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銀一株式会社 海外商品部

フィルムスティックスは、映画制作のためのアクセサリーを設計・製造しているイギリスのメーカーです。
ブランドを代表するアイテムであるクラッパースティックは、砂漠や水中など過酷な撮影現場で数年にわ
たりテスト使用され、制作スタッフの信頼を得てきました。従来の木製タイプよりも防水性と丈夫さに優れ
たABS樹脂をスティック、ボードともに採用し、水に濡れても形が崩れず、また音が鈍くならずにいつでも
はっきりとした音を響かせます。軽量ながらも優れた堅牢性を併せ持ち、映画制作の現場に欠かせないア
イテムです。
ほか、ケーブルタイやカラビナ、六角レンチなど、制作現場の助けになるさまざまなラインナップを展開し
ています。

※銀一株式会社は、12月よりフィルムスティックス製品の取り扱いを開始予定です。
　製品の詳細・ご案内に関しては、今しばらくお待ちください。

※各製品のJANコード、価格については、価格表（別紙）をご参照ください。
※価格表の掲載情報は、2021年11月時点のものです。
　予告なしに変わる場合がありますので、予めご了承ください。

F I L M S T I C K S

フィルムスティックス



2021年11月

JANコード 型番 製品名 価格（税抜） 価格（税込）

4897108330070 FCBM-EU クラッパーボード ミディアム ¥18,000 ¥19,800

4897108330087 FCBS-EU クラッパーボード スモール ¥15,300 ¥16,830

4897108330094 FCBT-EU クラッパーボード タイニー ¥12,500 ¥13,750

4897108330155 FCBN-EU クラッパーボード ナノ ¥7,700 ¥8,470

4897108330018 FCSM クラッパースティック ミディアム ¥11,200 ¥12,320

4897108330025 FCSS クラッパースティック スモール ¥9,800 ¥10,780

4897108330032 FCST クラッパースティック タイニー ¥7,900 ¥8,690

4897108330148 FCSN クラッパースティック ナノ ¥5,000 ¥5,500

4897108330049 FABM-EU アクリルボード ミディアム ¥7,200 ¥7,920

4897108330056 FABS-EU アクリルボード スモール ¥6,300 ¥6,930

4897108330063 FABT-EU アクリルボード タイニー ¥5,200 ¥5,720

4897108330162 FABN-EU アクリルボード ナノ ¥2,300 ¥2,530

4897108330100 FCOVER-M クラッパーボード ミディアム用カバー ¥1,800 ¥1,980

4897108330117 FCOVER-S クラッパーボード スモール用カバー ¥1,400 ¥1,540

4897108330124 FCOVER-T クラッパーボード タイニー用カバー ¥1,000 ¥1,100

4897108330179 FCOVER-N クラッパーボード ナノ用カバー ¥600 ¥660

テープ

4897108330131 FTAPE 3M 1710 テープ アクリルボード フィッティング用 ¥500 ¥550

4897108330223 FRMP マーカー ペン ¥600 ¥660

4897108330261 FRMPK マーカー ペン キット ¥700 ¥770

4897108330230 FRMI 交換用 インクカートリッジ ¥300 ¥330

4897108330537 FRMI-4 交換用 インクカートリッジ（4個入） ¥700 ¥770

4897108330513 FCLOTH マイクロファイバー クロス ¥700 ¥770

4897108330520 FCLOTH-STRIP マイクロファイバー クロス（マーカーペン用粘着テープ付き） ¥1,100 ¥1,210

4897108330476 FCASE-KIT-BLACK クリアケース セット S / M / L ブラック ¥6,300 ¥6,930

4897108330483 FCASE-KIT-RED クリアケース セット S / M / L レッド ¥6,300 ¥6,930

4897108330490 FCASE-KIT-BLUE クリアケース セット S / M / L ブルー ¥6,300 ¥6,930

4897108330568 FHOOKLOOP-15 フック ＆ ループ タイ 12mm × 150mm（7色 × 15個入） ¥2,100 ¥2,310

4897108330582 FHOOKLOOP-20 フック ＆ ループ タイ 12mm × 200mm（7色 × 15個入） ¥2,500 ¥2,750

4897108330605 FHDCS-5S ヘビー デューティー ケーブル ストラップ S（5本入） ¥1,200 ¥1,320

4897108330612 FHDCS-5M ヘビー デューティー ケーブル ストラップ M（5本入） ¥1,400 ¥1,540

4897108330629 FHDCS-5L ヘビー デューティー ケーブル ストラップ L（5本入） ¥1,700 ¥1,870

4897108330636 FHDCS-5XL ヘビー デューティー ケーブル ストラップ XL（5本入） ¥1,800 ¥1,980

4897108330643 FHDCS-4XXL ヘビー デューティー ケーブル ストラップ XXL（4本入） ¥2,000 ¥2,200

4897108330650 FHDCS-4XXXL ヘビー デューティー ケーブル ストラップ XXXL（4本入） ¥2,100 ¥2,310

4897108330667 FHDCS-16KIT ヘビー デューティー ケーブル ストラップ S / M / L / XL（各4本入） ¥4,200 ¥4,620

4897108330599 FHEXKEY-KIT 六角レンチ セット（9個入） ¥3,100 ¥3,410

4897108330681 FCARA-WG-BLACK カラビナ ワイヤーゲート（5個入） ¥2,100 ¥2,310

4897108330698 FCARA-LOCK-BLACK カラビナ ロック付き（5個入） ¥3,100 ¥3,410

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
http://www.ginichi.co.jp/

Filmsticks 製品価格表

クラッパーボード キット（クラッパースティック・アクリルボード・クラッパーボード用カバー・テープのセット）

クラッパースティック

アクリルボード

六角レンチ

カラビナ

クラッパーボード用カバー

マーカーペン / インクカートリッジ

クロス

ケース

フック ＆ ループ タイ

ケーブルマネジメント用ストラップ




