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対象製品群 製品名 形式
産業⽤照明・機器

カタログ(照機27-1)
対象⾴

希望⼩売価格
(現⾏)

希望⼩売価格
(改定後)

LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130441V2 47 \178,800 \200,300
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130442V2 47 \179,500 \201,100
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130741V2 47 \219,800 \246,200
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130742V2 47 \220,500 \247,000
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130841V2 47 \235,200 \263,500
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130842V2 47 \235,900 \264,300
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130446V2 48 \180,000 \201,600
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130451V2 48 \211,600 \237,000
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130746V2 48 \221,000 \247,600
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130751V2 48 \252,600 \283,000
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130846V2 48 \236,400 \264,800
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130851V2 48 \268,000 \300,200
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB13042V2 49 オープン価格 ※
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB13072V2 49 オープン価格 ※
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB13082V2 49 オープン価格 ※
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB13046V2 49・50 \213,400 \239,100
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB13076V2 49・50 \254,400 \285,000
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB13086V2 49・50 \269,800 \302,200
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130461V2 50 \422,100 \472,900
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130461V2H 50 \444,200 \497,600
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130462V2 50 \406,400 \455,300
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130462V2H 50 \425,400 \476,600
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130465V2 50 \430,400 \482,200
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130465V2H 50 \453,800 \508,400
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130466V2 50 \414,600 \464,500
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130466V2H 50 \435,000 \487,300
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130761V2 50 \463,100 \518,800
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130761V2H 50 \485,200 \543,500
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130762V2 50 \447,400 \501,200
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130762V2H 50 \466,400 \522,500
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130765V2 50 \471,400 \528,100
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130765V2H 50 \494,800 \554,300
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130766V2 50 \455,600 \510,400
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130766V2H 50 \476,000 \533,200
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130861V2 50 \478,500 \536,000
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130861V2H 50 \500,600 \560,700
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130862V2 50 \462,800 \518,400
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130862V2H 50 \481,800 \539,700
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130865V2 50 \486,800 \545,300
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130865V2H 50 \510,200 \571,500
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130866V2 50 \471,000 \527,600
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZIB130866V2H 50 \491,400 \550,400
LED照明器具 B型ポール POLE61 50・63 \208,700 \233,800
LED照明器具 B型ポール めっき POLE61H 50・63 \230,800 \258,500
LED照明器具 B型ポール POLE62 50・63 \193,000 \216,200
LED照明器具 B型ポール めっき POLE62H 50・63 \212,000 \237,500
LED照明器具 C型ポール POLE65 50 \217,000 \243,100
LED照明器具 C型ポール めっき POLE65H 50 \240,400 \269,300
LED照明器具 C型ポール POLE66 50 \201,200 \225,400
LED照明器具 C型ポール めっき POLE66H 50 \221,600 \248,200
LED照明器具 防爆形LED投光器 LZIB13047V2 53 \208,500 \233,600
LED照明器具 防爆形LED投光器 LZIB13077V2 53 \242,800 \272,000
LED照明器具 防爆形LED投光器 LZIB13087V2 53 \258,200 \289,200
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKIA090541 55 \158,000 \177,000
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKIA090542 55 \158,200 \177,200
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKIA090741 55 \178,000 \199,400
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKIA090742 55 \178,200 \199,600
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKIA090546 56 \159,300 \178,500
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKIA090552 56 \191,800 \214,900
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKIA090746 56 \179,300 \200,900
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKIA090752 56 \217,500 \243,600
LED照明器具 粉じん防爆形LED投光器 LKIA09057 59 \194,400 \217,800
LED照明器具 粉じん防爆形LED投光器 LKIA09077 59 \223,000 \249,800
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110441 61 \94,300 \105,700
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110442 61 \94,300 \105,700
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110446 61 \95,200 \106,700
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110741 61 \120,000 \134,400
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110742 61 \120,000 \134,400
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110746 61 \120,900 \135,500
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110452 62 \120,200 \134,700
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110752 62 \145,900 \163,500
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA1104A 62・63 \92,700 \103,900
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA1104B 62・63 \92,700 \103,900
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA1107A 62・63 \118,400 \132,700
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA1107B 62・63 \118,400 \132,700
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110461 63 \301,400 \337,700
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110461H 63 \323,500 \362,400
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110462 63 \285,700 \320,100
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。

2022年7⽉実施 価格改定製品 新旧⼀覧表

1 / 18 ページ



2022年7⽉実施 価格改定製品 新旧⼀覧表

対象製品群 製品名 形式
産業⽤照明・機器

カタログ(照機27-1)
対象⾴

希望⼩売価格
(現⾏)

希望⼩売価格
(改定後)

LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110462H 63 \304,700 \341,400
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110463 63 \308,400 \345,500
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110463H 63 \331,700 \371,600
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110464 63 \292,600 \327,800
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110464H 63 \313,000 \350,700
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110467 63 \308,400 \345,500
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110467H 63 \331,700 \371,600
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110468 63 \331,700 \371,600
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110468H 63 \331,700 \371,600
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110761 63 \327,100 \366,500
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110761H 63 \349,200 \391,200
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110762 63 \311,400 \348,900
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110762H 63 \330,400 \370,200
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110763 63 \334,100 \374,300
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110763H 63 \357,400 \400,400
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110764 63 \318,300 \356,600
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110764H 63 \338,700 \379,500
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110767 63 \334,100 \374,300
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110767H 63 \357,400 \400,400
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110768 63 \357,400 \400,400
LED照明器具 防湿・密閉型LED灯器具 LCIA110768H 63 \357,400 \400,400
LED照明器具 A型ポール POLE63 63 \215,700 \241,600
LED照明器具 A型ポール めっき POLE63H 63 \239,000 \267,700
LED照明器具 A型ポール POLE64 63 \199,900 \223,900
LED照明器具 A型ポール めっき POLE64H 63 \220,300 \246,800
LED照明器具 R型ポール POLE67C 63 \215,700 \241,600
LED照明器具 R型ポール めっき POLE67CH 63 \239,000 \267,700
LED照明器具 R型ポール POLE68C 63 \239,000 \267,700
LED照明器具 R型ポール めっき POLE68CH 63 \239,000 \267,700
LED照明器具 防湿・密閉型LED投光器 LCIA11047 65 \151,400 \169,600
LED照明器具 防湿・密閉型LED投光器 LCIA11077 65 \177,100 \198,400
LED照明器具 LED道路照明器具 WNLB029B01WRA-Z 67 \117,100 \131,200
LED照明器具 LED道路照明器具 WNLB029B01WRB-Z 67 \117,100 \131,200
LED照明器具 LED道路照明器具 WNLB029B01WRC-Z 67 \117,100 \131,200
LED照明器具 LED道路照明器具 WNLB029B02WR-Z 67 \117,100 \131,200
LED照明器具 LED道路照明器具 WNLB039F01WRA-Z 67 \131,400 \147,200
LED照明器具 LED道路照明器具 WNLB039F01WRB-Z 67 \131,400 \147,200
LED照明器具 LED道路照明器具 WNLB039F01WRC-Z 67 \131,400 \147,200
LED照明器具 LED道路照明器具 WNLB039F02WR-Z 67 \131,400 \147,200
LED照明器具 LED構内道路⽤照明器具 WFLB08901F 69 \114,000 \127,700
LED照明器具 LED構内道路⽤照明器具 WFLB08902F 69 \114,000 \127,700
LED照明器具 LED構内道路⽤照明器具 WFLB02901F 70 \73,000 \81,800
LED照明器具 LED構内道路⽤照明器具 WFLB02901FJ 70 \77,300 \86,600
LED照明器具 LED構内道路⽤照明器具 WFLB02902F 70 \73,000 \81,800
LED照明器具 LED構内道路⽤照明器具 WFLB02902FJ 70 \77,300 \86,600
LED照明器具 LED構内道路⽤照明器具 WFLB03901F 70 \86,000 \96,400
LED照明器具 LED構内道路⽤照明器具 WFLB03901FJ 70 \90,300 \101,200
LED照明器具 LED構内道路⽤照明器具 WFLB03902F 70 \86,000 \96,400
LED照明器具 LED構内道路⽤照明器具 WFLB03902FJ 70 \90,300 \101,200
LED照明器具 LED構内道路⽤照明器具 WFLB05901F 70 \94,000 \105,300
LED照明器具 LED構内道路⽤照明器具 WFLB05901FJ 70 \98,300 \110,100
LED照明器具 LED構内道路⽤照明器具 WFLB05902F 70 \94,000 \105,300
LED照明器具 LED構内道路⽤照明器具 WFLB05902FJ 70 \98,300 \110,100
LED照明器具 アーム型アダプター WAD76R48L20-5 71 \21,900 \24,600
LED照明器具 アーム型アダプター WAD76R48L20W-5 71 \27,900 \31,300
LED照明器具 異径段付アダプター WAD76R60 71 \13,200 \14,800
LED照明器具 異径段付アダプター WAD89R60 71 \14,700 \16,500
LED照明器具 共架形Uバンド取付タイプ WAD89RU48L40-5 71 \34,500 \38,700
LED照明器具 共架形Uバンド取付タイプ WAD89RU48L51-20 71 \37,800 \42,400
LED照明器具 アーム型アダプター WAD90S48L60-5 71 \28,500 \32,000
LED照明器具 ⾓度可変タイプ WAD127MR48L42-0-30 71 \32,900 \36,900
LED照明器具 ⾓度可変タイプ WAD-MF48L36-5-30 71 \41,100 \46,100
LED照明器具 LED防犯灯 WSLX0001 73 \26,200 \29,400
LED照明器具 LED防犯灯 WSLX0001T 73 \29,400 \33,000
LED照明器具 LED防犯灯 WSLX0002 73 \52,800 \59,200
LED照明器具 LED防犯灯 WSLX0002T 73 \57,600 \64,600
LED照明器具 LED街路灯 WGLX0001 75 オープン価格 ※
LED照明器具 LED街路灯 WGLX0001-D 75 オープン価格 ※
LED照明器具 LED街路灯 WGLX0002 75 オープン価格 ※
LED照明器具 LED街路灯 WGLX0003 75 \153,500 \172,000
LED照明器具 LED街路灯 WGLX0004 75 \143,000 \160,200
LED照明器具 LED投光器 LCTX0148V2 77 \211,000 \236,400
LED照明器具 LED投光器 LCTX0149V2 77 \199,000 \222,900
LED照明器具 LED投光器 LCTX0150V2 77 \199,000 \222,900
LED照明器具 LED投光器 LCTX0151V2 77 \186,500 \208,900
LED照明器具 LED投光器 LCTX0152V2 77 \174,500 \195,500
LED照明器具 LED投光器 LCTX0153V2 77 \174,500 \195,500
LED照明器具 LED⼩型投光器 LCTX0154V2 81 \68,500 \76,800
LED照明器具 LED⼩型投光器 LCTX0155V2 81 \55,800 \62,500
LED照明器具 LED⼩型投光器 LCTX0156 81 \68,500 \76,800
LED照明器具 LED⼩型投光器 LCTX0157 81 \55,800 \62,500
⾼天井⽤LED照明器具 LFCXシリーズ  ⾼天井⽤LED照明器具 LFHX0081V2 83 \125,000 \146,300
⾼天井⽤LED照明器具 LFCXシリーズ  ⾼天井⽤LED照明器具 LFHX0082V2 83 \125,000 \146,300
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA240141V2 87 \122,200 \136,900
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。 2 / 18 ページ
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LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA240142V2 87 \122,200 \136,900
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA240146V2 87 \124,100 \139,000
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA400141V2 87 \145,000 \162,400
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA400142V2 87 \145,000 \162,400
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA400146V2 87 \146,900 \164,600
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA240110V2 88 \128,200 \143,600
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA240111V2 88 \117,000 \131,100
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA240112V2 88 \122,800 \137,600
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA400110V2 88 \148,800 \166,700
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA400111V2 88 \137,600 \154,200
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA400112V2 88 \144,700 \162,100
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA24012V2 89 オープン価格 ※
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA240151V2 89 \158,000 \177,000
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA240152V2 89 \172,500 \193,200
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA40012V2 89 オープン価格 ※
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA400151V2 89 \181,300 \203,100
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA400152V2 89 \195,800 \219,300
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA160110V2 90 \116,200 \130,200
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA160111V2 90 \105,000 \117,600
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA160141V2 90 \115,000 \128,800
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA160142V2 90 \115,000 \128,800
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA160146V2 90 \116,900 \131,000
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA160151V2 91 \150,800 \168,900
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZBA160152V2 91 \165,300 \185,200
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZAB260141V2 93 \124,100 \139,000
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZAB260142V2 93 \124,100 \139,000
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZAB260146V2 93 \126,000 \141,200
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZAB260241V2 93 \150,100 \168,200
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZAB260242V2 93 \150,100 \168,200
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZAB260246V2 93 \152,000 \170,300
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZAB260110V2 94 \132,300 \148,200
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZAB260111V2 94 \122,700 \137,500
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZAB260112V2 94 \126,400 \141,600
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZAB260210V2 94 \161,300 \180,700
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZAB260211V2 94 \151,500 \169,700
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZAB260212V2 94 \155,200 \173,900
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZAB26012V2 95 オープン価格 ※
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZAB260151V2 95 \154,100 \172,600
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZAB260152V2 95 \168,600 \188,900
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZAB26022V2 95 オープン価格 ※
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZAB260251V2 95 \183,400 \205,500
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZAB260252V2 95 \197,900 \221,700
LED照明器具 防爆形⾼演⾊LED灯器具 LZAB260141R95 97 \135,600 \151,900
LED照明器具 防爆形⾼演⾊LED灯器具 LZAB260142R95 97 \135,600 \151,900
LED照明器具 防爆形⾼演⾊LED灯器具 LZAB260146R95 97 \137,500 \154,000
LED照明器具 防爆形⾼演⾊LED灯器具 LZAB260241R95 97 \173,100 \193,900
LED照明器具 防爆形⾼演⾊LED灯器具 LZAB260242R95 97 \173,100 \193,900
LED照明器具 防爆形⾼演⾊LED灯器具 LZAB260246R95 97 \175,000 \196,000
LED照明器具 防爆形⾼演⾊LED灯器具 LZAB260110R95 98 \143,800 \161,100
LED照明器具 防爆形⾼演⾊LED灯器具 LZAB260111R95 98 \134,200 \150,400
LED照明器具 防爆形⾼演⾊LED灯器具 LZAB260112R95 98 \137,900 \154,500
LED照明器具 防爆形⾼演⾊LED灯器具 LZAB260210R95 98 \184,300 \206,500
LED照明器具 防爆形⾼演⾊LED灯器具 LZAB260211R95 98 \174,500 \195,500
LED照明器具 防爆形⾼演⾊LED灯器具 LZAB260212R95 98 \178,200 \199,600
LED照明器具 防爆形⾼演⾊LED灯器具 LZAB26012R95 99 オープン価格 ※
LED照明器具 防爆形⾼演⾊LED灯器具 LZAB260151R95 99 \165,600 \185,500
LED照明器具 防爆形⾼演⾊LED灯器具 LZAB260152R95 99 \180,100 \201,800
LED照明器具 防爆形⾼演⾊LED灯器具 LZAB26022R95 99 オープン価格 ※
LED照明器具 防爆形⾼演⾊LED灯器具 LZAB260251R95 99 \206,400 \231,200
LED照明器具 防爆形⾼演⾊LED灯器具 LZAB260252R95 99 \220,900 \247,500
LED照明器具 波⻑カットタイプ防爆形LED灯器具 LZAB260141MY 101 \135,600 \151,900
LED照明器具 波⻑カットタイプ防爆形LED灯器具 LZAB260142MY 101 \135,600 \151,900
LED照明器具 波⻑カットタイプ防爆形LED灯器具 LZAB260146MY 101 \137,500 \154,000
LED照明器具 波⻑カットタイプ防爆形LED灯器具 LZAB260241MY 101 \173,100 \193,900
LED照明器具 波⻑カットタイプ防爆形LED灯器具 LZAB260242MY 101 \173,100 \193,900
LED照明器具 波⻑カットタイプ防爆形LED灯器具 LZAB260246MY 101 \175,000 \196,000
LED照明器具 波⻑カットタイプ防爆形LED灯器具 LZAB260110MY 102 \143,800 \161,100
LED照明器具 波⻑カットタイプ防爆形LED灯器具 LZAB260111MY 102 \134,200 \150,400
LED照明器具 波⻑カットタイプ防爆形LED灯器具 LZAB260112MY 102 \137,900 \154,500
LED照明器具 波⻑カットタイプ防爆形LED灯器具 LZAB260210MY 102 \184,300 \206,500
LED照明器具 波⻑カットタイプ防爆形LED灯器具 LZAB260211MY 102 \174,500 \195,500
LED照明器具 波⻑カットタイプ防爆形LED灯器具 LZAB260212MY 102 \178,200 \199,600
LED照明器具 波⻑カットタイプ防爆形LED灯器具 LZAB26012MY 103 オープン価格 ※
LED照明器具 波⻑カットタイプ防爆形LED灯器具 LZAB26022MY 103 オープン価格 ※
LED照明器具 波⻑カットタイプ防爆形LED灯器具 LZAB260151MY 103 \165,600 \185,500
LED照明器具 波⻑カットタイプ防爆形LED灯器具 LZAB260152MY 103 \180,100 \201,800
LED照明器具 波⻑カットタイプ防爆形LED灯器具 LZAB260251MY 103 \206,400 \231,200
LED照明器具 波⻑カットタイプ防爆形LED灯器具 LZAB260252MY 103 \220,900 \247,500
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZWG2401624V2 105 \292,200 \327,300
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZWG2402624V2 105 \409,200 \458,400
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZWG2402624V2W 105 \461,200 \516,600
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZWG4001624V2 105 \324,000 \362,900
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZWG4001624V2W 105 \376,000 \421,200
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZWG4002624V2W 105 \524,800 \587,800
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。 3 / 18 ページ
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LED照明器具 リニューアルプレート RPA-GWA-01 109 \83,700 \93,800
LED照明器具 リニューアルプレート RPA-GWA-02 109 \90,200 \101,100
LED照明器具 リニューアルプレート RPA-GWA-03 109 \83,700 \93,800
LED照明器具 リニューアルプレート RPA-GWA-04 109 \90,200 \101,100
LED照明器具 リニューアルプレート RPA-GWA-05 109 \90,200 \101,100
LED照明器具 リニューアルプレート RPA-GWA-06 109 \77,000 \86,300
LED照明器具 リニューアルプレート RPA-GWA-07 109 \90,200 \101,100
LED照明器具 安全増防爆形LED灯器具 LGWA2001624 110 \198,300 \222,100
LED照明器具 安全増防爆形LED灯器具 LGWA2001624 110 \198,300 \222,100
LED照明器具 安全増防爆形LED灯器具 LGWA2002624 110 \224,600 \251,600
LED照明器具 安全増防爆形LED灯器具 LGWA2003624 110 \234,100 \262,200
LED照明器具 安全増防爆形LED灯器具 LGWA2004624 110 \260,400 \291,700
LED照明器具 安全増防爆形LED灯器具 LGWA2001644 111 \198,300 \222,100
LED照明器具 安全増防爆形LED灯器具 LGWA2002644 111 \224,600 \251,600
LED照明器具 安全増防爆形LED灯器具 LGWA2003644 111 \234,100 \262,200
LED照明器具 安全増防爆形LED灯器具 LGWA2004644 111 \260,400 \291,700
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKBB070441 114 \133,000 \149,000
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKBB070442 114 \133,000 \149,000
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKBB070541 114 \170,800 \191,300
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKBB070542 114 \170,800 \191,300
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKBB070410 115 \139,600 \156,400
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKBB070446 115 \134,900 \151,100
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKBB070510 115 \177,300 \198,600
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKBB070546 115 \172,700 \193,500
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKBB07042 116 オープン価格 ※
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKBB070451 116 \167,700 \187,900
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKBB07052 116 オープン価格 ※
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKBB070551 116 \206,600 \231,400
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKBB070452 117 \182,200 \204,100
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKBB070552 117 \221,100 \247,700
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKAB070241 120 \94,900 \106,300
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKAB070242 120 \94,900 \106,300
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKAB070341 120 \102,500 \114,800
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKAB070342 120 \102,500 \114,800
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKAB070211 121 \106,500 \119,300
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKAB070246 121 \96,400 \108,000
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKAB070311 121 \114,500 \128,300
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKAB070346 121 \104,000 \116,500
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKAB070214 122 \121,000 \135,600
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKAB070251 122 \125,100 \140,200
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKAB070314 122 \129,000 \144,500
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKAB070351 122 \135,500 \151,800
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKAB07022 123 オープン価格 ※
LED照明器具 粉じん防爆形LED灯器具 LKAB07032 123 オープン価格 ※
LED照明器具 防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260141V2 125 \62,800 \70,400
LED照明器具 防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260142V2 125 \62,800 \70,400
LED照明器具 防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260146V2 125 \64,700 \72,500
LED照明器具 防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260241V2 125 \80,300 \90,000
LED照明器具 防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260242V2 125 \80,300 \90,000
LED照明器具 防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260246V2 125 \82,200 \92,100
LED照明器具 防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260110V2 126 \55,600 \62,300
LED照明器具 防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260151V2 126 \95,000 \106,400
LED照明器具 防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260152V2 126 \109,500 \122,700
LED照明器具 防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260210V2 126 \73,100 \81,900
LED照明器具 防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260251V2 126 \112,500 \126,000
LED照明器具 防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260252V2 126 \127,000 \142,300
LED照明器具 防湿・密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCMA260141R95 129 \74,300 \83,300
LED照明器具 防湿・密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCMA260142R95 129 \74,300 \83,300
LED照明器具 防湿・密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCMA260146R95 129 \76,200 \85,400
LED照明器具 防湿・密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCMA260241R95 129 \103,300 \115,700
LED照明器具 防湿・密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCMA260242R95 129 \103,300 \115,700
LED照明器具 防湿・密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCMA260246R95 129 \105,200 \117,900
LED照明器具 防湿・密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCMA260110R95 130 \67,100 \75,200
LED照明器具 防湿・密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCMA260151R95 130 \106,500 \119,300
LED照明器具 防湿・密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCMA260152R95 130 \121,000 \135,600
LED照明器具 防湿・密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCMA260210R95 130 \96,100 \107,700
LED照明器具 防湿・密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCMA260251R95 130 \135,500 \151,800
LED照明器具 防湿・密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCMA260252R95 130 \150,000 \168,000
LED照明器具 波⻑カット防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260141MY 133 \74,300 \83,300
LED照明器具 波⻑カット防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260142MY 133 \74,300 \83,300
LED照明器具 波⻑カット防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260146MY 133 \76,200 \85,400
LED照明器具 波⻑カット防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260241MY 133 \103,300 \115,700
LED照明器具 波⻑カット防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260242MY 133 \103,300 \115,700
LED照明器具 波⻑カット防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260246MY 133 \105,200 \117,900
LED照明器具 波⻑カット防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260110MY 134 \67,100 \75,200
LED照明器具 波⻑カット防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260151MY 134 \106,500 \119,300
LED照明器具 波⻑カット防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260152MY 134 \121,000 \135,600
LED照明器具 波⻑カット防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260210MY 134 \96,100 \107,700
LED照明器具 波⻑カット防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260251MY 134 \135,500 \151,800
LED照明器具 波⻑カット防湿・密閉形直管LED灯器具 LCMA260252MY 134 \150,000 \168,000
LED照明器具 密閉形直管LED灯器具 LCPA260141V2 137 \77,100 \86,400
LED照明器具 密閉形直管LED灯器具 LCPA260142V2 137 \77,100 \86,400
LED照明器具 密閉形直管LED灯器具 LCPA260146V2 137 \79,000 \88,500
LED照明器具 密閉形直管LED灯器具 LCPA260241V2 137 \94,600 \106,000
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。 4 / 18 ページ
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LED照明器具 密閉形直管LED灯器具 LCPA260242V2 137 \94,600 \106,000
LED照明器具 密閉形直管LED灯器具 LCPA260246V2 137 \96,500 \108,100
LED照明器具 密閉形直管LED灯器具 LCPA260110V2 138 \69,900 \78,300
LED照明器具 密閉形直管LED灯器具 LCPA260151V2 138 \109,300 \122,500
LED照明器具 密閉形直管LED灯器具 LCPA260152V2 138 \123,800 \138,700
LED照明器具 密閉形直管LED灯器具 LCPA260210V2 138 \87,400 \97,900
LED照明器具 密閉形直管LED灯器具 LCPA260251V2 138 \126,800 \142,100
LED照明器具 密閉形直管LED灯器具 LCPA260252V2 138 \141,300 \158,300
LED照明器具 密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCPA260141R95 141 \88,600 \99,300
LED照明器具 密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCPA260142R95 141 \88,600 \99,300
LED照明器具 密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCPA260146R95 141 \90,500 \101,400
LED照明器具 密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCPA260241R95 141 \117,600 \131,800
LED照明器具 密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCPA260242R95 141 \117,600 \131,800
LED照明器具 密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCPA260246R95 141 \119,500 \133,900
LED照明器具 密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCPA260110R95 142 \81,400 \91,200
LED照明器具 密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCPA260151R95 142 \120,800 \135,300
LED照明器具 密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCPA260152R95 142 \135,300 \151,600
LED照明器具 密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCPA260210R95 142 \110,400 \123,700
LED照明器具 密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCPA260251R95 142 \149,800 \167,800
LED照明器具 密閉形⾼演⾊直管LED灯器具 LCPA260252R95 142 \164,300 \184,100
LED照明器具 波⻑カット密閉形直管LED灯器具 LCPA260141MY 145 \88,600 \99,300
LED照明器具 波⻑カット密閉形直管LED灯器具 LCPA260142MY 145 \88,600 \99,300
LED照明器具 波⻑カット密閉形直管LED灯器具 LCPA260146MY 145 \90,500 \101,400
LED照明器具 波⻑カット密閉形直管LED灯器具 LCPA260241MY 145 \117,600 \131,800
LED照明器具 波⻑カット密閉形直管LED灯器具 LCPA260242MY 145 \117,600 \131,800
LED照明器具 波⻑カット密閉形直管LED灯器具 LCPA260246MY 145 \119,500 \133,900
LED照明器具 波⻑カット密閉形直管LED灯器具 LCPA260110MY 146 \81,400 \91,200
LED照明器具 波⻑カット密閉形直管LED灯器具 LCPA260151MY 146 \120,800 \135,300
LED照明器具 波⻑カット密閉形直管LED灯器具 LCPA260152MY 146 \135,300 \151,600
LED照明器具 波⻑カット密閉形直管LED灯器具 LCPA260210MY 146 \110,400 \123,700
LED照明器具 波⻑カット密閉形直管LED灯器具 LCPA260251MY 146 \149,800 \167,800
LED照明器具 波⻑カット密閉形直管LED灯器具 LCPA260252MY 146 \164,300 \184,100
LED照明器具 密閉形LED灯器具 LCBB100541 150 \82,300 \92,200
LED照明器具 密閉形LED灯器具 LCBB100542 150 \82,300 \92,200
LED照明器具 密閉形LED灯器具 LCBB100546 150 \84,200 \94,400
LED照明器具 密閉形LED灯器具 LCBB100510 151 \90,900 \101,900
LED照明器具 密閉形LED灯器具 LCBB100551 151 \116,200 \130,200
LED照明器具 密閉形LED灯器具 LCBB100552 151 \130,700 \146,400
LED照明器具 ⾼温⽤防湿・密閉形LED灯器具 LCHA100441 154 \94,300 \105,700
LED照明器具 ⾼温⽤防湿・密閉形LED灯器具 LCHA100442 154 \94,300 \105,700
LED照明器具 ⾼温⽤防湿・密閉形LED灯器具 LCHA100446 154 \96,200 \107,800
LED照明器具 ⾼温⽤防湿・密閉形LED灯器具 LCHA100410 155 \102,900 \115,300
LED照明器具 ⾼温⽤防湿・密閉形LED灯器具 LCHA100451 155 \128,200 \143,600
LED照明器具 ⾼温⽤防湿・密閉形LED灯器具 LCHA100452 155 \142,700 \159,900
LED照明器具 密閉形LED灯器具 LCAB100341 158 \56,800 \63,700
LED照明器具 密閉形LED灯器具 LCAB100342 158 \56,800 \63,700
LED照明器具 密閉形LED灯器具 LCAB100346 158 \58,300 \65,300
LED照明器具 密閉形LED灯器具 LCAB100311 159 \57,000 \63,900
LED照明器具 密閉形LED灯器具 LCAB100314 159 \72,800 \81,600
LED照明器具 密閉形LED灯器具 LCAB100351 159 \87,200 \97,700
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA1401001 162 \37,800 \42,400
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA1901001 162 \42,300 \47,400
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA2501001 162 \44,500 \49,900
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA3801001 162 \53,400 \59,900
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA4601001 162 \55,600 \62,300
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA1401001 162 \28,900 \32,400
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA1901001 162 \33,400 \37,500
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA2501001 162 \35,600 \39,900
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA3801001 162 \44,500 \49,900
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA4601001 162 \46,700 \52,400
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA1401131 163 \52,400 \58,700
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA1901131 163 \56,900 \63,800
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA2501131 163 \59,100 \66,200
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA3801131 163 \68,000 \76,200
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA4601131 163 \70,200 \78,700
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA1401131 163 \43,500 \48,800
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA1901131 163 \48,000 \53,800
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA2501131 163 \50,200 \56,300
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA3801131 163 \59,100 \66,200
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA4601131 163 \61,300 \68,700
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA1401161 164 \62,100 \69,600
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA1901161 164 \66,600 \74,600
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA2501161 164 \68,800 \77,100
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA3801161 164 \77,700 \87,100
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA4601161 164 \79,900 \89,500
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA1401161 164 \53,200 \59,600
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA1901161 164 \57,700 \64,700
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA2501161 164 \59,900 \67,100
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA3801161 164 \68,800 \77,100
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA4601161 164 \71,000 \79,600
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA1401411 165 \45,700 \51,200
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA1901411 165 \50,200 \56,300
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA2501411 165 \52,400 \58,700
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA3801411 165 \61,300 \68,700
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。 5 / 18 ページ
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LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA4601411 165 \63,500 \71,200
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA1401411 165 \36,800 \41,300
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA1901411 165 \41,300 \46,300
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA2501411 165 \43,500 \48,800
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA3801411 165 \52,400 \58,700
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA4601411 165 \54,600 \61,200
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA1401421 166 \45,700 \51,200
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA1901421 166 \50,200 \56,300
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA2501421 166 \52,400 \58,700
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA3801421 166 \61,300 \68,700
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA4601421 166 \63,500 \71,200
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA1401421 166 \36,800 \41,300
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA1901421 166 \41,300 \46,300
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA2501421 166 \43,500 \48,800
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA3801421 166 \52,400 \58,700
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA4601421 166 \54,600 \61,200
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA1401461 167 \47,700 \53,500
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA1901461 167 \52,200 \58,500
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA2501461 167 \54,400 \61,000
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA3801461 167 \63,300 \70,900
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA4601461 167 \65,500 \73,400
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA1401461 167 \38,800 \43,500
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA1901461 167 \43,300 \48,500
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA2501461 167 \45,500 \51,000
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA3801461 167 \54,400 \61,000
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA4601461 167 \56,600 \63,400
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA1401511 168 \87,400 \97,900
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA1901511 168 \91,900 \103,000
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA2501511 168 \94,100 \105,400
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA3801511 168 \103,000 \115,400
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA4601511 168 \105,200 \117,900
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA1401511 168 \78,500 \88,000
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA1901511 168 \83,000 \93,000
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA2501511 168 \85,200 \95,500
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA3801511 168 \94,100 \105,400
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA4601511 168 \96,300 \107,900
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA1401521 169 \101,900 \114,200
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA1901521 169 \106,400 \119,200
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA2501521 169 \108,600 \121,700
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA3801521 169 \117,500 \131,600
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYAA4601521 169 \119,700 \134,100
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA1401521 169 \93,000 \104,200
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA1901521 169 \97,500 \109,200
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA2501521 169 \99,700 \111,700
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA3801521 169 \108,600 \121,700
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYBA4601521 169 \110,800 \124,100
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYWA2601101 171 \30,000 \33,600
LED照明器具 防湿・防⽔形LED灯器具 LYWA2602101 171 \38,600 \43,300
LED照明器具 防⽔形LED灯器具 LYNA0901101 173 \49,500 \55,500
LED照明器具 防⽔形LED灯器具 LYNA0902101 173 \53,900 \60,400
LED照明器具 防⽔形LED灯器具 LYNA0904101 173 \72,200 \80,900
LED照明器具 防浸形LED灯器具 LSFC0602001 176 \65,000 \72,800
LED照明器具 防浸形LED灯器具 LSFC1002001 176 \70,000 \78,400
LED照明器具 防浸形LED灯器具 LSMC0602001 176 \50,000 \56,000
LED照明器具 防浸形LED灯器具 LSMC1002001 176 \55,000 \61,600
LED照明器具 防浸形LED灯器具 LSFC0602001R 177 オープン価格 ※
LED照明器具 防浸形LED灯器具 LSFC1002001R 177 オープン価格 ※
LED照明器具 防浸形LED灯器具 LSMC0602001R 177 オープン価格 ※
LED照明器具 防浸形LED灯器具 LSMC1002001R 177 オープン価格 ※
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA110141 182 \71,200 \79,800
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA110142 182 \71,200 \79,800
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA110146 182 \72,100 \80,800
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA150141 182 \83,700 \93,800
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA150142 182 \83,700 \93,800
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA150146 182 \84,600 \94,800
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA270141 182 \103,200 \115,600
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA270142 182 \103,200 \115,600
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA270146 182 \104,100 \116,600
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA110110 183 \77,600 \87,000
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA110114 183 \93,400 \104,700
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA110151 183 \101,600 \113,800
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA150110 183 \90,700 \101,600
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA150114 183 \106,500 \119,300
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA150151 183 \114,700 \128,500
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA270110 183 \111,100 \124,500
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA270114 183 \126,900 \142,200
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA270151 183 \135,100 \151,400
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA110124 184 オープン価格 ※
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA150124 184 オープン価格 ※
LED照明器具 防爆形LED灯器具 LZLA270124 184 オープン価格 ※
LED照明器具 丸形防浸形LED灯器具 LSTA150116V2-M 187 オープン価格 ※
LED照明器具 丸形防浸形LED灯器具 LSTA150116V2-W 187 オープン価格 ※
LED照明器具 防爆形LED透視灯 LZTB110181-M 189 \100,000 \112,000
LED照明器具 防爆形LED透視灯 LZTB110181-N 189 \100,000 \112,000
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LED照明器具 防爆形LED透視灯 LZTB110181-W 189 \100,000 \112,000
LED照明器具 密閉形LED透視灯 LCTD110181-M 191 \77,800 \87,200
LED照明器具 密閉形LED透視灯 LCTD110181-N 191 \77,800 \87,200
LED照明器具 密閉形LED透視灯 LCTD110181-W 191 \77,800 \87,200
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LZCC2401624V2 200 \270,600 \303,100
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LZCC2401624V2L 200 \300,000 \336,000
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LZCC4001624V2 200 \278,400 \311,900
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LZCC4001624V2L 200 \320,600 \359,100
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LZCC2401614V2A 201 \284,400 \318,600
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LZCC2401614V2L 201 \316,000 \354,000
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LZCC4001614V2A 201 \305,100 \341,800
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LZCC4001614V2L 201 \336,700 \377,200
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VZCC2401624V2 202・277 \394,500 \441,900
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VZCC2401624V2L 202・277 \418,000 \468,200
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VZCC4001624V2 202・277 \492,800 \552,000
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VZCC4001624V2L 202・277 \535,100 \599,400
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VZCC2401614V2A 203・277 \402,400 \450,700
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VZCC2401614V2L 203・277 \434,000 \486,100
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VZCC4001614V2A 203・277 \519,500 \581,900
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VZCC4001614V2L 203・277 \551,100 \617,300
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VZCA1301614V2L 205・279 \400,000 \448,000
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LZCB2601624V2 208 \314,400 \352,200
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LZCB2601624V2L 208 \356,500 \399,300
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LZCB2602624V2 208 \349,100 \391,000
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LZCB2602624V2L 208 \391,200 \438,200
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LZCB2601614V2A 209 \303,800 \340,300
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LZCB2601614V2L 209 \340,700 \381,600
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LZCB2602614V2A 209 \338,900 \379,600
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LZCB2602614V2L 209 \375,300 \420,400
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 ⾼演⾊タイプ LZCB2601624R95 210 \325,900 \365,100
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 ⾼演⾊タイプ LZCB2601624R95L 210 \368,000 \412,200
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 ⾼演⾊タイプ LZCB2602624R95L 210 \414,200 \464,000
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 ⾼演⾊タイプ LZCB2602624R95 210 \372,100 \416,800
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 ⾼演⾊タイプ LZCB2601614R95A 211 \315,300 \353,200
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 ⾼演⾊タイプ LZCB2601614R95L 211 \352,200 \394,500
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 ⾼演⾊タイプ LZCB2602614R95A 211 \361,900 \405,400
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 ⾼演⾊タイプ LZCB2602614R95L 211 \398,300 \446,100
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 波⻑カットタイプ LZCB2601624MY 212 \325,900 \365,100
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 波⻑カットタイプ LZCB2601624MYL 212 \368,000 \412,200
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 波⻑カットタイプ LZCB2602624MY 212 \372,100 \416,800
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 波⻑カットタイプ LZCB2602624MYL 212 \414,200 \464,000
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 波⻑カットタイプ LZCB2601614MYA 213 \315,300 \353,200
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 波⻑カットタイプ LZCB2601614MYL 213 \352,200 \394,500
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 波⻑カットタイプ LZCB2602614MYA 213 \361,900 \405,400
LED照明器具 防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 波⻑カットタイプ LZCB2602614MYL 213 \398,300 \446,100
LED照明器具 リニューアルプレート RPA-GCA-01 217 \83,700 \93,800
LED照明器具 リニューアルプレート RPA-GCA-02 217 \83,400 \93,500
LED照明器具 リニューアルプレート RPA-GCA-11 217 \83,700 \93,800
LED照明器具 リニューアルプレート RPA-GCA-12 217 \89,900 \100,700
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LGCB2001624 218 \203,500 \228,000
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LGCB2001624L 218 \235,100 \263,400
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LGCB2002624 218 \230,900 \258,700
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LGCB2002624L 218 \262,500 \294,000
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LGCB2003624 218 \238,900 \267,600
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LGCB2003624L 218 \270,500 \303,000
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LGCB2001664A 219 \203,500 \228,000
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LGCB2001664L 219 \232,500 \260,400
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LGCB2002664A 219 \230,900 \258,700
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LGCB2002664L 219 \259,900 \291,100
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LGCB2003664A 219 \238,900 \267,600
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LGCB2003664L 219 \267,900 \300,100
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LGCB2001614A 220 \203,500 \228,000
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LGCB2001614L 220 \232,500 \260,400
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LGCB2002614A 220 \230,900 \258,700
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LGCB2002614L 220 \259,900 \291,100
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LGCB2003614A 220 \238,900 \267,600
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⽤LED灯器具 LGCB2003614L 220 \267,900 \300,100
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VGCA2001624 221・281 \447,500 \501,200
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VGCA2001624L 221・281 \479,100 \536,600
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VGCA2002624 221・281 \474,000 \530,900
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VGCA2002624L 221・281 \505,600 \566,300
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VGCA2003624 221・281 \480,900 \538,700
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VGCA2003624L 221・281 \512,500 \574,000
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VGCA2001664A 222・282 \447,500 \501,200
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VGCA2001664L 222・282 \476,500 \533,700
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VGCA2002664A 222・282 \474,000 \530,900
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VGCA2002664L 222・282 \503,000 \563,400
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VGCA2003664A 222・282 \480,900 \538,700
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VGCA2003664L 222・282 \509,900 \571,100
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VGCA2001614A 223・283 \447,500 \501,200
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VGCA2001614L 223・283 \476,500 \533,700
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VGCA2002614A 223・283 \474,000 \530,900
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VGCA2002614L 223・283 \503,000 \563,400
LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VGCA2003614A 223・283 \480,900 \538,700
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。 7 / 18 ページ
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LED照明器具 安全増防爆形クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VGCA2003614L 223・283 \509,900 \571,100
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0802624-YWC 228 \115,600 \129,500
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0803624-YWC 228 \143,800 \161,100
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0805624-YWC 228 \161,600 \181,000
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0906624-YWC 228 \212,400 \237,900
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0802624L-YWC 229 \140,900 \157,900
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0803624L-YWC 229 \175,300 \196,400
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0805624L-YWC 229 \193,100 \216,300
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0906624L-YWC 229 \244,000 \273,300
LED照明器具 クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VFCC0802624-EYWC 230・285 \271,400 \304,000
LED照明器具 クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VFCC0802624L-EYWC 230・285 \306,400 \343,200
LED照明器具 クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VFCC0805624-EYWC 230・285 \338,600 \379,300
LED照明器具 クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VFCC0805624L-EYWC 230・285 \372,500 \417,200
LED照明器具 クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VFCC0906624-EYWC 230・285 \362,500 \406,000
LED照明器具 クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VFCC0906624L-EYWC 230・285 \396,300 \443,900
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0802614A-AFCC 231 \110,700 \124,000
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0803614A-AFCC 231 \106,700 \119,600
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0805614A-AFCC 231 \124,400 \139,400
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0903614A-AFCC 231 \113,800 \127,500
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0906614A-AFCC 231 \182,900 \204,900
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0802614L-AFCC 232 \110,700 \124,000
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0803614L-AFCC 232 \125,100 \140,200
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0805614L-AFCC 232 \142,900 \160,100
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0903614L-AFCC 232 \132,000 \147,900
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0906614L-AFCC 232 \201,100 \225,300
LED照明器具 クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VFCC0802614A-BFCC 233・286 \289,900 \324,700
LED照明器具 クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VFCC0805614A-BFCC 233・286 \307,400 \344,300
LED照明器具 クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VFCC0903614A-BFCC 233・286 \298,000 \333,800
LED照明器具 クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VFCC0906614A-BFCC 233・286 \331,300 \371,100
LED照明器具 クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VFCC0802614L-BFCC 234・287 \286,300 \320,700
LED照明器具 クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VFCC0805614L-BFCC 234・287 \331,900 \371,800
LED照明器具 クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VFCC0903614L-BFCC 234・287 \322,600 \361,400
LED照明器具 クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VFCC0906614L-BFCC 234・287 \355,800 \398,500
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0802614A-FFCA 235 \110,700 \124,000
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0802614L-FFCA 235 \110,700 \124,000
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0803614A-FFCA 235 \106,700 \119,600
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0803614L-FFCA 235 \125,100 \140,200
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0805614A-FFCA 235 \124,400 \139,400
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCC0805614L-FFCA 235 \142,900 \160,100
LED照明器具 クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VFCC0802614A-EFCA 236・288 \268,900 \301,200
LED照明器具 クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VFCC0802614L-EFCA 236・288 \292,700 \327,900
LED照明器具 クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VFCC0805614A-EFCA 236・288 \349,600 \391,600
LED照明器具 クリーンルーム⾮常⽤LED灯器具 VFCC0805614L-EFCA 236・288 \377,000 \422,300
LED照明器具 クリーンルーム⽤LED灯器具 LFCB0904604A 237 \149,800 \167,800
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA240141V2 246 \240,000 \268,800
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA240142V2 246 \240,000 \268,800
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA240146V2 246 \241,900 \271,000
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA400141V2 246 \244,500 \273,900
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA400142V2 246 \244,500 \273,900
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA400146V2 246 \246,400 \276,000
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA240110V2 247 \246,000 \275,600
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA240111V2 247 \234,800 \263,000
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA24012V2 247 オープン価格 ※
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA400110V2 247 \248,300 \278,100
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA400111V2 247 \237,100 \265,600
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA40012V2 247 オープン価格 ※
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA240151V2 248 \275,800 \308,900
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA240152V2 248 \290,300 \325,200
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA400151V2 248 \280,800 \314,500
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA400152V2 248 \295,300 \330,800
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA160110V2 249 \236,800 \265,300
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA160111V2 249 \225,600 \252,700
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA160141V2 249 \235,600 \263,900
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA160142V2 249 \235,600 \263,900
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA160146V2 249 \237,500 \266,000
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA160151V2 250 \271,400 \304,000
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZBA160152V2 250 \285,900 \320,300
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 LZLA110141E 253 \71,200 \79,800
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 LZLA110142E 253 \71,200 \79,800
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 LZLA110146E 253 \72,100 \80,800
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 LZLA150141E 253 \83,700 \93,800
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 LZLA150142E 253 \83,700 \93,800
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 LZLA150146E 253 \84,600 \94,800
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 LZLA110110E 254 \77,600 \87,000
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 LZLA110114E 254 \93,400 \104,700
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 LZLA110151E 254 \101,600 \113,800
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 LZLA150110E 254 \90,700 \101,600
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 LZLA150114E 254 \106,500 \119,300
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 LZLA150151E 254 \114,700 \128,500
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 LZLA110124E 255 オープン価格 ※
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 LZLA150124E 255 オープン価格 ※
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZAA130141 257 \156,500 \175,300
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZAA130142 257 \156,500 \175,300
LED照明器具 防爆形⾮常⽤LED灯器具 VZAA130146 257 \157,400 \176,300
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。 8 / 18 ページ
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LED照明器具 安全増防爆形⾮常⽤LED灯器具 VGWA2001624 260 \442,000 \495,100
LED照明器具 安全増防爆形⾮常⽤LED灯器具 VGWA2002624 260 \468,000 \524,200
LED照明器具 安全増防爆形⾮常⽤LED灯器具 VGWA2003624 260 \475,000 \532,000
LED照明器具 安全増防爆形⾮常⽤LED灯器具 VGWA2004624 260 \501,000 \561,200
LED照明器具 安全増防爆形⾮常⽤LED灯器具 VGWA2001644 261 \442,000 \495,100
LED照明器具 安全増防爆形⾮常⽤LED灯器具 VGWA2002644 261 \468,000 \524,200
LED照明器具 安全増防爆形⾮常⽤LED灯器具 VGWA2003644 261 \475,000 \532,000
LED照明器具 安全増防爆形⾮常⽤LED灯器具 VGWA2004644 261 \501,000 \561,200
LED照明器具 密閉形⾮常⽤直管LED灯器具 VCMA260141V2 264 \183,400 \205,500
LED照明器具 密閉形⾮常⽤直管LED灯器具 VCMA260142V2 264 \183,400 \205,500
LED照明器具 密閉形⾮常⽤直管LED灯器具 VCMA260146V2 264 \185,600 \207,900
LED照明器具 密閉形⾮常⽤直管LED灯器具 VCMA260241V2 264 \200,900 \225,100
LED照明器具 密閉形⾮常⽤直管LED灯器具 VCMA260242V2 264 \200,900 \225,100
LED照明器具 密閉形⾮常⽤直管LED灯器具 VCMA260246V2 264 \203,100 \227,500
LED照明器具 密閉形⾮常⽤直管LED灯器具 VCMA260110V2 265 \176,200 \197,400
LED照明器具 密閉形⾮常⽤直管LED灯器具 VCMA260151V2 265 \215,600 \241,500
LED照明器具 密閉形⾮常⽤直管LED灯器具 VCMA260152V2 265 \231,700 \259,600
LED照明器具 密閉形⾮常⽤直管LED灯器具 VCMA260210V2 265 \193,700 \217,000
LED照明器具 密閉形⾮常⽤直管LED灯器具 VCMA260251V2 265 \233,100 \261,100
LED照明器具 密閉形⾮常⽤直管LED灯器具 VCMA260252V2 265 \249,200 \279,200
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA1401001 268 \143,000 \160,200
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA1901001 268 \148,000 \165,800
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA2501001 268 \159,800 \179,000
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA3801001 268 \170,900 \191,500
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA4601001 268 \177,900 \199,300
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA1401001 268 \141,000 \158,000
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA1901001 268 \145,000 \162,400
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA2501001 268 \152,000 \170,300
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA3801001 268 \162,400 \181,900
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA4601001 268 \169,000 \189,300
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA1401131 269 \157,600 \176,600
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA1901131 269 \162,600 \182,200
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA2501131 269 \174,400 \195,400
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA3801131 269 \185,500 \207,800
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA4601131 269 \192,500 \215,600
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA1401131 269 \155,600 \174,300
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA1901131 269 \159,600 \178,800
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA2501131 269 \166,600 \186,600
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA3801131 269 \177,000 \198,300
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA4601131 269 \183,600 \205,700
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA1401161 270 \167,300 \187,400
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA1901161 270 \172,300 \193,000
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA2501161 270 \184,100 \206,200
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA3801161 270 \195,200 \218,700
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA4601161 270 \202,200 \226,500
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA1401161 270 \165,300 \185,200
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA1901161 270 \169,300 \189,700
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA2501161 270 \176,300 \197,500
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA3801161 270 \186,700 \209,200
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA4601161 270 \193,300 \216,500
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA1401411 271 \150,900 \169,100
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA1901411 271 \155,900 \174,700
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA2501411 271 \167,700 \187,900
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA3801411 271 \178,800 \200,300
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA4601411 271 \185,800 \208,100
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA1401411 271 \148,900 \166,800
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA1901411 271 \152,900 \171,300
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA2501411 271 \159,900 \179,100
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA3801411 271 \170,300 \190,800
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA4601411 271 \176,900 \198,200
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA1401421 272 \150,900 \169,100
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA1901421 272 \155,900 \174,700
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA2501421 272 \167,700 \187,900
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA3801421 272 \178,800 \200,300
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA4601421 272 \185,800 \208,100
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA1401421 272 \148,900 \166,800
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA1901421 272 \152,900 \171,300
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA2501421 272 \159,900 \179,100
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA3801421 272 \170,300 \190,800
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA4601421 272 \176,900 \198,200
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA1401461 273 \152,900 \171,300
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA1901461 273 \157,900 \176,900
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA2501461 273 \169,700 \190,100
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA3801461 273 \180,800 \202,500
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA4601461 273 \187,800 \210,400
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA1401461 273 \150,900 \169,100
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA1901461 273 \154,900 \173,500
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA2501461 273 \161,900 \181,400
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA3801461 273 \172,300 \193,000
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA4601461 273 \178,900 \200,400
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA1401511 274 \192,600 \215,800
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA1901511 274 \197,600 \221,400
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA2501511 274 \209,400 \234,600
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA3801511 274 \220,500 \247,000
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。 9 / 18 ページ



2022年7⽉実施 価格改定製品 新旧⼀覧表

対象製品群 製品名 形式
産業⽤照明・機器

カタログ(照機27-1)
対象⾴

希望⼩売価格
(現⾏)

希望⼩売価格
(改定後)

LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA4601511 274 \227,500 \254,800
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA1401511 274 \190,600 \213,500
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA1901511 274 \194,600 \218,000
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA2501511 274 \201,600 \225,800
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA3801511 274 \212,000 \237,500
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA4601511 274 \218,600 \244,900
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA1401521 275 \207,100 \232,000
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA1901521 275 \212,100 \237,600
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA2501521 275 \223,900 \250,800
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA3801521 275 \235,000 \263,200
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYAA4601521 275 \242,000 \271,100
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA1401521 275 \205,100 \229,800
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA1901521 275 \209,100 \234,200
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA2501521 275 \216,100 \242,100
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA3801521 275 \226,500 \253,700
LED照明器具 防湿・防⽔形⾮常⽤LED灯器具 VYBA4601521 275 \233,100 \261,100
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0301101H 296 \214,300 \240,100
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0301101S 296 \214,300 \240,100
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0301102H 296 \217,700 \243,900
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0301102S 296 \217,700 \243,900
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0301411H 296 \202,800 \227,200
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0301411S 296 \202,800 \227,200
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0301412H 296 \206,200 \231,000
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0301412S 296 \206,200 \231,000
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0301421H 296 \202,800 \227,200
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0301421S 296 \202,800 \227,200
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0301422H 296 \206,200 \231,000
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0301422S 296 \206,200 \231,000
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0301241H 297 \197,300 \221,000
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0301242H 297 \200,700 \224,800
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0301241S 297 \197,300 \221,000
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0301242S 297 \200,700 \224,800
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0101101H 298 \167,500 \187,600
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0101411H 298 \156,000 \174,800
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0101421H 298 \156,000 \174,800
LED照明器具 防爆形LED誘導灯 LZUB0101241H 299 \150,500 \168,600
LED照明器具 防⽔形保安⽤LED灯器具 VYNA0901101 301 \100,300 \112,400
LED照明器具 防⽔形保安⽤LED灯器具 VYNA0902101 301 \105,200 \117,900
LED照明器具 防⽔形保安⽤LED灯器具 VYNA0904101 301 \126,700 \142,000
LED照明器具 防浸形保安⽤LED灯器具 VSFC0602001LW 304 \186,000 \208,400
LED照明器具 防浸形保安⽤LED灯器具 VSFC0602001W 304 \157,700 \176,700
LED照明器具 防浸形保安⽤LED灯器具 VSFC1002001LW 304 \191,000 \214,000
LED照明器具 防浸形保安⽤LED灯器具 VSFC1002001W 304 \162,700 \182,300
LED照明器具 防浸形保安⽤LED灯器具 VSMC0602001LW 305 \166,000 \186,000
LED照明器具 防浸形保安⽤LED灯器具 VSMC0602001W 305 \137,700 \154,300
LED照明器具 防浸形保安⽤LED灯器具 VSMC1002001LW 305 \171,000 \191,600
LED照明器具 防浸形保安⽤LED灯器具 VSMC1002001W 305 \142,700 \159,900
⾮常⽤照明器具誘導灯・交換電池 - 4HR-AAUT 306 \9,000 \10,100
⾮常⽤照明器具誘導灯・交換電池 - 10BK310CH 306 \38,600 \43,300
⾮常⽤照明器具誘導灯・交換電池 - T4BK310CH-S-SWD-8464 306 \28,400 \31,900
⾮常⽤照明器具誘導灯・交換電池 - T6BK120AAHU 306 \9,300 \10,500
⾮常⽤照明器具誘導灯・交換電池 - BT120-18311 306 \23,800 \26,700
殺菌灯・警告灯・コンセントボックス 殺菌灯 SFCC151614WL 311 \201,100 \225,300
殺菌灯・警告灯・コンセントボックス 殺菌灯 SYCC151008 311 \37,900 \42,500
殺菌灯・警告灯・コンセントボックス 安全増防爆形捕⾍器 FGMC20110 313 \125,700 \140,800
殺菌灯・警告灯・コンセントボックス 安全増防爆形捕⾍器 FGMC20141 313 \116,200 \130,200
殺菌灯・警告灯・コンセントボックス 安全増防爆形捕⾍器 FGMC20142 313 \116,200 \130,200
殺菌灯・警告灯・コンセントボックス 耐圧防爆形警告灯 XZK-DS021 314 \81,600 \91,400
殺菌灯・警告灯・コンセントボックス 耐圧防爆形警告灯 XZK-DS021 314 \84,400 \94,600
殺菌灯・警告灯・コンセントボックス 耐圧防爆形警告灯 XZK-DS022 314 \82,300 \92,200
殺菌灯・警告灯・コンセントボックス 耐圧防爆形警告灯 XZK-DS022 314 \85,100 \95,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグラウンド ZCGS-16A 335 \4,400 \5,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグラウンド ZCGS-16B 335 \4,400 \5,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグラウンド ZCGS-16C 335 \4,400 \5,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグラウンド ZCGS-22A 335 \5,500 \6,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグラウンド ZCGS-22B 335 \5,500 \6,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグラウンド ZCGS-22C 335 \5,500 \6,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグラウンド ZCGS-28A 335 \8,200 \9,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグラウンド ZCGS-28B 335 \8,200 \9,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグラウンド ZCGS-28C 335 \8,200 \9,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE2AL1 338 \11,100 \12,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE2AM1 338 \17,400 \19,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE2AP1 338 \10,400 \11,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE2AP1 338 \12,600 \14,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE2AS1 338 \10,400 \11,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE2AZ1 338 \20,700 \23,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS2AL1 338 \26,900 \30,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS2AM1 338 \33,300 \37,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS2AP1 338 \26,200 \29,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS2AP1 338 \28,400 \31,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS2AS1 338 \26,200 \29,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS2AZ1 338 \36,600 \41,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE2AL1P1 339 \16,600 \18,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE2AL1S1 339 \16,600 \18,600
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。 10 / 18 ページ
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防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE2AL1Z1 339 \26,900 \30,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE2AL2 339 \17,200 \19,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE2AP2 339 \15,900 \17,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE2AS1P1 339 \15,900 \17,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE2AS2 339 \15,900 \17,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE2AZ1P1 339 \26,200 \29,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS2AL1P1 339 \32,400 \36,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS2AL1S1 339 \32,400 \36,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS2AL1Z1 339 \42,700 \47,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS2AL2 339 \33,100 \37,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS2AP2 339 \31,700 \35,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS2AS1P1 339 \31,700 \35,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS2AS2 339 \31,700 \35,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS2AZ1P1 339 \42,100 \47,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE3AC1 340 \27,900 \31,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE3AL1C1 340 \34,100 \38,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE3AL1P1S1 340 \23,100 \25,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE3AL1P2 340 \23,100 \25,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE3AL3 340 \24,400 \27,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE3AM1C1 340 \40,400 \45,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE3AM1L1S1 340 \30,100 \33,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE3AM1P2 340 \29,400 \33,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE3AP3 340 \22,400 \25,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE3AS1P2 340 \22,400 \25,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE3AS3 340 \22,400 \25,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE3AZ1L1P1 340 \33,400 \37,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS3AC1 340 \43,700 \49,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS3AL1C1 340 \49,900 \55,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS3AL1P1S1 340 \38,900 \43,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS3AL1P2 340 \38,900 \43,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS3AL3 340 \40,200 \45,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS3AM1C1 340 \56,300 \63,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS3AM1L1S1 340 \45,900 \51,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS3AM1P2 340 \45,300 \50,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS3AP3 340 \38,200 \42,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS3AS1P2 340 \38,200 \42,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS3AS3 340 \38,200 \42,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS3AZ1L1P1 340 \49,200 \55,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AL1S1P2 341 \32,500 \36,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AL2P2 341 \33,200 \37,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AL4 341 \34,500 \38,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AM1L1P2 341 \39,600 \44,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AM1P3 341 \38,900 \43,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AM1S1P2 341 \38,900 \43,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AP4 341 \31,900 \35,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AS1P3 341 \31,900 \35,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AS4 341 \31,900 \35,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AZ1L1P2 341 \42,900 \48,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AL1S1P2 341 \48,400 \54,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AL2P2 341 \49,000 \54,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AL4 341 \50,300 \56,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AM1L1P2 341 \55,400 \62,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AM1P3 341 \54,700 \61,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AM1S1P2 341 \54,700 \61,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AP4 341 \47,700 \53,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AS1P3 341 \47,700 \53,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AS4 341 \47,700 \53,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AZ1L1P2 341 \58,700 \65,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AL2P3 342 \38,700 \43,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AL2S1P2 342 \38,700 \43,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AL5 342 \40,700 \45,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AM1L1P3 342 \45,100 \50,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AM1L1S1P2 342 \45,100 \50,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AM1L2C1 342 \56,700 \63,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AM1L2P2 342 \45,700 \51,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AM1S1C1 342 \49,900 \55,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AP5 342 \37,400 \41,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE5AS5 342 \37,400 \41,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AL2P3 342 \54,500 \61,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AL2S1P2 342 \54,500 \61,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AL5 342 \56,500 \63,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AM1L1P3 342 \60,900 \68,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AM1L1S1P2 342 \60,900 \68,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AM1L2C1 342 \72,600 \81,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AM1L2P2 342 \61,600 \69,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AM1S1C1 342 \65,700 \73,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AP5 342 \53,200 \59,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS5AS5 342 \53,200 \59,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE6AL1S1P4 343 \47,700 \53,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE6AL2P4 343 \48,400 \54,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE6AL2S2P2 343 \48,400 \54,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE6AL4S2 343 \49,700 \55,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE6AL6 343 \51,000 \57,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE6AM2L2S2 343 \62,400 \69,900
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。 11 / 18 ページ
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防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE6AM2P4 343 \61,100 \68,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE6AM2S1P3 343 \61,100 \68,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE6AP6 343 \47,000 \52,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE6AS2P4 343 \47,000 \52,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE6AS6 343 \47,000 \52,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE6AZ1L3P2 343 \59,400 \66,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS6AL1S1P4 343 \63,500 \71,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS6AL2P4 343 \64,200 \72,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS6AL2S2P2 343 \64,200 \72,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS6AL4S2 343 \65,500 \73,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS6AL6 343 \66,800 \74,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS6AM2L2S2 343 \78,300 \87,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS6AM2P4 343 \77,000 \86,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS6AM2S1P3 343 \77,000 \86,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS6AP6 343 \62,900 \70,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS6AS2P4 343 \62,900 \70,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS6AS6 343 \62,900 \70,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS6AZ1L3P2 343 \75,200 \84,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZEAAL2S2P4 344 \133,300 \149,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZEAAL4P4 344 \134,600 \150,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZEAAL4P6 344 \145,600 \163,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZEAAL4S2P4 344 \145,600 \163,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZEAAM2L2P4 344 \147,400 \165,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZEAAM2L2S2P4 344 \158,400 \177,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZEBAL3P6 345 \150,400 \168,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZEBAL3S3P3 345 \150,400 \168,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZEBAL3S3P6 345 \166,900 \187,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZEBAL6P6 345 \168,900 \189,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZEBAL6S3P6 345 \185,400 \207,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZEBAM2C1L2S2P4Z1 345 \201,700 \226,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZEBAM3L3S3 345 \171,600 \192,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZEBAM3L3S3P6 345 \204,600 \229,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZEBAM3P6 345 \169,600 \190,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZECAL8P16 346 \247,200 \276,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZECAL8S4P8 346 \225,200 \252,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZECAM3L6C3 346 \234,000 \262,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZECAM4P8L4S2Z2C4 346 \337,400 \377,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE1AP1 348 \13,600 \15,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE1AP1 348 \15,800 \17,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE1AS1 348 \13,600 \15,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE1AS1（2） 348 \13,600 \15,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE1AL1 349 \14,300 \16,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE1AZ1 349 \23,900 \26,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグラウンド ZCGS-16A 350 \4,400 \5,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグラウンド ZCGS-16B 350 \4,400 \5,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグラウンド ZCGS-16C 350 \4,400 \5,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグラウンド ZCGS-22A 350 \5,500 \6,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグラウンド ZCGS-22B 350 \5,500 \6,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグラウンド ZCGS-22C 350 \5,500 \6,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE2AV1 351 \38,100 \42,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE3AM1V1 351 \56,100 \62,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE6AM1L1V1P2 351 \89,300 \100,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE6AM1L1V1S1 351 \83,800 \93,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE6AM1P2V1S1 351 \88,600 \99,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE6AM2L1V1P2 351 \101,800 \114,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZE6AM2P2V1S1 351 \101,100 \113,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS2AV1 351 \54,000 \60,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS3AM1V1 351 \72,000 \80,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS6AM1L1V1P2 351 \105,100 \117,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS6AM1L1V1S1 351 \99,600 \111,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS6AM1P2V1S1 351 \104,400 \117,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS6AM2L1V1P2 351 \117,600 \131,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形コントロールボックス ZS6AM2P2V1S1 351 \116,900 \131,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 ZERA3152 353 \34,300 \38,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 ZERA3152 353 \5,800 \6,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 ZERA4152 353 \34,900 \39,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 ZERA4152 353 \5,800 \6,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形タンブラスイッチ EXTS-115×1 354 オープン価格 ※
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形タンブラスイッチ EXTS-215×1 354 オープン価格 ※
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形タンブラスイッチ EXTS-315×1 354 オープン価格 ※
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形タンブラスイッチ EXTS-415×1 354 オープン価格 ※
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 21E-RP330 354 \117,000 \131,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 21E-RP330 354 \33,960 \38,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 21E-RP430 354 \123,000 \137,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 21E-RP430 354 \35,280 \39,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 21E-MA2002 355 \103,560 \116,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 21E-MA2004 355 \103,560 \116,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 21E-MA2007 355 \103,560 \116,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 21E-MA2015 355 \103,560 \116,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 21E-MA2022 355 \103,560 \116,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M2002 355 \162,360 \181,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M2004 355 \162,360 \181,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M2007 355 \162,360 \181,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M2015 355 \162,360 \181,900
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。 12 / 18 ページ
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防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M2022 355 \162,360 \181,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M2037 355 \168,120 \188,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M2002M 355 \189,360 \212,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M2004M 355 \189,360 \212,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M2007M 355 \189,360 \212,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M2015M 355 \189,360 \212,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M2022M 355 \189,360 \212,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M2037M 355 \195,120 \218,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M4002 355 \162,360 \181,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M4004 355 \162,360 \181,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M4007 355 \162,360 \181,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M4015 355 \162,360 \181,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M4022 355 \162,360 \181,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M4037 355 \162,360 \181,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M4055 355 \168,120 \188,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M4002M 355 \189,360 \212,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M4004M 355 \189,360 \212,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M4007M 355 \189,360 \212,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M4015M 355 \189,360 \212,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M4022M 355 \189,360 \212,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M4037M 355 \189,360 \212,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形差込接続器 22E-M4055M 355 \195,120 \218,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0032 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0032 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0033 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0033 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0052 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0052 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0053 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0053 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0102 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0102 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0103 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0103 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0152 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0152 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0153 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0153 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0202 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0202 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0203 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0203 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0302 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0302 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0303 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZBP-0303 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-2007 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-2007 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-2015 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-2015 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-2022 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-2022 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-2037 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-2037 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-2055 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-2055 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-4015 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-4015 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-4022 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-4022 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-4037 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-4037 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-4055 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-4055 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-4075 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-4075 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-4110 356 \90,400 \101,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 耐圧防爆形配線⽤しゃ断器 ZMBP-4110 356 \112,800 \126,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H０B 358 \3,100 \3,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H０C 358 \3,100 \3,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H０P 358 \3,100 \3,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H１B 358 \3,100 \3,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H１C 358 \3,100 \3,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H１P 358 \3,100 \3,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H２B 358 \4,000 \4,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H２C 358 \4,000 \4,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H２P 358 \4,000 \4,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H３B 358 \4,000 \4,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H３C 358 \4,000 \4,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H３P 358 \4,000 \4,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H４B 358 \4,000 \4,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H４C 358 \4,000 \4,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H４P 358 \4,000 \4,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H５B 358 \5,500 \6,200
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。 13 / 18 ページ



2022年7⽉実施 価格改定製品 新旧⼀覧表

対象製品群 製品名 形式
産業⽤照明・機器

カタログ(照機27-1)
対象⾴

希望⼩売価格
(現⾏)

希望⼩売価格
(改定後)

防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H５C 358 \5,500 \6,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H５P 358 \5,500 \6,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H６B 358 \5,500 \6,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H６C 358 \5,500 \6,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H６P 358 \5,500 \6,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H７B 358 \5,500 \6,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H７C 358 \5,500 \6,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H７P 358 \5,500 \6,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H８B 358 \7,200 \8,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H８C 358 \7,200 \8,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H８P 358 \7,200 \8,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H９B 358 \7,200 \8,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H９C 358 \7,200 \8,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H９P 358 \7,200 \8,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H10B 358 \7,200 \8,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H10C 358 \7,200 \8,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZCG-H10P 358 \7,200 \8,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZEG-H0C 359 \5,200 \5,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZEG-H0P 359 \5,200 \5,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZEG-H1C 359 \5,200 \5,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZEG-H1P 359 \5,200 \5,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZEG-H2C 359 \6,300 \7,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZEG-H2P 359 \6,300 \7,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZEG-H3C 359 \6,300 \7,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZEG-H3P 359 \6,300 \7,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZEG-H4C 359 \6,300 \7,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZEG-H4P 359 \6,300 \7,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZEG-H5C 359 \8,300 \9,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZEG-H5P 359 \8,300 \9,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZEG-H6C 359 \8,300 \9,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZEG-H6P 359 \8,300 \9,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZEG-H7C 359 \8,300 \9,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ユニオン式ケーブルグランド ZEG-H7P 359 \8,300 \9,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグランド ZCGS-16A 360 \4,400 \5,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグランド ZCGS-16B 360 \4,400 \5,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグランド ZCGS-16C 360 \4,400 \5,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグランド ZCGS-22A 360 \5,500 \6,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグランド ZCGS-22B 360 \5,500 \6,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグランド ZCGS-22C 360 \5,500 \6,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグランド ZCGS-28A 360 \8,200 \9,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグランド ZCGS-28B 360 \8,200 \9,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグランド ZCGS-28C 360 \8,200 \9,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグランド SXC-16B 363 オープン価格 ※
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグランド SXC-22B 363 オープン価格 ※
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグランド GTV-16L 364 \3,350 \3,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグランド GTV-16M 364 \3,350 \3,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグランド GTV-22L 364 \4,190 \4,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグランド GTV-22M 364 \4,190 \4,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグランド GTV-28L 364 \5,650 \6,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防爆形ケーブルグランド GTV-28M 364 \5,650 \6,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 シーリングコンパウンド パールシール CWP-10N 366 \1,700 \2,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME2AL1 370 \9,500 \10,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME2AP1 370 \7,100 \8,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME2AP1 370 \7,500 \8,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME2AS1 370 \8,400 \9,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS2AL1 370 \25,300 \28,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS2AP1 370 \22,900 \25,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS2AP1 370 \23,400 \26,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS2AS1 370 \24,300 \27,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME2AL1P1 371 \11,700 \13,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME2AL1S1 371 \13,000 \14,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME2AL2 371 \14,000 \15,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME2AP2 371 \9,300 \10,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME2AS2 371 \11,900 \13,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS2AL1P1 371 \27,500 \30,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS2AL1S1 371 \28,800 \32,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS2AL2 371 \29,900 \33,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS2AP2 371 \25,100 \28,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS2AS2 371 \27,800 \31,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME3AL1P2 372 \15,100 \17,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME3AL2P1 372 \17,400 \19,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME3AL2S1 372 \18,800 \21,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME3AL3 372 \19,800 \22,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME3AM1P2 372 \16,900 \19,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME3AP3 372 \12,500 \14,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME3AS1P2 372 \14,000 \15,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME3AS3 372 \16,700 \18,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS3AL1P2 372 \30,900 \34,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS3AL2P1 372 \33,300 \37,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS3AL2S1 372 \34,600 \38,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS3AL3 372 \35,600 \39,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS3AM1P2 372 \32,700 \36,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS3AP3 372 \28,400 \31,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS3AS1P2 372 \29,900 \33,500
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。 14 / 18 ページ
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防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS3AS3 372 \32,500 \36,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME5AL1S1P2 373 \22,600 \25,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME5AL2P2 373 \23,600 \26,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME5AM1L1P2 373 \25,400 \28,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME5AM1P3 373 \24,300 \27,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME5AM1S1P2 373 \24,400 \27,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS5AL1S1P2 373 \38,400 \43,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS5AL2P2 373 \39,400 \44,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS5AM1L1P2 373 \41,300 \46,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS5AM1P3 373 \40,100 \45,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS5AM1S1P2 373 \40,200 \45,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME5AL2P3 374 \25,700 \28,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME5AL2S1P2 374 \27,100 \30,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME5AM1L1P3 374 \27,500 \30,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME5AM1L1S1P2 374 \28,900 \32,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME5AM1L2P2 374 \30,000 \33,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS5AL2P3 374 \41,500 \46,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS5AL2S1P2 374 \43,000 \48,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS5AM1L1P3 374 \43,300 \48,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS5AM1L1S1P2 374 \44,800 \50,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS5AM1L2P2 374 \45,800 \51,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME6AL2P4 375 \32,000 \35,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME6AL4S2 375 \39,300 \44,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME6AL6 375 \41,400 \46,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME6AM2P4 375 \35,600 \39,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME6AP6 375 \27,300 \30,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス ME6AS2P4 375 \29,900 \33,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS6AL2P4 375 \47,800 \53,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS6AL4S2 375 \55,200 \61,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS6AL6 375 \57,200 \64,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS6AM2P4 375 \51,400 \57,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS6AP6 375 \43,100 \48,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MS6AS2P4 375 \45,700 \51,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MEAAL2S2P4 376 \112,900 \126,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MEAAL4P4 376 \115,000 \128,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MEAAL4P6 376 \119,400 \133,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MEAAL4S2P4 376 \122,000 \136,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MEAAM2L2S2P4 376 \125,700 \140,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MEBAL3S3P6 377 \136,400 \152,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MEBAL6P6 377 \139,500 \156,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MEBAL6S3P6 377 \150,100 \168,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MEBAM3L3P6 377 \145,000 \162,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔形コントロールボックス MEBAM3L3S3P6 377 \155,500 \174,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形機器⽤ボックス PAB-1 378 \4,700 \5,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形機器⽤ボックス PAB-2 378 \6,700 \7,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形機器⽤ボックス PAB-2L 378 \9,600 \10,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形機器⽤ボックス PAB-3 378 \12,300 \13,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形機器⽤ボックス PAB-4 378 \22,400 \25,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-2P 382 \9,400 \10,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-2PW 382 \13,700 \15,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-L 382 \9,600 \10,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-LW 382 \11,700 \13,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-P1 382 \7,100 \8,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-P1W 382 \9,200 \10,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-P2 382 \7,100 \8,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-P2W 382 \9,200 \10,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-P3 382 \9,200 \10,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-P3W 382 \11,300 \12,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-S 382 \8,400 \9,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-SW 382 \11,600 \13,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-2LPP 383 \25,900 \29,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-2SPP 383 \23,600 \26,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-3P-N 383 \13,800 \15,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-3PW-N 383 \20,100 \22,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-LL3P 383 \23,600 \26,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-LLSPP 383 \24,900 \27,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-LPP-N 383 \16,300 \18,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-LPPW-N 383 \22,500 \25,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-MLLPP 383 \27,800 \31,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-MLPP 383 \22,900 \25,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-MPP-N 383 \18,000 \20,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-MPPW-N 383 \23,800 \26,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-MSPP 383 \22,100 \24,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-SPP-N 383 \15,200 \17,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-SPPW-N 383 \21,400 \24,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-LL3PWL 384 \35,900 \40,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-LLSPPWL 384 \37,200 \41,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-MLLPPWL 384 \39,100 \43,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-MLPPWL 384 \33,200 \37,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-MSPPWL 384 \33,100 \37,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-2LLPP 385 \41,200 \46,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-2LLPPW 385 \53,800 \60,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-2LPPW 385 \42,100 \47,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-2MLLPP 385 \54,400 \61,000
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。 15 / 18 ページ
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防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-2MLLPPW 385 \71,300 \79,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-2MLPP 385 \44,700 \50,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-2MLPPW 385 \59,500 \66,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-2MPP 385 \34,900 \39,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-2MPPW 385 \45,500 \51,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-2MSPP 385 \42,300 \47,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-2MSPPW 385 \59,200 \66,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-2SPPW 385 \41,800 \46,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-LLS3P 385 \32,800 \36,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-LLS3PW 385 \45,500 \51,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-MLLSPP 385 \37,000 \41,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-MLLSPPW 385 \48,700 \54,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-3MLLPP 386 \85,600 \95,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-3MLLPPW 386 \111,000 \124,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-3MLSPP 386 \82,200 \92,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-3MLSPPW 386 \113,800 \127,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-4LLPP 386 \80,300 \90,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-4LLPPW 386 \105,700 \118,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-4LLSPP 386 \95,200 \106,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コントロールボックス PAE-4LLSPPW 386 \133,100 \149,100
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-032AL 387 \29,700 \33,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-033AL 387 \34,300 \38,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-052AL 387 \29,700 \33,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-053AL 387 \34,300 \38,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-1002C 387 \56,700 \63,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-1002D 387 \89,700 \100,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-1003C 387 \73,900 \82,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-1003D 387 \106,200 \119,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-102AL 387 \29,700 \33,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-102B 387 \37,600 \42,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-103AL 387 \34,300 \38,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-103B 387 \44,200 \49,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-152AL 387 \29,700 \33,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-152B 387 \37,600 \42,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-152D 387 \89,700 \100,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-153AL 387 \34,300 \38,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-153B 387 \44,200 \49,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-153D 387 \106,200 \119,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-202AL 387 \29,700 \33,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-202B 387 \37,600 \42,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-202D 387 \89,700 \100,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-203AL 387 \34,300 \38,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-203B 387 \44,200 \49,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-203D 387 \106,200 \119,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-302AL 387 \29,700 \33,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-302B 387 \37,600 \42,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-302D 387 \89,700 \100,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-303AL 387 \34,300 \38,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-303B 387 \44,200 \49,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-303D 387 \106,200 \119,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-402B 387 \37,600 \42,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-402D 387 \89,700 \100,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-403B 387 \44,200 \49,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-403D 387 \106,200 \119,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-502B 387 \37,600 \42,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-502D 387 \89,700 \100,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-503B 387 \44,200 \49,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-503D 387 \106,200 \119,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-602C 387 \56,700 \63,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-602D 387 \89,700 \100,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-603C 387 \73,900 \82,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-603D 387 \106,200 \119,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-752C 387 \56,700 \63,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-752D 387 \89,700 \100,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-753C 387 \73,900 \82,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形配線⽤しゃ断器 PBE-753D 387 \106,200 \119,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-2007 388 \36,900 \41,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-2015 388 \36,900 \41,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-2022 388 \36,900 \41,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-2037 388 \36,900 \41,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-2055 388 \36,900 \41,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-2075 388 \36,900 \41,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-2110 388 \48,800 \54,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-2150 388 \106,200 \119,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-2190 388 \106,200 \119,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-2220 388 \106,200 \119,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-4015 388 \36,900 \41,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-4022 388 \36,900 \41,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-4037 388 \36,900 \41,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-4055 388 \36,900 \41,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-4075 388 \36,900 \41,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-4110 388 \36,900 \41,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-4150 388 \36,900 \41,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-4190 388 \48,800 \54,700
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。 16 / 18 ページ
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防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-4220 388 \48,800 \54,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-4300 388 \106,200 \119,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-4370 388 \106,200 \119,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-4450 388 \106,200 \119,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形モータブレーカ PMBE-4550 388 \106,200 \119,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-11002 389 \120,700 \135,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-11003 389 \120,700 \135,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-1152 389 \95,000 \106,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-1153 389 \95,000 \106,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-1202 389 \95,000 \106,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-1203 389 \95,000 \106,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-1302 389 \95,000 \106,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-1303 389 \95,000 \106,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-1402 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-1403 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-1502 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-1503 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-1602 389 \120,700 \135,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-1603 389 \120,700 \135,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-1752 389 \120,700 \135,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-1753 389 \120,700 \135,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-21002 389 \120,700 \135,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-21003 389 \120,700 \135,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-2152 389 \95,000 \106,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-2153 389 \95,000 \106,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-2202 389 \95,000 \106,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-2203 389 \95,000 \106,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-2302 389 \95,000 \106,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-2303 389 \95,000 \106,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-2402 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-2403 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-2502 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-2503 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-2602 389 \120,700 \135,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-2603 389 \120,700 \135,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-2752 389 \120,700 \135,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-2753 389 \120,700 \135,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-41003 389 \120,700 \135,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-4153 389 \95,000 \106,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-4203 389 \95,000 \106,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-4303 389 \95,000 \106,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-4403 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-4503 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-4603 389 \120,700 \135,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEBE-4753 389 \120,700 \135,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEME-2007 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEME-2015 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEME-2022 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEME-2037 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEME-2055 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEME-2075 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEME-2110 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEME-4015 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEME-4022 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEME-4037 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEME-4055 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEME-4075 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEME-4110 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEME-4150 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEME-4190 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形漏電しゃ断器 PEME-4220 389 \97,600 \109,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-2002 391 \125,400 \140,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-2004 391 \125,400 \140,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-2007 391 \125,400 \140,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-2015 391 \125,400 \140,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-2022 391 \125,400 \140,500
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-2037 391 \142,500 \159,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-2055 391 \147,800 \165,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-2075 391 \150,200 \168,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-2110 391 \215,100 \241,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-2150 391 \227,000 \254,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-2190 391 \241,000 \270,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-4002 391 \160,600 \179,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-4004 391 \160,600 \179,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-4007 391 \160,600 \179,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-4015 391 \160,600 \179,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-4022 391 \160,600 \179,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-4037 391 \160,600 \179,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-4055 391 \163,600 \183,300
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-4075 391 \205,900 \230,700
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-4110 391 \208,500 \233,600
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-4150 391 \215,100 \241,000
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-4190 391 \237,600 \266,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形コンビネーションスタータ PCE-4220 391 \237,600 \266,200
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。 17 / 18 ページ
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対象製品群 製品名 形式
産業⽤照明・機器

カタログ(照機27-1)
対象⾴

希望⼩売価格
(現⾏)

希望⼩売価格
(改定後)

防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形分電盤 PDB-22A 392 \39,600 \44,400
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形分電盤 PDB-32A 392 \53,400 \59,900
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形分電盤 PDB-42A 392 \79,200 \88,800
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形分電盤 PDB-52A 392 \93,000 \104,200
防爆形機器、防⽔・耐⾷形機器 防⽔・耐⾷形分電盤 PDB-62A 392 \107,500 \120,400

※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。 18 / 18 ページ



2022年4⽉1⽇

製品名 形式
産業⽤照明・機器
カタログ(照機27-1)

関連⾴

希望⼩売価格
(現⾏)

希望⼩売価格
(改定後)

希望⼩売価格
ガード単品
(現⾏)

希望⼩売価格
ガード単品
(改定後)

防爆形 LZIB130441V2G 47 \184,600 \206,800 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130442V2G 47 \185,300 \207,600 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130741V2G 47 \225,600 \252,700 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130742V2G 47 \226,300 \253,500 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130841V2G 47 \241,000 \270,000 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130842V2G 47 \241,700 \270,800 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130446V2G 48 \185,800 \208,100 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130451V2G 48 \217,400 \243,500 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130746V2G 48 \226,800 \254,100 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130751V2G 48 \258,400 \289,500 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130846V2G 48 \242,200 \271,300 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130851V2G 48 \273,800 \306,700 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB13042V2G 49 オープン価格 ※ \5,800 \6,500
防爆形 LZIB13072V2G 49 オープン価格 ※ \5,800 \6,500
防爆形 LZIB13082V2G 49 オープン価格 ※ \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130461V2G 50 \219,200 \245,600 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130462V2G 50 \219,200 \245,600 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130465V2G 50 \219,200 \245,600 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130466V2G 50 \219,200 \245,600 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130761V2G 50 \260,200 \291,500 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130762V2G 50 \260,200 \291,500 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130765V2G 50 \260,200 \291,500 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130766V2G 50 \260,200 \291,500 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130861V2G 50 \275,600 \308,700 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130862V2G 50 \275,600 \308,700 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130865V2G 50 \275,600 \308,700 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB130866V2G 50 \275,600 \308,700 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB13047V2G 53 \214,300 \240,100 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB13077V2G 53 \248,600 \278,500 \5,800 \6,500
防爆形 LZIB13087V2G 53 \262,500 \294,100 \4,300 \4,900
防湿•密閉形 LCIA110441G 61 \98,900 \110,900 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA110442G 61 \98,900 \110,900 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA110446G 61 \99,800 \111,900 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA110741G 61 \124,600 \139,600 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA110742G 61 \124,600 \139,600 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA110746G 61 \125,500 \140,700 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA110452G 62 \124,800 \139,900 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA110752G 62 \150,500 \168,700 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA110461G 63 \97,300 \109,100 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA110462G 63 \97,300 \109,100 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA110463G 63 \97,300 \109,100 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA110464G 63 \97,300 \109,100 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA110467G 63 \97,300 \109,100 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA110468G 63 \97,300 \109,100 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA110761G 63 \123,000 \137,900 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA110762G 63 \123,000 \137,900 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA110763G 63 \123,000 \137,900 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA110764G 63 \123,000 \137,900 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA110767G 63 \123,000 \137,900 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA110768G 63 \123,000 \137,900 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA11047G 65 \156,000 \174,800 \4,600 \5,200
防湿•密閉形 LCIA11077G 65 \181,700 \203,600 \4,600 \5,200
防爆形 LZBA2401416V2 87 \127,500 \142,900 \5,300 \6,000
防爆形 LZBA2401426V2 87 \127,500 \142,900 \5,300 \6,000
防爆形 LZBA2401466V2 87 \129,400 \145,000 \5,300 \6,000
防爆形 LZBA4001416V2 87 \151,700 \170,000 \6,700 \7,600
防爆形 LZBA4001426V2 87 \151,700 \170,000 \6,700 \7,600
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。
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2022年7⽉実施 価格改定製品(ガード付き) 新旧⼀覧表

製品名 形式
産業⽤照明・機器
カタログ(照機27-1)

関連⾴

希望⼩売価格
(現⾏)

希望⼩売価格
(改定後)

希望⼩売価格
ガード単品
(現⾏)

希望⼩売価格
ガード単品
(改定後)

防爆形 LZBA4001466V2 87 \153,600 \172,200 \6,700 \7,600
防爆形 LZBA2401106V2 88 \133,500 \149,600 \5,300 \6,000
防爆形 LZBA2401116V2 88 \122,300 \137,100 \5,300 \6,000
防爆形 LZBA2401126V2 88 \128,100 \143,600 \5,300 \6,000
防爆形 LZBA4001106V2 88 \155,500 \174,300 \6,700 \7,600
防爆形 LZBA4001116V2 88 \144,300 \161,800 \6,700 \7,600
防爆形 LZBA4001126V2 88 \151,400 \169,700 \6,700 \7,600
防爆形 LZBA24012V6V2 89 オープン価格 ※ \5,300 \6,000
防爆形 LZBA2401516V2 89 \163,300 \183,000 \5,300 \6,000
防爆形 LZBA2401526V2 89 \177,800 \199,200 \5,300 \6,000
防爆形 LZBA400126V2 89 オープン価格 ※ \6,700 \7,600
防爆形 LZBA4001516V2 89 \188,000 \210,700 \6,700 \7,600
防爆形 LZBA4001526V2 89 \202,500 \226,900 \6,700 \7,600
防爆形 LZBA1601106V2 90 \119,800 \134,300 \3,600 \4,100
防爆形 LZBA1601116V2 90 \108,600 \121,700 \3,600 \4,100
防爆形 LZBA1601416V2 90 \118,600 \132,900 \3,600 \4,100
防爆形 LZBA1601426V2 90 \118,600 \132,900 \3,600 \4,100
防爆形 LZBA1601466V2 90 \120,500 \135,100 \3,600 \4,100
防爆形 LZBA1601516V2 91 \154,400 \173,000 \3,600 \4,100
防爆形 LZBA1601526V2 91 \168,900 \189,300 \3,600 \4,100
防爆形 LZAB2601416V2 93 \128,700 \144,200 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2601426V2 93 \128,700 \144,200 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2601466V2 93 \130,600 \146,400 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2602416V2 93 \155,900 \174,700 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2602426V2 93 \155,900 \174,700 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2602466V2 93 \157,800 \176,800 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2601106V2 94 \136,900 \153,400 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2601116V2 94 \127,300 \142,700 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2601126V2 94 \131,000 \146,800 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2602106V2 94 \167,100 \187,200 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2602116V2 94 \157,300 \176,200 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2602126V2 94 \161,000 \180,400 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB260126V2 95 オープン価格 ※ \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2601516V2 95 \158,700 \177,800 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2601526V2 95 \173,200 \194,100 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB260226V2 95 オープン価格 ※ \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2602516V2 95 \189,200 \212,000 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2602526V2 95 \203,700 \228,200 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2601416R95 97 \140,200 \157,100 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2601426R95 97 \140,200 \157,100 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2601466R95 97 \142,100 \159,200 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2602416R95 97 \178,900 \200,400 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2602426R95 97 \178,900 \200,400 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2602466R95 97 \180,800 \202,500 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2601106R95 98 \148,400 \166,300 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2601116R95 98 \138,800 \155,600 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2601126R95 98 \142,500 \159,700 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2602106R95 98 \190,100 \213,000 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2602116R95 98 \180,300 \202,000 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2602126R95 98 \184,000 \206,100 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB260126R95 99 オープン価格 ※ \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2601516R95 99 \170,200 \190,700 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2601526R95 99 \184,700 \207,000 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB260226R95 99 オープン価格 ※ \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2602516R95 99 \212,200 \237,700 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2602526R95 99 \226,700 \254,000 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2601416MY 101 \140,200 \157,100 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2601426MY 101 \140,200 \157,100 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2601466MY 101 \142,100 \159,200 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2602416MY 101 \178,900 \200,400 \5,800 \6,500
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。

コンセントボ
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2022年7⽉実施 価格改定製品(ガード付き) 新旧⼀覧表

製品名 形式
産業⽤照明・機器
カタログ(照機27-1)

関連⾴

希望⼩売価格
(現⾏)

希望⼩売価格
(改定後)

希望⼩売価格
ガード単品
(現⾏)

希望⼩売価格
ガード単品
(改定後)

防爆形 LZAB2602426MY 101 \178,900 \200,400 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2602466MY 101 \180,800 \202,500 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2601106MY 102 \148,400 \166,300 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2601116MY 102 \138,800 \155,600 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2601126MY 102 \142,500 \159,700 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2602106MY 102 \190,100 \213,000 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2602116MY 102 \180,300 \202,000 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2602126MY 102 \184,000 \206,100 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB260126MY 103 オープン価格 ※ \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2601516MY 103 \170,200 \190,700 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB2601526MY 103 \184,700 \207,000 \4,600 \5,200
防爆形 LZAB260226MY 103 オープン価格 ※ \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2602516MY 103 \212,200 \237,700 \5,800 \6,500
防爆形 LZAB2602526MY 103 \226,700 \254,000 \5,800 \6,500
密閉形 LCMA2601412V2 125 \68,000 \76,300 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2601422V2 125 \68,000 \76,300 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2601462V2 125 \69,900 \78,400 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2602412V2 125 \85,500 \95,900 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2602422V2 125 \85,500 \95,900 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2602462V2 125 \87,400 \98,000 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2601102V2 126 \60,800 \68,200 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2601512V2 126 \100,200 \112,300 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2601522V2 126 \114,700 \128,600 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2602102V2 126 \78,300 \87,800 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2602512V2 126 \117,700 \131,900 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2602522V2 126 \132,200 \148,200 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2601412R95 129 \79,500 \89,200 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2601422R95 129 \79,500 \89,200 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2601462R95 129 \81,400 \91,300 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2602412R95 129 \108,500 \121,600 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2602422R95 129 \108,500 \121,600 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2602462R95 129 \110,400 \123,800 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2601102R95 130 \72,300 \81,100 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2601512R95 130 \111,700 \125,200 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2601522R95 130 \126,200 \141,500 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2602102R95 130 \101,300 \113,600 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2602512R95 130 \140,700 \157,700 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2602522R95 130 \155,200 \173,900 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2601412MY 133 \79,500 \89,200 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2601422MY 133 \79,500 \89,200 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2601462MY 133 \81,400 \91,300 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2602412MY 133 \108,500 \121,600 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2602422MY 133 \108,500 \121,600 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2602462MY 133 \110,400 \123,800 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2601102MY 134 \72,300 \81,100 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2601512MY 134 \111,700 \125,200 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2601522MY 134 \126,200 \141,500 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2602102MY 134 \101,300 \113,600 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2602512MY 134 \140,700 \157,700 \5,200 \5,900
密閉形 LCMA2602522MY 134 \155,200 \173,900 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2601412V2 137 \82,300 \92,300 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2601422V2 137 \82,300 \92,300 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2601462V2 137 \84,200 \94,400 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2602412V2 137 \99,800 \111,900 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2602422V2 137 \99,800 \111,900 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2602462V2 137 \101,700 \114,000 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2601102V2 138 \75,100 \84,200 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2601512V2 138 \114,500 \128,400 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2601522V2 138 \129,000 \144,600 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2602102V2 138 \92,600 \103,800 \5,200 \5,900
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。

コンセントボ
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2022年7⽉実施 価格改定製品 新旧⼀覧表

製品名 形式
産業⽤照明・機器
カタログ(照機27-1)

関連⾴

希望⼩売価格
(現⾏)

希望⼩売価格
(改定後)

希望⼩売価格
ガード単品
(現⾏)

希望⼩売価格
ガード単品
(改定後)

密閉形 LCPA2602512V2 138 \132,000 \148,000 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2602522V2 138 \146,500 \164,200 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2601412R95 141 \93,800 \105,200 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2601422R95 141 \93,800 \105,200 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2601462R95 141 \95,700 \107,300 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2602412R95 141 \122,800 \137,700 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2602422R95 141 \122,800 \137,700 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2602462R95 141 \124,700 \139,800 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2601102R95 142 \86,600 \97,100 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2601512R95 142 \126,000 \141,200 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2601522R95 142 \140,500 \157,500 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2602102R95 142 \115,600 \129,600 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2602512R95 142 \155,000 \173,700 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2602522R95 142 \169,500 \190,000 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2601412MY 145 \93,800 \105,200 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2601422MY 145 \93,800 \105,200 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2601462MY 145 \95,700 \107,300 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2602412MY 145 \122,800 \137,700 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2602422MY 145 \122,800 \137,700 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2602462MY 145 \124,700 \139,800 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2601102MY 146 \86,600 \97,100 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2601512MY 146 \126,000 \141,200 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2601522MY 146 \140,500 \157,500 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2602102MY 146 \115,600 \129,600 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2602512MY 146 \155,000 \173,700 \5,200 \5,900
密閉形 LCPA2602522MY 146 \169,500 \190,000 \5,200 \5,900
密閉形 LCBB100541G 150 \95,500 \107,000 \13,200 \14,800
密閉形 LCBB100542G 150 \95,500 \107,000 \13,200 \14,800
密閉形 LCBB100546G 150 \97,400 \109,200 \13,200 \14,800
密閉形 LCBB100510G 151 \104,100 \116,700 \13,200 \14,800
密閉形 LCBB100551G 151 \129,400 \145,000 \13,200 \14,800
密閉形 LCBB100552G 151 \143,900 \161,200 \13,200 \14,800
密閉形 LCHA100441G 154 \107,500 \120,500 \13,200 \14,800
密閉形 LCHA100442G 154 \107,500 \120,500 \13,200 \14,800
密閉形 LCHA100446G 154 \109,400 \122,600 \13,200 \14,800
密閉形 LCHA100410G 155 \116,100 \130,100 \13,200 \14,800
密閉形 LCHA100451G 155 \141,400 \158,400 \13,200 \14,800
密閉形 LCHA100452G 155 \155,900 \174,700 \13,200 \14,800
密閉形 LCAB100341G 158 \64,700 \72,600 \7,900 \8,900
密閉形 LCAB100342G 158 \64,700 \72,600 \7,900 \8,900
密閉形 LCAB100346G 158 \66,200 \74,200 \7,900 \8,900
密閉形 LCAB100311G 159 \64,900 \72,800 \7,900 \8,900
密閉形 LCAB100314G 159 \80,700 \90,500 \7,900 \8,900
密閉形 LCAB100351G 159 \95,100 \106,600 \7,900 \8,900
防湿•防⽔形 LYAA1401002 162 \47,000 \52,800 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA1901002 162 \51,500 \57,800 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA2501002 162 \53,700 \60,300 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA3801002 162 \63,200 \70,900 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYAA4601002 162 \65,400 \73,300 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYBA1401002 162 \38,100 \42,800 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA1901002 162 \42,600 \47,900 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA2501002 162 \44,800 \50,300 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA3801002 162 \54,300 \60,900 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYBA4601002 162 \56,500 \63,400 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYAA1401132 163 \61,600 \69,100 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA1901132 163 \66,100 \74,200 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA2501132 163 \68,300 \76,600 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA3801132 163 \77,800 \87,200 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYAA4601132 163 \80,000 \89,700 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYBA1401132 163 \52,700 \59,200 \9,200 \10,400
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。
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2022年7⽉実施 価格改定製品 新旧⼀覧表

製品名 形式
産業⽤照明・機器
カタログ(照機27-1)

関連⾴

希望⼩売価格
(現⾏)

希望⼩売価格
(改定後)

希望⼩売価格
ガード単品
(現⾏)

希望⼩売価格
ガード単品
(改定後)

防湿•防⽔形 LYBA1901132 163 \57,200 \64,200 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA2501132 163 \59,400 \66,700 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA3801132 163 \68,900 \77,200 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYBA4601132 163 \71,100 \79,700 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYAA1401162 164 \71,300 \80,000 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA1901162 164 \75,800 \85,000 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA2501162 164 \78,000 \87,500 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA3801162 164 \87,500 \98,100 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYAA4601162 164 \89,700 \100,500 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYBA1401162 164 \62,400 \70,000 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA1901162 164 \66,900 \75,100 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA2501162 164 \69,100 \77,500 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA3801162 164 \78,600 \88,100 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYBA4601162 164 \80,800 \90,600 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYAA1401412 165 \54,900 \61,600 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA1901412 165 \59,400 \66,700 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA2501412 165 \61,600 \69,100 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA3801412 165 \71,100 \79,700 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYAA4601412 165 \73,300 \82,200 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYBA1401412 165 \46,000 \51,700 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA1901412 165 \50,500 \56,700 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA2501412 165 \52,700 \59,200 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA3801412 165 \62,200 \69,700 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYBA4601412 165 \64,400 \72,200 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYAA1401422 166 \54,900 \61,600 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA1901422 166 \59,400 \66,700 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA2501422 166 \61,600 \69,100 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA3801422 166 \71,100 \79,700 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYAA4601422 166 \73,300 \82,200 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYBA1401422 166 \46,000 \51,700 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA1901422 166 \50,500 \56,700 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA2501422 166 \52,700 \59,200 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA3801422 166 \62,200 \69,700 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYBA4601422 166 \64,400 \72,200 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYAA1401462 167 \56,900 \63,900 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA1901462 167 \61,400 \68,900 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA2501462 167 \63,600 \71,400 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA3801462 167 \73,100 \81,900 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYAA4601462 167 \75,300 \84,400 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYBA1401462 167 \48,000 \53,900 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA1901462 167 \52,500 \58,900 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA2501462 167 \54,700 \61,400 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA3801462 167 \64,200 \72,000 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYBA4601462 167 \66,400 \74,400 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYAA1401512 168 \96,600 \108,300 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA1901512 168 \101,100 \113,400 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA2501512 168 \103,300 \115,800 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA3801512 168 \112,800 \126,400 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYAA4601512 168 \115,000 \128,900 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYBA1401512 168 \87,700 \98,400 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA1901512 168 \92,200 \103,400 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA2501512 168 \94,400 \105,900 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA3801512 168 \103,900 \116,400 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYBA4601512 168 \106,100 \118,900 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYAA1401522 169 \111,100 \124,600 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA1901522 169 \115,600 \129,600 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA2501522 169 \117,800 \132,100 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYAA3801522 169 \127,300 \142,600 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYAA4601522 169 \129,500 \145,100 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYBA1401522 169 \102,200 \114,600 \9,200 \10,400
※オープン価格については、お⼿数ですが最寄りの⽀社、営業所までご連絡ください。 5 / 8 ページ



2022年7⽉実施 価格改定製品 新旧⼀覧表

製品名 形式
産業⽤照明・機器
カタログ(照機27-1)

関連⾴

希望⼩売価格
(現⾏)

希望⼩売価格
(改定後)

希望⼩売価格
ガード単品
(現⾏)

希望⼩売価格
ガード単品
(改定後)

防湿•防⽔形 LYBA1901522 169 \106,700 \119,600 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA2501522 169 \108,900 \122,100 \9,200 \10,400
防湿•防⽔形 LYBA3801522 169 \118,400 \132,700 \9,800 \11,000
防湿•防⽔形 LYBA4601522 169 \120,600 \135,100 \9,800 \11,000
防爆形 LZLA110141G 182 \75,500 \84,600 \4,300 \4,800
防爆形 LZLA110142G 182 \75,500 \84,600 \4,300 \4,800
防爆形 LZLA110146G 182 \76,400 \85,600 \4,300 \4,800
防爆形 LZLA150141G 182 \88,000 \98,600 \4,300 \4,800
防爆形 LZLA150142G 182 \88,000 \98,600 \4,300 \4,800
防爆形 LZLA150146G 182 \88,900 \99,600 \4,300 \4,800
防爆形 LZLA270141G 182 \107,500 \120,400 \4,300 \4,800
防爆形 LZLA270142G 182 \107,500 \120,400 \4,300 \4,800
防爆形 LZLA270146G 182 \108,400 \121,400 \4,300 \4,800
防爆形 LZLA110110G 183 \81,900 \91,800 \4,300 \4,800
防爆形 LZLA110114G 183 \97,700 \109,500 \4,300 \4,800
防爆形 LZLA110151G 183 \105,900 \118,600 \4,300 \4,800
防爆形 LZLA150110G 183 \95,000 \106,400 \4,300 \4,800
防爆形 LZLA150114G 183 \110,800 \124,100 \4,300 \4,800
防爆形 LZLA150151G 183 \119,000 \133,300 \4,300 \4,800
防爆形 LZLA270110G 183 \115,400 \129,300 \4,300 \4,800
防爆形 LZLA270114G 183 \131,200 \147,000 \4,300 \4,800
防爆形 LZLA270151G 183 \139,400 \156,200 \4,300 \4,800
防爆形 LZLA110124G 184 オープン価格 ※ \4,300 \4,800
防爆形 LZLA150124G 184 オープン価格 ※ \4,300 \4,800
防爆形 LZLA270124G 184 オープン価格 ※ \4,300 \4,800
防爆形 VZBA2401416V2 246 \245,300 \274,800 \5,300 \6,000
防爆形 VZBA2401426V2 246 \245,300 \274,800 \5,300 \6,000
防爆形 VZBA2401466V2 246 \247,200 \277,000 \5,300 \6,000
防爆形 VZBA4001416V2 246 \251,200 \281,500 \6,700 \7,600
防爆形 VZBA4001426V2 246 \251,200 \281,500 \6,700 \7,600
防爆形 VZBA4001466V2 246 \253,100 \283,600 \6,700 \7,600
防爆形 VZBA2401106V2 247 \251,300 \281,600 \5,300 \6,000
防爆形 VZBA2401116V2 247 \240,100 \269,000 \5,300 \6,000
防爆形 VZBA240126V2 247 オープン価格 ※ \5,300 \6,000
防爆形 VZBA4001106V2 247 \255,000 \285,700 \6,700 \7,600
防爆形 VZBA4001116V2 247 \243,800 \273,200 \6,700 \7,600
防爆形 VZBA400126V2 247 オープン価格 ※ \6,700 \7,600
防爆形 VZBA2401516V2 248 \281,100 \314,900 \5,300 \6,000
防爆形 VZBA2401526V2 248 \295,600 \331,200 \5,300 \6,000
防爆形 VZBA4001516V2 248 \287,500 \322,100 \6,700 \7,600
防爆形 VZBA4001526V2 248 \302,000 \338,400 \6,700 \7,600
防爆形 VZBA1601106V2 249 \240,400 \269,400 \3,600 \4,100
防爆形 VZBA1601116V2 249 \229,200 \256,800 \3,600 \4,100
防爆形 VZBA1601416V2 249 \239,200 \268,000 \3,600 \4,100
防爆形 VZBA1601426V2 249 \239,200 \268,000 \3,600 \4,100
防爆形 VZBA1601466V2 249 \241,100 \270,100 \3,600 \4,100
防爆形 VZBA1601516V2 250 \275,000 \308,100 \3,600 \4,100
防爆形 VZBA1601526V2 250 \289,500 \324,400 \3,600 \4,100
防爆形 LZLA110141EG 253 \75,500 \84,700 \4,300 \4,900
防爆形 LZLA110142EG 253 \75,500 \84,700 \4,300 \4,900
防爆形 LZLA110146EG 253 \76,400 \85,700 \4,300 \4,900
防爆形 LZLA150141EG 253 \88,000 \98,700 \4,300 \4,900
防爆形 LZLA150142EG 253 \88,000 \98,700 \4,300 \4,900
防爆形 LZLA150146EG 253 \88,900 \99,700 \4,300 \4,900
防爆形 LZLA110110EG 254 \81,900 \91,900 \4,300 \4,900
防爆形 LZLA110114EG 254 \97,700 \109,600 \4,300 \4,900
防爆形 LZLA110151EG 254 \105,900 \118,700 \4,300 \4,900
防爆形 LZLA150110EG 254 \95,000 \106,500 \4,300 \4,900
防爆形 LZLA150114EG 254 \110,800 \124,200 \4,300 \4,900
防爆形 LZLA150151EG 254 \119,000 \133,400 \4,300 \4,900
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防爆形 LZLA110124EG 255 オープン価格 ※ \4,300 \4,900
防爆形 LZLA150124EG 255 オープン価格 ※ \4,300 \4,900
密閉形 VCMA2601412V2 264 \188,600 \211,400 \5,200 \5,900
密閉形 VCMA2601422V2 264 \188,600 \211,400 \5,200 \5,900
密閉形 VCMA2601462V2 264 \190,800 \213,800 \5,200 \5,900
密閉形 VCMA2602412V2 264 \206,100 \231,000 \5,200 \5,900
密閉形 VCMA2602422V2 264 \206,100 \231,000 \5,200 \5,900
密閉形 VCMA2602462V2 264 \208,300 \233,400 \5,200 \5,900
密閉形 VCMA2601102V2 265 \181,400 \203,300 \5,200 \5,900
密閉形 VCMA2601512V2 265 \220,800 \247,400 \5,200 \5,900
密閉形 VCMA2601522V2 265 \236,900 \265,500 \5,200 \5,900
密閉形 VCMA2602102V2 265 \198,900 \222,900 \5,200 \5,900
密閉形 VCMA2602512V2 265 \238,300 \267,000 \5,200 \5,900
密閉形 VCMA2602522V2 265 \254,400 \285,100 \5,200 \5,900
防⽔形 VYAA1401002 268 \152,200 \170,600 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA1901002 268 \157,200 \176,200 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA2501002 268 \169,000 \189,400 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA3801002 268 \180,700 \202,500 \9,800 \11,000
防⽔形 VYAA4601002 268 \187,700 \210,300 \9,800 \11,000
防⽔形 VYBA1401002 268 \150,200 \168,400 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA1901002 268 \154,200 \172,800 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA2501002 268 \161,200 \180,700 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA3801002 268 \172,200 \192,900 \9,800 \11,000
防⽔形 VYBA4601002 268 \178,800 \200,300 \9,800 \11,000
防⽔形 VYAA1401132 269 \166,800 \187,000 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA1901132 269 \171,800 \192,600 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA2501132 269 \183,600 \205,800 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA3801132 269 \195,300 \218,800 \9,800 \11,000
防⽔形 VYAA4601132 269 \202,300 \226,600 \9,800 \11,000
防⽔形 VYBA1401132 269 \164,800 \184,700 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA1901132 269 \168,800 \189,200 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA2501132 269 \175,800 \197,000 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA3801132 269 \186,800 \209,300 \9,800 \11,000
防⽔形 VYBA4601132 269 \193,400 \216,700 \9,800 \11,000
防⽔形 VYAA1401162 270 \176,500 \197,800 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA1901162 270 \181,500 \203,400 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA2501162 270 \193,300 \216,600 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA3801162 270 \205,000 \229,700 \9,800 \11,000
防⽔形 VYAA4601162 270 \212,000 \237,500 \9,800 \11,000
防⽔形 VYBA1401162 270 \174,500 \195,600 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA1901162 270 \178,500 \200,100 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA2501162 270 \185,500 \207,900 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA3801162 270 \196,500 \220,200 \9,800 \11,000
防⽔形 VYBA4601162 270 \203,100 \227,500 \9,800 \11,000
防⽔形 VYAA1401412 271 \160,100 \179,500 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA1901412 271 \165,100 \185,100 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA2501412 271 \176,900 \198,300 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA3801412 271 \188,600 \211,300 \9,800 \11,000
防⽔形 VYAA4601412 271 \195,600 \219,100 \9,800 \11,000
防⽔形 VYBA1401412 271 \158,100 \177,200 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA1901412 271 \162,100 \181,700 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA2501412 271 \169,100 \189,500 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA3801412 271 \180,100 \201,800 \9,800 \11,000
防⽔形 VYBA4601412 271 \186,700 \209,200 \9,800 \11,000
防⽔形 VYAA1401422 272 \160,100 \179,500 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA1901422 272 \165,100 \185,100 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA2501422 272 \176,900 \198,300 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA3801422 272 \188,600 \211,300 \9,800 \11,000
防⽔形 VYAA4601422 272 \195,600 \219,100 \9,800 \11,000
防⽔形 VYBA1401422 272 \158,100 \177,200 \9,200 \10,400
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防⽔形 VYBA1901422 272 \162,100 \181,700 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA2501422 272 \169,100 \189,500 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA3801422 272 \180,100 \201,800 \9,800 \11,000
防⽔形 VYBA4601422 272 \186,700 \209,200 \9,800 \11,000
防⽔形 VYAA1401462 273 \162,100 \181,700 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA1901462 273 \167,100 \187,300 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA2501462 273 \178,900 \200,500 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA3801462 273 \190,600 \213,500 \9,800 \11,000
防⽔形 VYAA4601462 273 \197,600 \221,400 \9,800 \11,000
防⽔形 VYBA1401462 273 \160,100 \179,500 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA1901462 273 \164,100 \183,900 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA2501462 273 \171,100 \191,800 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA3801462 273 \182,100 \204,000 \9,800 \11,000
防⽔形 VYBA4601462 273 \188,700 \211,400 \9,800 \11,000
防⽔形 VYAA1401512 274 \201,800 \226,200 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA1901512 274 \206,800 \231,800 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA2501512 274 \218,600 \245,000 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA3801512 274 \230,300 \258,000 \9,800 \11,000
防⽔形 VYAA4601512 274 \237,300 \265,800 \9,800 \11,000
防⽔形 VYBA1401512 274 \199,800 \223,900 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA1901512 274 \203,800 \228,400 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA2501512 274 \210,800 \236,200 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA4601512 274 \228,400 \255,900 \9,800 \11,000
防⽔形 VYAA1401522 275 \216,300 \242,400 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA1901522 275 \221,300 \248,000 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA2501522 275 \233,100 \261,200 \9,200 \10,400
防⽔形 VYAA3801522 275 \244,800 \274,200 \9,800 \11,000
防⽔形 VYAA4601522 275 \251,800 \282,100 \9,800 \11,000
防⽔形 VYBA1401522 275 \214,300 \240,200 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA1901522 275 \218,300 \244,600 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA2501522 275 \225,300 \252,500 \9,200 \10,400
防⽔形 VYBA3801512 275 \236,300 \264,700 \9,800 \11,000
防⽔形 VYBA4601522 275 \242,900 \272,100 \9,800 \11,000
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