2021年
1２月
１0日
ご案内

製品のご案内
Clapperboard
映画制作の現場で活躍する、軽量ながら頑丈なクラッパー
ボードです。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。
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、
テープのセットです。それぞれ単品でのご用意もあ
り、
ミディアム、
スモール、
タイニー、ナノの4サイズ展開。

クラッパースティック

アクリルボード

ABS樹脂を採用し、防水性と丈夫さを併せ持つ

ABS樹脂を採用し、防水性と丈夫さを併せ持つ

スティックです。

アクリルボードです。

テープ

カバー

クラッパーボードを衝撃や傷から保護するネオ

アクリルボードにクラッパースティックをぴった

プレン製のカバーです。

りとフィットさせるために使うテープです。

製品

サイズ

スペック

クラッパースティック

ミディアム

27.5cm

クラッパースティック

スモール

17.5cm

クラッパースティック

タイニー

15cm

クラッパースティック

ナノ

7.5cm

アクリルボード

ミディアム

H19 × W28 cm

アクリルボード

スモール

H12.9 × W19 cm

アクリルボード

タイニー

H10.2 × W15 cm

アクリルボード

ナノ

H4.96 × W7.5 cm

Marker Pen,Cloth,Case
フィルムスティックスのアクリルボードや、
ホワイトボードに書き込みが
できる水性ペンです。
マーカーペン

フィルムスティックスのマーカーペンのための交換用カートリッジです。
1個入と4個入をご用意。
交換用インクカートリッジ

フィルムスティックスのアクリルボードや、
ホワイトボードに書き込みが
できる水性ペンと、交換用カートリッジ、ペン先2種類のセットです。

マーカーペンキット

アクリルボード上のインクの拭き取りや、
スマートフォンやレンズなどに
も使用できるクリーニングクロスです。

マイクロファイバークロス

アクリルボード上のインク拭き取り用クリーニングクロスです。
裏面に粘着テープが貼られているため、
マーカーペンの端に取り付け
られます。

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）

クリアケースセット
（ブラック）

クリアケースセット
（ブルー）

サイズ

スペック

S

H13.5 × W17 × D5 cm

M

H14.5 × W21 × D5 cm

L

H16 × W25 × D5 cm

クリアケースセット
（レッド）

ケーブル類や化粧品など細かいアクセサリーを収納できる視認性の高いクリアケースで、S / M / Lの3サイズの
セットです。ブラック、
レッド、
ブルーの3色展開。

Cable Management,Hex Key,Carabiner
面ファスナーでケーブルをまとめられる扱いやすいケーブルタイです。
長さ150mmと200mmの2サイズをご用意しています。カラフルな
黒、青、
グレー、緑、赤、黄、白の7色セットで、各15本入。

フック＆ループタイ

幅広で頑丈なケーブルマネジメント用ストラップです。延長ケーブルや
スピーカーケーブルなどかさばりやすいケーブルをしっかり固定します。
強度の高いポリプロピレン製のウェビングを採用し、品質、耐久性、実用
性は抜群です。6サイズ展開で、S / M / L / XLは5本入、XXL /
XXXLは4本入。S / M / L / XLの4サイズが各4本入のセットもご用
意しています。
ヘビーデューティーケーブルストラップ

クロムバナジウム鋼製の、
カメラプレートのネジの締め付けや家具の組み
立てなどに使用できる六角レンチです。1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、
4mm、5mm、6mm、8mm、10mmの9本セット。握りやすいよう、滑り止
めのコーティングが施されています。ホルダーにはフープが付いているの
で、
カラビナなども取り付けられます。
ホルダーを半分に折りたたむことができ、持ち運びがしやすく旅行や収納
にも便利です。
六角レンチセット

ワイヤーゲートタイプのカラビナです。A7075（超々ジュラルミン）
を使
用しており、強度と軽量性を兼ね備えています。バッグに取り付け、鍵や水
筒などを付けられます。5個入。
※登山用や安全帯としての使用はできません。
カラビナ ワイヤーゲート

ロック付きのカラビナです。A7075（超々ジュラルミン）
を使用しており、
強度と軽量性を兼ね備えています。バッグに取り付け、鍵や水筒などを付
けられます。5個入。
※登山用や安全帯としての使用はできません。

カラビナ ロック付き

※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。
掲載品に関するお問い合わせ
〒 104-0061 東京都中央区銀座 3-11-14

銀一株式会社 海外商品部
TEL 03-5550-5036

FAX 03-3541-2445

https://www.ginichi.co.jp

Filmsticks 製品価格表
2021年11月
JANコード

型番

製品名

価格（税抜）

価格（税込）

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）
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

FTAPE

3M 1710 テープ アクリルボード フィッティング用

¥500

¥550

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
4897108330131

マーカーペン / インクカートリッジ
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

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
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

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

六角レンチ
4897108330599
カラビナ

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/

