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シンクタンクフォト＆マインドシフトギア 価格改定品一覧表

2022年7月
JANコード 製品名 色規格 改定前価格（税込） 改定後価格（税込）

シンクタンクフォト 

0874530005664 プロダクション  マネージャー  50 V2.0 ブラック ¥99,000 ¥110,000

0874530005657 プロダクション  マネージャー  40 V2.0 ブラック ¥88,000 ¥96,800

0874530005640 ロジスティクス  マネージャー  30 V2.0 ブラック ¥79,200 ¥86,900

0874530005329 スタンド  マネージャー  52 ブラック ¥38,500 ¥48,400

0874530005725 エアポート  セキュリティ  V3.0 ブラック ¥61,600 ¥72,600

0874530004995 エアポート  テイクオフ  V2.0 ブラック ¥51,700 ¥64,900

0874530005633 エアポート  インターナショナル  V3.0 ブラック ¥55,000 ¥68,200

0874530005145 エアポート  ローラー  ダービー ブラック ¥61,600 ¥67,100

0874530004971 ストリートウォーカー  ローリング  バックパック  V2.0 ブラック ¥44,000 ¥53,900

0874530005565 エアポート  アドバンテージ  XT ブラック ¥37,400 ¥49,500

0874530005558 エアポート  アドバンテージ  XT グラファイト ¥37,400 ¥49,500

0874530005114 エッセンシャルズ  コンバーチブル  ローリング  バックパック ブラック ¥37,400 ¥47,300

0874530005534 エアポート  アドバンテージ ブラック ¥33,000 ¥42,900

0874530005527 エアポート  アドバンテージ グラファイト ¥33,000 ¥42,900

0874530005404 エアポート  ナビゲーター ブラック ¥44,000 ¥47,300

0874530005305 ビデオ トライポッド  マネージャー  44 パシフィックスレート ¥58,300 ¥66,000

0874530006487 ミラーレス  ムーバー  5 ピューター ¥5,280 ¥5,500

0874530006494 ミラーレス  ムーバー  5 ダークブルー ¥5,280 ¥5,500

0874530006500 ミラーレス  ムーバー  5 ディープレッド ¥5,280 ¥5,500

0874530006517 ミラーレス  ムーバー  10 ピューター ¥6,600 ¥6,820

0874530006548 ミラーレス  ムーバー  10 ダークブルー ¥6,600 ¥6,820

0874530006555 ミラーレス  ムーバー  10 ディープレッド ¥6,600 ¥6,820

0874530006562 ミラーレス  ムーバー  20 ピューター ¥7,920 ¥8,140

0874530006579 ミラーレス  ムーバー  20 ダークブルー ¥7,920 ¥8,140

0874530006609 ミラーレス  ムーバー  20 ディープレッド ¥7,920 ¥8,140

0874530006661 ミラーレス  ムーバー  25i ピューター ¥9,460 ¥9,680

0874530006678 ミラーレス  ムーバー  25i ダークブルー ¥9,460 ¥9,680

0874530006685 ミラーレス  ムーバー  25i ディープレッド ¥9,460 ¥9,680

0874530006722 ミラーレス  ムーバー  30i ピューター ¥10,340 ¥10,560

0874530006739 ミラーレス  ムーバー  30i ダークブルー ¥10,340 ¥10,560

0874530006746 ミラーレス  ムーバー  30i ディープレッド ¥10,340 ¥10,560

0874530007040 レトロスペクティブ  4 V2.0 パインストーン ¥13,200 ¥15,400

0874530007057 レトロスペクティブ  4 V2.0 ブラック ¥13,200 ¥15,400

0874530007286 レトロスペクティブ  5 V2.0 パインストーン ¥19,800 ¥23,100

0874530007293 レトロスペクティブ  5 V2.0 ブラック ¥19,800 ¥23,100

0874530007316 レトロスペクティブ  7 V2.0 パインストーン ¥22,000 ¥26,400

0874530007323 レトロスペクティブ  7 V2.0 ブラック ¥22,000 ¥26,400

0874530007514 レトロスペクティブ  10 V2.0 パインストーン ¥23,100 ¥27,500

0874530007538 レトロスペクティブ  10 V2.0 ブラック ¥23,100 ¥27,500

0874530007590 レトロスペクティブ  20 V2.0 パインストーン ¥24,200 ¥28,600

0874530007613 レトロスペクティブ  20 V2.0 ブラック ¥24,200 ¥28,600

0874530007675 レトロスペクティブ  30 V2.0 パインストーン ¥26,400 ¥31,900

0874530007699 レトロスペクティブ  30 V2.0 ブラック ¥26,400 ¥31,900

0874530006821 ヴィジョン  10 グラファイト ¥14,300 ¥17,600

0874530006845 ヴィジョン  13 グラファイト ¥16,500 ¥20,900

0874530006869 ヴィジョン  15 グラファイト ¥17,600 ¥22,000

0874530004568 ターンスタイル  5 V2.0 チャコール ¥9,900 ¥11,550

0874530004575 ターンスタイル  5 V2.0 ブルーインディゴ ¥9,900 ¥11,550

0874530004612 ターンスタイル  10 V2.0 チャコール ¥11,550 ¥13,200

0874530004629 ターンスタイル  10 V2.0 ブルーインディゴ ¥11,550 ¥13,200

0874530004667 ターンスタイル  20 V2.0 チャコール ¥13,200 ¥14,300

0874530004674 ターンスタイル  20 V2.0 ブルーインディゴ ¥13,200 ¥14,300

0874530004681 アーバン  アクセス  8 スリング  バッグ ダークグレー ¥14,300 ¥16,500

0874530004698 アーバン  アクセス  10 スリング  バッグ ダークグレー ¥15,950 ¥17,600

0874530004896 エアポート  アクセレレーター ブラック ¥39,600 ¥42,900

0874530004865 エアポート  コミューター ブラック ¥29,700 ¥37,400

0874530004834 エアポート  エッセンシャルズ ブラック ¥26,400 ¥29,700

0874530004780 ストリートウォーカー  ハードドライブ  V2.0 ブラック ¥33,000 ¥37,400
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0874530004766 ストリートウォーカー  プロ V2.0 ブラック ¥28,600 ¥31,900

0874530004759 ストリートウォーカー  V2.0 ブラック ¥24,200 ¥28,600

0874530004728 シェイプ  シフター  17 V2.0 ブラック ¥36,300 ¥44,000

0874530004711 シェイプ  シフター  15 V2.0 ブラック ¥33,000 ¥40,700

0874530001925 グラス リモ ブラック  / グレー ¥28,600 ¥31,900

0874530008535 アーバン  アプローチ  15 ブラック ¥17,600 ¥25,300

0874530004797 レトロスペクティブ  バックパック  15 パインストーン ¥33,000 ¥39,600

0874530004810 レトロスペクティブ  バックパック  15 ブラック ¥33,000 ¥39,600

0874530004964 アーバン  アクセス  15 バックパック ダークグレー ¥33,000 ¥37,400

0874530004957 アーバン  アクセス  13 バックパック ダークグレー ¥29,700 ¥34,100

0874530004490 バックストーリー  15 グラファイト ¥28,600 ¥34,100

0874530004483 バックストーリー  13 グラファイト ¥25,850 ¥30,800

0874530000737 レンズ ケース デュオ 5 ブラック ¥2,640 ¥3,300

0874530000744 レンズ ケース デュオ 5 グリーン ¥2,640 ¥3,300

0874530000751 レンズ ケース デュオ 10 ブラック ¥2,805 ¥3,300

0874530000768 レンズ ケース デュオ 10 グリーン ¥2,805 ¥3,300

0874530000775 レンズ ケース デュオ 15 ブラック ¥3,520 ¥4,180

0874530000782 レンズ ケース デュオ 15 グリーン ¥3,520 ¥4,180

0874530000799 レンズ ケース デュオ 20 ブラック ¥3,740 ¥4,400

0874530000805 レンズ ケース デュオ 20 グリーン ¥3,740 ¥4,400

0874530000812 レンズ ケース デュオ 30 ブラック ¥3,850 ¥4,400

0874530000836 レンズ ケース デュオ 40 ブラック ¥4,180 ¥4,950

0874530000539 レンズ チェンジャー  15 V3.0 ブラック  / グレー ¥3,520 ¥3,960

0874530000546 レンズ チェンジャー  25 V3.0 ブラック  / グレー ¥3,960 ¥4,620

0874530000553 レンズ チェンジャー  35 V3.0 ブラック  / グレー ¥4,400 ¥4,840

0874530000560 レンズ チェンジャー  50 V3.0 ブラック  / グレー ¥4,400 ¥4,950

0874530000577 レンズ チェンジャー  75 ポップ ダウン V3.0 ブラック  / グレー ¥5,500 ¥6,160

0874530000584 レンズ チェンジャー  150 V3.0 ブラック  / グレー ¥6,380 ¥7,040

0874530000621 フラッシュ  モブ V3.0 ブラック  / グレー ¥4,730 ¥5,720

0874530000645 スタッフ イット! V3.0 ブラック  / グレー ¥4,840 ¥5,500

0874530000652 リトル スタッフ イット! V3.0 ブラック  / グレー ¥3,300 ¥4,400

0874530000638 フバ フバ ハイニー  V3.0 ブラック  / グレー ¥7,700 ¥8,800

0874530000676 スピード  チェンジャー  V3.0 ブラック  / グレー ¥7,700 ¥7,920

0874530000591 スキン 50 V3.0 ブラック ¥4,950 ¥6,050

0874530000607 スキン 75 ポップ ダウン V3.0 ブラック ¥6,160 ¥7,150

0874530000614 スキン チェンジャー  ポップ ダウン V3.0 ブラック ¥6,930 ¥8,250

0874530000058 プロ スピード  ベルト V3.0 ブラック  / S-M ¥5,280 ¥5,720

0874530000089 プロ スピード  ベルト V3.0 ブラック  / M-L ¥5,280 ¥5,720

0874530000119 プロ スピード  ベルト V3.0 ブラック  / L-XL ¥5,280 ¥5,720

0874530000379 シン スキン ベルト V3.0（S-M-L） ブラック ¥3,960 ¥4,400

0874530000188 ピクセル  レーシング  ハーネス  V3.0 ブラック ¥5,280 ¥5,720

0874530008580 デジタル  ホルスター  5 ブラック ¥6,380 ¥6,600

0874530008610 デジタル  ホルスター  10 V2.0 ブラック ¥7,480 ¥8,250

0874530008665 デジタル  ホルスター  20 V2.0 ブラック ¥9,240 ¥9,900

0874530008719 デジタル  ホルスター  30 V2.0 ブラック ¥10,560 ¥11,550

0874530008764 デジタル  ホルスター  40 V2.0 ブラック ¥10,560 ¥12,100

0874530008818 デジタル  ホルスター  50 V2.0 ブラック ¥11,880 ¥13,200

0874530008832 デジタル  ホルスター  150 ブラック ¥14,300 ¥15,400

0874530006272 ハイドロフォビア  D 24-70 V3.0 レイン カバー ブラック ¥16,500 ¥17,050

0874530006296 ハイドロフォビア  D/M 70-200 V3.0 レイン カバー ブラック ¥17,600 ¥18,700

0874530006319 ハイドロフォビア  DM 300-600 V3.0 レイン カバー ブラック ¥20,900 ¥22,000

0874530006180 エマージェンシー  レイン カバー スモール ブラック ¥4,620 ¥4,950

0874530006197 エマージェンシー  レイン カバー ミディアム ブラック ¥5,280 ¥5,720

0874530006227 エマージェンシー  レイン カバー ラージ ブラック ¥7,920 ¥8,580

0874530006449 EP-15 ブラック ¥2,750 ¥3,300

0874530006456 EP-20 ブラック ¥2,750 ¥3,300

0874530006418 EP-N ブラック ¥2,750 ¥3,300

0874530006395 EP-NSI ブラック ¥2,750 ¥3,300

0874530006425 EP-S ブラック ¥2,750 ¥3,300

0874530006388 EP-NZ ブラック ¥2,750 ¥3,300

0874530006364 EP-F ブラック ¥2,750 ¥3,300

0874530002090 ピクセル  ポケット  ロケット ブルー ¥2,640 ¥2,860

0874530002175 ピクセル  ポケット  ロケット ブラック ¥2,640 ¥2,860
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0874530002113 SD ピクセル  ポケット  ロケット オレンジ ¥2,640 ¥2,750

0874530002199 SD ピクセル  ポケット  ロケット ブラック ¥2,640 ¥2,750

0874530002328 セキュア  ピクセル  ポケット  ロケット グリーン ¥3,300 ¥3,520

0874530002335 セキュア  ピクセル  ポケット  ロケット ブラック ¥3,300 ¥3,520

0874530009686 DSLR バッテリー  ホルダー  2 ブラック  / グレー ¥1,650 ¥1,760

0874530009693 DSLR バッテリー  ホルダー  4 ブラック  / グレー ¥2,200 ¥2,530

0874530009709 AA バッテリー  ホルダー ブラック ¥1,100 ¥1,540

0874530009716 CF/SD + バッテリー  ウォレット ブラック  / グレー ¥1,100 ¥1,540

0874530002410 ケーブル  マネジメント  10 V2.0 グレー / クリア ¥2,750 ¥3,080

0874530002441 ケーブル  マネジメント  20 V2.0 グレー / クリア ¥3,300 ¥3,520

0874530002472 ケーブル  マネジメント  30 V2.0 グレー / クリア ¥3,850 ¥4,290

0874530009648 レッド ウィップス  V2.0 12本セット レッド ¥1,320 ¥1,540

0874530002540 カメラ ストラップ  V2.0 ブラック  × グレー ¥3,300 ¥4,070

0874530002533 カメラ ストラップ  V2.0 ブラック  × ブルー ¥3,300 ¥4,070

0874530002588 カメラ サポート  ストラップ  V2.0 ブラック ¥2,640 ¥2,750

0874530007019 ピクセル  サンスクリーン  V2.0 ブラック ¥11,000 ¥14,300

マインドシフトギア

0819865012062 ローテーション  22L バックパック ブラック  / グレー ¥37,400 ¥40,700

0819865012079 ローテーション  34L バックパック ブラック  / グレー ¥45,100 ¥48,400

0819865012086 ローテーション  プロ 50L+ バックパック ブラック  / グレー ¥64,900 ¥70,400

0819865013557 バックライト  18L チャコール ¥28,600 ¥31,900

0819865013564 バックライト  18L ウッドランドグリーン ¥28,600 ¥31,900

0819865013663 バックライト  エリート  45L ストームグレー ¥60,500 ¥66,000

0819865013809 トレイルスケイプ  18L チャコール ¥18,700 ¥27,500

0819865014219 フォトクロス  10 オレンジエンバー ¥15,400 ¥17,600

0819865014202 フォトクロス  10 カーボングレー ¥15,400 ¥17,600

0819865014233 フォトクロス  13 オレンジエンバー ¥17,600 ¥19,800

0819865014226 フォトクロス  13 カーボングレー ¥17,600 ¥19,800

0819865014271 フォトクロス  13 バックパック オレンジエンバー ¥20,350 ¥23,100

0819865014264 フォトクロス  13 バックパック カーボングレー ¥20,350 ¥23,100

0819865014257 フォトクロス  15 バックパック オレンジエンバー ¥23,100 ¥27,500

0819865014240 フォトクロス  15 バックパック カーボングレー ¥23,100 ¥27,500

0819865019153 フィルター  ハイブ ブラック ¥7,920 ¥8,580

0819865019207 フィルター  ネスト ミニ ブラック ¥3,740 ¥3,960

0819865018217 スタッシュ  マスター  13L グレー ¥8,030 ¥9,900

0819865018347 スタッシュ  マスター  トップ ロード ブラック  / グレー ¥8,360 ¥9,020

0819865018361 スタッシュ  マスター  プロ ブラック  / グレー ¥11,000 ¥12,650

0819865018286 レイン カバー ローテーション  22L 用 ブラック  / グレー ¥4,290 ¥4,620

0819865018309 レイン カバー ローテーション  34L 用 ブラック  / グレー ¥4,290 ¥4,620

0819865018323 レイン カバー ローテーション  プロ 50L+ 用 ブラック  / グレー ¥4,840 ¥5,280

0819865018378 フォーン  ホルスター ブラック ¥2,860 ¥3,080

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/

