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JANコード 製品名 色規格 定価（税抜） 定価（税込）

0711554150126 プロ ストラップ ブラック ¥3,300 ¥3,630
0711554150225 プロ ストラップ レッド ¥3,300 ¥3,630
0711554150324 プロ ストラップ ネイビー ¥3,300 ¥3,630
0711554150423 プロ ストラップ ロイヤル ¥3,300 ¥3,630
0711554150621 プロ ストラップ ワイン ¥3,300 ¥3,630
0711554151123 プロ ストラップ スチール ¥3,300 ¥3,630
0711554151925 プロ ストラップ フォレスト ¥3,300 ¥3,630
0711554151024 プロ ストラップ ネイチャー ¥3,300 ¥3,630
0711554370128 プロ ループ ストラップ ブラック ¥3,400 ¥3,740
0711554370227 プロ ループ ストラップ レッド ¥3,400 ¥3,740
0711554370326 プロ ループ ストラップ ネイビー ¥3,400 ¥3,740
0711554370425 プロ ループ ストラップ ロイヤル ¥3,400 ¥3,740
0711554370623 プロ ループ ストラップ ワイン ¥3,400 ¥3,740
0711554371125 プロ ループ ストラップ スチール ¥3,400 ¥3,740
0711554371927 プロ ループ ストラップ フォレスト ¥3,400 ¥3,740
0711554371026 プロ ループ ストラップ ネイチャー ¥3,400 ¥3,740
0711554351523 ユーティリティストラップ ブラック ¥3,700 ¥4,070
0711554350526 ユーティリティストラップ ネイチャー ¥3,700 ¥4,070
0711554101821 スーパー クラシック ストラップ プロ ループ ブラック ¥3,400 ¥3,740
0711554109926 スーパー クラシック ストラップ 3/8インチウェビング ブラック ¥3,300 ¥3,630
0711554100121 クラシック ストラップ ブラック ¥3,000 ¥3,300
0711554100220 クラシック ストラップ レッド ¥3,000 ¥3,300
0711554100329 クラシック ストラップ ネイビー ¥3,000 ¥3,300
0711554101128 クラシック ストラップ スチール ¥3,000 ¥3,300
0711554101920 クラシック ストラップ フォレスト ¥3,000 ¥3,300

0711554160125 ファッション ストラップ ブラック ¥2,800 ¥3,080
0711554160224 ファッション ストラップ レッド ¥2,800 ¥3,080
0711554160323 ファッション ストラップ ネイビー ¥2,800 ¥3,080
0711554160422 ファッション ストラップ ロイヤル ¥2,800 ¥3,080
0711554160620 ファッション ストラップ ワイン ¥2,800 ¥3,080
0711554161122 ファッション ストラップ スチール ¥2,800 ¥3,080
0711554161924 ファッション ストラップ フォレスト ¥2,800 ¥3,080
0711554161023 ファッション ストラップ ネイチャー ¥2,800 ¥3,080
0711554270121 E-Z コンフォート ストラップ ブラック ¥1,900 ¥2,090
0711554270220 E-Z コンフォート ストラップ レッド ¥1,900 ¥2,090
0711554270329 E-Z コンフォート ストラップ ネイビー ¥1,900 ¥2,090
0711554271128 E-Z コンフォート ストラップ スチール ¥1,900 ¥2,090
0711554271920 E-Z コンフォート ストラップ フォレスト ¥1,900 ¥2,090
0711554271029 E-Z コンフォート ストラップ ネイチャー ¥1,900 ¥2,090
0711554380110 エンビー ストラップ ブラック ¥2,800 ¥3,080
0711554380219 エンビー ストラップ レッド ¥2,800 ¥3,080
0711554380417 エンビー ストラップ ロイヤル ¥2,800 ¥3,080
0711554381919 エンビー ストラップ フォレスト ¥2,800 ¥3,080
0711554380516 エンビー ストラップ イエロー ¥2,800 ¥3,080

0711554650923 トリプル キャリアー ブラック ¥9,200 ¥10,120
0711554650824 ダブルス リング ブラック ¥7,200 ¥7,920
0711554650329 デュアル ハーネス ブラック ¥8,100 ¥8,910
0711554353329 ユーティリティー スリング デュオ ブラック ¥6,400 ¥7,040
0711554354326 ユーティリティー スリング デュオ ネイチャー ¥6,400 ¥7,040
0711554351424 ユーティリティ ストラップ スリング ブラック ¥4,300 ¥4,730
0711554350427 ユーティリティ ストラップ スリング ネイチャー ¥4,300 ¥4,730
0711554352629 ユーティリティ ストラップ スリング XL クイック アジャスト ブラック ¥4,600 ¥5,060
0711554350625 ユーティリティ ストラップ スリング XL クイック アジャスト ネイチャー ¥4,600 ¥5,060
0711554100428 スーパー クラシック スリング ブラック ¥4,200 ¥4,620
0711554101425 スーパー クラシック スリング ネイチャー ¥4,200 ¥4,620
0711554650527 アーバン スリング ブラック ¥6,100 ¥6,710
0711554165120 ミラーレス スリング ブラック ¥3,600 ¥3,960
0711554340121 コンパクト スリング ブラック ¥2,100 ¥2,310
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0711554670167 SLR リスト ストラップ ブラック ¥1,900 ¥2,090
0711554671164 SLR リスト ストラップ スチール ¥1,900 ¥2,090
0711554670464 SLR リスト ストラップ ロイヤル ¥1,900 ¥2,090
0711554671966 SLR リスト ストラップ フォレスト ¥1,900 ¥2,090
0711554672420 グリップ ストラップ ブラック ¥5,300 ¥5,830

0711554342200 フィンガー カフ QD スカル（どくろ柄） ¥700 ¥770
0711554342309 フィンガー カフ QD ピンクスワール（渦巻柄） ¥700 ¥770
0711554342101 フィンガー カフ QD プラッド（チェック柄） ¥700 ¥770
0711554342408 フィンガー カフ QD ドット（水玉柄） ¥700 ¥770
0711554340107 フィンガー カフ QD ブラック ¥700 ¥770
0711554182202 キャム ストラップ QD スカル（どくろ柄） ¥1,600 ¥1,760
0711554182301 キャム ストラップ QD ピンクスワール（渦巻柄） ¥1,600 ¥1,760
0711554182103 キャム ストラップ QD プラッド（チェック柄） ¥1,600 ¥1,760
0711554182400 キャム ストラップ QD ドット（水玉柄） ¥1,600 ¥1,760
0711554180109 キャム ストラップ QD ブラック ¥1,600 ¥1,760
0711554180307 キャム ストラップ QD ネイビー ¥1,600 ¥1,760
0711554180208 キャム ストラップ QD レッド ¥1,600 ¥1,760
0711554180406 キャム ストラップ QD ロイヤル ¥1,600 ¥1,760
0711554180604 キャム ストラップ QD ワイン ¥1,600 ¥1,760
0711554181908 キャム ストラップ QD フォレスト ¥1,600 ¥1,760
0711554221215 Bin/Op ストラップ QD ブラック ¥2,200 ¥2,420
0711554222212 Bin/Op ストラップ QD レッド ¥2,200 ¥2,420
0711554223219 Bin/Op ストラップ QD ネイビー ¥2,200 ¥2,420
0711554224216 Bin/Op ストラップ QD ロイヤル ¥2,200 ¥2,420
0711554226210 Bin/Op ストラップ QD ワイン ¥2,200 ¥2,420
0711554221925 Bin/Op ストラップ QD フォレスト ¥2,200 ¥2,420
0711554165021 ミラーレス ストラップ ブラック ¥3,000 ¥3,300
0711554180147 ミラーレス リスト ストラップ ブラック ¥1,700 ¥1,870
0711554181144 ミラーレス リスト ストラップ スチール ¥1,700 ¥1,870
0711554180444 ミラーレス リスト ストラップ ロイヤル ¥1,700 ¥1,870
0711554181946 ミラーレス リスト ストラップ フォレスト ¥1,700 ¥1,870

0711554131507 システムコネクター アジャスタブル ¥1,400 ¥1,540
0711554132504 システムコネクター 3/8 インチ ウェビング ¥1,400 ¥1,540
0711554132627 システムコネクター 3/8 インチ ウェビング XL ¥1,400 ¥1,540
0711554133709 システムコネクター プロ ループ ¥1,400 ¥1,540
0711554133839 システムコネクター プロ ループ XL ¥1,400 ¥1,540
0711554130708 システムコネクター スウィベル フック ¥1,900 ¥2,090
0711554130203 システムコネクター スーパー プロ A ¥2,100 ¥2,310
0711554132900 システムコネクター スーパー プロ B ¥2,100 ¥2,310
0711554130623 システムコネクター ユニループ ¥1,400 ¥1,540
0711554132207 システムコネクター ユーティリティー ループ ¥1,300 ¥1,430
0711554130128 システムコネクター ユニ アダプター ループ ¥1,400 ¥1,540
0711554132825 システムコネクター ミニ QD コンバーター ¥1,400 ¥1,540
0711554131125 システムコネクター ミニ QD ループ 1.0ｍｍ ¥1,300 ¥1,430
0711554130821 システムコネクター ミニ QD ループ 1.5ｍｍ ¥1,300 ¥1,430
0711554130524 システムコネクター エクステンションズ ¥1,300 ¥1,430
0711554130920 システムコネクター エクステンションズ XL ¥1,300 ¥1,430
0711554136526 システムコネクター レポーター/バックパックコネクター ¥1,900 ¥2,090
0711554130425 システムコネクター セキュアイッツ ¥1,300 ¥1,430
0711554133402 システムコネクター アダプティッツ ¥800 ¥880
0711554134522 システムコネクター ミラーレス ミニ QD ¥1,400 ¥1,540
0711554134027 システムコネクター ジェンダー チェンジャーズ ¥1,400 ¥1,540
0711554132320 システムコネクター スターナム/アンダー アーム アダプター ¥1,300 ¥1,430
0711554134324 システムコネクター ミニ QD エクステンションズ ¥1,300 ¥1,430
0711554132023 システムコネクター ミニ QD ステップアップ ¥1,300 ¥1,430

0711554903029 トライポッド スリーブ ¥1,900 ¥2,090
0711554120129 三脚 ストラップ ブラック ¥3,700 ¥4,070
0711554121027 三脚 ストラップ ネイチャー ¥3,700 ¥4,070
0711554040014 クイック リリース プレート ブラック ¥2,700 ¥2,970

小型カメラ用ストラップ

システムコネクター

三脚用アイテム

ハンドストラップ
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0711554090125 S.O.S. ストラップ ブラック ¥3,700 ¥4,070
0711554091122 S.O.S. ストラップ スチール ¥3,700 ¥4,070
0711554091023 S.O.S. ストラップ ネイチャー ¥3,700 ¥4,070
0711554090163 S.O.S. ストラップ ミニ ブラック ¥3,400 ¥3,740
0711554091160 S.O.S. ストラップ ミニ スチール ¥3,400 ¥3,740
0711554090132 S.O.S. カーブ ストラップ ブラック ¥3,700 ¥4,070
0711554091139 S.O.S. カーブ ストラップ スチール ¥3,700 ¥4,070
0711554091030 S.O.S. カーブ ストラップ ネイチャー ¥3,700 ¥4,070

0711554901322 レインスリーブ クリア ¥1,000 ¥1,100
0711554901421 レインスリーブ フラッシュ クリア ¥1,200 ¥1,320
0711554902527 レインスリーブ メガ クリア ¥1,500 ¥1,650
0711554900226 レインスリーブ スモール クリア ¥1,200 ¥1,320

0711554530126 スタビライザー ストラップ ブラック ¥2,800 ¥3,080
0711554471221 バッテリー ホルスター ブラック ¥1,500 ¥1,650
0711554094024 ショルダー クッシュ ブラック ¥2,500 ¥2,750

0711554780224 フォールド オーバー ポーチ 251 ブラック ¥1,800 ¥1,980
0711554780323 フォールド オーバー ポーチ 253 ブラック ¥2,100 ¥2,310
0711554780026 フォールド オーバー ポーチ 254 ブラック ¥2,100 ¥2,310
0711554780422 フォールド オーバー ポーチ 301 ブラック ¥2,100 ¥2,310
0711554780521 フォールド オーバー ポーチ 303 ブラック ¥2,100 ¥2,310
0711554780545 フォールド オーバー ポーチ 304 ブラック ¥2,600 ¥2,860
0711554780569 フォールド オーバー ポーチ 306 ブラック ¥3,000 ¥3,300
0711554780620 フォールド オーバー ポーチ 354 ブラック ¥2,600 ¥2,860
0711554780729 フォールド オーバー ポーチ 356 ブラック ¥3,000 ¥3,300

0711554803428 フードハット PK-マイクロ ブラック ¥1,200 ¥1,320
0711554803626 フードハット PK-ミニ ブラック ¥1,200 ¥1,320
0711554804425 フードハット マイクロ ブラック ¥1,500 ¥1,650
0711554805026 フードハット マイクロ ネイチャー ¥1,700 ¥1,870
0711554802629 フードハット ミニ ブラック ¥1,500 ¥1,650
0711554805620 フードハット ミニ ネイチャー ¥1,700 ¥1,870
0711554801127 フードハット スモール ブラック ¥1,500 ¥1,650
0711554805125 フードハット スモール ネイチャー ¥1,700 ¥1,870
0711554801226 フードハット ミディアム ブラック ¥1,600 ¥1,760
0711554805224 フードハット ミディアム ネイチャー ¥1,900 ¥2,090
0711554801325 フードハット ラージ ブラック ¥1,700 ¥1,870
0711554805323 フードハット ラージ ネイチャー ¥2,000 ¥2,200
0711554801424 フードハット X-ラージ ブラック ¥1,900 ¥2,090
0711554805422 フードハット X-ラージ ネイチャー ¥2,000 ¥2,200
0711554802728 フードハット XX-ラージ ブラック ¥2,100 ¥2,310
0711554805729 フードハット XX-ラージ ネイチャー ¥2,100 ¥2,310
0711554802827 フードハット XXX-ラージ ブラック ¥2,100 ¥2,310
0711554805828 フードハット XXX-ラージ ネイチャー ¥2,400 ¥2,640
0711554802926 フードハット XXXX-ラージ ブラック ¥3,600 ¥3,960
0711554805927 フードハット XXXX-ラージ ネイチャー ¥4,300 ¥4,730

0711554741218 D-プロ ズーム ブラック ¥5,700 ¥6,270
0711554741201 D-SLR ズーム ブラック ¥5,100 ¥5,610
0711554741942 D-SLR ブラック ¥4,400 ¥4,840
0711554741546 D-プロ ブラップ ¥5,300 ¥5,830
0711554741843 D-コンパクト ブラック ¥3,300 ¥3,630
0711554741348 D-オフセット ブラック ¥3,300 ¥3,630
0711554700123 レンジファインダー ブラック ¥4,400 ¥4,840
0711554821040 ボディ カバー オート ブラック ¥3,400 ¥3,740
0711554821545 ボディ カバー AFプロ ブラック ¥4,400 ¥4,840

製品に関するお問い合わせ
銀一株式会社 海外商品部
TEL 03-5550-5036
FAX 03-3541-2445

distribution@ginichi.com
https://www.ginichi.co.jp/
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