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Piovanelli Arms Storeは数世代にわたって継承されてきた
情熱の証です。創設日に関して、同武器店としては、ユニークな経営手腕と先
見性のあるビジョンを後までもたらした父・Vittorioによって始められた（実際
にはその加工の実践はずっと前に始まっていましたが）会社の開業時点すな
わち1958年を指します。Vittorioは息子であるMarcoとAndreaに同社を遺贈
することができ、現在では広く国際的に認められる業界のリーダーであり同時
に世界中の常得意に評価され、すべての武器工場によって真剣で信頼性の高
いパートナーであると格付けされている会社だと言えます。

武器と付属品のディーラーである以外にPiovanelli Arms Storeは専ら専門知
識からのみ生まれることのできる製品に対する深い技術上の知識、および即
興の入り込む余地のない困難な取引に対する純粋な熱意も高く評価されてい
ます。
スポーツマンや収集家は競技で満足のいく結果や勝利を勝ち取るためには
どのように複雑な錬金術が達成されなければならないかを熟知しているの
で、Piovanelli Arms Storeは助言や修理のためだけに彼らから相談を受ける
ことも頻繁にあります。Piovanelli Arms Storeは製造業者と武器の両方につ





EMPRESA



いての専門知識や深い知識があるおかげで目的
の錬金術が実現するように依頼に応えることがで
きます。
Piovanelli Arms Storeには衣類や修理のワークシ
ョップに加えてハンティング、防御、射撃および再装
弾などの「世界」を専門的に統合した600平方メー
トルを超える展示エリアがあります。それらの世界
の多様性は完全に多様化された範囲の光学およ
び電子的な付属品と武器によって正確に支援およ
び評価される必要があるので、上記のどのようなも
のが顧客がPiovanelli Arms Storeで見かけるその
ような特異性を示します。なぜならユーザーの目的
やアプローチは様々だからです。

Piovanelli Arms Storeはハンティングと射撃の光
学の最初の較正およびおよび修理試験にとって理
想的な450メートル長の試験発砲ラインを備えた「
トンネル」によってそのサービスを完了させます。
適格で専門分野の人員によって取り扱われる社内
のワークショップはハンティングと射撃の両方また
は防御のための武器の修理または改造によって顧
客への迅速なサポートを実施します。

Piovanelli Arms Storeは単なるにビジネスブラン
ドというよりは、何世代もの間役立ってきた家族の
紋章であり、熱意を専門的技術と優れたコミットメ
ントで実行される職業へ変えることにおりこの世界
で識別されるものです。 

当社の社是とは：「貴殿の熱意に奉仕する情熱の
送達の熟練工の選択者たること」、当社は簡潔で直
接的なスローガンによって当社の付加価値をその
ような一文に要約します。



Piovanelli Arms Storeのチームによって共有される精神はそれが製品情報を
明確に伝達し表現する能力と考えられるかあるいは武器や防御製品の意識的
な使用を教育する傾向と考えられるかに関わらず「コミュニケーション」という
一つの言葉にうまくまとめられます。

熱意のコミュニケーションは当社チームの真の強みです。どの販売員もその分
野での長期専門知識を備えていますが、一方でそれらの同じスキルは製品の
予告プレゼンテーションの機会にオフィスや武器工場の地所の両方でアップ

グレードしたトレーニング過程によって絶えず更新されます。すべての顧客は
販売員が常に生み出す方法を知っている真の熱意を感じるものです。このス
ポーツの一般的な共有は人間関係を建設的かつ有効にします。
スポーツマン、オリンピック選手にも常に支援を行うPiovanelli Arms Storeは
提供物の幅および顧客に提供される助言の公平性の両方についてユニーク
な現実です。
全くイタリア的な現実ではありますが、今では国際的なアリーナでの重要な基
準点です。











Piovanelli Arms Storeでは貴殿の世界および貴
殿と同じ熱意を共有するおよび専門分野のスタッ
フに出会います。ハンティングはPiovanelli Arms 
Storeの主要なセグメントです。そのため最も要求
基準の高いハンターでも欠如するものを見つけら
れません。 
当社は自社の作業エリアを「世界」と定義します。な
ぜなら当社は世界そのものが要求するあらゆる種
類の必要性に対して貴殿が入手し、知識や助言を
得る必要のあるすべてのものを360º幅広く取り扱
うからです。貴殿が着手したい気分のハンティング
の種類についての疑問を解消するためPiovanelli 
Arms Storeに相談することができ、自分の課題に
より良く向き合うために答えや適切な助言を受け
取ることができます。 
貴殿が知る共通の熱意はPiovanelli Arms Store
の独特の要素であり、これにより同社は、最新のイ
ノベーションと最先端の技術ソリューションを備え
た気遣いのある常に最新の製品選択者となること
ができます。
Piovanelli Arms Storeでの「ハンティング」の世
界は次から成ります：ロングバレルの武器、ポイン
ティング光学、フィッティング、銃弾、スポッティング
光学、スタンド、装具、バッグ、スーツケースおよび
ナップサック、衣類、刃物類、自己トレーニングと学
習用の書籍と資料、再装弾およびあらゆるブラン
ドの多種類の付属品。
ハンティングのセグメント内では、海外でのハンテ
ィング、車でのハンティング、偽装とスタンドのハン
ティング用の特殊アイテムが見つかります。





Piovanelli Arms Storeでは、あらゆる優良ブラン
ドの幅広い個人用または住居用防御が見つかりま
すが、当社サービスが最高レベルのものになってい
るのはスタッフが提供する特定の補佐のおかげで
す。武器を買うだけでは十分ではありません、反対
に選択と購入に関する知識を得ることこそが必要で
す。Piovanelli Arms Storeでは、貴殿は購入につ
いてよく考えるように、またすべての典型的な使用
条件で武器を試した後で十分かつはっきりと納得
した場合にのみ購入に踏み切るように助言されま
す。
「防御」の世界には、ショートバレルとロングバレ
ルの武器、フィッティングおよび視界用部品、光学、
銃弾、装具、バッグ、スーツケースとナップサック、衣
類、刃物類および多種類の付属品など広範囲の品
揃えがあります。





これはPiovanelli Arms Storeとスポーツマンの
両方にとって最も魅惑的な世界です。複数の表現を
特徴とするこの原則では、錬金術（当社では好んで
そう呼びます）は全てのものが一つの力となって追
求されるべき公式です。以前に所有されていたセン
ターのおかげで、スポーツマンは新たな体験を試
す彼の熱意と希望を支える機会を見つけることが
できます。
世界で最も重要なトラップ射撃スポーツ協会であ
るTrap Concaverdeも所有するPiovanelli Arms 
Storeと恋に落ちるのは簡単です。12の射撃フィー
ルドを持つイタリアと欧州で唯一の施設です。スポ
ーツマンにはその年の毎日新しい課題のためにト
レーニングし向き合う可能性があり、また競技に参
加し、観客として公式選手権に出席することもでき
ます。
このような方法で貴殿は自分の総合的な熱意を経
験し、熟練した射手と各種類の武器の技術および
特性の情報を共有し、Piovanelli Arms Storeに武
器の定期的なメンテナンスと効率的な保管を委託
することができます。
当社の「射撃」の世界はロングバレルの武器、光
学、フィッティング、ショートバレルの武器、攻撃能力
の低い武器、射撃範囲パネル、衣類、シルエットお
よび射撃ターゲットおよびすべての専用付属品な
ど本当に広範囲のものから成ります。





この世界については、これはPIOVANELLI 
ARMS STOREでは全事業所に任せること
に決まりました。
Piovanelli Vittorio – Munizioni (つまり銃弾)。すべ
ての目的のために銃弾を取扱い準備することので
きる高度に専門化した部署である弾道学の世界に
専門家が相対的に関与しトレーニングを受けてい
ます。
「再装弾」の世界の中では次のようなものが見つ
かります。銃弾の金型、乾燥炉、イニシエーター、チ
ャック、精度マイクロメーター、薬包の洗浄、薬包ホ
ルダー、薬包プレート、トップパンチ、旋盤、切り取り
ダイ、ダイ潤滑油、自動サイズ調整ダイ、薬包、ラウン
ドボール、カイネティックハンマー、粉末、プライマ
ー、薬包、銃とカービン両方用のボール、ガスチェッ
ク、プレス機、スケール、銃弾プラー、投入機および
専用付属品。制止目的の広範囲の銃弾に加えて。
Piovanelli Vittorio – Munizioni (つあmり銃弾)が
確立されて より要求度の高い常得意、スポーツ選
手などすべての射撃で完璧を求める人達の要求を
満たします。部署のスローガンは「核心部の職業」で
あり、ここでは即興の余地を与えない声明としてす
べてを語っています。









長年にわたりPiovanelli Arms Storeは以下にリスト
するセグメントを専門的に扱うことができています。
彼らを最初はスポーツマン、次に収集家、最後は技
術上の漏洩者と見なす熱意の自然な展開は、国内
的および国際的両方での基準と受け取られていま
す。
Piovanelli Arms Storeでは貴殿はご自分の世界が
以下のように考えられていることがわかります。

• ハンティングおよび射撃の武器
• ハンティングと射撃用の銃弾およびカートリッジ
• ハンティングと防御の射撃
• 最良のブランドの再装弾材料
• ハンティングおよび射撃用の光学 
• 刃物類および防御武器
• ハンティング用の技術的な装具
• 弓および石弓 
• スポーティなハンティングおよび射撃用衣類
• 補佐および武器修理
• 最大800メートルまでの光学の較正
• 武器のカスタマイゼーション
• 4つの試験発砲ラインを備えた屋内トンネル 
• 武器保管の整備





Piovanelli Arms Storeはワークショップでこの分
野でのノウハウおよび専門知識をより良く解釈で
きます。高度に専門化したチームはすべてのロング
バレルおよびショートバレル武器でのどんな種類
の修理や整備も取り扱うことができます。ライフル
や武器、新しいチューブフィッティング、クローム処
理、褐色化、ブルニチュア、修理と復元、光学の組み
立てと光学の視準、小火器ロックシステムの修理な
どあらゆる種類の修理が可能です。整備を完了す
るため「カスタマイズしたサイズ調整」、ハンティン
グとトラップ射撃の両方用のカスタマイズした在庫
の作成、スムーズでライフル口径の武器および到
達するために必要などんなものでも実施します。当
社の武器店ではこれを完全な錬金術と定義したい
ものです。
ワークショップはPiovanelli Arms Storeがすべて
の主要な武器工場との間に持つ統合関係のおか
げで、独自の予定表で運営され適時の納品を保証
できます。
ワークショップが提供するサービスの中でもとりわ
け主要なものは下にリストされています。

• ハンティングと射撃武器の修正および設定 
• カスタマイズされた在庫 
• 床尾板の敷設
• すべての武器の機械部品の修理と装備
• エキストラクターの装備
• スプリングの装備
• 伝統的なブルニチュア、ホットブルーイングお 
 よび錆ブルーイング 
• シングルトリガー調整 
• ダブルトリガー調整
• シングルおよびダブルトリガー調整
• 武器復元および専門の武器回収センター
• チェカリング표면 돌기새기기



再装弾



Armeria Piovanelli Srl 
Via Cesare Battisti 19 IT-25017 LONATO DEL GARDA (Brescia) - Tel. +39 030 913 0076
Email: info@armeriapiovanelli.it - Website: www.piovanelli.com
ニュース、ノベルティグッズ、予定や販促にういては、 www.piovanelli.com上の専用フォームからアクセス
できるニューズレターへお申し込みください。 




