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ピークデザイン  価格改定品一覧表

2022年2月
JANコード 型番 製品名 色規格 価格（税抜） 価格（税込）

Tripod  Accessory

0818373021719 TT-HW-BT-1 ツール キット ¥3,000 ¥3,300

Camera Gear ＆ Accessories ＆ Cover

0818373020552 CC-BK-3 キャプチャー V3（クリップオンリー） ブラック ¥8,000 ¥8,800

0818373020545 CC-S-3 キャプチャー V3（クリップオンリー） シルバー ¥8,000 ¥8,800

0818373020521 CP-BK-3 キャプチャー V3 ブラック ¥10,000 ¥11,000

0818373020538 CP-S-3 キャプチャー V3 シルバー ¥10,000 ¥11,000

0818373021665 PL-S-3 スタンダード プレート ¥3,000 ¥3,300

0818373020583 PL-D-2 デュアル プレート ¥3,800 ¥4,180

0818373020729 POV-2 P.O.V. キット ¥4,500 ¥4,950

0818373021115 LK-N-2 レンズ キット ニコン F用 ¥7,500 ¥8,250

0818373021122 LK-C-2 レンズ キット キヤノン EF用 ¥7,500 ¥8,250

0818373021139 LK-S-2 レンズ キット ソニー E/FE用 ¥7,500 ¥8,250

0818373020101 PL-AN-1 アンカー マウント ¥1,600 ¥1,760

0818373020569 PP-2 プロ  パッド ¥3,000 ¥3,300

0818373020606 CB-BK-1 ボルト パック ブラック ¥1,600 ¥1,760

0818373020590 CB-SV-1 ボルト パック シルバー ¥1,600 ¥1,760

0855110003485 SH-S-1 シェル スモール ¥6,500 ¥7,150

0855110003492 SH-M-1 シェル ミディアム ¥7,000 ¥7,700

0855110003508 SH-L-1 シェル ラージ ¥7,500 ¥8,250

Camera Strap ＆ Accessories

0818373020484 SL-BK-3 スライド ブラック ¥9,500 ¥10,450

0818373020491 SL-AS-3 スライド アッシュ ¥9,500 ¥10,450

0818373022655 SL-SG-3 スライド セージ ¥9,500 ¥10,450

0818373022662 SL-MN-3 スライド ミッドナイト ¥9,500 ¥10,450

0818373020514 SLL-BK-3 スライド ライト ブラック ¥8,000 ¥8,800

0818373020507 SLL-AS-3 スライド ライト アッシュ ¥8,000 ¥8,800

0818373022693 SLL-SG-3 スライド ライト セージ ¥8,000 ¥8,800

0818373022648 SLL-MN-3 スライド ライト ミッドナイト ¥8,000 ¥8,800

0818373020040 L-BL-3 リーシュ ブラック ¥6,500 ¥7,150

0818373020071 L-AS-3 リーシュ アッシュ ¥6,500 ¥7,150

0818373022594 L-SG-3 リーシュ セージ ¥6,500 ¥7,150

0818373022600 L-MN-3 リーシュ ミッドナイト ¥6,500 ¥7,150

0818373020057 CF-BL-3 カフ ブラック ¥4,500 ¥4,950

0818373020088 CF-AS-3 カフ アッシュ ¥4,500 ¥4,950

0818373022617 CF-SG-3 カフ セージ ¥4,500 ¥4,950

0818373022709 CF-MN-3 カフ ミッドナイト ¥4,500 ¥4,950

0818373020828 AL-4 アンカー リンクス ¥3,000 ¥3,300

0818373020835 4PK-AN-4 アンカー 4 パック レッド ¥1,600 ¥1,760

0818373022679 4PK-AN-BK-4 アンカー 4 パック ブラック ¥1,600 ¥1,760

0818373020743 CL-3 クラッチ ブラック ¥6,000 ¥6,600

Everyday Bag ＆ Accessories

0818373021559 BEDM-13-BK-2 エブリデイ メッセンジャー 13L ブラック ¥33,000 ¥36,300

0818373021566 BEDM-13-AS-2 エブリデイ メッセンジャー 13L アッシュ ¥33,000 ¥36,300

0818373021450 BEDB-30-BK-2 エブリデイ バックパック 30L ブラック ¥45,000 ¥49,500

0818373021467 BEDB-30-CH-2 エブリデイ バックパック 30L チャコール ¥45,000 ¥49,500

0818373021474 BEDB-30-MN-2 エブリデイ バックパック 30L ミッドナイト ¥45,000 ¥49,500

0818373021344 BEDB-20-BK-2 エブリデイ バックパック 20L ブラック ¥39,000 ¥42,900

0818373021412 BEDB-20-CH-2 エブリデイ バックパック 20L チャコール ¥39,000 ¥42,900

0818373021436 BEDB-20-AS-2 エブリデイ バックパック 20L アッシュ ¥39,000 ¥42,900

0818373021443 BEDB-20-MN-2 エブリデイ バックパック 20L ミッドナイト ¥39,000 ¥42,900

0818373021528 BEDBZ-20-BK-2 エブリデイ バックパック ジップ 20L ブラック ¥34,000 ¥37,400

0818373021535 BEDBZ-20-AS-2 エブリデイ バックパック ジップ 20L アッシュ ¥34,000 ¥37,400

0818373021542 BEDBZ-20-MN-2 エブリデイ バックパック ジップ 20L ミッドナイト ¥34,000 ¥37,400

0818373021481 BEDBZ-15-BK-2 エブリデイ バックパック ジップ 15L ブラック ¥29,000 ¥31,900

0818373021498 BEDBZ-15-AS-2 エブリデイ バックパック ジップ 15L アッシュ ¥29,000 ¥31,900

0818373021504 BEDBZ-15-MN-2 エブリデイ バックパック ジップ 15L ミッドナイト ¥29,000 ¥31,900

0818373021511 BEDBZ-15-BO-2 エブリデイ バックパック ジップ 15L ボーン ¥29,000 ¥31,900

0818373021573 BEDT-15-BK-2 エブリデイ トート 15L ブラック ¥23,000 ¥25,300

0818373021580 BEDT-15-BO-2 エブリデイ トート 15L ボーン ¥23,000 ¥25,300

0818373021597 BEDTP-20-BK-2 エブリデイ トートパック 20L ブラック ¥27,000 ¥29,700

0818373021603 BEDTP-20-BO-2 エブリデイ トートパック 20L ボーン ¥27,000 ¥29,700

0818373021405 BEDS-10-BK-2 エブリデイ スリング 10L ブラック ¥23,000 ¥25,300

0818373021429 BEDS-10-AS-2 エブリデイ スリング 10L アッシュ ¥23,000 ¥25,300

0818373021375 BEDS-6-BK-2 エブリデイ スリング 6L ブラック ¥16,000 ¥17,600

0818373021382 BEDS-6-AS-2 エブリデイ スリング 6L アッシュ ¥16,000 ¥17,600

0818373021399 BEDS-6-MN-2 エブリデイ スリング 6L ミッドナイト ¥16,000 ¥17,600

0818373021351 BEDS-3-BK-2 エブリデイ スリング 3L ブラック ¥13,000 ¥14,300

0818373021368 BEDS-3-AS-2 エブリデイ スリング 3L アッシュ ¥13,000 ¥14,300

0818373021610 BEDHB-52-BK-2 エブリデイ ヒップ ベルト ブラック ¥3,800 ¥4,180

0818373021634 BEDHB-52-AS-2 エブリデイ ヒップ ベルト アッシュ ¥3,800 ¥4,180

0818373021641 BEDHB-52-MN-2 エブリデイ ヒップ ベルト ミッドナイト ¥3,800 ¥4,180
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Travel Bag ＆ Travel  Pouch ＆ Accessory

0818373020859 BTR-45-BK-1 トラベル バックパック45L ブラック ¥45,000 ¥49,500

0818373020866 BTR-45-SG-1 トラベル バックパック45L セージ ¥45,000 ¥49,500

0818373020910 BCC-L-BK-1 カメラ キューブ ラージ ブラック ¥13,500 ¥14,850

0818373020903 BCC-M-BK-1 カメラ キューブ ミディアム ブラック ¥10,500 ¥11,550

0818373020897 BCC-S-BK-1 カメラ キューブ スモール ブラック ¥7,500 ¥8,250

0818373022433 BTP-BK-2 テク ポーチ ブラック ¥9,000 ¥9,900

0818373022440 BTP-SG-2 テク ポーチ セージ ¥9,000 ¥9,900

0818373022402 BTP-CH-2 テク ポーチ チャコール ¥9,000 ¥9,900

0818373022419 BTP-MN-2 テク ポーチ ミッドナイト ¥9,000 ¥9,900

0818373022426 BTP-BO-2 テク ポーチ ボーン ¥9,000 ¥9,900

0818373020958 BPC-M-CH-1 パッキング キューブ ミディアム チャコール ¥6,000 ¥6,600

0818373020941 BPC-S-CH-1 パッキング キューブ スモール チャコール ¥4,500 ¥4,950

0818373020934 BWP-BK-1 ウオッシュ ポーチ ブラック ¥9,000 ¥9,900

0818373021030 BWP-SG-1 ウオッシュ ポーチ セージ ¥9,000 ¥9,900

0818373020965 BSP-CH-1 シュー ポーチ チャコール ¥3,800 ¥4,180

0818373020972 BTR-RF-45-BK-1 レイン フライ ブラック ¥4,500 ¥4,950

0818373021238 BTRDP-65-BK-1 トラベル ダッフルパック 65L ブラック ¥33,000 ¥36,300

0818373021245 BTRDP-65-SG-1 トラベル ダッフルパック 65L セージ ¥33,000 ¥36,300

0818373020873 BTRD-35-BK-1 トラベル ダッフル 35L ブラック ¥20,000 ¥22,000

0818373020880 BTRD-35-SG-1 トラベル ダッフル 35L セージ ¥20,000 ¥22,000

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/

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

