誌がみなさんに届いたということは。。。

売り切れ中商品がわずか 5% に軽減 !!

カタログ送付の現状報告

今回も私どもの < ノリの付け過ぎ > の被害に遭わ
れた少し悲惨な封筒があったというのですか ?!!

「せっかく買おうと思ったのに品切れ中、、、」というガ
ッカリをさせたくない→在庫が売り切れる前に仕入先
に注文する→入荷しないので予定日を聞く→。。。ここ
から先はあえて伏せましょう ( 悪笑 )。とにかくご利用
いただくみなさんを「ガッカリ」させない為にも < 現
行 > < 廃盤 > または < 取り扱い中止 > をハッキリさせて
いくのです。トルーパーズとして < みなさまの安全で
安心できる、楽しい買い物空間 > づくりのひとつとし
て、まずは安定供給できる商品管理体制ができてきた
ことを報告いたします。目標売り切れ商品 0%!!
。。。とはいえ掲載品の売り切れ管理や在庫をする、し
ない等のこれらの件は、経営方針とか店舗の方向性と
かの話になってしまうかもしれませんね。

時々、「最近届かなくなっちゃったんだよね。」と
いうお客様がいらっしゃるのです。大半がお申し
込みや通販のご利用から、1 年半以上経過してい
る為かと思われます。一応通信販売を前提とした
サービスの為、あくまでも < 期間限定での無料送
付 > なのです。よってここがポイントです。

また、我々もとても困りながらも送付をしないの
が、< 営業所止め > をご希望される通販派のみな
さま。もし「いやカタログだけなら家に送ってく
れていーよ。なんだ、だから送ってもらえなかっ
たのかぁ♪」という方いらっしゃいましたら、お
手数ですが下記までご一報願います。

いつもホームページでご利
用いただいてるみなさま、
ありがとうございます。

それともたくさんの封筒づめを行ってい
く中、宛名に記憶に新しい名前を見つけ
てしまった時に、善意のつもりで書いた
お礼の一言が、書き間違えちゃったりし
て、結果汚い表記になってしまった封筒
があったというのですか ??!!

ツイッター再開しました。ぜひフォローし合い
ましょう !! まだ不慣れではありますが、いっし
ょに時代の流れについていきましょう。( 遅す
ぎ ? でもやや必至に !!)

そんな時こそ、 こちらです !!(↓)

毎回偶数月 (2、4、6、8、10、12 月 )
の 15 日までに届かない場合は、お手数で
すが再度申し込み願います。



タイトスポーツ / セーフティーライト 各色

好評につき再入荷 !!
Models SI-37301-1　ホワイト LED

SI-37301-2　レッド LED

Tactical Spec
サイズ :直径約 3cm/ 使用電池
:CR2032x2( 付属 )/ 点灯時間 :
約 24h( 連続 )/ 約 100h( 点滅 )
/ 重量 :約 12g( 電池含む )/ 防
水レベル :IPx6/ ベルクロスト
ラップ (円周約 12cm にまで対
応 )

1,836 円の品各 \600!!各 \600!!

軽量で防水性も高いマイクロライト !!
点滅 / 連続の 2 モード LED!!

背面クリップ / ベルクロストラップ !!
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TROOPERS NEWS 新製品各種

Models H4-APRPNVLR-BK　ブラック
H4-APRPNVLR-CT　コヨーテ

ハザード 4

32,400 円の品各 ¥24,800!!各 ¥24,800!!

ポンチョ　Villa(ヴィラ )各色

フロント ( 前面 ) にラージポケット
約 30x35cm のポーチスタイルに収納可能
両肩、 フロント、 バックにパッチ用ベルクロ

株式会社 KADOKAWA

図書館戦争 スタンダード ・ エディション

【収録内容】本編 :128 分 /< 映像特典 >■図書館 mi
ni 戦争 ■予告編集（特報２種、予告編、TV スポッ
ト 3種）<音声特典 >■原作者・有川浩×佐藤信介
監督によるオーディオ・コメンタリー /本編ディス
クに聴覚障害者用日本語字幕付き

正化 31 年。あらゆるメディアを取り締まる法律「メディア良化法」
が施行され 30 年が過ぎた日本。公序良俗を乱す表現を取り締まる
ために武力も厭わぬ検閲が正当化されていた。【キャスト】 岡田准
一 /榮倉奈々 /田中 圭 /福士蒼汰　他

(DVD/Blu-ray)

Models

特価\4,200!!\4,200!!

特価 \3,200!!\3,200!!
KD-DAXA-4493　Blu-ray

KD-DABA-4493　DVD

RTC-957-xx　ブラック
RTC-958-xx  OD
RTC-999-xx　OD/ ブラック

Models

ロスコ社

コンパス付きパラコード　ブレスレット
各色各サイズ

特価 各 \900!!各 \900!!

サイズ：8inc/
約 20cm　9inc/
約 22.5cm/ 幅：
約 20mm

8、9 インチ

RTC-1139Models

ロスコ社

ID バッジホルダー　ネックチェーン付き

\2,800!!\2,800!!6,264 円の品

Products Description

ポリスバッジ (別売 )
と ID カードの両面仕
様のネックホルダー。
内部に簡易カードケ
ース付き。ベルクロ
付きなので、映画の
主人公のように首か
らぶらさげておくこ
とも、ベルトに挟み
込んでおくことも可
能。

Tactical Spec 材質 :レザー他RTC-3770-xxModels

マイクロライト PVC レインスーツ
ネイビー / 各サイズ

各 \8,800!!各 \8,800!!15,660 円の品

Products Description

パーカーとズボンに分
かれた軽量の雨具です。
フロントはジッパー &
ボタン (ズボンには無
し )で胸部と背面に通
気口を配置。手首足首
共に袖口の調整可。

Size

材質 :PVC ナイロン

M/L(US)

JF.FB 迷彩Ⅱ型ボディアーマーベスト
各サイズ (S/M)

SG-JFBA2-xxModels

エスアンドグラフ

イラク派兵部隊が着用していた２
型のボディアーマーベストをモデ
ル化。コーデュラナイロン使用。
内側にある取り外し可能な六角形
のパットも再現。ゲーム用のため
内部には着脱可能なウレタンパッ
トを入れています。襟カバー付き
です。

特価各 \19,800!!各 \19,800!!

JF. 迷彩ベンチリュック

SG-JF-BRModels

エスアンドグラフ

特価\13,800!!\13,800!!

Tactical Spec
サイズ :本体 :約 43x33x15cm
/ ポーチ :約 28x17x8cm

Tactical Spec

サイズ :フリーサイズ /材質 :
86/14% ポリ /スパ
ンデックス (ライ
ナーはポリエステ
ル )

【発売元・販売元：KADOKAWA】



今回のショットショーレポートは、軍用ジャングルブーツで有名
なアルタマというメーカーを買収しノッてるブーツメーカー「オ
リジナル SWAT」。最近ようやく再入荷した今年の「フォース 8」
はおかげさまで大好評。価格もこの増税やらなんやらのご時世に
負けず税込 9,800 円をキープ !! そしてこのモデルは、衣装協力で

「S- 最後の警官　劇場版」にて隊員さん達に使用していただいてお
ります !!
ということで、
少しフォース
8 を中心にご
紹介していき
ましょう。
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ショットショー 2015
2015 SHOT SHOW レポート第 5 弾 !!

←テレビドラマの時は、主演の向井理 ( むかいおさむ ) さんのサ
インをいただけたので、劇場版では綾野剛 ( あやのごう ) さんの
サインを ( 激しく !!) 頼んだのですが、多忙の為ダメでした ( 泣 )。

←ということで、今年
も担当のラクエルさん
との両社の今年度の活
動に関する報告や夜の
世界中の代理店が集う
オリジナル SWAT の
ミーティング (→) で
隅っこで小さくなって
る日本代表については
この際省略して。。。

サイズはいずれも約
23cm から 29cm
まで用意しておりま
す。

どちらも乾燥地帯
から雨やオイル等
で湿った路面にま
で強い、最新の滑
り止めグリップのアウトソールを使用。そし
てホーク 9 がミッドソール、個々のシフトウ
ェイトに柔軟に対応するフレックスライトボ
ード、全体を安定させるヒールスタビライザ
ーと主に 3 重構造になっているのに対して、
低価格のフォース 8 は、かかと部分の衝撃吸
収性を高めたアウトソール、コルク材に似た
ヒールキックプレートの 2 重構造。そして両
モデル共に同メーカーの中敷を内蔵。

上の写真、左がフォース 8、右がホーク 9
ですが、低価格のフォース 8 に関しては、
ロス市警などに納入の多いオリジナル SW
AT として多くの警察官に意見を聞くこと
が多く、なかでも要望の多かった「つま先
を磨きやすいモデル !!」ということで、こ
のようなデザインにしたそうです。
低価格モデル ( あくまでも当店ではですが )
とはいえ、このように現場の隊員や職員さ
ん達の意見を取り入れてるから、毎年、N
EW モデルがリリースされていくんです。
今度、みなさんからの要望の多い「コヨー
テ色のフォース 8」もお伝えします。

フォース 8 サイドジッパーFORCE 8” SIDE-ZIP
( エイト ) ブラック

Models

25,336 円の品各 \9,800!!各 \9,800!!
OSF-155201-xx　ブラック各サイズ

限定特価にて
販売中

ホーク 9 サイドジッパーH.A.W.K.9 side zipper
( ナイン ) ブラック

Models

37,800 円の品各 \19,800!!各 \19,800!!
OSF-165231-xx　ブラック各サイズ

H,A.W.K.9 vs FORCE8

【業務連絡】この 2 年
ほど担当してくれてい
たラクエルさん退職の
為、新担当者ジェネシ
スさん (←) 登場。( ア
ニメ好きそうですね )
写真上は、トルーパー
ズ大好きマーケティン
グリーダーのブレット
さん。
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堺　達也 ( マック堺 )
18 才からエアガンシューティングをはじめ日本国内の Steel Challenge で複数回の優勝。
2004 年には SteelChallenge( 実銃の世界大会 ) で日本人初の総合優勝を飾った。実銃を持てな
い国からの優勝者が出たことでエアガントレーニングの重要性が注目される。

いつもマック堺の動画、ホームページをご覧頂きありがとうございます。シュー
ティング・エアガンを愛するみなさんと一緒に活動する交流場所として「マック
堺部」を立ち上げます。
エアガン競技やエアガンの安全な取り扱いを広めて行きたいと思います。マック
堺部を作る経緯長年エアガンを楽しみ十数年にわたり海外でも実銃射撃大会に出
場し、スティールチャレンジという競技に長年取り組んできました。
海外への競技射撃も一段落した今、考えました。長年楽しませてくれたエアガン
の射撃について、自分は何か出来ただろうか。エアガンの射撃は知られておらず、
若い世代は減っています。私に出来ることは、無いだろうか。
そんな思いから、Youtube での活動、エアガン教室等をはじめ最近では、１８才
未満の方を対象にした U18Steel という競技会を月に１回程度開くことになりま
した。エアガン競技や、安全なエアガンの取扱いを知ってもらうことで楽しませ
てもらったエアガン競技に何かお返ししたいと思っています。
私の力は微々たるものですが、共感できる方と一緒に今の活動ができればと思っ
ています。

( マック堺ホームページより引用 )

↑18 才未満の方向けの試合でブルズアイ競技の様子です。

プロフィール

... ということで

マック堺部について

TROOPERS NEWS

先日、私が個人的に
購入したファースト
ライト USA の「ト
ルク」を堺さんにパ
ス。達人にレビュー
していただき、「ト
ルク」の魅力をみな
さんに伝えていただ
きましょう !!

ちなみに約 2 ヶ月間、携帯していましたが職質などを受けることはありませんでした。( 行動範囲もかたよってますが。) そしてシューティングの
大会に出られる方、もし近いうちにマック堺さんと遭遇した際には、きっと携帯してくれてるハズなので、ぜひ生感想も聞いてみてください。

トルクシリーズに関するマック堺さんのレビュー動画をお楽しみに !!

エアガンシューティングの普及 !! マック堺さん !!

みなさんは、マック堺さんって。。。知ってますよね ? 今回、
偶然にもトルーパーズ近辺でお見かけし名刺交換と少しお話
もさせていただいたのですが、サービス業を行っている我々
が鏡にしなければいけない位の人柄のよさでした !!
みなさんの人気者になっているのも納得いきました。
そんなエアガンシューティングでは、知らない人はいないと
いう位のマック堺さんですが、彼が行っているエアーガンや
サバゲー用品のレビュー動画は、丁寧でわかりやすく、とて
も楽しい動画になっています。
そのレビュー動画にて、トルーパーズのカタログを紹介して
いただきました。他にも続々レビューしてもらってます !!

トルーパーズにも時々ご来店いただいているというありがたい
お話。マック節で紹介していただけるとは光栄な。。。

↓もし「知らなかった !!」という方は、ぜひこちらから !!

マック堺

１０歳から１８歳未満を対象に ( なんと無
料 !!) こんな活動もされていらっしゃるん
ですね。詳しくはマックさんの Web で。

マック堺と一緒にシューティング ・
安全なエアガンの取扱いを広めませんか？
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20152015 サプライズセールサプライズセールsurprisesurprisesurprise まだ間に合う !!... かもまだ間に合う !!... かも
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4個

各5個

1個 \2,400!!\2,400!! 1個 \3,200!!\3,200!!

1個

1個

2個

2個 限定10個

\24,800!!\24,800!!

\58,000!!\58,000!!

\4,500!!\4,500!! \1,000!!\1,000!! 1個 \13,800!!\13,800!!

\49,800!!\49,800!!

3個 \24,800!!\24,800!!

\9,300!!\9,300!!

各 \800!!各 \800!!

各 \500!!各 \500!!

SALESALESALESALE

\3,200!!\3,200!!

P60 ランプアッセンブリー

特価

シュアファイヤー

対応機種は、いずれも今やシブイこちら⇒6P/G2/G2Z/
Z2/C2/M2/L60/L36/LU60/M951/M952 他対応

→並行輸入
品です。

→第一世代で
す。( 緑画面 )

最近、また D
VD を見返し
てます。やは
りベアさんは、
色々スゴイ !!

対応出力：120 ルーメン

\4,800!!\4,800!!

P61 ランプアッセンブリー

特価

対応出力：65 ルーメンRTC-2101-PKModels

ロスコ社

リバーシブル　ハーフマスク

ピンクカモ

1,575 円の品\980!!\980!!

○ブラックとのリバーシブル
○100% ポリ○フリーサイズ

RTC-1462　スペシャルフォース
RTC-1488　レッドスカル

Models

US フラッグ

特価各 \1,400!!各 \1,400!!

サイズ :約 150x90cm
材質 :ポリエステル

Tactical Spec

各種

ネイビーシールズダイバーウォッチ

LNX-3001Models

45,360 円の品 \34,700!!\34,700!!

ルミノックス
ブラック

ブラック
Tactical Spec

ムーブメント :Ronda5
15（クォーツ )/ 防水
:20atm/200M// ケース
幅 :43ｍｍ/ケース :
カーボンファイバー /
ケース厚 :11mm/ ガラ
ス :ミネラルクリスタ
ルガラス /重量 :27g
（ベルト含まず）/ベ
ゼル :逆回転防止付
きベゼル

ネイビーシールズ　ダイバーウォッチ
カラーマークシリーズ

LNX-3051B/BKModels

45,360 円の品\34,700!!\34,700!!

Tactical Spec

ムーブメント :Ronda715
( クオーツ )/ 重さ：約 5
4g( ベルト含む )/ ケース
：カーボンファイバー /
ガラス：ミネラルクリス
タルガラス /ベゼル：逆
回転防止機能付きベゼル
/防水：200m/ ケースサ
イズ :幅：約 45mm/ 厚 :
約 14mm

Models MF-SB-EA-B

Tactical Spec
サイズ :約 44x33x11.5cm
素材：コーデュラナイロン

ミルフォース社 エグゼクティブ 3way アタッシュケース
2 つのメインコンパートメン
トの 1つはパッド入りでラッ
プトップ、周辺機器等の収納
に対応、もう 1つもパッド入
りでマチに余裕を持たせ出張
時の衣類、書類、等を収納で
き、内部チャック付メッシュ
ポケット付属。反対側にはジ
ッパーポケット内にショルダ
ーパッドが内蔵され、簡単に
背負うことができる 3Way 設
計。

\13,000!!\13,000!!

Models NO-NOIGM3X-IC

SD メモリーカードスロット付き
撮影可能なナイトビジョン
ビデオへの接続使用可能

ナイトオウルオプティックス

アイジェン　イメージキャプチャー

本製品に三脚、ビデオモニター、接続
用コードは付属していません。

世代 :第 1世代 /倍率 :2.6X/ 解像度 lp/mm:30 波
長範囲 :約 1000nm/ 電源 : AA アルカリ単３x4/ 重
量 :540g/ サイズ :約 23x10x6.3cm

168,735 円の品\118,100!!\118,100!!

Models NO-NOXB5

エクスプローラープロ 5 倍ビノキュラー

遠距離の観察に最適な 5 倍モデル
長時間の使用でも疲れにくい両眼モデル

IR ライト、 専用ポーチ付属

166,320 円の品\116,400!!\116,400!!

Tactical Spec

BG サバイバルブレスレット

BG Survival Bracelet

Models GB-31-001773N

Tactical Spec

3,996 円の品\2,700!!\2,700!!

全長 :約 29.2cm/ 材質 :
軽量パラコード

ほどくと約 3.7m の緊急用パラコードに
エマージェンシーホイッスル / フリーサイズ
サバイバルポケットガイド ( 英表記 ) 付き

BG モノキュラー　9x32

ブッシュネル

Tactical Spec

Models BN-180932C

11,124 円の品\7,800!!\7,800!!

倍率 :9 倍 / レンズ
:32mm/ 防水 /曇り防
止加工 /サイズ :全
長約 13cm/ 付属 :専
用ナイロンポーチ、
ストラップ、シグナ
ルミラー

\20,400!!\20,400!!

ブレード材：SLD 　ハンドル材：ウッド
（マホガニ）/全長： 245mm　ブレード長
： 117mm　刃厚：5mm 　重量：200ｇ（ナ
イフのみ：100ｇ）木ケース、皮ひも付

GS-TENCHI

26,352 円の品

Model

これらは、編集時 (9 月 28 日現在 ) の情報になります
ので、ご注文時に完売してしまっていたらお許しを。

多くの商品が店前に展示している為、パッケージ等が
イタんでしまわないようマメに手入れをしております。

望泉作　天地



T-DAYT-DAYT-DAY

-14-
TEL:03-6454-9170　FAX:03-6454-9171　E-MAIL:troopers@mild.ocn.ne.jp 

トルーパーズ通販部までお問い合わせ、ご注文は www.troopers1.com

試着のついでに

トルーパーズを訪れていただいた記念にぜひ 1 枚 !!
( 少し不慣れですが ) スタッフがタイミングを見て (?) 声
をおかけしてから撮影しますので、ぜひ T-DAY 仲間に
なって下さい !!( もちろん写真はその場でプレゼント !!)

いつものロゴで隠してしまうのがもったいないイー顔していらっ
しゃるみなさんです。なかなか声をかけるタイミングが難しくて、

「撮ってもらえばよかった。」という方いらっしゃいましたら、ご
めんなさい。みなさん側からも我々スタッフに、「写真撮って !!」
と気軽に声かけていただければ記念に撮りますので、どうぞ遠慮
なく申し付けください !!

はい、 ポーズ !!はい、 ポーズ !!

【応募方法】メールにて下記アドレスのトルーパーズ通販課
「プロギア写真応募係り」まで、住所・氏名・TEL・コメン
トを明記の上、写真 (2Mb くらいまでの大きさで形式は JP
EG でお願いします。) を添付してご応募ください。

プロギア写真募集 !!
トルーパーズでは、ご購
入いただいた商品を使っ
ている写真やお気に入り
商品の写真「プロギア写
真」を募集しています。
応募いただいた写真は、
本紙プロギアマガジン等
で使用、掲載させていた
だく場合があります。そ
の際はお礼に粗品を贈ら
せていただきます。あなたのお気に入りのプロ
ギア用品をコメントと共にぜひ、教えてくださ
い !!( 勿論、許可なく顔出しはしません。)

トルーパーズ へ！ようこそ！

みなさん、 ご来店ご協力ありがとうございました !!みなさん、 ご来店ご協力ありがとうございました !!

T-DAY 記念写真 & from みなさん

少し大きそうですが、
サイズ大丈夫でした
かね ?(↓)

←なにやらイベントの
衣装とのことでしたが、
無事に終わりましたか
ね ? ぜひまた !!

前号で始めた店内宝探し企画 < コード PGM> ですが、スタ
ッフ一同内心「やってくれる人いなかったら ?」と心配し
ていたのです。最初に店内でプロギアマガジンを持ってウ
ロウロしているお客さんを見かけた時は、正直興奮しまし
た。このようにノッていただけるみなさんには、いつも感
謝しております。

このまま、恒例化
に向けて。。。
しかし通販派の方
々も楽しめる企画
もやらなければ、
と色々模索中。

お二方とも大変キマッ
ております !! ありがと
うございます。

5.11 の商品を充実させて欲しいです。< 兵庫県 H.H. さん >これからどんどん利用していきたいです！ < 京都府 Y.R. さん >

日本ではとても豊富な品揃えでいつも助かっております。
これからもよろしくお願いします。< 広島県 Y.N. さん >

いつも素敵な商品で楽しませて頂いてます < 埼玉県 T.K. さん >

ご親切な対応に感謝 < 東京都 M.S. さん >

ﾏﾙﾁｶﾑのﾅｯﾌﾟｻｯｸが欲しい。< 東京都 J.K. さん >

マック堺の YouTube からきました。< 鹿児島県 T.N. さん >

いい品揃えみたいですね < 神奈川県 Y.N. さん >

 サバゲー用品の購入のときにいつもお世話になっています。
これからもよろしくお願いします！ < 埼玉県 K.T. さん >

これからも良い商品をお願いします。< 福岡県 T.K. さん >

はじめまして、お世話になります。先日、ちょっとお店を覗
かせて頂きまして、スタッフの方の対応を含めとても感じの
良いお店でしたのでご連絡させて頂いた次第です。今後とも、
よろしくお願いいたします。< 東京都 M.K. さん >
※　ちなみに可能であれば程度のお願いですが・・・貴店の
通販のお支払いは現在「代引き」のみとなっておりますが、
中年のサラリーマンが家族に内緒のへそくりで買い物するに
は、いささか不都合が多く困っているのが本音のところです

（このような人は他にも居るのではと思いますよ。仕事もあっ
て、日中はお店にもなかなか行けませんしね）。そこで、銀行
振込み等、代引き以外のお支払い方法があれば本当に助かり
ますので、もしよろしければご検討頂ければ幸甚に存じます。
以上、こちらの勝手な都合のお願いを申し上げましたが、何
とか工夫し（家族の目をごまかし）ながら、頑張りますので
よろしくお願い致します。

M.K. さんご来店およびおホメのお言葉ありがとうございま
す。そして M.K. さんの貴重なご意見は今、多くの日本全国
の同志が共感しております !! 大至急 < 代引き以外の方法 > を
構築しますので、もう少しの間がんばってください ( 汗 )!!

みなさまの声がなによりの励みになります。
プロギアショップ　トルーパーズ へのご意見ご希望ご感想など
をお聞かせください。

みなさん、いつもあたたかいお言葉ありがとうございます。
< みなさまの安全で安心できる、楽しい買い物空間 > を未熟な
がらもコツコツと積み上げていく上で、みなさんからのご意見
は 1 件 1 件が我々にとって大変ありがたいものなのです。

毎回このページが作ってて一番楽しいです !!


