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ナインドットソリューションズ   価格改定品一覧表

2022年2月

JANコード 型番 製品名 価格（税抜） 価格（税込）

4897068900160 9.XS1005 セイバー クランプ (4,900) (5,390)

4897068900894 9.XS1005A セイバー クランプ スタッド付き (5,900) (6,490)

4897068900931 9.XS1005B セイバー クランプ ソケット付き (6,200) (6,820)

4897068900177 9.XS1006 セイバー クランプ ミニ (4,900) (5,390)

4897068900184 9.XS1004 セイバー スプリング クランプ (4,600) (5,060)

4897068900771 9.VB5100 セイバー スプリング クランプ ミニ (3,000) (3,300)

4897068900337 9.VP5081 パイソン クランプ (3,800) (4,180)

4897068900351 9.VP5081A パイソン クランプ 5/8インチ ピン付き (4,800) (5,280)

4897068900795 9.VB5081A-H ヘビーデューティー パイソン クランプ (6,200) (6,820)

4897068900344 9.VP5081D パイソン ダブル クランプ (7,400) (8,140)

4897068900375 9.VP5081E パイソン クランプ 3/8インチ メイル スレッド付き (4,600) (5,060)

4897068900382 9.VP5081B パイソン クランプ スナップイン ソケット付き (6,900) (7,590)

4897068900368 9.VP5081C パイソン クランプ グリップ ジョイント付き (6,100) (6,710)

4897068900207 9.VB5079 パイソン クランプ ミニ (3,600) (3,960)

4897068900016 9.VB5080 バラクーダ クランプ (6,900) (7,590)

4897068900801 9.VB5105 サクション カップ (9,500) (10,450)

4897068900191 9.VB5093 スナップイン ソケット (3,000) (3,300)

4897068900399 9.VE5091 Ex-sus ポール (18,000) (19,800)

4897068900764 9.VB5102 フォン グリップ (4,900) (5,390)

4897068901013 9.VB5103 タブレット ホルダー (6,600) (7,260)

4897068900672 9.XV1024 ラージ VESA トゥ 5/8インチ レセプタクル (9,800) (10,780)

4897068900719 9.VT5098 ティルト アダプター (4,600) (5,060)

4897068900320 9.VD5089XS ダブル ジョイント アーム タイニー（260mm） (13,400) (14,740)

4897068900313 9.VD5089S ダブル ジョイント アーム ショート（360mm） (14,700) (16,170)

4897068900306 9.VD5089M ダブル ジョイント アーム ミディアム（460mm） (15,400) (16,940)

4897068900290 9.VD5089L ダブル ジョイント アーム ロング（660mm） (16,300) (17,930)

4897068900269 9.VE5085 El-Bo アーム (12,800) (14,080)

4897068900283 9.VD5095 ダブル El-Bo アーム (23,300) (25,630)

4897068900276 9.VE5090 アングルド El-Bo アーム (16,300) (17,930)

4897068900450 9.VBROD1 3/8 インチ ロッド セット 150mm (1,100) (1,210)

4897068900443 9.VBROD2 3/8 インチ ロッド セット 250mm (1,400) (1,540)

4897068900436 9.VBROD3 3/8 インチ ロッド セット 500mm (2,600) (2,860)

4897068900498 9.VBROD5 5/8 インチ ロッド セット 150mm (3,100) (3,410)

4897068900504 9.VBROD6 5/8 インチ ロッド セット 250mm (3,600) (3,960)

4897068900511 9.VBROD7 5/8 インチ ロッド セット 500mm (4,600) (5,060)

4897068900559 9.VBROD8 5/8 インチ ロッド セット 750mm (5,600) (6,160)

4897068900528 9.VBROD9 5/8 インチ ロッド セット 1000mm (6,200) (6,820)

4897068900467 9.VBROD4 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 (2,100) (2,310)

4897068900849 9.VB5108 5/8 インチ ロッド コネクター（2個入り） (2,700) (2,970)

4897068900993 9.VB5115 チーズ プレート (9,800) (10,780)

4897068900238 9.XR1011 3/8 インチ ギャグ (3,600) (3,960)
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4897068900474 9.VG5096 5/8 インチ ギャグ オープン (5,600) (6,160)

4897068900481 9.VG5096A 5/8 インチ ギャグ クローズド (5,600) (6,160)

4897068900696 9.VG5096D 5/8 インチ デュアル ノブ ギャグ (6,900) (7,590)

4897068900245 9.XL1012 クイック マウント レシーバー トゥ 3/8 インチ ギャグ (2,600) (2,860)

4897068900030 9.XA10073 クイック マウント GoPro用 (1,800) (1,980)

4897068900047 9.XA10072 クイック マウント 小型カメラ用 (1,300) (1,430)

4897068900054 9.XA1015 クイック マウント 大型カメラ用 (2,200) (2,420)

4897068900078 9.XA10074 クイック マウント レシーバー トゥ スクリュー プレート (1,700) (1,870)

4897068900061 9.XA10071 クイック マウント レシーバー トゥ ハンドル バー (2,200) (2,420)

4897068900702 9.VA5099 ラージ チューブ マウント (4,300) (4,730)

4897068900085 9.XA10075 1/4 インチ スレッドオン クイック マウント レシーバー (800) (880)

4897068900092 9.XA1016 3/8 インチ スレッドオン クイック マウント レシーバー (1,000) (1,100)

4897068900122 9.XA1008 クイック マウンド アングル ジョイント (3,300) (3,630)

4897068900252 9.XM1010 クイック マウント レシーバー トゥ 3/8 インチ ロッド (2,800) (3,080)

4897068900139 9.XA1018 クイック マウント レシーバー トゥ 接着式プレート (1,700) (1,870)

4897068900726 9.XG1029 グースネック (4,000) (4,400)

4897068900108 9.XA1017 アクション カメラ L ブラケット (2,600) (2,860)

4897068900115 9.XA1013 アクション カメラ フラット クランプ (3,100) (3,410)

4897068900146 9.XA1009 GoPro マルチツール (600) (660)

4897068900788 9.VB5101-H ベイビー ピンズ (2,900) (3,190)

4897068900955 9.VB5112 コールド シュー クランプ (1,000) (1,100)

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/
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