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9.Solutions　ナインドットソリューションズ

9.Solutionsという社名は「ナインドットパズル」に因んで名づけられました。「既成概念に囚われない」をモットーに、撮影現場での問題を解決すべく
革新的な製品を創造しています。グリップ力に優れたクランプ、簡単に角度調整が可能なアームなどデザイン性と機能性を両立させた製品は、
長時間にわたる撮影の現場でもすばらしい安定性を発揮します。クランプ類の耐荷重は10～30kgと非常に頑丈なつくりで、大切な機材をしっかり
と固定します。また、クランプとアームを組み合わせて使うことで、より使用の幅が広がります。用途に合わせて、最適なアイテムをお選びください。

GoPro マルチツール
9.XA1009

￥500（税抜）
GoPro のつまみネジとナインドットソリューショ
ンズ製品に多く使われている 3/16 インチ六角穴
付きネジ専用のマルチツールです。栓抜きとして使
用することもできます。　　　　　　　　　　　　

　

重量 ： 11g　用途 : GoPro つまみネジ専用レンチ、
3/16 インチ六角レンチ、栓抜き

アクション カメラ フラット クランプ
9.XA1013

 　　　

￥2,500（税抜）
バックパックのショルダーストラップなどにアクセ
サリーをマウントするためのクランプです。両側に
ある1/4 インチネジ穴にアクションカメラ L- ブラ
ケットやクイックマウントアングルジョイントなど
のアクセサリーを直接取り付けることが可能です。

重量 ： 83g　取付部 : 1 /4 インチネジ穴×2
　　

アクション カメラ L- ブラケット
9.XA1017

￥2,100（税抜）
GoPro などのアクションカメラの取付角度を 90
度変えることができるブラケットです。付属の1/4
インチつまみネジにより様々なアクセサリーに取り
付けることが可能です。　　　　　　　　　　　　

重量 ： 48g　取付部 ： クイックマウントレシーバー、1/4イ
ンチマウンティング穴×6　同梱物 : 1/4インチつまみネジ 

JAN: 4897068900108 JAN: 4897068900115 JAN: 4897068900146

ティルト スタッド アダプター
9.VT5098

￥4,000（税抜）
5/8 インチオスダボにVESAマウント等のアクセ
サリーを取り付けてティルト可能にするジョイント
です。本体取付部は 5/8 インチメスダボです。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

重量 ： 445g　耐荷重 : 35kg　　　　　　　　　　
取付部 :  5/8 インチメスダボ、5/8 インチオスダボ

JAN: 4897068900719



5/8 インチ ロッド コネクター
9.VBROD10

￥5,300（税抜）
5/8インチロッド、または3/8インチネ
ジ穴があるアクセサリーを取り付けるこ
とができるコネクター。両端は3/8 イン
チネジ、中心部には3/8 インチネジ穴が
あるため、直角にロッドを接続すること
も可能です。6 個セット。

重量 ： 32g　取付部 : 3/8 インチネジ ×
2、3/8 インチネジ穴

両端が 3/8 インチネジ
になっています。

5/8 インチ ロッド セット

両端が 3/8 インチネジ穴になっている 5/8 インチロッドです。両端が 3/8 インチネジのコネクターが
1 つ付属します。コネクター中心部には 3/8 インチネジ穴があるため、直角にロッドを接続することも
可能です。長さは150、250、500、750、1000mm の 5 種類。各 2 本セット。

重量： ロッド 54、93、192、285、390g (1 本 ) 、ロッドコネクター 32g　長さ : 150、250、500、
750、1000mm　取付部 : 3/8インチネジ穴×2　同梱品物： 5/8インチロッドコネクター

3/8 インチネジのコネクター
が 1 つ付属します。

150mm 9.VBROD5 ￥2,500（税抜）JAN: 4897068900498

250mm 9.VBROD6 ￥2,900（税抜）JAN: 4897068900504

500mm 9.VBROD7 ￥3,700（税抜）JAN: 4897068900511

750mm 9.VBROD8 ￥4,500（税抜）JAN: 4897068900559

ベイビー ピンズ

9.VB5101-H ￥2,400（税抜）

3/8 インチネジ、3/8 インチネジ穴に 5/8 インチオスダボを取り付けるためのアクセサリーです。
2 本セット。
　

重量：55g　全長：87.5mm　取付部 ： 5/8インチダボ、3/8インチネジ、3/8インチネジ穴　　　　　　　　　

JAN: 4897068900788

1000mm 9.VBROD9 ￥5,000（税抜）JAN: 4897068900528

3/8 インチ ロッド セット

両端が 3/8 インチネジになっており、様々なアクセサリーと併用することができるロッドです。長さは
150、250、500mm の 3 種類。各 2 本セット。

重量 : 30、50、100g (1 本 )　サイズ : 150、250、500mm　取付部 : 3/8インチネジ×2

150mm 9.VBROD1 ￥900（税抜）JAN: 4897068900450

250mm 9.VBROD2  ￥1,100（税抜）JAN: 4897068900443

500mm 9.VBROD3 ￥2,100（税抜）JAN: 4897068900436

3/8 インチ ロックナット
アンド コネクティング ナット
9.VBROD4

￥1,700（税抜）
3/8 インチネジに取り付けるアクセサリー
を固定させるためのロックナットと 2本の
3/8 インチロッドを繋ぎ合わせるためのコ
ネクティングナットです。ロックナット6個
とコネクティングナット2個のセット。

重量 ： ロックナット 18g（1 個）、コネクティ
ングナット 27g（1 個）

JAN: 4897068900467

JAN: 4897068900535

3/8 インチ ギャグ
9.XR1011

￥2,900（税抜）
3/8 インチのパススルーソケットに
2本の3/8インチロッドを平行に360
度自由な位置で取り付けることができ
るジョイントです。片方のソケットはサ
イドが空いているのでロッドの途中か
らでも取り付けられます。

重量 ： 61g　取付部 : 3/8 インチパスス
ルーソケット、3/8インチサイドオープン
パススルーソケット

5/8 インチ
デュアル ノブ ギャグ
9.VG5096D

￥5,600（税抜）
5/8インチロッド、または3/8インチ
ロッドを 2本平行に 360 度自由な位
置で取り付けることができるジョイン
トです。また、個々を別々に締めること
が可能です。

重量 ： 340g　取付部 : 5/8 インチパ
ススルーソケット×2、3/8インチパスス
ルーソケット×2

5/8 インチ ギャグ
クローズド
9.VG5096A

￥4,500（税抜）
5/8 インチロッドに 5/8 インチロッ
ド、または3/8 インチロッドを平行に
360 度自由な位置で取り付けること
ができるジョイントです。　　　　　　
　　

重量 ： 165g　取付部 : 5/8 インチパス
スルーソケット×2、3/8 インチパスス
ルーソケット

5/8 インチ ギャグ
オープン
9.VG5096

￥4,500（税抜）
2 本の 5/8 インチロッドを平行に
360 度自由な位置で取り付けること
ができるジョイントです。片方のソケッ
トはサイドが空いているのでロッドの
途中からでも取り付けられます。

重量 ： 160g　取付部 : 5/8 インチパス
スルーソケット、5/8インチサイドオープ
ンパススルーソケット

クイック マウント レシーバー
3/8 インチ ギャグ
9.XL1012

￥2,100（税抜）
クイックマウントレシーバーを3/8 イ
ンチロッドに取り付けるためのジョイ
ントです。ソケットのサイドが空いて
いるため、ロッドの途中からでも取り
付けられます。

重量 ： 39g　取付部 : クイックマウント
レシーバー、3/8 インチサイドオープンパ
ススルーソケット 

JAN: 4897068900238
JAN: 4897068900474 JAN: 4897068900481 JAN: 4897068900245JAN: 4897068900696



クイックマウントシリーズ
クイックマウントシステムは、マグネットとネジを使用した専用のマウントシステムです。カメラなどをクイックマウントレシーバーへ片手で素早く装着し、お好みの位置で固定することができます。

クイック マウント 大型カメラ用
9.XA1015

￥1,800（税抜）
一眼レフサイズの大型カメラに対応するクイック
マウントです。1/4インチネジにより大型カメラや
様々なアクセサリーを専用のマグネットマウント
よって素早く、そして片手で簡単にナインドットソリュ
ーションズのクイックマウントレシーバーに装着して
ネジ止めすることができます。

重量 ： 88g　取付部 ： クイックマウント、1/4インチネジ 

クイック マウント レシーバー 
1/4 インチ
9.XA10075

￥700（税抜）
1/4 インチネジ穴に取り付けることができるクイッ
クマウントレシーバーです。3/8 インチ六角レン
チ、または GoPro マルチツールが必要です。

重量 ： 19g　取付部 ： クイックマウントレシーバー、
1/4 インチネジ　同梱物 : 1/4 インチネジ

クイック マウント レシーバー 
3/8 インチ
9.XA1016

￥800（税抜）
3/8 インチネジに取り付けることができるクイッ
クマウントレシーバーです。　　　　　　　　　　
　

重量 ： 14g　取付部 ： クイックマウントレシーバー、
3/8 インチネジ穴 

クイック マウント 小型カメラ用
9.XA10072

￥1,200（税抜）
小型カメラに対応するクイックマウントです。1/4
インチネジにより小型カメラや様々なアクセサリー
を専用のマグネットマウントによって素早く、そして
片手で簡単にナインドットソリューションズのクイック
マウントレシーバーに装着してネジ止めすることがで
きます。　

重量 ： 12g　取付部 ： クイックマウント、1/4インチネジ

スクリュー プレート型
クイック マウント レシーバー 
9.XA10074

￥1,400（税抜）
ネジ止め可能な場所に取り付けることができるプ
レート型のクイックマウントレシーバーです。付属
のネジとロックナットにより15mmまでの厚さに
対応します。

重量 : 55g　取付部 : クイックマウントレシーバー、
スクリュープレート ( 直径6.5mm、皿穴 )
同梱品 : 1/4インチネジ×2、1/4インチナット×2

クイック マウント GoPro 用
9.XA10073

￥1,500（税抜）
GoPro に対応するクイックマウントです。専用のマグ
ネットマウントにより、GoPro を素早く、そして片手
で簡単にナインドットソリューションズのクイックマウ
ントレシーバーへ装着してネジ止めすることができま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

重量 ： 55g　取付部 : クイックマウント、GoProコネクター

ラージ チューブ マウント
9.VA5099

￥3,500（税抜）
クイックマウントを使用して、棒状のものにカメラ
や様々なアクセサリーを取り付けることが可能に
なるクイックマウントレシーバーです。可動するク
ランピング部により取付部のサイズや形状を選び
ません。

重量 : 236g　耐荷重 : 20kg　取付可能幅 : 30-
60mm ( 円柱 )、40×400mm ( 角柱や楕円柱など ) 
取付部 : クイックマウントレシーバー

クイック マウント レシーバー
3/8 インチ ロッド
9.XM1010

￥2,300（税抜）
クイックマウントレシーバーをオフセットするため
のロッドです。先端には互いに取付位置が90度異
なるクイックマウントレシーバーが２つ付いていま
す。

重量 ： 55g　ロッドサイズ ： 3/8 インチ　取付部 ： 
クイックマウントレシーバー×2、3/8 インチネジ

クイック マウント レシーバー 
接着式プレート
9.XA1018

￥1,400（税抜）
しなやかなアルミニウムを使用することにより、曲
面にも接着できるクイックマウントレシーバーで
す。ヘアドライヤーで熱すると剥がせるので使い回
すことができます。

重量 ： 23g　取付部 : クイックマウントレシーバー、
接着式プレート

クイック マウント　　　　　　
アングル ジョイント
9.XA1008

￥2,700（税抜）
クイックマウントアクセサリーの取付角度を変える
ことができるジョイントです。組み合わせて様々な
角度に変えることも可能です。　　　　
　

重量 ： 52g　取付部 : クイックマウント、クイック
マウントレシーバー

グースネック
9.XG1029

￥3,200（税抜）
クイックマウントシステムに最適なフレキシブル
アームです。アーム部分はシリコンスリーブでカ
バーされているため、汚れを拭き取りやすく、ま
た悪天候での使用にも適しています。複数つなぎ
合わせることで長さを延長することもできます。

重量 ： 142g　耐荷重 : 0.8kg　長さ : 250mm
取付部 : クイックマウント、クイックマウントレシーバー

クイック マウント レシーバー 
ハンドル バー用
9.XA10071

￥1,800（税抜）
クイックマウントを使用して自転車やバイクのハンド
ルバーなど 26-30mm のパイプにカメラや様々
なアクセサリーを取り付けることができるクイック
マウントレシーバーです。

重量 ： 57g　取付可能幅：26-30mm
取付部 ： クイックマウントレシーバー
同梱物 : 3/16インチ六角穴付きネジ×2

JAN: 4897068900030

JAN: 4897068900122

JAN: 4897068900047 JAN: 4897068900054
JAN: 4897068900078

JAN: 4897068900061
JAN: 4897068900702

JAN: 4897068900085 JAN: 4897068900092

JAN: 4897068900726
JAN: 4897068900252 JAN: 4897068900139



A：パイソン クランプ ミニ

B：グリップジョイント

C： 3/8 インチ ロッド セット
(250mm)

D：3/8 インチ ロッド セット
(500mm)

E：3/8インチ ロックナット
アンド コネクティング ナット

G：クイック マウント GoPro 用

E：3/8 インチ ロックナット
アンド コネクティング ナット

F：クイック マウント レシーバー
1/4インチ

1. 自転車

A：パイソンクランプミニ

B：グリップジョイント

C：3/8 インチ ロッド セット
(250mm)

D：3/8 インチ ロッド セット
(500mm)

E：3/8インチ ロックナット
アンド コネクティング ナット

G：クイック マウント レシーバー 3/8 インチ

F：クイック マウント レシーバー
3/8インチ ギャグ

I：クイック マウント GoPro 用

使用例

2. 楽器

製品名 型番 数量 単価
A パイソン クランプ ミニ 9.VB5079 2 ¥3,200
B グリップ ジョイント 9.VB5083 1 ¥3,000
C 3/8 インチ ロッド セット (250mm) 9.VBROD2 1 ¥1,100
D 3/8 インチ ロッド セット (500mm) 9.VBROD3 1 ¥2,100
E 3/8 インチ ロックナット アンド コネクティング 9.VBROD4 1 ¥1,700
F 3/8 インチ ギャグ                                                                                                                                                                                                            9.XR1011 1 ¥2,900
G クイック マウント レシーバー 3/8 インチ 9.XA1016 1 ¥800
H クイック マウント アングル ジョイント 9.XA1008 1 ¥2,700
I クイック マウント GorPro 用 9.XA10073 1 ¥1,500

合計 ¥22,200

H：
クイック マウント アングル ジョイント

製品名 型番 数量 単価
A パイソンクランプミニ 9.VB5079 2 ¥3,200
B グリップジョイント 9.VB5083 2 ¥3,000
C 3/8 インチ ロッド セット (250mm) 9.VBROD2 1 ¥1,100
D 3/8 インチ ロッド セット (500mm) 9.VBROD3 1 ¥2,100
E 3/8インチ ロックナット アンド コネクティングナット9.VBROD4 1 ¥1,700
F クイック マウント レシーバー 1/4 インチ 9.XA10075 1 ¥700
G クイック マウント GoPro 用 9.XA10073 1 ¥1,500

合計 ¥19,500



A：サクション カップ W/3/8 インチ&1/4 インチ チーズブロック

B：3/8 インチ ロッドセット
(150mm)

D：クイック マウント GoPro用

C：クイック マウント レシーバー
3/8インチ ギャグ

3. 車両

4. ゴルフ

銀一株式会社 海外商品部
〒104-0061 東京都中央区銀座 3-11-14　TEL.03-5550-5036 FAX.03-3541-2445　http://www.ginichi.co.jp

掲載品に関するお問い合わせ

製品名 型番 数量 単価
A サクション カップ W/3/8インチ&1/4インチ チーズブロック 9.VB5105 1 ¥8,300
B 3/8 インチ ロッド セット (150mm) 9.VBROD1 1 ¥900
C クイック マウント レシーバー 3/8 インチ ギャグ 9.XL1012 1 ¥2,100
D クイック マウント GoPro 用 9.XA10073 1 ¥1,500

合計 ¥12,800

製品名 型番 数量 単価
A パイソンクランプミニ 9.VB5079 2 ¥3,200
B 3/8 インチ ギャグ 9.XR1011 1 ¥2,900
C クイック マウント レシーバー 3/8 インチ ギャグ 9.XL1012 1 ¥2,100
D クイック マウント GoPro 用 9.XA10073 1 ¥1,500
E 3/8 インチ ロッド セット (150mm) 9.VBROD1 1 ¥900

合計 ¥13,800

A：パイソン クランプ ミニ

B：3/8 インチ ギャグ

C：クイック マウント レシーバー
3/8インチ ギャグ

D：クイック マウント GoPro 用

E：3/8インチ ロッドセット (150mm)
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