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商品名 型番 単価 金額 商品名 型番 単価 金額
ランプレセプタクル　E26 MR2301 個 \200
引掛シーリングボディ角型 ＃38200 個 \110
埋込連用ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(片切) ML1111 個 \170
埋込連用ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(3路) ML1113 個 \270
埋込連用ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(両切) ML1112 個 \580
埋込連用コンセント ML1211 個 \130
埋込連用接地極付コンセント ML1214 個 \220
埋込ｺﾝｾﾝﾄ250V15A接地2P WN1112K 個 \370
埋込ｺﾝｾﾝﾄ250V15A接地3P MU2818 個 \340
埋込連用ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ白白白白 ML1310 個 \450
埋込連用ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ赤赤赤赤 WN3031RK 個 \450
埋込連用ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ緑緑緑緑 WN3031GK 個 \450
埋込連用取付枠 ML1511 枚 \40
配線用遮断器(100V2極1素子) BS1112 個 \960
押ﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ(1a+1b)箱なし BL82111 個 \800

EM-EEF
1.6mm×2

制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁
ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ

CVV2.0m㎡

×3C m \270

m \160

m \160

m \160

m \60

鉄アウトレットボックス(ねじ付) DS3744 個 \190 m \60
ねじなし電線管(E19)　10cm 本 \120 m \60
ねじなしﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ(E19) DS02192 個 \100 m \60
絶縁プラブッシング(E19) DS1719 個 \20 m \60
ねじなし絶縁ブッシング(管端用) DS5419 個 \110 m \60
予備ネジ　5個入り DS0015 個 \100 m \100
合成樹脂可とう電線管(PF16) DM316SRH 本 \50 HOZAN　工具セット DK-18 個 \11,200
可とう電線管用ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ DKP16K 個 \100 HOZAN　合格クリップ(5個入り) P-926 個 \630
ゴムブッシング　19mm PVC-19 個 \40 平成３０年度版　器具セット K1器-３０
ゴムブッシング　25mm PVC-25 個 \60 平成３０年度版　電線セット K1線-３０
リングスリーブ　小　100個入り E-S 箱 \400
リングスリーブ　中　10個入り E-M(10) 個 \140
リングスリーブ　中　100個入り E-M 箱 \700 平成３０年度電線セット(2回分) K1線-３０(2)

差込形コネクタ　2本用 WGT-2 個 \30 平成３０年度電線セット(3回分) K1線-３０(3)

差込形コネクタ　2本用(10個入) WGT-2(10) 袋 \240 平成３０年度版電線＋器具セット K1両-３０
差込形コネクタ　3本用 WGT-3 個 \30
差込形コネクタ　3本用(10個入) WGT-3(10) 袋 \280
裸軟銅線(ボンド線)2.0mm 50cm 本 \100

明　細　書明　細　書明　細　書明　細　書
第一種電気工事士技能試験練習用　平成30年度(2018年)版第一種電気工事士技能試験練習用　平成30年度(2018年)版第一種電気工事士技能試験練習用　平成30年度(2018年)版第一種電気工事士技能試験練習用　平成30年度(2018年)版

平成30年　　　月　　　日

※単価は税別表記です。価格は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

様

０３-３２５１-６８１９０３-３２５１-６８１９０３-３２５１-６８１９０３-３２５１-６８１９

０３-３２５１-８９１００３-３２５１-８９１００３-３２５１-８９１００３-３２５１-８９１０

東京都千代田区外神田
１-１４-２

〒101-0021

端子台　3P　大
(変圧器の代用)

T30-3P 個 \800

端子台　2P　大
(変圧器・変流器の代用)

T30-2P 個 \620

端子台　3P　小
(自動点滅器・配線用遮断器及び
接地端子・開閉器の代用)

T10-3P 個 \330

端子台　2P　小
(過電流継電器の代用)

T20-2P 個 \310

端子台　6P　小
(開閉器・電磁開閉器の代用)

T10-6P 個 \530

端子台　4P　小
(ﾀｲﾑｽｲｯﾁ・VCB補助接点の

代用)
T10-4P 個 \400

m \460

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽ
ｹｰﾌﾞﾙ

VVF1.6mm
×2C \80m

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽ
ｹｰﾌﾞﾙ　平型シース青青青青
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽ
ｹｰﾌﾞﾙ　平型シース青青青青

VVF2.0mm
×2C

6600V高圧絶縁電線
KIP
8.0m㎡

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽ
ｹｰﾌﾞﾙ

VVF1.6mm
×3C

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽ
ｹｰﾌﾞﾙ　平型

VVF1.6mm
×4C

VVF2.0mm
×3C

m

m

m

m

\140

\240

\180

\270

m \260

m \430

\460

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線　IV1.6mm　黒

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽ
ｹｰﾌﾞﾙ　丸型

VVR5.5m㎡
×2C m

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃
性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ

m

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線　IV2.0m㎡　黄

m

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線　IV5.5m㎡　白

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線　IV5.5m㎡　緑

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽ
ｹｰﾌﾞﾙ　平型　黒黒黒黒白白白白緑緑緑緑

VVF2.0mm
×3C

CVV2.0m㎡
×2C

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽ
ｹｰﾌﾞﾙ　丸型

VVR2.0mm
×3C

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線　IV1.6mm　白
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線　IV1.6mm　赤
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線　IV1.6mm　緑
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線　IV2.0mm　緑

平成３０年度版電線セット
(VVF1.6×2×3無し)

K1線-３０(無)

平成３０年度版電線+器具

セット(電線2回分)
K1両-３０(2)

K1両-３０(3)

お支払合計金額

※お振込みの際の手数料は、お客様ご負担でお願い致します。
※初期不良品以外の返品、交換はお断りしております。

商品代金合計
送料

平成３０年度版電線+器具

セット(電線3回分)

消費税
代引き手数料

\210
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁
ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線　IV5.5m㎡　黒

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線　IV2.0m㎡　緑

数量 数量

\170

電話：

FAX：

取引金融機関　東京シティ信用金庫　秋葉原支店(普)０７３８４４０東京シティ信用金庫　秋葉原支店(普)０７３８４４０東京シティ信用金庫　秋葉原支店(普)０７３８４４０東京シティ信用金庫　秋葉原支店(普)０７３８４４０
お支払方法は、店頭支払・銀行振込・代金引換となります。


