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　　配線クランプ・マークバンド・プリント基板実装ラック

引掛型配線器具(コンセント・プラグ類)

   株式会社CTK

   ヘラマンタイトン 　　配線資材(インシュロック)・ネットワーク配線資材

　　ホットマーカー製品・マーキング加工

日本配線資材関連製品

   大洋電機株式会社    産業用LANケーブル・光ファイバーケーブル・加工製品

　配線ダクト(Sタイプ・Cタイプはタイ在庫)・DINレール

   篠原電機株式会社

   大同端子製造株式会社

   品川商工株式会社 　端子用絶縁スリーブ(ワンタッチスリーブ・クリンプカバー)

　マルチアングル・フリーナット・COSスリーブ・ユニカナグ

　盤用パーツ(ABCチャンネル・パーツ・六角ポスト・銅バー)

   東方電材株式会社

   株式会社セフティデンキ

　UL/CSA 圧着端子・接続端子

   端末Vキャップ・スパイラルチューブ・ホックチューブ

   PL警告ラベル・ピタットチューブ・コルゲートチューブ

株式会社明工社

   大坂電具株式会社

 　株式会社名取製作所

   森宮電機株式会社

   エスジー工業株式会社

　　株式会社東京デップ

  株式会社ニックス

アメリカン電機株式会社

ネットシステム株式会社
TEL: 03-5497-7021  FAX: 03-5497-7022

   株式会社イカイ
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各社取扱製品のご案内

メーカー名

   星和電機株式会社

   竹内工業株式会社

   株式会社カメダデンキ

   パンドウィット日本支社

　　日本AVC株式会社

　ムツミ金属工業株式会社

www.ns-tha.com NW, FA Cable & Accessories 　www.ns-jpn.co.jp

　電磁波ノイズ対策品(フェライトコア・分割クランプコア)

　ノイズ対策製品(フェライトコア・導電性スパイラル)

　配線クランプ・ブッシュ・フェライトコア・電磁波吸収シート

　配電用品(S・Ｂスリーブ) 送電用品(圧縮端子)　接地用品

　カラーブッシュ・ペテップル・グロメット・スパイラルチューブ

　ワイヤーステッカー(金属製・ナイロン製)・ミラクルベース

　ケーブルアクセサリー(結束バンド・タイベース・タグメイト)

 　PVCディップ製品(圧着端子用、端末キャップ)

　ネットワーク配線資材(RJ45モジュラープラグ)・配線材

   スーパーグランド(ナイロン・メタル)・コルゲートチューブ

ラック用コンセントバー・OAタップ・コンセント・プラグ

主要販売製品名 WEB

www.taiyo-dnk.co.jp

www.ikaiduct.jp

www.daido-tanshi.jp

www.tohodenzai.co.jp

www.safety.co.jp

www.shinagawashoko.co.jp

www.kameden.com

www.shinohara-elec.co.jp

www.morimiya.co.jp

www.seiwa.co.jp

www.tkk-nets.jp

www.osaka-dengu.co.jp

www.kk-natori.co.jp

www.nix.co.jp

https://www.americandenki.co.jp/

http://www.meiko-g.co.jp/

www.mtm-k.co.jp

www.sg-net.co.jp

www.tokyodip.co.jp

www.panduit.co.jp

www.ip68.jp

www.hellermanntyton.co.jp/

www.ctk-east.com
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取扱製品のご案内

メーカー名

日本配電制御盤関連製品

主要販売製品名 WEB

   日東工業株式会社

   (株)タカチ電機工業

キャビネット(制御箱/操作箱)・システムラック www.nito.co.jp

プラスチックケース・防水ボックス・アルミケース www.takachi-el.co.jp

　　エスディエス株式会社

　　東洋技研株式会社

ステンレス製制御ボックス)・ディスプレイスタンド

端子台・組端子台・インターフェース端子台・中継ボックス

www.world-sds.co.jp

www.togi.co.jp

　　春日電機株式会社

　　パトライト株式会社

動力用開閉器・ホイスト用開閉器・工業用端子台

積層信号灯・表示等・回転灯

www.kasuga.jp

www.patlite.co.jp

　　豊澄電源機器(株)

　　スワロー電機株式会社

機器組込用ULトランス(UEシリーズ)・ノイズ防止トランス

コンセント付トランス(CLシリーズ)・単相・三相・耐雷トランス

www.toyozumi.co.jp

www.swallow.co.jp

  SDS(Thailand) Co.,Ltd

   株式会社イカイ

機器組込用汎用(単相複巻トランス)JSIシリーズ

配線ダクト(Sタイプ・Cタイプ・Wタイプ)・DINレール・関連製品

www.sds-japan.org

www.ikaiduct.jp

   大同端子製造株式会社

   東方電材株式会社

　UL/CSA 圧着端子・接続端子

端末Vキャップ・スパイラルチューブ・ホックチューブ

www.daido-tanshi.jp

www.tohodenzai.co.jp

MOXAジャパン

日本テレガートナ

産業用イーサーネット・スイッチ,メディアコンバーター

産業用イーサーネット・スイッチ製品,メディアコンバーター

http://japan.moxa.com

www.telegaertner.co.jp

   パンドウィット日本支社

　コーセル株式会社

　　ネットワーク配線資材(RJ45モジュラープラグ)・配線材

スイッチング電源・基板型電源・ノイズフィルター

www.panduit.co.jp

www.cosel.co.jp

　TDKラムダ株式会社

   株式会社カメダデンキ

スイッチング電源・ノイズフィルター・パワーモジュール

　　マルチアングル・フリーナット・COSスリーブ・ユニカナグ

www.tdk-lambda.co.jp

www.kameden.com

   森宮電機株式会社

   星和電機株式会社

　　電磁波ノイズ対策品(フェライトコア・分割クランプコア)

　　ノイズ対策製品(フェライトコア・導電性スパイラル)

www.morimiya.co.jp

www.seiwa.co.jp

　　(株)七星科学研究所

ヤマト通信工業株式会社

丸形メタルコネクタ(・丸形防水コネクタ(NJWシリーズ)

19吋ラック・光ファイバー関連製品

www.nanabosi.co.jp

http://www.yamato-t.co.jp/

ネットシステム株式会社
TEL: 03-5497-7021  FAX: 03-5497-7022

摂津金属工業株式会社

www.ns-tha.com NW, FA Cable & Accessories 　www.ns-jpn.co.jp

19吋ラック・サブラック・ケース関連 https://www.settsu.co.jp/
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　三澤電線株式会社

　富士電線株式会社

　日本製線株式会社 LANケーブル(CAT6A/6/5e),光ケーブル(単心,2心) www.nscable.co.jp

LANケーブル(CAT6A/6/5e) ,光ケーブル(単心,2心) www.tokyo-fuji.co.jp

機器配線用電線 (UL1007/1014,KV,KIV,VSF,HVSF,HKIV) www.misawadensen.co.jp

　日合通信電線株式会社 RO-FLEX(国際規格UL,CE,CCC,CSA,EAC,JIS対応製品) www.nichigoh.co.jp

2021年8月

取扱製品のご案内

メーカー名

ネットワーク&ファクトリーケーブル製品

主要販売製品名 WEB

　大洋電機株式会社

　沖電線株式会社

　太陽ケーブルテック(株)

　クラモ電工株式会社

　昭和電線電纜株式会社

　岡野電線株式会社

　タツタ立井電線株式会社

　JMACS株式会社

計装・ＦＡケーブル(U-TKVV),同軸ケーブル,放送用ケーブル www.tachii.co.jp

CC-Linkケーブル　(フィールドバス・計装ケーブル) www.jmacs-j.co.jp

　長岡特殊電線株式会社

　二宮電線株式会社

カールコード(EC-VCTF)・機器用電線(VCTF-ACS,EM-ECTF) www.e-nagaoka.com

補償導線・熱電対・耐熱電線・被覆熱電線 www.ninomiya-ew.co.jp

　株式会社福電

　板東電線株式会社

　石川特殊電線株式会社

補償導線・熱電対・耐熱電線・被覆熱電線 www.fukuden.co.jp

耐熱電線(LKGB,KGB,GB),耐熱絶縁材料(GST,GS) www.ishikawatoku.co.jp

極細高圧耐熱電線(BANSHEE),丸型多芯ケーブル(BASMTCC) www.bew.co.jp

　オーナンバ株式会社

　精工技研株式会社

ジャンクションボックス・延長ケーブル(分岐BOX) www.onamba.co.jp

光通信コネクタ(SC,LC,FC,ST,MU)・光製造用機器 www.seikoh-giken.co.jp

　アダマンド工業株式会社

  パンドウィット日本支社

光通信コネクタ (SC,LC,FC,ST,MU)・フェルール・スリーブ www.ad-na.com

　　ネットワーク配線資材(RJ45モジュラープラグ)・配線材 www.panduit.co.jp

 サンコール株式会社

ネットシステム株式会社
TEL: 03-5497-7021  FAX: 03-5497-7022

アルプシステムズ株式会社

www.ns-tha.com NW, FA Cable & Accessories 　www.ns-jpn.co.jp

光通信関連(SC,LC,FC,ST,MU) www.suncall.co.jp

http://www.alp-sys.net/光ファイバー製品・データーセンター製品

産業用STPLANケーブル・光ファイバーケーブル・加工製品

EXT　ロボットケーブル・汎用ゴムキャブタイヤ

www.taiyo-dnk.co.jp

www.taiyocable.com

FA(ネットワークケーブル・ロボット・クーラントケーブル) www.kuramo.co.jp

電力・制御ケーブル・消防用電線・情報通信電線 www.swcc.co.jp

光ケーブル(耐側圧,ロボットタイプ),産業用LANケーブル www.okano-cable.co.jp

Robot Cable(ORPタイプ切断販売),オキフラットケーブル www.okidensen.co.jp
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www.ns-tha.com NW, FA Cable & Accessories 　www.ns-jpn.co.jp

ネットシステム株式会社
TEL: 03-5497-7021  FAX: 03-5497-7022

ヨツギ株式会社 絶縁ゴム手袋、絶縁ゴム長靴 http://www.yotsugi.co.jp/

トップ工業株式会社

株式会社ベッセル

モンキーレンチ、ペンチ、スパナ http://www.toptools.co.jp/

ドライバー、レンチ、電動ドライバー http://www.vessel.co.jp/

(株)スーパーツール

株式会社谷沢製作所

トルクレンチ、クランプ・プライヤー https://www.supertool.co.jp/index.php

保護帽、安全帯 http://www.tanizawa.co.jp/

日動工業株式会社

大見工業株式会社

電工ドラム・LED照明 https://www.nichido-ind.co.jp/

ホルソー・カッター・切削工具 http://www.omikogyo.co.jp/

ミドリ安全株式会社

未来工業株式会社

株式会社松坂鉄工所 MCC   ボルトクリッパ、ラチェットレンチ、ケーブルカッタ https://mcccorp.co.jp/

安全靴、ヘルメット https://www.midori-anzen.co.jp/ja/

保護管、モール、ダクト・埋め込みコンセントボックス http://www.mirai.co.jp/

株式会社マーベル

マックス株式会社

協立電気計器株式会社 マルチメータ、クランプメータ・絶縁抵抗計 https://www.kew-ltd.co.jp/

圧着工具、ケーブルカッター http://www.marvelcorp.co.jp/

エアコンプレッサ、インパクトドライバ https://wis.max-ltd.co.jp/kikouhin/compressor/

ホーザン株式会社

株式会社泉精器製作所

ニッパ、ペンチ、スパナ http://www.hozan.co.jp/

電動油圧式工具・圧着工具 https://www.izumi-products.co.jp/

フジ矢株式会社

長谷川工業株式会社

藤井電工株式会社 滑落防止用器具・安全帯 https://www.fujii-denko.co.jp/

ニッパ、レンチ・カッター・ペンチ http://www.fujiya-kk.com/ja/

はしご、脚立・作業台 https://www.hasegawa-kogyo.co.jp/

株式会社カクタス

(株)シーティーケーEAST

株式会社青木メタル はんだ・フラックス・鋼管用ハンダ http://www.aokimetal.co.jp/

充電式工具、ケーブルカッター、パンチャー https://www.ccts.co.jp/

工業用印字機ホットマーカー?関連製品 http://www.ctk-east.com/

2021年8月

電気工具・電設工具

メーカーリスト

メーカー 主要製品 WEB


