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垂直移動 水平移動 斜め移動
フォーカスポイントショット

（縦、横、斜めで可能）

アームの角度、カメラの位置を変えることによりさまざまなカメラワークが可能です。About C-Pan series movements.

C パン アーム　C-Pan Arm

￥210,000（税抜）

C パンアームは映像制作に求められるあらゆるカメラワークを実現します。ブームアップ・ダウン、スライドと
いう直線的な動きだけではなく、ブーム＋ティルト、スライド＋パンなどの曲線的なカメラ操作も可能です。
※C パンアームを設置する際には、三脚の耐荷重にご注意ください。ご使用になる前に、簡単な組み立てが必要

です。

格納時サイズ : H20 × W55 × D20cm　重量 : 本体 5kg + カウンターウエイト 6kg
耐荷重（水平移動時） : 8kg　耐荷重（垂直移動時） : 6kg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
カメラ取付部 : 1/4 インチ及び 3/8 インチネジ　三脚取付部 : 3/8 インチネジ穴

9.CPA1 4933761072053

ミニ C パン アーム　Mini C-Pan Arm

￥88,000（税抜）

ミニ C パンアームは C パンアームの小型バージョン。40cm 以下の収納サイズで簡単に持ち運びができます。
コンパクトな本体からは想像できない 60cm の直線移動が可能です。
※縦移動には別途ボールヘッドや 3ウェイ雲台などが必要です。

格納時サイズ : H10.5 × W31 × D12.4cm　重量 : 本体1.5kg
耐荷重（水平移動時） : 5kg　耐荷重（垂直移動時） : 3kg
カメラ取付部 : 1/4 インチ及び 3/8 インチネジ　三脚取付部 : 1/4 インチ及び 3/8 インチネジ穴

9.MCPA1 4933761074361

使用イメージ コンパクトに格納可能 持ち運びしやすいコンパクトサイズ 使用イメージ
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セイバー クランプ
Savior Clamp

￥4,500（税抜）

クランピング部に特徴のある汎用性の高いクランプです。クランプの
上下それぞれに3/8 インチネジ穴と1/4インチネジ穴が空いています。

サイズ : H13 × W10.9cm　重量 : 440g
耐荷重 : 30kg　取付可能幅 : 0-60mm　
取付部 : 3/8 インチネジ穴 × 2、1/4インチネジ穴 × 2　　　　　　　
3/8 インチネジ

9.XS1005 4897068900160

使用イメージ

セイバー クランプ スタッド付き
Savior Clamp with Stud

￥5,300（税抜）

オスダボ付きのセイバークランプです。長さ8.7cmの5/8インチオスダボ
（先端に3/8インチネジ穴）と、1/4インチと  3/8インチのネジ穴が空
いています。

サイズ : H20 × W11 × D5cm　重量 : 455g　耐荷重 : 30kg　 
取付可能幅 : 0-60mm　
取付部 : 3/8 インチネジ穴 × 2、1/4 インチネジ穴 × 2、 
5/8 インチオスダボ（先端に 3/8 インチネジ穴）

9.XS1005A 4897068900894

使用イメージ

セイバー クランプ ソケット付き
Savior Clamp with Socket

￥5,600（税抜）

メスダボ付きのセイバークランプです。5/8インチメスダボと、1/4インチ
と  3/8インチのネジ穴が空いています。　　　　　　　　　　　　　　
　 

サイズ : H11.5 × W12 × D5.5cm　重量 : 505g　耐荷重 : 30kg 
取付可能幅 : 0-60mm　
取付部 : 3/8 インチネジ穴 × 2、1/4 インチネジ穴 × 2、 
5/8 インチメスダボ

9.XS1005B 4897068900931

使用イメージ

セイバー クランプ ミニ
Savior Clamp Mini

￥4,000（税抜）

セイバークランプのミニサイズです。クランピング部の形状はそのまま
で、3/8 インチネジ穴が1つ、1/4 インチネジ穴が 2 つ空いています。
　　　　　　　

サイズ : H8.9 × W9.4cm　重量 : 135g
耐荷重 : 30kg　取付可能幅 : 0-30mm
取付部 : 3/8 インチネジ穴、1/4 インチネジ穴 × 2

9.XS1006 4897068900177

使用イメージ

セイバー スプリング クランプ
Savior Spring Clamp

￥4,000（税抜）

装着が簡単なクリップ式のセイバークランプです。非常に強いねじりばね
を採用しており、しっかりと機材をホールドします。　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サイズ : H11.8 × W14.5cm　重量 : 320g   
耐荷重 : 10kg　取付可能幅 : 0-50mm
取付部 : 3/8 インチネジ穴 × 2、1/4 インチネジ穴 × 2

9.XS1004 4897068900184

使用イメージ

セイバー スプリング クランプ ミニ
Savior Spring Clamp Mini

￥2,600（税抜）

セイバースプリングクランプを小さくコンパクトにしたものです。クランプ
の上下にそれぞれ1/4 インチネジ穴と 3/8 インチネジ穴が空いて
います。

サイズ : H9.1 × W9.6cm　重量 : 225g　　
取付可能幅 : 0-45mm　
取付部 : 3/8 インチネジ穴 × 2、1/4 インチネジ穴 × 2

9.VB5100 4897068900771

使用イメージ
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パイソン クランプ
Python Clamp

￥2,800（税抜）

厚さ 0-50mm の機材に取り付け可能なクランプです。クランプの
センターボルトを取りはずし、グリップジョイントなどと組み合わ
せての使用も可能です。

クランプ部サイズ : H3 × W10.1 × D5cm  
重量 : 410g　耐荷重 : 20kg　取付可能幅 : 0-50mm

9.VP5081 4897068900337

使用イメージ

パイソン クランプ 5/8 インチ ピン付き
Python Clamp with 5/8inch Pin

￥3,500（税抜）

5/8インチオスダボが付いたパイソンクランプです。グリップジョイント
に取り付けるなど、ほかのアイテムと組み合わせて効果的に使用する
ことができます。

クランプ部サイズ : H3 × W10.1 × D5cm
重量 : 435g　耐荷重 : 20kg　取付可能幅 : 0-50mm
取付部 : 5/8 インチオスダボ

9.VP5081A 4897068900351

使用イメージ

ヘビーデューティー パイソン クランプ
Heavy-Duty Python Clamp

￥5,500（税抜）

5/8 インチオスダボが 付いた パイソンクランプ です。ダボには、
3/8 インチネジ穴が空いています。大きな T- ハンドル、 本体軸部分
には 420 ステンレス鋼を使用し耐久性を向上させています。

クランプ部サイズ : H3 × W10.1 × D5cm　
重量 : 570g　耐荷重 : 20kg　取付可能幅 : 0-50mm　
取付部 : 5/8 インチオスダボ （先端に 3/8 インチネジ穴） 

9.VB5081A-H 4897068900795

使用イメージ

パイソン ダブル クランプ
Python Double Clamp

￥5,300（税抜）

3/8 インチロッドにパイソンクランプを2 つ取り付けたダブルクランプ
です。2 つのクランプはそれぞれ別々にヘッド部の開閉や回転が可能な
つくりとなっており使用の幅が広がります。　　　　　

クランプ部サイズ : H3 × W10.1 × D5cm  重量 : 801g　
耐荷重 : 20kg　取付可能幅 : 0-50mm

9.VP5081D 4897068900344 

パイソン クランプ 3/8 インチ
メイル スレッド付き
Python Clamp with 3/8inch Male Thread

￥3,500（税抜）

3/8 インチオスネジが付いたパイソンクランプです。

クランプ部サイズ : H3 × W10.1 × D5cm 
重量 : 430g　耐荷重 : 20kg　取付可能幅 : 0-50mm　
取付部 : 3/8 インチネジ

9.VP5081E 4897068900375

使用イメージ 使用イメージ

パイソン クランプ スナップイン ソケット付き
Python Clamp with Snap-in Socket

￥5,300（税抜）

ワンタッチで装着可能なスナップイン仕様の 5/8 インチメスダボが付
いたパイソンクランプです。差し込んだダボやロッドが動かないよ
う、固定用ネジが外付けされています。

クランプ部サイズ : H3 × W10.1 × D5cm
重量 : 485 g　耐荷重 : 20kg　取付可能幅 : 0-50mm
取付部 : 5/8 インチメスダボ

9.VP5081B 4897068900382

使用イメージ

パイソン クランプ ミニ
Python Clamp Mini

￥3,200（税抜）

3/8 インチまたは 5/8 インチロッドに取り付けるジョイントを組み
合わせたミニサイズのクランプです。

サイズ : H8.4 × W5.5（つまみ部の幅含まず） × D3cm
重量 : 137g　耐荷重 : 5kg　取付可能幅 : 直径 8-35mm
取付部 : 3/8 インチまたは 5/8 インチ横穴 

9.VB5079 4897068900207

パイソン クランプ グリップ ジョイント付き
Python Clamp with Grip Joint

￥4,600（税抜）

3/8 インチまたは 5/8 インチロッドを通す横穴の付いた、パイソンク
ランプです。

クランプ部サイズ : H3 × W10.1 × D5cm 
重量 : 495 g　耐荷重 : 20kg　取付可能幅 : 0-50mm
取付部 : 3/8 インチまたは 5/8 インチ横穴

9.VP5081C 4897068900368

使用イメージ 使用イメージ
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バラクーダ クランプ
Barracuda Clamp

￥5,300（税抜）

強いグリップ力で厚さ 0-60mm のさまざまな形状に取り付け可能
な、使い勝手の良いクランプです。5/8 インチメスダボはワンタッチで
装着可能なスナップイン仕様です。

サイズ : H10.9 × W16.1 × D4.6cm　重量 : 550g　耐荷重 : 20kg
取付可能幅 : 0-60mm　取付部 : 5/8インチメスダボ、3/8インチネジ穴、 
1/4 インチネジ穴、M6 ネジ穴 × 2、M5 ネジ穴 × 4

9.VB5080 4897068900016

使用イメージ

サクション カップ
Suction Cup

￥8,300（税抜）

3/8 インチネジ穴と1/4 インチネジ穴がさまざまな方向にあるチー
ズブロック付きのサクションカップです。3/8 インチロッドクランプ
をチーズブロックに付けられます。

重量 : 365g　耐荷重 : 2kg　　　　　　　　　　　
取付部 : 3/8 インチネジ穴 × 9、1/4 インチネジ穴 × 10、 
3/8 インチロッドクランプ × 2 

9.VB5105 4897068900801

使用イメージ

スナップイン ソケット
Snap-in Socket

￥2,600（税抜）

5/8インチダボ、3/8インチネジが付くソケットジョイントです。ハンズ
フリーのスナップロックにより、簡単にしっかりとダボを差し込むことが
できます。

重量 : 125g　
耐荷重 : 20kg　　　　　　　　　　
取付部 : 5/8 インチメスダボ、3/8 インチネジ穴 

9.VB5093 4897068900191

使用イメージ

ダブル El-Bo アーム
Double EI-Bo Arm

￥18,600（税抜）

El-Boアームを2 つ接続し、2 つのジョイントでより複雑な角度調節
を可能にしました。3/8 インチネジを先端に切っています。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

サイズ : H8 × W47.5cm × D4cm　 
重量 : 910g　耐荷重 : 6kg　
取付部 : 5/8 インチオスダボ（3/8 インチネジ穴付）、3/8 インチネジ

9.VD5095 4897068900283

El-Bo アーム
EI-Bo Arm

￥9,400（税抜）

片手でのグリップ操作により、ジョイント部の固定と開放がスムーズに
できます。3/8 インチネジが先端にあります。　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サイズ : H8 × W23 × D4cm　
重量 : 470g　耐荷重 : 15kg　
取付部 : 5/8 インチオスダボ（3/8 インチネジ穴付）、3/8 インチネジ

9.VE5085 4897068900269

使用イメージ使用イメージ

アングルド El-Bo アーム
Angled EI-Bo Arm

￥12,000（税抜）

3/8 インチネジが先端ではなくジョイント部のすぐ近くに取り付けられ
ているタイプの El-Boアームです。グリップにてジョイント部の固定と
開放を操作可能なため、取り付けたアイテムの角度調整を片手で行う
ことができます。

サイズ : H10.2 × W19.8 × D6.1cm　 
重量 : 490g　耐荷重 : 15kg
取付部 : 5/8 インチオスダボ（3/8 インチネジ穴付）、3/8 インチネジ 

9.VE5090 4897068900276

使用イメージ
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VESA トゥ 5/8 インチ レセプタクル
VESA to 5/8inch Receptacle

￥7,200（税抜）

VESAマウントと互換性がある小 - 中サイズのモニターをマウント
します。5/8 インチメスダボ、または1/4 インチネジ穴か 3/8 インチ
ネジ穴に取り付けることが 可能です。

重量 : 470g　耐荷重 : 15kg　　　　　　　　　　
取付部 : 7.5 × 7.5cm・10 × 10cm VESAマウント、
5/8 インチメスダボ × 2、1/4 インチネジ穴、3/8 インチネジ穴 

9.XV1014 4897068900153

ティルト アダプター
Tilt Adaptor

￥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アダプターです。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

9.VT5098 4897068900719

ラージ VESA トゥ 5/8インチ レセプタクル
Large VESA to 5/8inch Receptacle

￥9,200（税抜）

ラージ VESA は、VESAマウントと互換性がある小 - 大サイズの
モニターをマウントします。5/8 インチメスダボ、または1/4 インチ
ネジ穴か 3/8 インチネジ穴に取り付けることが可能です。

重量 : 554g　耐荷重 : 30kg　取付部 : 7.5 × 7.5cm・10 × 10cm・
10 × 20cm ・ 20 × 20cm VESAマウント、
5/8 インチメスダボ × 2、1/4 インチネジ穴、3/8 インチネジ穴 

9.XV1024 4897068900672

使用イメージ 使用イメージ 使用イメージ

タイニー

ロング

ショート ミディアム

9.VD5089XS 4897068900320
9.VD5089S 4897068900313
9.VD5089M 4897068900306
9.VD5089L 4897068900290

タイニー 長さ : 26cm 耐荷重 : 18kg 重量 : 510g
ショート　 長さ : 36cm 耐荷重 : 14kg 重量 : 680g
ミディアム 長さ : 46cm 耐荷重 : 9kg 重量 : 810g
ロング 長さ : 66cm 耐荷重 : 5kg 重量 : 1.05kg
取付部（4サイズ共通） : 5/8 インチオスダボ（3/8 インチネジ穴付） × 2

ダブル ジョイント アーム タイニー （260mm）
ダブル ジョイント アーム ショート （360mm）
ダブル ジョイント アーム ミディアム （460mm）
ダブル ジョイント アーム ロング （660mm）

Double Joint Arm Tiny （260mm）
Double Joint Arm Short （360mm）
Double Joint Arm Medium （460mm）
Double Joint Arm Long （660mm）

￥9,200（税抜）

￥10,000（税抜）

￥10,400（税抜）

￥11,000（税抜）

両端にボールジョイントが付いており、中央のレバーを回すことでジョイント部の固定と開放が操作可能です。ボールジョイント部は 3/8 インチネジ穴付の 
5/8 インチオスダボです。

ジョイント部は 3/8 インチネジ穴
付の 5/8 インチオスダボになって
います

使用イメージ



6

3/8 インチ ロッド セット　3/8inch Rod Set

150mm ￥900（税抜）	 250mm　￥1,100（税抜）

500mm ￥2,100（税抜）

両端が 3/8 インチネジになっており、さまざまなアクセサリーと併用することができる2 本セットのロッドです。

サイズ : 15cm、25cm、50cm　重量 : 30、50、100g （1本）　取付部 : 3/8 インチネジ × 2

150mm 9.VBROD1 4897068900450　250mm 9.VBROD2 4897068900443　500mm 9.VBROD3 4897068900436

5/8 インチ ロッド セット　5/8inch Rod Set

150mm ￥2,500（税抜）		 250mm　￥2,900（税抜）

500mm ￥3,700（税抜）		 750mm　￥4,500（税抜）

1000mm　￥5,000（税抜）

両端に3/8インチネジ穴が空いている5/8インチロッド2本のセットです。付属のコネクターは両端3/8インチネジの中心部に3/8インチネジ穴が空いています。

長さ : 15cm、25cm、50cm、75cm、1m　重量： 57、95、190、285、390g （1本）  　5/8 インチロッドコネクター 32g　　
取付部 : 3/8 インチネジ穴 × 2　同梱物 ： 5/8 インチロッドコネクター

150mm 9.VBROD5 4897068900498　250mm 9.VBROD6  4897068900504　500mm 9.VBROD7 4897068900511
750mm 9.VBROD8 4897068900559　1000mm 9.VBROD9 4897068900528

3/8 インチネジのコネクターが 1つ付
属します

両端が 3/8 インチネジになっています

3/8 インチ フィンガーナット
アンド コネクティング ナット
3/8inch Finger Nut and Connecting Nut

￥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フィンガー
ナットが 6 個入っています。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が 2 個入っています。

重量 ： フィンガーナット 18g（1個）、コネクティングナット 27g（1個）

9.VBROD4 4897068900467

5/8 インチ ロッド コネクター
5/8inch Rod Connector

￥5,300（税抜）

5/8 インチロッド、または 3/8 インチネジ穴が空いているアクセサ
リーを取り付けることができます。両端は 3/8 インチネジ、中心部に
は 3/8 インチネジ穴が空いています。6 個セット。

重量 ： 32g（1個）　取付部 : 3/8 インチネジ × 2、3/8 インチネジ穴

9.VBROD10 4897068900535

150mm

150mm

250mm

500mm

250mm

500mm

750mm

1000mm

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ 使用イメージ

チーズ プレート　
Cheese Plate

￥9,400（税抜）

3 つのコーナーブロックを使ってロッド等をさまざまな方法で固定が 
できます。天面には、雲台を取り付けるための10 × 36mm の穴を 
備えています。3/8インチ（10mm）の穴と1/4インチネジ穴は、業界標準
である芯芯1インチで配置されています。  

サイズ : H14.6 × W14.6 × D3.1cm　重量 : 480g　取付部（トップ
プレート） : 10 × 36mm の穴、3/8インチ（10mm）の穴 × 12、1/4 イ
ンチネジ穴 × 10　取付部（コーナーブロック） : 各三側面に 3/8 インチネ
ジ穴、各下面に3/8 インチネジ穴、3/8 インチロッドクランプ（取り外し可）

9.VB5115 4897068900993

使用イメージ
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3/8 インチ ギャグ
3/8inch Gag

￥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 度自由に取り付けられます。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 インチ横穴、
3/8 インチ横穴（片開き）

9.XR1011 4897068900238

5/8 インチ ギャグ オープン
5/8inch Gag Open

￥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 インチ横穴、
5/8 インチ横穴（片開き）

9.VG5096 4897068900474

5/8 インチ ギャグ クローズド
5/8inch Gag Closed

￥4,500（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 度自由に取り付けられます。

重量 ： 165g　取付部 : 5/8 インチ横穴 × 2、
3/8 インチ横穴

9.VG5096A 4897068900481

5/8 インチ デュアル ノブ ギャグ
5/8inch Dual Knob Gag

￥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 度自由に取り付けられます。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 インチ横穴 × 2、
3/8 インチ横穴 × 2

9.VG5096D 4897068900696

クイック マウント レシーバー トゥ
3/8 インチ ギャグ
Quick Mount Receiver to 3/8inch Gag

￥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ので
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 インチ横穴（片開き）

9.XL1012 4897068900245

クイック マウント フォー
GoPro カメラ
Quick Mount for GoPro Camera

￥1,500（税抜）

専用のマグネットマウントにより、GoPro を素早く、片手で
簡単にクイックマウントレシーバーへ装着できます。

重量 ： 55g　
取付部 : クイックマウント、GoProコネクター

9.XA10073 4897068900030

クイック マウント フォー 小型カメラ
Quick Mount for Lightweight Camera

￥1,200（税抜）

1/4 インチネジにより小型カメラやさまざまなアクセサリーに
対応するクイックマウントです。

重量 ： 12g　取付部 ： クイックマウント、1/4 インチネジ

9.XA10072 4897068900047

クイック マウント フォー 大型カメラ
Quick Mount for Large Camera

￥1,800（税抜）

1/4 インチネジにより大型カメラやさまざまなアクセサリーに
対応するクイックマウントです。

重量 ： 88g　取付部 ： クイックマウント、1/4 インチネジ 

9.XA1015 4897068900054

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ
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クイック マウント レシーバー トゥ
スクリュー プレート
Quick Mount Receiver to Screw Plate

￥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。1.5cm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 （∅6.5mm、皿穴）
同梱物 : 1/4 インチネジ × 2、1/4 インチナット × 2

9.XA10074 4897068900078

ラージ チューブ マウント
Large Tube Mount

￥3,500（税抜）

棒状のものにカメラやさまざまなアクセサリーを取り付けることが可能
です。可動するクランピング部により、取付部のサイズ、形状に合わせ 
ます。

重量 : 236g　耐荷重 : 20kg　
取付可能幅 : 30-60mm （円柱）、40 × 40mm （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 トゥ
ハンドル バー
Quick Mount Receiver to Handle Bar

￥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の 26-
30mm のパイプにカメラやさまざま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　取付部 ： クイックマウントレシーバー       
取付可能幅 : 26-30mm　 　　　　　　　　　　　
同梱物 : 3/16 インチ六角穴付きネジ × 2

1/4インチ スレッドオン
クイック マウント レシーバー
1/4inch-20 Thread-on Quick Mount Receiver

￥700（税抜）

1/4 インチネジ穴に取り付けることが できます。3/16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

9.XA10075 4897068900085

3/8 インチ スレッドオン
クイック マウント レシーバー 
3/8inch-16 Thread-on Quick Mount Receiver

￥800（税抜）

3/8 インチネジに取り付けることができます。

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 

9.XA1016 4897068900092

クイック マウント アングル ジョイント
Quick Mount Angle Joint

￥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。組み合わせてさまざま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

9.XA1008 4897068900122

9.XA10071 4897068900061 9.VA5099 4897068900702

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ
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クイック マウント レシーバー トゥ
3/8 インチ ロッド
Quick Mount Receiver to 3/8inch Rod

￥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

9.XM1010 4897068900252

クイック マウント レシーバー トゥ
接着式プレート
Quick Mount Receiver to Adhesive Plate

￥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、曲面にも接着できます。
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

9.XA1018 4897068900139

グースネック
Gooseneck

￥3,200（税抜）

アーム部分をシリコンでカバーしたフレキシブルアームです。複数つな
ぎ合わせて長さを延長することもできます。

長さ : 25cm　重量 ： 142g　耐荷重 : 500g
取付部 : クイックマウント、クイックマウントレシーバー

9.XG1029 4897068900726

使用イメージ使用イメージ 使用イメージ

GoPro マルチツール
GoPro Multi-tool

￥500（税抜）

GoPro のつまみネジと、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

9.XA1009 4897068900146

アクション カメラ フラット クランプ
Action Camera Flat Clamp

￥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

9.XA1013 4897068900115

アクション カメラ L ブラケット
Action Camera L-bracket

￥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さまざまなアク
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

9.XA1017 4897068900108

使用イメージ 使用イメージ 使用イメージ

グリップ ジョイント
Grip Joint

￥3,000（税抜）

3/8 インチまたは 5/8 インチロッドに取り付け、カメラや照明などの
固定に使用できるジョイントです。3/8 インチネジ穴が 3 つ、1/4
インチネジ穴が 1つが空いています。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サイズ : H7.5 × W3.3（ツマミ部の幅含まず） × D3.3cm　
重量 : 95g　耐荷重 : 5kg　取付部 : 3/8 インチネジ穴 × 3、
1/4 インチネジ穴、3/8 インチ横穴、5/8 インチ横穴

9.VB5083 4897068900214

使用イメージ

ベイビー ピンズ
Baby Pins

￥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。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サイズ ： 8.7cm　 
重量 ： 55g（1本）　  　　　　　　　　　　   
取付部 ： 5/8 インチダボ（3/8 インチネジ穴付）、3/8 インチネジ

9.VB5101-H 4897068900788

使用イメージ

コールド シュー クランプ　
Cold Shoe Clamp

￥900（税抜）

スプリング式のクランプです。つまみネジを押して、簡単にシューマウント
への取り付け、取り外しが で きます。また、ねじを 締 めることで、 
シューマウントがしっかりと固定されます。業界標準サイズである
18mm、20mmおよび 22mmのシューを固定できます。

サイズ : H3.6 × W4 × D1.5cm（つまみネジを除く）　重量 : 45g　
取付部 : コールドシュー（18-22mm 幅対応）、3/8 インチネジ穴、 
1/4 インチネジ穴　　　　　　　　　　　　　　　　

9.VB5112 4897068900955

使用イメージ
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使用例

自転車

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（税抜）

B グリップ ジョイント 9.VB5083 2 ￥3,000（税抜）

C 3/8 インチ ロッド セット （250mm） 9.VBROD2 1 ￥1,100（税抜）

D 3/8 インチ ロッド セット （500mm） 9.VBROD3 1 ￥2,100（税抜）

E 3/8 インチ フィンガー ナット アンド コネクティング ナット 9.VBROD4 1 ￥1,700（税抜）

F 1/4インチ スレッドオン クイック マウント レシーバー 9.XA10075 1 ￥700（税抜）

G クイック マウント フォー GoPro カメラ 9.XA10073 1 ￥1,500（税抜）

合計 ￥19,500（税抜）

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（税抜）

B グリップ ジョイント 9.VB5083 1 ￥3,000（税抜）

C 3/8 インチ ロッド セット （250mm） 9.VBROD2 1 ￥1,100（税抜）

D 3/8 インチ ロッド セット （500mm） 9.VBROD3 1 ￥2,100（税抜）

E 3/8 インチ フィンガー ナット アンド コネクティング ナット 9.VBROD4 1 ￥1,700（税抜）

F 3/8 インチ ギャグ 9.XR1011 1 ￥2,900（税抜）

G 3/8 インチ スレッドオン クイック マウント レシーバー 9.XA1016 1 ￥800（税抜）

H クイック マウント アングル ジョイント 9.XA1008 1 ￥2,700（税抜）

I クイック マウント フォー GoPro カメラ 9.XA10073 1 ￥1,500（税抜）

合計 ￥22,200（税抜）

A：パイソン クランプ ミニ

A：パイソン クランプ ミニ

I：クイック マウント フォー
    GoPro カメラ

G：3/8 インチ スレッドオン
     クイック マウント レシーバー

F：3/8 インチ ギャグ

E：3/8 インチ フィンガー ナット  
     アンド コネクティング ナット

C：3/8 インチ ロッド セット（250mm）

H：クイック マウント アングル ジョイント

D：3/8 インチ ロッド セット（500mm）

B：グリップ ジョイント

G：クイック マウント フォー
     GoPro カメラ

C：3/8 インチ ロッド セット（250mm）

E：3/8 インチ フィンガー ナット 
     アンド コネクティング ナット

E：3/8 インチ フィンガー ナット 
     アンド コネクティング ナット

F：1/4インチ スレッドオン
     クイック マウント レシーバー

B：グリップ ジョイント

D：3/8 インチ ロッド セット（500mm）



自動車

ゴルフ

製品名 型番 数量 単価
A サクション カップ 9.VB5105 1 ￥8,300（税抜）

B 3/8インチ ロッド セット （150mm） 9.VBROD1 1 ￥900（税抜）

C クイック マウント レシーバー トゥ 3/8 インチ ギャグ 9.XL1012 1 ￥2,100（税抜）

D クイック マウント フォー GoPro カメラ 9.XA10073 1 ￥1,500（税抜）

合計 ￥12,800（税抜）

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（税抜）

B 3/8インチ ギャグ 9.XR1011 1 ￥2,900（税抜）

C クイック マウント レシーバー トゥ 3/8 インチ ギャグ 9.XL1012 1 ￥2,100（税抜）

D クイック マウント フォー GoPro カメラ 9.XA10073 1 ￥1,500（税抜）

E 3/8 インチ ロッド セット （150mm） 9.VBROD1 1 ￥900（税抜）

合計 ￥13,800（税抜）

B：3/8 インチ ロッド セット（150mm）

A：パイソン クランプ ミニ

E：3/8インチ ロッド セット
　　（150mm）

B：3/8インチ ギャグ

C：クイック マウント レシーバー
　　トゥ 3/8インチ ギャグ
D：クイック マウント
　　フォー  GoPro カメラ

D：クイック マウント フォー
　　GoPro カメラ
C：クイック マウント レシーバー トゥ
　　3/8 インチ ギャグ

A：サクション カップ 

特約販売店

銀一株式会社  海外商品部
〒104-0061 東京都中央区銀座 3-11-14 ルート銀座ビル
TEL 03-5550-5036
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