
■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2022年8月1日時点）

商品カテゴリ 分類 商品名 タイプ
価格改定率

（プラス表示は値上げ）
備考

LAN・産業用ネットワークケーブル LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体) ＦＡＮＣ／ＣＳ１１０　ＣＣ－Ｌｉｎｋ CCﾘﾝｸｹｰﾌﾞﾙ 2%～92% 一部商品で値下げもございます
LAN・産業用ネットワークケーブル LAN中継・延長用アダプタ ＬＡＮケーブル延長　シールド有　ＣＡＴ５ｅ　パネルマウント　アングルタイプ　ＪＪアダプタ（中継用ジャック） ｽﾅｯﾌﾟｲﾝ 29％
LAN・産業用ネットワークケーブル LAN中継・延長用アダプタ ＬＡＮケーブル延長　シールド有　ＣＡＴ５ｅ　パネルマウント　ＪＪアダプタ（中継用ジャック） ﾓｼﾞｭｶﾌﾟﾗ(NW080) 32％
機器対応ケーブル オムロン ACサーボモータ用ケーブル エンコーダケーブル　オムロン　ＯＭＮＵＣ　Ｗシリーズ (SGDH)ｼﾘｰｽﾞ ｴﾝｺｰﾀﾞﾊｰﾈｽ 30％
機器対応ケーブル 安川電機 ACサーボモータ用ケーブル エンコーダケーブル　安川電機　ΣＶシリーズ (SGDH)ｼﾘｰｽﾞ ｴﾝｺｰﾀﾞﾊｰﾈｽ 52％
機器対応ケーブル 安川電機 ACサーボモータ用ケーブル エンコーダケーブル　安川電機　ΣＩＩ（ＳＧＤＨ）シリーズ (SGDH)ｼﾘｰｽﾞ ｴﾝｺｰﾀﾞﾊｰﾈｽ 43％
機器対応ケーブル 安川電機 ACサーボモータ用ケーブル エンコーダケーブル　安川電機　ΣＩＩ（ＳＧＤＭ）シリーズ (SGDM)ｼﾘｰｽﾞ ｴﾝｺｰﾀﾞﾊｰﾈｽ 43％
機器対応ケーブル 安川電機 ACサーボモータ用ケーブル 主回路ケーブル　安川電機　ΣＶシリーズ (SGDM)ｼﾘｰｽﾞ ｼｭｶｲﾛﾊｰﾈｽ 22％
機器対応ケーブル 安川電機 ACサーボモータ用ケーブル エンコーダケーブル　安川電機　ΣＩＩＩ（ＳＧＤＳ）シリーズ (SGDS)ｼﾘｰｽﾞ ｴﾝｺｰﾀﾞﾊｰﾈｽ 40％
機器対応ケーブル オムロン ACサーボモータ用ケーブル エンコーダケーブル　オムロン　ＯＭＮＵＣ　Ｗシリーズ ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ｵﾑﾛﾝ) 43％
機器対応ケーブル オムロン ACサーボモータ用ケーブル エンコーダケーブル　オムロン　ＯＭＮＵＣ　Ｇ５シリーズ ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ｵﾑﾛﾝG5ｴﾝｺｰﾀﾞ) 2％
機器対応ケーブル オムロン ACサーボモータ用ケーブル 動力ケーブル　オムロン　ＯＭＮＵＣ　Ｇ５シリーズ ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ｵﾑﾛﾝG5ﾃﾞﾝｹﾞﾝ) 7％～15％
機器対応ケーブル キーエンス ACサーボモータ用ケーブル 電源ケーブル　キーエンス　ＳＶシリーズ ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ｷｰｴﾝｽ) 23％
機器対応ケーブル パナソニック ACサーボモータ用ケーブル エンコーダケーブル　パナソニック　ＭＩＮＡＳ　Ａ６／Ａ５シリーズ ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ﾊﾟﾅA5ｴﾝｺｰﾀﾞ) 26％
機器対応ケーブル パナソニック ACサーボモータ用ケーブル モータケーブル　　パナソニック　ＭＩＮＡＳ　Ａ６／Ａ５シリーズ ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ﾊﾟﾅA5ﾃﾞﾝｹﾞﾝ) 21％
機器対応ケーブル 三菱電機 ACサーボモータ用ケーブル モータ電源・ブレーキ・エンコーダケーブル　三菱電機　Ｊ４Ｗ／Ｊ３Ｗシリーズ ACｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ(ﾐﾂﾋﾞｼJ3Wﾃﾞﾝｹﾞﾝ) 1％
機器対応ケーブル オムロン　CSシリーズ 【オムロンＰＬＣ対応】ＰＬＣハーネス端子台セット CABLE ASSEMBLY 3％
機器対応ケーブル キーエンス　KV・KZ・KV Nanoシリーズ 【キーエンスＰＬＣ対応】ＰＬＣハーネス端子台セット CABLE ASSEMBLY 3％
機器対応ケーブル その他PLCメーカ・シリーズ 即出荷ＰＬＣ用端子台組合せケーブル CABLE ASSEMBLY 7％
機器対応ケーブル その他PLCメーカ・シリーズ 即出荷ＰＬＣ対応ケーブル　圧接加工式 CABLE ASSEMBLY 5％
機器対応ケーブル その他PLCメーカ・シリーズ 即出荷ＰＬＣ対応ケーブル CABLE ASSEMBLY 5％～15％
機器対応ケーブル 三菱電機　FXシリーズ 【三菱電機ＦＸシリーズＰＬＣ対応】ＰＬＣハーネス端子台セット CABLE ASSEMBLY 3％
機器対応ケーブル 三菱電機　Qシリーズ 【三菱電機ＰＬＣ対応】ＰＬＣハーネス端子台セット CABLE ASSEMBLY 3％
機器対応ケーブル リレーターミナル対応ケーブル メーカーオプション互換ケーブル　（Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒ　ｏｐｔｉｏｎ　ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ　ｃａｂｌｅ） FCNﾍﾝｶﾝ (ｲﾝﾀﾌｪｲｽ) 5％
機器対応ケーブル リレーターミナル対応ケーブル メーカーオプション互換ケーブル　三菱・オムロン FCNﾍﾝｶﾝ (ｲﾝﾀﾌｪｲｽ) 4％～10％
機器対応ケーブル リレーターミナル対応ケーブル メーカーオプション互換ケーブル　三菱・オムロン FCNﾍﾝｶﾝ (ｲﾝﾀﾌｪｲｽ)    5％
機器対応ケーブル リレーターミナル対応ケーブル メーカーオプション互換ケーブル　三菱・オムロン FCNﾍﾝｶﾝ (ﾌﾗｯﾄ) 4％～5％
機器対応ケーブル オムロン　NXシリーズ オムロンＰＬＣ　ＮＸシリーズ対応ケーブル　（ＯＭＲＯＮ　ＰＬＣ　ＮＸ　ｓｅｒｉｅｓ　ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ　ｃａｂｌｅ） GL_PLC ｵﾑﾛﾝﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ 4％～5％
機器対応ケーブル オムロン　NXシリーズ オムロンＰＬＣ　ＮＸシリーズ対応ケーブル　（ＯＭＲＯＮ　ＰＬＣ　ＮＸ　ｓｅｒｉｅｓ　ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ　ｃａｂｌｅ） GL_PLC ﾐﾂﾋﾞｼﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ 4％～22％
機器対応ケーブル 三菱電機　iQシリーズ 三菱電機　ＰＬＣ　ｉＱ－Ｆシリーズ対応ケーブル（Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ＰＬＣ　ｉＱ－Ｆ　ｓｅｒｉｅｓ　ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ　ｃａｂｌｅ） GL_PLC ﾐﾂﾋﾞｼﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ 5％～6％
機器対応ケーブル 三菱電機　iQシリーズ 三菱電機　ＰＬＣ　ｉＱ－Ｒシリーズ対応ケーブル（Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ＰＬＣ　ｉＱ－Ｒ　ｓｅｒｉｅｓ　ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ　ｃａｂｌｅ） GL_PLC ﾐﾂﾋﾞｼﾀｲｵｳﾊｰﾈｽ 4％～5％
機器対応ケーブル リレーターミナル対応ケーブル メーカーオプション互換ケーブル　（Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒ　ｏｐｔｉｏｎ　ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ　ｃａｂｌｅ） GL_ﾍﾝｶﾝﾌﾞﾝｷ 4％～9％
機器対応ケーブル リレーターミナル対応ケーブル メーカーオプション互換ケーブル　（Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒ　ｏｐｔｉｏｎ　ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ　ｃａｂｌｅ） GL_ﾍﾝｶﾝﾌﾞﾝｷ        4％～5％
機器対応ケーブル 三菱電機 ACサーボモータ用ケーブル モータ電源　ブレーキ　エンコーダケーブル　三菱電機　Ｊ４／Ｊ３／ＪＮシリーズ J3ｼﾘｰｽﾞ ｹﾝｼｭﾂｷﾊｰﾈｽ 10％～18％
機器対応ケーブル 三菱電機 ACサーボモータ用ケーブル エンコーダケーブル　三菱電機　Ｊ４／Ｊ３／ＪＮシリーズ J3ｼﾘｰｽﾞ ｹﾝｼｭﾂｷﾊｰﾈｽ 1％
機器対応ケーブル 三菱電機 ACサーボモータ用ケーブル モータ電源ケーブル　三菱電機　Ｊ４／Ｊ３／ＪＮシリーズ J3ｼﾘｰｽﾞ ﾓｰﾀﾃﾞﾝｹﾞﾝﾊｰﾈｽ 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。
機器対応ケーブル 三菱電機 ACサーボモータ用ケーブル モータ電源　ブレーキ　エンコーダケーブル　三菱電機　Ｊ４／Ｊ３／ＪＮシリーズ J3ｼﾘｰｽﾞ ﾓｰﾀﾃﾞﾝｹﾞﾝﾊｰﾈｽ 8％～16％
機器対応ケーブル パナソニック ACサーボモータ用ケーブル エンコーダケーブル　パナソニック　ＭＩＮＡＳ　Ａ／Ｓ／Ｅシリーズ MINAS A/Sｼﾘｰｽﾞ ｴﾝｺｰﾀﾞﾊｰﾈｽ 36％
機器対応ケーブル パナソニック ACサーボモータ用ケーブル エンコーダケーブル　パナソニック　ＭＩＮＡＳ　Ａ６／Ａ５／Ａ４シリーズ MINAS A4ｼﾘｰｽﾞ ｴﾝｺｰﾀﾞﾊｰﾈｽ 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。
機器対応ケーブル パナソニック ACサーボモータ用ケーブル エンコーダケーブル　パナソニック　ＭＩＮＡＳ　ＡＩＩＩシリーズ MINAS Aｼﾘｰｽﾞ ｴﾝｺｰﾀﾞﾊｰﾈｽ 33％
機器対応ケーブル 安川電機 ACサーボモータ用ケーブル エンコーダケーブル　安川電機　ΣＩＩＩ（ＳＧＤＳ）シリーズ ｼｸﾞﾏ3ｼﾘｰｽﾞ ﾓｰﾀﾃﾞﾝｹﾞﾝﾊｰﾈｽ 43％
機器対応ケーブル 三菱電機　Qシリーズ 三菱電機　ＰＬＣ　Ｑシリーズ対応ＭＥＬＳＥＣＮＥＴ光ファイバ ﾋｶﾘﾌｧｲﾊﾞ(ﾐﾂﾋﾞｼ) 4％～5％
機器対応ケーブル リレーターミナル対応ケーブル Ｇ７ＴＣ対応ＰＬＣ中継ケーブル ﾍﾝｶﾝﾌﾞﾝｷﾊｰﾈｽ 5％～8％
機器対応ケーブル リレーターミナル対応ケーブル ＰＣＲＹ対応ＰＬＣ中継ハーネス ﾍﾝｶﾝﾌﾞﾝｷﾊｰﾈｽ 5％～8％
コネクタ付ケーブル（汎用） 8840コネクタ付きケーブル ８８４０コネクタ付ケーブル　ＥＭＩ対策タイプ　（ケル製コネクタ使用） 8840ﾊｰﾌﾋﾟｯﾁﾊｰﾈｽ 4％～6％

コネクタ付ケーブル（汎用） Dsubコネクタ付きケーブル
Ｄｓｕｂコネクタ付ケーブル　ＥＭＩ対策・高密度　（３列）選択可能タイプ（Ｃａｂｌｅ　ｗｉｔｈ　Ｄｓｕｂ　ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ，　ＥＭＩ　ｃｏｕｎｔｅｒ
ｍｅａｓｕｒｅｓ，　ｈｉｇｈ　ｄｅｎｓｉｔｙ　（３ｒｏｗｓ）　ｓｅｌｅｃｔａｂｌｅ　ｔｙｐｅ）

DSUBﾊｰﾈｽ 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。

コネクタ付ケーブル（汎用） Dsubコネクタ付きケーブル Ｄｓｕｂコネクタ付ケーブル　バラ線フード付き　（Ｄｓｕｂ　ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ　ｄｉｓｃｒｅｔｅ－ｗｉｒｅ　ｃａｂｌｅ　） DSUBﾊﾞﾝﾅｲ ﾊｰﾈｽ 15％
コネクタ付ケーブル（汎用） DX31コネクタ付きケーブル ＤＸ３１ハーフピッチコネクタ付ケーブル　ＥＭＩ対策タイプ　（ヒロセ電機製コネクタ使用） DXﾊｰﾌﾋﾟｯﾁ (ｺｳEMIﾊｰﾈｽ) 4％～6％
コネクタ付ケーブル（汎用） DX31コネクタ付きケーブル ＤＸ３１ハーフピッチコネクタ付ケーブル　高ＥＭＩ対策タイプ　（ヒロセ電機製・ミスミオリジナルコネクタ使用） DXﾊｰﾌﾋﾟｯﾁ (ｺｳEMIﾊｰﾈｽ) 4％～5％
コネクタ付ケーブル（汎用） FCNコネクタ付きケーブル ＦＣＮコネクタ付ケーブル　アングル選択可能タイプ FCN(PB)ﾊｰﾈｽ 5％～6％

コネクタ付ケーブル（汎用） FCNコネクタ付きケーブル
ＦＣＮコネクタ付ケーブル　バラ線フード付メスタイプ　（Ｃａｂｌｅ　ｗｉｔｈ　ＦＣＮ　ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ　Ｆｅｍａｌｅ　ｔｙｐｅ　ｗｉｔｈ　ｌｏｏｓｅ　ｗｉｒ
ｅ　ｈｏｏｄ）

FCNｺﾈｸﾀﾊﾞﾝﾅｲﾊｰﾈｽ 2％

コネクタ付ケーブル（汎用） 変換・分岐ケーブル コネクタ変換ケーブル　１対１接続タイプ（Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ　ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ　ｃａｂｌｅ　１　ｔｏ　１　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｔｙｐｅ） FCNﾍﾝｶﾝ (ｲﾝﾀﾌｪｲｽ) 4％～5％
コネクタ付ケーブル（汎用） 変換・分岐ケーブル コネクタ変換分岐ケーブル　１対２接続タイプ FCNﾍﾝｶﾝ (ｲﾝﾀﾌｪｲｽ) 4％～5％
コネクタ付ケーブル（汎用） Dsubコネクタ付きケーブル Ｄｓｕｂコネクタ付ケーブル　　（第一電子工業製コネクタ使用） GL_DSUBﾊｰﾈｽ 1％
コネクタ付ケーブル（汎用） Dsubコネクタ付きケーブル Ｄｓｕｂコネクタ付ケーブル　バラ線フードあり　（第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用） GL_DSUBﾊｰﾈｽ 1％～2％
コネクタ付ケーブル（汎用） Dsubコネクタ付きケーブル Ｄｓｕｂコネクタ付ケーブル　バラ線フード無し　（ミスミオリジナルコネクタ使用） GL_DSUBﾊｰﾈｽ 1％～2％
コネクタ付ケーブル（汎用） Dsubコネクタ付きケーブル Ｄｓｕｂコネクタ付ケーブル　バラ線フード無し　（第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用） GL_DSUBﾊｰﾈｽ 1％～2％
コネクタ付ケーブル（汎用） IEEE1284コネクタ付きケーブル ＩＥＥＥ１２８４ハーフピッチ（ＭＤＲ）コネクタ付ケーブル　バラ線　（３Ｍ製コネクタ使用） GL_IEEEﾊｰﾈｽ 1％～2％
コネクタ付ケーブル（汎用） 変換・分岐ケーブル 制御信号用変換ケーブル　（ヒロセ電機／３Ｍコネクタ使用タイプ） GL_ｻｰﾎﾞｼﾝｺﾞｳ 4％～5％
コネクタ付ケーブル（汎用） セントロニクスコネクタ付きケーブル セントロニクスコネクタ付ケーブル　バラ線フード無し　（ミスミオリジナルコネクタ使用） GL_ｾﾝﾄﾛﾊｰﾈｽ 6％～8％
コネクタ付ケーブル（汎用） セントロニクスコネクタ付きケーブル セントロニクスコネクタ付ケーブル　バラ線フード付　（第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用） GL_ｾﾝﾄﾛﾊｰﾈｽ 6％～7％
コネクタ付ケーブル（汎用） セントロニクスコネクタ付きケーブル セントロニクスコネクタ付ケーブル　（Ｃａｂｌｅ　ｗｉｔｈ　Ｃｅｎｔｒｏｎｉｃｓ　ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ） GL_ｾﾝﾄﾛﾊｰﾈｽ 4％～5％
コネクタ付ケーブル（汎用） セントロニクスコネクタ付きケーブル セントロニクスコネクタ付ケーブル　フラットケーブル　（第一電子工業製コネクタ使用） GL_ｾﾝﾄﾛﾊｰﾈｽ 4％～5％
コネクタ付ケーブル（汎用） セントロニクスコネクタ付きケーブル セントロニクスコネクタ付ケーブル　低価格ケーブル使用　ＥＭＩ対策タイプ　（第一電子工業製コネクタ使用） GL_ｾﾝﾄﾛﾊｰﾈｽ 4％～5％
コネクタ付ケーブル（汎用） 変換・分岐ケーブル コネクタ変換ケーブル　１対１接続　（富士通コンポーネント製・ミスミオリジナルコネクタ使用） GL_ﾍﾝｶﾝﾌﾞﾝｷ 4％～5％
コネクタ付ケーブル（汎用） 変換・分岐ケーブル コネクタ変換分岐ケーブル　１対２接続　（富士通コンポーネント製・ミスミオリジナルコネクタ使用） GL_ﾍﾝｶﾝﾌﾞﾝｷ 4％～5％
コネクタ付ケーブル（汎用） Han防水コネクタ付きケーブル Ｈａｎ防水コネクタ付ケーブル　（ハーティング製コネクタ使用） HANﾊｰﾈｽ 4％～5％
コネクタ付ケーブル（汎用） HDRA・HDRコネクタ付きケーブル ＨＤＲＡ・ＨＤＲコネクタ付ケーブル　ＥＭＩ対策タイプ（Ｃａｂｌｅ　ｗｉｔｈ　ＨＤＲＡ　ｏｒ　ＨＤＲ　Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ） HDRAﾊｰﾈｽ 4％～5％
コネクタ付ケーブル（汎用） IEEE1284コネクタ付きケーブル ＩＥＥＥ１２８４ハーフピッチ（ＭＤＲ）コネクタ付ケーブル　多機能フードタイプ　（３Ｍ製コネクタ使用） IEEE(PB)ﾊｰﾈｽﾈｽ 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。

コネクタ付ケーブル（汎用） IEEE1284コネクタ付きケーブル
ＩＥＥＥ１２８４ハーフピッチ（ＭＤＲ）コネクタ付ケーブル　ＥＭＩ対策タイプ　（Ｃａｂｌｅ　ｗｉｔｈ　ＩＥＥＥ１２８４　ｈａｌｆ　ｐｉｔｃｈ　（ＭＤＲ）
ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ，　　ＥＭＩ　ｃｏｕｎｔｅｒｍｅａｓｕｒｅ　ｔｙｐｅ）

IEEEﾊｰﾌﾋﾟｯﾁﾊｰﾈｽ 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。

コネクタ付ケーブル（汎用） 変換・分岐ケーブル 制御信号用　ＩＥＥＥ１２８４⇔ＭＩＬ変換ソケットケーブル IEEEﾊｰﾌﾋﾟｯﾁﾊｰﾈｽMILﾍﾝｶﾝ 4％～5％
コネクタ付ケーブル（汎用） IEEE1284コネクタ付きケーブル ＩＥＥＥ１２８４ハーフピッチ（ＭＤＲ）コネクタ付ケーブル　パネルマウントタイプ　（３Ｍ製コネクタ使用） IEEEﾊｰﾌﾋﾟｯﾁﾊｰﾈｽｺｳEMI 4％～5％
コネクタ付ケーブル（汎用） IEEE1284コネクタ付きケーブル ＩＥＥＥ１２８４ハーフピッチ（ＭＤＲ）コネクタ付ケーブル　高ＥＭＩ対策タイプ　（３Ｍ製コネクタ使用） IEEEﾊｰﾌﾋﾟｯﾁﾊｰﾈｽｺｳEMI 4％～11％
コネクタ付ケーブル（汎用） IEEE1284コネクタ付きケーブル ＩＥＥＥ１２８４ハーフピッチ（ＭＤＲ）コネクタ付ケーブル　バラ線フード付タイプ　（３Ｍ製コネクタ使用） IEEEﾊｰﾌﾋﾟｯﾁﾊﾞﾝﾅｲﾊｰﾈｽ 6％～8％

コネクタ付ケーブル（汎用） MILコネクタ付きケーブル
ＭＩＬコネクタ付ケーブル　汎用圧接タイプ　（Ｃａｂｌｅ　ｗｉｔｈ　ＭＩＬ　ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ，　Ｇｅｎｅｒａｌ－ｐｕｒｐｏｓｅ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｗｅｌｄｉｎｇ
ｔｙｐｅ）

MILｿｹｯﾄﾊｰﾈｽ 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。

コネクタ付ケーブル（汎用） MILコネクタ付きケーブル ＭＩＬコネクタ付ケーブル　バラ線フード付タイプ　（ヒロセ電機製コネクタ使用） MILｿｹｯﾄﾊﾞﾝﾅｲﾊｰﾈｽ 1％～2％
コネクタ付ケーブル（汎用） MILコネクタ付きケーブル ＭＩＬコネクタ付ケーブル　バラ線フード無しタイプ　キーエンス製ＰＬＣ　ＫＶ・ＫＺ用（ヒロセ電機製コネクタ使用） MILｿｹｯﾄﾊﾞﾝﾅｲﾊｰﾈｽ 1％～2％
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■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2022年8月1日時点）

商品カテゴリ 分類 商品名 タイプ
価格改定率

（プラス表示は値上げ）
備考

コネクタ付ケーブル（汎用） MILコネクタ付きケーブル ＭＩＬコネクタ付ケーブル　バラ線フード無しタイプ（ＭＩＬ　Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ　ｌｏｏｓｅ　ｗｉｒｅｓ　ｔｙｐｅ　ｗｉｔｈｏｕｔ　ｈｏｏｄ） MILｿｹｯﾄﾊﾞﾝﾅｲﾊｰﾈｽ 1％～3％
コネクタ付ケーブル（汎用） MRコネクタ付きケーブル ＭＲコネクタ付ケーブル　延長用タイプ　（本多通信工業製コネクタ使用） MRｺﾈｸﾀﾊｰﾈｽ 4％～15％
コネクタ付ケーブル（汎用） MRコネクタ付きケーブル ＭＲコネクタ付ケーブル　汎用タイプ（Ｃａｂｌｅ　ｗｉｔｈ　ＭＲ　Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ　ｔｏ　Ｇｅｎｅｒａｌ　ｐｕｒｐｏｓｅ） MRｺﾈｸﾀﾊｰﾈｽ 4％～22％
コネクタ付ケーブル（汎用） MRコネクタ付きケーブル ＭＲコネクタ付ケーブル　バラ線フード付タイプ　（本多通信工業製コネクタ使用） MRｺﾈｸﾀﾊﾞﾝﾅｲﾊｰﾈｽ 4％～6％
コネクタ付ケーブル（汎用） PCRコネクタ付きケーブル ＰＣＲコネクタ付ケーブル　ＥＭＩ対策タイプ　（本多通信工業製コネクタ使用） PCRﾊｰﾌﾋﾟｯﾁﾊｰﾈｽ 4％～7％
コネクタ付ケーブル（汎用） PCRコネクタ付きケーブル ＰＣＲコネクタ付ケーブル　パネルマウントタイプ（Ｃａｂｌｅ　ｗｉｔｈ　ＰＣＲ　ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ　Ｐａｎｅｌ　ｍｏｕｎｔ　ｔｙｐｅ） PCRﾊｰﾌﾋﾟｯﾁﾊｰﾈｽｺｳEMI 4％～5％
コネクタ付ケーブル（汎用） PCRコネクタ付きケーブル ＰＣＲコネクタ付ケーブル　高ＥＭＩ対策タイプ　（本多通信工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用） PCRﾊｰﾌﾋﾟｯﾁﾊｰﾈｽｺｳEMI 4％～5％
コネクタ付ケーブル（汎用） PCRコネクタ付きケーブル ＰＣＲコネクタ付ケーブル　バラ線フード付タイプ　（本多通信工業製コネクタ使用） PCRﾊｰﾌﾋﾟｯﾁﾊﾞﾝﾅｲﾊｰﾈｽ 4％～5％
コネクタ付ケーブル（汎用） PCSコネクタ付きケーブル ＰＣＳコネクタ付ケーブル　ＥＭＩ対策アングルタイプ　（本多通信工業製コネクタ使用） PCSﾊｰﾈｽ 4％～6％
コネクタ付ケーブル（汎用） PCSコネクタ付きケーブル ＰＣＳコネクタ付ケーブル　ＥＭＩ対策タイプ　（本多通信工業製コネクタ使用） PCSﾊｰﾈｽ 4％～6％

コネクタ付ケーブル（汎用） Dsubコネクタ付きケーブル
Ｄｓｕｂコネクタ付ケーブル　ＥＭＩ対策・薄型フードタイプ　（Ｃａｂｌｅ　ｗｉｔｈ　Ｄｓｕｂ　ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ，　ＥＭＩ　ｃｏｕｎｔｅｒｍｅａｓｕｒｅｓ
／Ｔｈｉｎ　ｈｏｏｄ　ｔｙｐｅ）

PLCﾛｰﾀﾞｰﾊｰﾈｽ 5％～16％

コネクタ付ケーブル（汎用） セントロニクスコネクタ付きケーブル セントロニクスコネクタ付ケーブル　部材級ハーネス　（ミスミオリジナルコネクタ使用） ｾﾝﾄﾛﾆｸｽﾊｰﾈｽ 4％～9％
コネクタ付ケーブル（汎用） セントロニクスコネクタ付きケーブル セントロニクスコネクタ付ケーブル　ＥＭＩ対策タイプ　（第一電子工業製コネクタ使用） ｾﾝﾄﾛﾆｸｽﾊｰﾈｽ 4％～8％
コネクタ付ケーブル（汎用） セントロニクスコネクタ付きケーブル セントロニクスコネクタ付ケーブル　Ｍ３．５スクリューロックタイプ　（第一電子工業製コネクタ使用） ｾﾝﾄﾛﾆｸｽﾊｰﾈｽ 4％～8％
コネクタ付ケーブル（汎用） セントロニクスコネクタ付きケーブル セントロニクスコネクタ付ケーブル　フラットケーブルタイプ　（第一電子工業製コネクタ使用） ｾﾝﾄﾛﾆｸｽﾊｰﾈｽ 5％
コネクタ付ケーブル（汎用） セントロニクスコネクタ付きケーブル セントロニクスコネクタ付ケーブル　汎用タイプ　（Ｃａｂｌｅ　ｗｉｔｈ　Ｃｅｎｔｒｏｎｉｃｓ　ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ，　Ｇｅｎｅｒａｌ－ｐｕｒｐｏｓｅ　ｔｙｐｅ　） ｾﾝﾄﾛﾆｸｽﾊﾞﾝﾅｲﾊｰﾈｽ 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。
コネクタ付ケーブル（汎用） セントロニクスコネクタ付きケーブル セントロニクスコネクタ付ケーブル　バラ線フード付きタイプ　（第一電子工業製コネクタ使用） ｾﾝﾄﾛﾆｸｽﾊﾞﾝﾅｲﾊｰﾈｽ 5％～6％
コネクタ付ケーブル（汎用） セントロニクスコネクタ付きケーブル セントロニクスコネクタ付ケーブル　バラ線フード無しタイプ　（第一電子工業製コネクタ使用） ｾﾝﾄﾛﾆｸｽﾊﾞﾝﾅｲﾊｰﾈｽ 5％～6％
コネクタ付ケーブル（汎用） セントロニクスコネクタ付きケーブル セントロニクスコネクタ付ケーブル　高ＥＭＩ対策タイプ　（本多通信工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用） ｾﾝﾄﾛﾆｸｽﾊﾞﾝﾅｲﾊｰﾈｽ 4％
コネクタ付ケーブル（汎用） 変換・分岐ケーブル 制御信号用変換ケーブル GL_ｻｰﾎﾞｼﾝｺﾞｳ 4％～5％
RS232・パソコン・AVケーブル（OA機器対応）RS232Cケーブル ＥＭＩ対策薄型フードタイプ（アングル・ストレート） S232Cﾊｰﾈｽ 5％～7％
電線・ケーブル 同軸ケーブル ふっ素樹脂同軸ケーブル　５０Ω　２００℃耐熱 DFS 20%
電線・ケーブル カールコード ３００Ｖ　ＰＳＥ対応 ECVCTF 7%～14%
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＥＭ－ＩＥ　ＰＳＥ対応　ノンハロゲンタイプ EM-EECTF 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＥＭ－ＫＩＥ　ＰＳＥ対応　ノンハロゲンタイプ EM-KIE 1%～42% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＥＭ－ＭＬＦＣ　ＰＳＥ対応　ノンハロゲンタイプ EM-MLFC 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＳＳ３０ＷＳ　ＵＬ対応　２重シールド FAｼﾝｺﾞｳｹｰﾌﾞﾙ(PB) 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル フラットケーブル ３００Ｖ　　ＵＬ規格 FLEX-B / FLEX-S / FLEX-S4 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＩＶ　ＰＳＥ対応 IVｼﾘｰｽﾞ 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＫＩＶ　ＰＳＥ対応　柔軟タイプ KIV 2%～67% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＫＱＥ　６０Ｖ　架橋ポリエチレン絶縁 KQE 3%～29% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＫＶ　柔軟タイプ　信号用 KV ﾋﾞﾆｰﾙﾀﾝｼﾝﾃﾞﾝｾﾝ 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル フラットケーブル ３００Ｖ　ＵＬ規格　カラーブリッジタイプ MAST-SFKK-BCL 1%～72% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル フラットケーブル ３００Ｖ　ＵＬ規格　カラースダレタイプ MAST-SFKK-SCL 1%～72% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル フラットケーブル ３００Ｖ　ＵＬ規格　スダレタイプ MAST-SFKK-SGR 1%～72% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル フラットケーブル ３００Ｖ　ＵＬ規格　ブリッジタイプ MAST-SFL-BGR 1%～70% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル フラットケーブル ３００Ｖ　ＵＬ規格　シース付きタイプ MAST-SFSKK 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。
電線・ケーブル フラットケーブル ３００Ｖ　ＵＬ規格　シース付きシールドタイプ MAST-SFSSKK 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。
電線・ケーブル ロボットケーブル ＭＡＳＷ－ＡＳ３ＫＫ　ＵＬ対応 MASW-AS3KK 7%～78%
電線・ケーブル ロボットケーブル ＭＡＳＷ－ＡＳ３ＳＫＫ　ＵＬ規格シールド付 MASW-AS3SKK 6%～41%
電線・ケーブル ロボットケーブル ＭＡＳＷＧ－ＢＰ３ＫＫ　ＣＣＣ／ＵＬ／ＰＳＥ対応 MASWG-BP3KK 9%～68% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル ロボットケーブル ＭＡＳＷＧ－ＣＰ３ＫＫ　ＣＣＣ／ＵＬ／ＰＳＥ対応 MASWG-CP3KK 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。
電線・ケーブル ロボットケーブル ＭＡＳＷＯＬＧ－ＢＰ３ＫＫ　ＣＣＣ／ＵＬ／ＰＳＥ対応 MASWOLG-BP3KK 1%～83% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＭＴＷ　ＵＬリステッド対応 MTW 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＭＶＶＳ／ＳＣＩＣ　１００Ｖ未満　シールド付 MVVS､SCIC 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＮＡ２０２７６　ＵＬ規格　　シールド付　ＡＷＧ２８ NA20276 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＮＡ２０２７６Ｈ　架橋ポリエチレン　ＵＬ対応 NA20276H 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＮＡ２０２７６ＨＢ　架橋ポリエチレン　ＵＬ　シールド付 NA20276HB 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＮＡ２４６４　ＵＬ　シールド付　ＡＷＧ２８ NA2464 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル ロボットケーブル ＮＡ２５１７Ｋ　耐震　ＰＳＥ／ＵＬ対応 NA2517K 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＮＡ２８ＷＳＢ　ＵＬ　３００Ｖ　二重シールド NA28WSB 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル ロボットケーブル ＮＡ３ＨＲ　小径高屈曲　ＵＬ規格 NA3HR 1%～31% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル ロボットケーブル ＮＡ３ＨＲＳＢ　小径高屈曲　ＵＬ規格　シールド付 NA3HRSB 1%～18% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル ロボットケーブル ＮＡ３ＭＦ　ＵＬ２５１７ NA3MF 1%～81% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル ロボットケーブル ＮＡ３ＭＦＳＢ　ＵＬ規格シールド付 NA3MFSB 1%～81% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＮＡ３ＵＣＳＢ　ＵＬ対応　シールド付 NA3UCSB 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＮＡ４００　４００℃耐熱 NA400 14%～16% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＮＡ６ＬＫＧＢ　ＰＳＥ対応　１８０℃耐熱 NA6LKGB 5%～48% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＮＡＫＶＶＳＢ　１００Ｖ未満　シールド付 NAKVVSB 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＮＡＮＢ　ＵＬ　各対三重シールド　磁性箔テープ NANB 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＮＡＳＥシリーズ　センサー用線芯識別 NASE 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電力ケーブル ＮＡＳＶＣＴ　ＰＳＥ対応　柔軟ビニルキャブタイヤ NASVCT 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電力ケーブル ＮＡＳＶＣＴＦ　ＰＳＥ対応　柔軟ビニルキャブタイヤ NASVCTF 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電力ケーブル ＮＡＳＶＣＴＦＳＢ　柔軟ビニルキャブタイヤ　シールド付 NASVCTFSB 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電力ケーブル ＮＡＳＶＣＴＳＢ　ＰＳＥ対応　柔軟ビニルキャブタイヤ　シールド付 NASVCTSB 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＮＡＳＷＳ　ＵＬ　各対三重シールド　アルミ箔テープ NASWS 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＮＡＵＬ１００７　ＵＬ対応 NAUL1007 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＮＡＵＬ１０１５　ＵＬ対応 NAUL1015 8%～97%
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＮＡＵＬ１２８３／ＮＡＵＬ１２８４　ＵＬ対応 NAUL1283 / NAUL1284 1%～27% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＮＡＶＣ　ＵＬ規格 NAVC 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＮＡＶＣＳＢ　ＵＬ規格　シールド付 NAVCSB 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電力ケーブル ＯＥ１００　欧州３００／５００Ｖ OE100ｼﾘｰｽﾞ 7%～14%
電線・ケーブル 電力ケーブル ＯＥ１１０　欧州３００／５００Ｖ OE110ｼﾘｰｽﾞ 7%～14%
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＯＴＳＣＶＢ　９０Ｖ　シールド付 OTSC-VB 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＰＴＦＥ３０　３０Ｖ　１５０℃耐熱　ふっ素樹脂絶縁 PTFE30 1%～16% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＰＴＦＥ３００　１５０℃耐熱　ふっ素樹脂絶縁 PTFE300 2%～16% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＳＲ　１８０℃耐熱 SRｼﾘｰｽﾞ 2%～47%
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＳＳ３００　ＵＬ　小径・低価格 SS300 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル ロボットケーブル ＳＳ３００Ｒ　ＵＬ規格　小径・低価格 SS300R 1%～47% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル ロボットケーブル ＳＳ３００ＲＳＢ　ＵＬ規格シールド付小径・低価格 SS300RSB 1%～58% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＳＳ３００ＳＢ　ＵＬ　小径・低価格　シールド付 SS300SB 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル ロボットケーブル ＳＳ３００ＵＣＲ　ＵＬ／ＣＥ対応（シールド有・なし） SS300UCR 6%～7%
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商品カテゴリ 分類 商品名 タイプ
価格改定率

（プラス表示は値上げ）
備考

電線・ケーブル ロボットケーブル ＳＳ３ＦＵＲ　ＵＬ規格　小径 SS3FUR 1%～15%
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＳＳＣＬ３　ＵＬリステッド（ＣＬ３）対応 SSCL3 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル ロボットケーブル ＳＳＣＬ３Ｒ　ＵＬリステッド（ＣＬ３）対応 SSCL3R 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル ロボットケーブル ＳＳＣＬ３ＲＳＢ　ＵＬリステッド（ＣＬ３）シールド付 SSCL3RSB 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＳＳＣＬ３ＳＢ　ＵＬリステッド（ＣＬ３）対応　シールド付 SSCL3SB 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電力ケーブル ＳＴＯ・ＳＴＯＳＢ　ＵＬリステッド／ＰＳＥ STO / STOｼｰﾙﾄﾞ 2%～65% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電力ケーブル Ｓ－ＶＣＴ　ＰＳＥ対応　柔軟ビニルキャブタイヤ S-VCT 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電力ケーブル Ｓ－ＶＣＴＦ　ＰＳＥ対応　柔軟ビニルキャブタイヤ S-VCTF 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＵＬ１００７　ＵＬ・ＣＳＡ対応 UL1007 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＵＬ１０１５　／　ＵＬ１２８３　／　ＵＬ１２８４　ＵＬ・ＣＳＡ対応 UL1015 / UL1283 / UL1284 1%～56% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＵＬ１５７１　３０Ｖ　ＵＬ対応 UL1571 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＵＬ１６３１　／　ＵＬ１６９１　３０Ｖ　ＵＬ対応 UL1631 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＵＬ２０２７６　ＵＬ規格　シールド付　ＡＷＧ２８ UL20276 ﾊｰﾌﾋﾟｯﾁｺﾈｸﾀﾖｳｹｰﾌﾞﾙ 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＵＬ２０２７６Ｈ　架橋ポリエチレン　ＵＬ対応 UL20276H 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＵＬ２０２７６ＨＢ　架橋ポリエチレン　ＵＬ　シールド付 UL20276HB 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＵＬ２４６４ＴＡ　ＵＬ－ＡＷＭ／リステッド規格 UL2464 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＵＬ２４６４ＴＡＳＢ　ＵＬ－ＡＷＭ／リステッド規格　シールド付 UL2464 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＵＬ２４６４ＳＢＤ　ＵＬ　シールド付　ＡＷＧ２８ UL2464 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＵＬ２４６４ＳＢＴ　ＵＬ　シールド付　ＡＷＧ２８ UL2464 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＵＬ２４６４ＳＳＢ　ＵＬ規格　シールド付 UL2464SSB 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル ロボットケーブル ＵＬ２５７０ＦＡ　ＵＬ規格 UL2570FA 11%～72% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル ロボットケーブル ＵＬ２５７０ＦＡＳＢ　ＵＬ規格シールド付 UL2570FASB 11%～29%
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 全燃焼リールタイプ ULﾀﾝｼﾝ 4%～35%
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 圧縮紙リールタイプ ULﾀﾝｼﾝ 3%～52% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＩＶ　ＰＳＥ対応 VAIV 9%～52% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電力ケーブル ＶＣＴＦ　ＰＳＥ対応　ビニルキャブタイヤケーブル VCTF 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル ロボットケーブル ＶＣＴＦ２３ＮＸ　ＵＬ／ＰＳＥ対応 VCTF23NX 1%～62% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル ロボットケーブル ＶＣＴＦ２３ＮＸＳ　ＵＬ／ＰＳＥ対応　シールド付 VCTF23NXS 1%～59% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＶＳＦ　ＰＳＥ対応　柔軟タイプ VSF ﾀﾝｼﾝﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 6%～51% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル ロボットケーブル ＫＤＦ　ＵＬ規格 ｹｰﾌﾞﾙ KDF 1%～25% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル ロボットケーブル ＫＤＦＳＢ　ＵＬ規格シールド付 ｹｰﾌﾞﾙ KDFSB 9%～27% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＫＶＣ３６　ＵＬ規格 ｹｰﾌﾞﾙ KVC36 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＫＶＣ３６ＳＢ　ＵＬ規格　シールド付 ｹｰﾌﾞﾙ KVC36SB 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電力ケーブル ＶＣＴ２２２　ＰＳＥ対応　柔軟ビニルキャブタイヤ ｹｰﾌﾞﾙ VCT222 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電力ケーブル ＶＣＴ３６０ＳＢ　ＰＳＥ対応　シールド付 ｹｰﾌﾞﾙ VCT360 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電力ケーブル ＶＣＴＦ２２　　柔軟ビニルキャブタイヤ ｹｰﾌﾞﾙ VCTF22 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電力ケーブル ＶＣＴＦ３６ＳＢ　ＰＳＥ対応　シールド付 ｹｰﾌﾞﾙ VCTF36SB 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル サーボエンコーダー／ステッピング用 ｻｰﾎﾞﾀｲｵｳﾊｰﾈｽｹｰﾌﾞﾙ 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル フラットケーブル ＵＬ規格　シース付タイプ ｼｰｽﾂｷﾌﾗｯﾄ(ﾌﾗｯﾄ) ▲5%～▲22%
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 ＦＡ　ＰＳＥ対応　１５０℃耐熱　ふっ素樹脂絶縁 ﾀｲﾈﾂﾀﾝｼﾝFA 1%～33% 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＮＡ３ＶＣ　ＵＬ規格 ﾀｼﾝｹｰﾌﾞﾙ NA3VC 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 制御・計装ケーブル ＮＡ３ＶＣＳＢ　ＵＬ規格　シールド付 ﾀｼﾝｹｰﾌﾞﾙ NA3VCSB 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電力ケーブル ＶＣＴ　ＰＳＥ対応　ビニルキャブタイヤケーブル ﾊﾝﾖｳｹｰﾌﾞﾙ VCT 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。 一部商品で値下げもございます
電線・ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 Ｈ０５ＶＫ　／　Ｈ０７ＶＫ ﾖｰﾛｯﾊﾟﾀﾝｼﾝ 1%～30% 一部商品で値下げもございます
コネクタ 変換アダプタ 中継アダプタ（同種タイプコネクタ間） BNCｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲ ﾍﾝｶﾝ) 10%～59%
コネクタ 変換アダプタ 変換アダプタ（異種タイプコネクタ間） BNCｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲ ﾍﾝｶﾝ) 15%～50%
コネクタ 同軸コネクタ パネルマウント・基板実装タイプ BNCｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙ ｷﾊﾞﾝ) 14%～43%
コネクタ コンタクトピン ＥＩコネクタ　圧着済みコンタクトケーブル EIｺﾈｸﾀ 25%
コネクタ コネクタ(オプション・その他) ＭＳコネクタケーブルクランプ用ゴムブッシング MSｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ) 3%
コネクタ コネクタ(オプション・その他) ＭＳコネクタ用防塵キャップ（プラグ用） MSｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ) 3%～22%
コネクタ コネクタ(オプション・その他) ＭＳコネクタ用防塵キャップ（プラグ用） MSｺﾈｸﾀ(ﾚｾﾌﾟﾀﾌｸﾙ) 1%～136%
コネクタ コンタクトピン ＳＭコネクタ　圧着済みコンタクトケーブル SMｺﾈｸﾀ 25%
コネクタ コネクタ(オプション・その他) ミスミ防水コネクタ　ブランクキャップ（Ｍネジ） ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ 9%～12%
コネクタ コネクタ(オプション・その他) ミスミ防水コネクタ　防水ケーブルクランプ ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ 10%～11%
コネクタ コンタクトピン ミスミ防水コネクタ　圧着コンタクト ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ 11%～12%
コネクタ 角型コネクタ ミスミ防水コネクタ　インサートホルダー ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ 10%
コネクタ ナイロンコネクタ 分岐圧接コネクタ　タップコネクタ ﾀｯﾌﾟｺﾈｸﾀ 10%
コネクタ 同軸コネクタ ＢＮＣプラグ＆ジャック／圧着結線・圧着固定タイプ BNCｺﾈｸﾀ(ﾌﾟﾗｸﾞ_ｱｯﾁｬｸ) 20%～37%
コネクタ 同軸コネクタ ＢＮＣプラグ／ハンダ結線・ネジロックタイプ BNCｺﾈｸﾀ(ﾌﾟﾗｸﾞ_ﾊﾝﾀﾞ) 13%～16%
コネクタ ナイロンコネクタ ＣＣ－Ｌｉｎｋ　オンラインコネクタ CC-LINKﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ 9%
コネクタ ナイロンコネクタ ＣＣ－Ｌｉｎｋ　ソケットコネクタ CC-LINKﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ 9%～11%
コネクタ ナイロンコネクタ ＣＣ－Ｌｉｎｋ　ソケットコネクタ（バネ式） CC-LINKﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ 9%～25%
コネクタ ナイロンコネクタ ＣＣ－Ｌｉｎｋ　パネル取付用プラグコネクタ CC-LINKﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ 9%～11%
コネクタ ナイロンコネクタ ＣＣ－Ｌｉｎｋ　パネル取付用プラグコネクタ（バネ式） CC-LINKﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ 9%～20%
コネクタ ナイロンコネクタ ＣＣ－Ｌｉｎｋ　プラグコネクタ CC-LINKﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ 10%～11%
コネクタ ナイロンコネクタ ＣＣ－Ｌｉｎｋ　プラグコネクタ（バネ式） CC-LINKﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ 25%
コネクタ ナイロンコネクタ ＣＣ－Ｌｉｎｋ　終端抵抗コネクタ CC-LINKﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ 9%
コネクタ ナイロンコネクタ ＣＣ－ＬＩＮＫ用ワンタッチコネクタ CC-LINKﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ 9%～25%
コネクタ コンタクトピン 【第一電子工業】ＣＥ０１　圧着タイプ用コンタクト CE01ｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ) 12%～138% 一部商品で値下げもございます
コネクタ 丸型コネクタ ＮＢ０１・ＣＥ０１　防水　パネル取付レセプタクル（バヨネットロック） CE01ｺﾈｸﾀ(ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ) 2%～83%
コネクタ 丸型コネクタ 【第一電子工業・日本航空電子工業】ＣＥ０５・ＪＬ０４Ｖ　欧州規格・防水　アングルプラグ（ネジ式） CE05ｺﾈｸﾀ(ｱﾝｸﾞﾙ) 47%～93%
コネクタ 丸型コネクタ 【日本航空電子工業】ＣＥ０５・ＪＬ０４Ｖ　欧州規格・防水　コンジット取付プラグ（ネジ式） CE05ｺﾈｸﾀ(ｺﾝｼﾞｯﾄ) 44%～120%
コネクタ 丸型コネクタ 【日本航空電子工業】ＣＥ０５・ＪＬ０４Ｖ　欧州規格・防水　ストレートプラグ（ネジ式） CE05ｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄ) 36%
コネクタ 丸型コネクタ 【日本航空電子工業】ＣＥ０５・ＪＬ０４Ｖ　欧州規格・防水　パネル取付レセプタクル（ネジ式） CE05ｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙﾏｳﾝﾄ) 50%～188%
コネクタ コンタクトピン ＣＭ１０　コンタクト（ストレート・アングル用） CM10ｺﾈｸﾀ 9%～64%
コネクタ 丸型コネクタ ＣＭ１０　防水　パネル取付レセプタクル（ワンタッチロック） CM10ｺﾈｸﾀ 276%
コネクタ 角型コネクタ 【第一電子工業】製商品　Ｄｓｕｂコネクタ　ＥＭＩ対策　樹脂フード（薄型／アングル） DDK DSUBﾌｰﾄﾞ (EMIｳｽｶﾞﾀ) 40%～86%
コネクタ 丸型コネクタ 【マル信無線電機】ＤＩＮコネクタ　中継アダプタ（差込型） DINｺﾈｸﾀ 78%～80%
コネクタ 丸型コネクタ ＤＩＮコネクタ　パネル取付レセプタクル（差込型） DINｺﾈｸﾀ 54%～109%
コネクタ 角型コネクタ 【オムロン】製商品　Ｄｓｕｂコネクタ　シーケンサ採用コネクタ専用　樹脂フード DSUBｺﾈｸﾀ 12%～35%
コネクタ 角型コネクタ 【オムロン】Ｄｓｕｂコネクタ　ハンダ付けタイプ／プレスコンタクト（基板実装型） DSUBｺﾈｸﾀ (ｷﾊﾞﾝ) 10%
コネクタ コネクタ(オプション・その他) Ｄｓｕｂコネクタ　パネル取付アクセサリ（ジェンダーチェンジャー専用） DSUBｺﾈｸﾀ (ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ) 10%～11%
コネクタ 角型コネクタ Ｄｓｕｂコネクタ　ジェンダーチェンジャ DSUBｺﾈｸﾀ (ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ) 12%～34%
コネクタ 角型コネクタ Ｄｓｕｂコネクタ　圧接タイプ／プレスコンタクト D-SUBｺﾈｸﾀ ｱｯｾﾂ 5%
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■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2022年8月1日時点）

商品カテゴリ 分類 商品名 タイプ
価格改定率

（プラス表示は値上げ）
備考

コネクタ 角型コネクタ Ｄｓｕｂコネクタ　圧接タイプ／プレスコンタクト DSUBｺﾈｸﾀ(EMIｱｯﾂｾﾂ) 9%～61%
コネクタ 角型コネクタ Ｄｓｕｂコネクタ　ハンダ付けタイプ／マシンコンタクト（ローコスト） DSUBｺﾈｸﾀ(ﾏｼﾝｺﾝﾀｸﾄ) ▲22%
コネクタ 角型コネクタ 【第一電子工業】製商品　Ｄｓｕｂコネクタ　ＥＭＩ対策　樹脂フード（薄型／アングル） DSUBﾌｰﾄﾞ (EMIｳｽｶﾞﾀ) 40%～86%
コネクタ 角型コネクタ Ｄｓｕｂコネクタ　ＥＭＩ対策　ワンタッチ樹脂フード DSUBﾌｰﾄﾞ(ﾜﾝﾀｯﾁ) 7%～14%
コネクタ 角型コネクタ Ｄｓｕｂコネクタ　ＥＭＩ対策品／汎用品　樹脂フード（ローコスト） DSUBﾌｰﾄﾞ､ｱｸｾｻﾘｰ 4%～12%
コネクタ ナイロンコネクタ 【スリーエムジャパン】ｅ－ＣＯＮ　プラグコネクタ E-CONｺﾈｸﾀ 10%～14%
コネクタ ナイロンコネクタ ｅ－ＣＯＮ　ソケットコネクタ E-CONｺﾈｸﾀ 4%～19%
コネクタ ナイロンコネクタ ｅ－ＣＯＮ　ソケットヘッダー E-CONｺﾈｸﾀ 11%
コネクタ ナイロンコネクタ ｅ－ＣＯＮ　パネル取付用ソケットコネクタ E-CONｺﾈｸﾀ 11%
コネクタ コンタクトピン ＥＨコネクタ　圧着済みコンタクトケーブル EHｺﾈｸﾀ 25%
コネクタ コンタクトピン ＥＬコネクタ　圧着済みコンタクトケーブル ELｺﾈｸﾀ 25%
コネクタ 角型コネクタ 【第一電子工業】セントロニクスコネクタ　ＥＭＩ対策圧接バネロックタイプ（メス） EMIｾﾝﾄﾛｺﾈｸﾀ ｱｯｾﾝ 47%～63%
コネクタ 角型コネクタ Ｈａｎ防水コネクタ　１レバー式フード（中継用） HANｼﾘｰｽﾞ1ﾚﾊﾞｰﾌｰﾄﾞ 38%
コネクタ コネクタ(オプション・その他) Ｈａｎ防水コネクタ　アクセサリ（ブランクキャップ） HANｼﾘｰｽﾞﾖｳｱｸｾｻﾘ 9%～10%
コネクタ コネクタ(オプション・その他) Ｈａｎ防水コネクタ　アクセサリ（マルチ防水パッキン） HANｼﾘｰｽﾞﾖｳｱｸｾｻﾘ 9%～12%
コネクタ コネクタ(オプション・その他) Ｈａｎ防水コネクタ　アクセサリ（誤挿入防止キー） HANｼﾘｰｽﾞﾖｳｱｸｾｻﾘ 9%
コネクタ コネクタ(オプション・その他) Ｈａｎ防水コネクタ　アクセサリ（扇状ケーブルクランプ） HANｼﾘｰｽﾞﾖｳｱｸｾｻﾘ 9%
コネクタ コネクタ(オプション・その他) Ｈａｎ防水コネクタ　アクセサリ（防塵キャップ） HANｼﾘｰｽﾞﾖｳｱｸｾｻﾘ 9%
コネクタ コネクタ(オプション・その他) Ｈａｎ防水コネクタ　アクセサリ（防水ケーブルクランプ） HANｼﾘｰｽﾞﾖｳｱｸｾｻﾘ 9%～42%
コネクタ コンタクトピン Ｈａｎ防水コネクタ　圧着コンタクト HANｼﾘｰｽﾞﾖｳｱｸｾｻﾘ 9%～42%
コネクタ 角型コネクタ Ｈａｎ防水コネクタ　アクシャルスクリュー工具 HEAVYDUTYｺﾈｸﾀ(ｺｳｸﾞ) 9%
コネクタ 角型コネクタ Ｈａｎ防水コネクタ　誤挿入防止ピン HEAVYDUTYｺﾈｸﾀ(ｺｳｸﾞ) 9%
コネクタ 角型コネクタ Ｈａｎ防水コネクタ　Ｈａｎモジュール HEAVYDUTYｺﾈｸﾀ(ﾓｼﾞｭｰﾙ) 9%
コネクタ 角型コネクタ 【ヒロセ電機】製商品　ＭＩＬコネクタ　圧接中継用オスコネクタ HIF3Bﾁｭｳｹｲﾖｳ 17%
コネクタ コンタクトピン ＭＩＬコネクタ圧着済コンタクトケーブル HIF3ｱｯﾁｬｸｿｹｯﾄ 25%
コネクタ 角型コネクタ ＭＩＬコネクタ　圧着タイプ専用フード HIF3ｱｯﾁｬｸｿｹｯﾄ 15%～25%
コネクタ 角型コネクタ 【ヒロセ電機】製商品　ＭＩＬコネクタ　圧接メスコネクタ　（ロック無し） HIF3ｿｹｯﾄﾀｲﾌﾟ 5%～11%
コネクタ 丸型コネクタ ＨＲ１０　ストレートプラグ（ワンタッチロック） HR10ｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄ) 15%
コネクタ 丸型コネクタ ＨＲ１０　中継アダプタ（ワンタッチロック） HR10ｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲ) 5%～25%
コネクタ 丸型コネクタ ＨＲ１０　パネル取付レセプタクル（ワンタッチロック） HR10ｺﾈｸﾀ(ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ) 6%～12%
コネクタ 角型コネクタ 【スリーエムジャパン】製商品　ＩＥＥＥ１２８４ハーフピッチコネクタ　ＥＭＩ対策　汎用プラスチックフード IEEE1284 (EMIﾌｰﾄﾞ) 4%～7%
コネクタ 角型コネクタ ＩＥＥＥ１２８４ハーフピッチコネクタ　ＥＭＩ対策圧接式オスコネクタ IEEE1284(ｱｯｾﾂﾌﾟﾗｸﾞ) 11%
コネクタ 角型コネクタ ＩＥＥＥ１２８４ハーフピッチコネクタ　圧接式メス／パネルマウント IEEE1284(ｱｯｾﾂﾚｾ) 50%
コネクタ 角型コネクタ ＩＥＥＥ１２８４ハーフピッチコネクタ　ＥＭＩ対策ハンダ式オスコネクタ IEEE1284(ﾊﾝﾀﾞﾌﾟﾗｸﾞ) 11%
コネクタ 角型コネクタ 【スリーエムジャパン】ＩＥＥＥ１２８４ハーフピッチコネクタ　ＥＭＩ対策金属フード（圧接式オス専用） IEEE1284(ﾌｰﾄﾞ) 13%～25%
コネクタ 角型コネクタ 【スリーエムジャパン】製商品　ＩＥＥＥ１２８４ハーフピッチコネクタ　ＥＭＩ対策　汎用プラスチックフード IEEE1284(ﾌｰﾄﾞ) 11%～25%
コネクタ 丸型コネクタ 【日本航空電子工業】ＪＬ０４Ｖ　欧州規格・防水　太線用ストレート／アングルプラグ（ネジ式） JL04(ｱﾝｸﾞﾙ) 18%
コネクタ 丸型コネクタ 【第一電子工業・日本航空電子工業】ＣＥ０５・ＪＬ０４Ｖ　欧州規格・防水　アングルプラグ（ネジ式） JL04(ｱﾝｸﾞﾙ) 9%～18%
コネクタ キャップ 【日本航空電子工業】ＪＬ０５　防滴キャップ（レセプタクル用） JL05ｺﾈｸﾀ 0.1%～3%
コネクタ 丸型コネクタ 【日本航空電子工業】ＪＬ０５　エンドベル JL05ｺﾈｸﾀ 1%～87%
コネクタ 丸型コネクタ 【日本航空電子工業】ＪＬ０５　防水　ストレートプラグ（バヨネットロック） JL05ｺﾈｸﾀ 3%～36%
コネクタ 丸型コネクタ 【日本航空電子工業】ＪＬ０５　防水　パネル取付レセプタクル（バヨネットロック） JL05ｺﾈｸﾀ 5%～27%
コネクタ 丸型コネクタ 【日本航空電子工業】ＪＮ１　防水　アングルプラグ（ワンタッチロック） JN1ｼﾘｰｽﾞ 24%～28%
コネクタ 丸型コネクタ 【日本航空電子工業】ＪＮ１　防水　ストレートプラグ（ワンタッチロック） JN1ｼﾘｰｽﾞ 21%
コネクタ キャップ 耐環境コネクタ（ＬＥＢシリーズ：耐熱性、真空性）　キャップ LEBｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ) 8%
コネクタ 丸型コネクタ 耐環境コネクタ（ＬＥＢシリーズ：耐熱性、真空性）　ストレートプラグ LEBｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾗｸﾞ) 8%～104%
コネクタ 丸型コネクタ 耐環境コネクタ（ＬＥＢシリーズ：耐熱性、真空性）　パネル取付レセプタクル LEBｺﾈｸﾀ(ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ) 8%～77%
コネクタ 角型コネクタ 【オムロン】ＭＩＬコネクタ　基板ストレートオスコネクタ（ＢＯＸ型） MILｿｹｯﾄ(ﾎﾞｯｸｽｶﾞﾀ) 12%～99%
コネクタ 角型コネクタ ＭＩＬコネクタ　圧接メスコネクタ（ロック無し） MILｿｹｯﾄ3M 7%～15%
コネクタ 丸型コネクタ ＭＳ３１０８シリーズ　アングルプラグ MSｺﾈｸﾀ(PB) ▲6%～▲20%
コネクタ 丸型コネクタ ＭＳ３１０２シリーズ　パネル取付レセプタクルタイプ MSｺﾈｸﾀ(PB) ▲6%～▲20%
コネクタ 丸型コネクタ ＭＳ３１０８シリーズ　アングルプラグ MSｺﾈｸﾀ(ｱﾝｸﾞﾙﾌﾟﾗｸﾞ) 10%～98%
コネクタ 丸型コネクタ ＭＳ３１０６シリーズ　ストレートプラグ MSｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾗｸﾞ) 0.4%～88% 一部商品で値下げもございます
コネクタ 丸型コネクタ ＭＳ３１０１シリーズ　中継アダプタ MSｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲﾌﾟﾗｸﾞ) 1%～197% 一部商品で値下げもございます
コネクタ 丸型コネクタ ＭＳ３１０１シリーズ　中継アダプタ MSｺﾈｸﾀ(ﾚｾﾌﾟﾀﾌｸﾙ) 1%～136%
コネクタ 丸型コネクタ ＭＳ３１０２シリーズ　パネル取付レセプタクルタイプ MSｺﾈｸﾀ(ﾚｾﾌﾟﾀﾌｸﾙ) 1%～136%
コネクタ 丸型コネクタ ＭＳ３１０８シリーズ　防水アングルプラグ MSｺﾈｸﾀ(ﾚｾﾌﾟﾀﾌｸﾙ) 1%～136%
コネクタ キャップ 【第一電子工業】ＣＥ０１　防滴キャップ（パネル取付・中継用／プラグ用） NB01ｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ) 23%～112%
コネクタ キャップ 【七星科学研究所】製商品　ＮＣＳ　防塵キャップ NCSｺﾈｸﾀ 5%～168% 一部商品で値下げもございます
コネクタ 丸型コネクタ ＮＣＳ　コンジットプラグ（ネジ式） NCSｺﾈｸﾀ 5%～41% 一部商品で値下げもございます
コネクタ 丸型コネクタ ＮＣＳ　ストレートプラグ（ネジ式） NCSｺﾈｸﾀ 14%～54%
コネクタ 丸型コネクタ ＮＣＳ　パネル取付レセプタクル（ネジ式） NCSｺﾈｸﾀ 15%～72%
コネクタ 丸型コネクタ ＮＣＳ　中継アダプタ（ネジ式） NCSｺﾈｸﾀ 14%～168%
コネクタ 丸型コネクタ ＮＣＳコネクタ NCSｺﾈｸﾀ 25%
コネクタ 丸型コネクタ ＮＥＴ　欧州規格　中継アダプタ（ネジ式） NETｺﾈｸﾀ (ｽﾄﾚｰﾄ) 44%
コネクタ コネクタ(オプション・その他) 【七星科学研究所】ＮＪＣ　調整ゴムブッシング NJCｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ) 19%～23%
コネクタ コネクタ(オプション・その他) ＮＪＣ　パネル取付レセプタクル用Ｌ型台座 NJCｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ) 17%
コネクタ 丸型コネクタ 【七星科学研究所】ＮＪＣ　防塵キャップ NJCｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ) 16%～31%
コネクタ 丸型コネクタ ＮＪＣ　ＪＩＳ規格ストレートプラグ（ネジ式） NJCｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟ) 15%～72%
コネクタ 丸型コネクタ ＮＪＣ　ＪＩＳ規格中継アダプタ（ネジ式） NJCｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲ) 15%～25%
コネクタ 丸型コネクタ ＮＪＣ　ＪＩＳ規格パネル取付レセプタクル（ネジ式） NJCｺﾈｸﾀ(ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ) 16%～79%
コネクタ キャップ 【七星科学研究所】製商品　ＮＪＷ　防水キャップ NJWｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ) 1%～7%
コネクタ 丸型コネクタ ＮＪＷ　防水　ストレートプラグ（ネジ式） NJWｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄ) 3%～29%
コネクタ 丸型コネクタ ＮＪＷ　防水　中継アダプタ（ネジ式） NJWｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲ) 1%～23%
コネクタ 丸型コネクタ ＮＪＷ　防水　パネル取付レセプタクル（ネジ式） NJWｺﾈｸﾀ(ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ) 10%
コネクタ キャップ ＮＲＷ　防水キャップ NRWｺﾈｸﾀ 5%
コネクタ 丸型コネクタ ＮＲＷ　防水　ストレートプラグ（ワンタッチロック） NRWｺﾈｸﾀ 0.3%～49%
コネクタ 丸型コネクタ ＮＲＷ　防水　中継アダプタ（ワンタッチロック） NRWｺﾈｸﾀ 3%～6%
コネクタ キャップ ＮＲ　防塵キャップ NRｺﾈｸﾀ 8%～23%
コネクタ コネクタ(オプション・その他) 【七星科学研究所】ＮＲ　調整ゴムブッシング NRｺﾈｸﾀ 11%～17%
コネクタ 丸型コネクタ ＮＲ　ストレートプラグ（ワンタッチロック） NRｺﾈｸﾀ 9%～16%
コネクタ 丸型コネクタ ＮＲ　パネル取付レセプタクル（ワンタッチロック） NRｺﾈｸﾀ 8%～10%
コネクタ 丸型コネクタ ＮＲ　中継アダプタ（ワンタッチロック） NRｺﾈｸﾀ 9%～53%
コネクタ 丸型コネクタ ＮＷＰＣ　防水　ストレートプラグ（ネジ式） NWPCｺﾈｸﾀ 22%～43%
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■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2022年8月1日時点）

商品カテゴリ 分類 商品名 タイプ
価格改定率

（プラス表示は値上げ）
備考

コネクタ 丸型コネクタ ＮＷＰＣ　防水　パネル取付レセプタクル（ネジ式） NWPCｺﾈｸﾀ 8%～39%
コネクタ 丸型コネクタ ＮＷＰＣ　防水　中継アダプタ（ネジ式） NWPCｺﾈｸﾀ 14%
コネクタ 同軸コネクタ Ｎプラグ＆ジャック Nｺﾈｸﾀ 12%～18%
コネクタ コンタクトピン ＰＨコネクタ　圧着済みコンタクトケーブル PHｺﾈｸﾀ 25%
コネクタ 丸型コネクタ 【多治見無線電機】製商品　ＰＲＣ０３　ストレートプラグ（ワンタッチロック） PRC03(ｽﾄﾚｰﾄ) 0.3%～11%
コネクタ 丸型コネクタ 【多治見無線電機】ＰＲＣ０３　中継アダプタ（ワンタッチロック） PRC03(ﾁｭｳｹｲ) 1%
コネクタ 丸型コネクタ 【多治見無線電機】製商品　ＰＲＣ０３　バルクヘッド型パネル取付レセプタクル（ワンタッチロック） PRC03(ﾊﾟﾙｸﾍｯﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ) 2%～4%
コネクタ 丸型コネクタ 【多治見無線電機】ＰＲＣ０３　フランジ型パネル取付レセプタクル（ワンタッチロック） PRC03(ﾌﾗﾝｼﾞﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ) 1%～9%
コネクタ キャップ 【多治見無線電機】ＰＲＣ０３　防塵キャップ PRC03(ﾎﾞｳｼﾞﾝｷｬｯﾌﾟ) 8%～47%
コネクタ 丸型コネクタ 【多治見無線電機】製商品　ＰＲＣ０４　ストレートプラグ（ワンタッチロック） PRC04(ｽﾄﾚｰﾄ) 13%～47%
コネクタ 丸型コネクタ 【多治見無線電機】ＰＲＣ０４　中継アダプタ（ワンタッチロック） PRC04(ﾁｭｳｹｲ) 21%～49%
コネクタ 丸型コネクタ 【多治見無線電機】ＰＲＣ０４　バルクヘッド型パネル取付レセプタクル（ワンタッチロック） PRC04(ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ) 15%～52%
コネクタ 丸型コネクタ 【多治見無線電機】ＰＲＣ０４　フランジ型パネル取付レセプタクル（ワンタッチロック） PRC04(ﾌﾗﾝｼﾞﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ) 14%～49%
コネクタ キャップ 【多治見無線電機】ＰＲＣ０４　防塵キャップ PRC04(ﾎﾞｳｼﾞﾝｷｬｯﾌﾟ) 43%
コネクタ 丸型コネクタ 【多治見無線電機】Ｒ０３　ストレートプラグ（ネジ式） R03ｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄ) 0.2%～53%
コネクタ 丸型コネクタ 【多治見無線電機】Ｒ０３　中継アダプタ（ネジ式） R03ｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲ) 2%～3%
コネクタ 丸型コネクタ 【多治見無線電機】Ｒ０３　バルクヘッド型パネル取付レセプタクル（ネジ式） R03ｺﾈｸﾀ(ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ) 1%～18%
コネクタ 丸型コネクタ 【多治見無線電機】Ｒ０３　フランジ型パネル取付レセプタクル（ネジ式） R03ｺﾈｸﾀ(ﾌﾗﾝｼﾞﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ) 6%～7%
コネクタ キャップ 【多治見無線電機】Ｒ０３　防塵キャップ R03ｺﾈｸﾀ(ﾎﾞｳｼﾞﾝｷｬｯﾌﾟ) 44%～50%
コネクタ 丸型コネクタ Ｒ０４　防水　中継アダプタ（ネジ式） R04ｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲ) 10%～13%
コネクタ 丸型コネクタ 【多治見無線電機】Ｒ０４　防水　バルクヘッド型パネル取付レセプタクル（ネジ式） R04ｺﾈｸﾀ(ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ) 2%～12%
コネクタ 丸型コネクタ 【多治見無線電機】Ｒ０４　防水　フランジ型パネル取付レセプタクル（ネジ式） R04ｺﾈｸﾀ(ﾌﾗﾝｼﾞｶﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ) 1%～6%
コネクタ キャップ 【多治見無線電機】Ｒ０４　　防水キャップ R04ｺﾈｸﾀ(ﾎﾞｳｽｲｷｬｯﾌﾟ) 8%～44%
コネクタ 同軸コネクタ ＳＭＡプラグ＆ジャック SMAｺﾈｸﾀ 13%～36%
コネクタ 同軸コネクタ ＳＭＢプラグ＆ジャック SMBｺﾈｸﾀ 13%～18%
コネクタ コンタクトピン ＮＨコネクタ　圧着済みコンタクトケーブル SMｺﾈｸﾀ 25%
コネクタ 丸型コネクタ ＵＴＳコネクタ（アクセサリ） UTSｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ) 5%
コネクタ 丸型コネクタ ＵＴＳコネクタ（ストレートプラグ） UTSｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾗｸﾞ) 5%
コネクタ ナイロンコネクタ 分岐圧接コネクタ　タップコネクタ（Ｕエレメント） Uｴﾚﾒﾝﾄｺﾈｸﾀ 53%
コネクタ コンタクトピン ＶＨコネクタ　圧着済みコンタクトケーブル VHｺﾈｸﾀ 25%
コネクタ コンタクトピン ＸＨコネクタ　圧着済みコンタクトケーブル XHｺﾈｸﾀ 25%
コネクタ コネクタ(オプション・その他) 減衰器（アッテネータ） ｱｯﾃﾈｰﾀ 151%～159%
コネクタ 角型コネクタ ミスミ防水Ｅ型コネクタ（ネジ式結線） ｶｸｶﾞﾀﾎﾞｳｽｲｺﾈｸﾀ ▲42％
コネクタ 角型コネクタ Ｄｓｕｂコネクタ　ハンダ付けタイプ／プレスコンタクト（ローコスト） ｺﾈｸﾀ 9%～20%
コネクタ コンタクトピン コマーシャルメーテンロック　圧着済みコンタクトケーブル ｺﾏｰｼｬﾙﾒ-ﾃﾝﾛｯｸ(ｺﾝﾀｸﾄ) 25%
コネクタ 角型コネクタ Ｄｓｕｂコネクタ　ハンダ付けタイプ／マシンコンタクト（高電流型） ｺﾝﾃﾞﾝﾘｭｳDSUBｺﾈｸﾀ 145%
コネクタ 角型コネクタ 【スリーエムジャパン】製商品　ＩＥＥＥ１２８４ハーフピッチコネクタ　ＥＭＩ対策　汎用プラスチックフード ｽﾘｰｴﾑ IEEE1284(ﾌｰﾄﾞ) 11%
コネクタ 角型コネクタ 【第一電子工業】セントロニクスコネクタ　圧接バネロックタイプ（メス） ｾﾝﾄﾛｺﾈｸﾀ ｱｯｾﾝ 65%～76%
コネクタ 角型コネクタ 【第一電子工業】製商品　セントロニクスコネクタ　圧接バネロックタイプ（オス） ｾﾝﾄﾛｺﾈｸﾀ ｱｯｾﾝ 63%～77%
コネクタ 角型コネクタ 【第一電子工業】セントロニクスコネクタ　ハンダ付けネジロックタイプ（パネルマウントメス） ｾﾝﾄﾛﾆｸｽｺﾈｸﾀ(ﾈｼﾞﾛｯｸ) 22%～27%
コネクタ 角型コネクタ 【ヒロセ電機】製商品　ＭＩＬコネクタ　圧接メスコネクタ　（ロック無し） ｿｹｯﾄｺﾈｸﾀ 13%～19%
コネクタ 角型コネクタ ＭＩＬコネクタ　圧着タイプ専用フード ｿｹｯﾄｺﾈｸﾀ 13%～19%
コネクタ コンタクトピン 【タイコエレクトロニクス（ＴＥ）】製商品　ミニユニバーサル　メーテンロック　コンタクト ﾀｲｺｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ MUML(ｺﾝﾀｸﾄ ｺｳｸﾞ) 7%
コネクタ コンタクトピン 【タイコエレクトロニクス（ＴＥ）】製商品　ミニユニバーサル　メーテンロック　コンタクト ﾀｲｺｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ MUML(ｺﾝﾀｸﾄ) 19%～52%
コネクタ コンタクトピン 【タイコエレクトロニクス（ＴＥ）】製商品　ミニユニバーサル　メーテンロック　コンタクト ﾀｲｺｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ UML(ｺﾝﾀｸﾄ) 20%
コネクタ コネクタ(オプション・その他) 【タイコエレクトロニクス（ＴＥ）】ダイナミックコネクタ　誤挿入防止キー・カット工具（Ｄ３１００／Ｄ３２００兼用） ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ(ｺﾝﾀｸﾄ ｺｳｸﾞ) 25%
コネクタ コンタクトピン ダイナミックコネクタ　圧着済みコンタクトケーブル（Ｄ３１００／Ｄ３２００シリーズ） ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ(ｺﾝﾀｸﾄ ｺｳｸﾞ) 25%
コネクタ コンタクトピン ダイナミックコネクタ　圧着済みコンタクトケーブル（Ｄ５２００シリーズ） ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ5200 25%
コネクタ 丸型コネクタ チュウケイソケット（ボウスイ） ﾁｭｳｹｲｿｹｯﾄ(ﾎﾞｳｽｲ) 8%～65%
コネクタ キャップ 【七星科学研究所】製商品　ＮＣＳ　防塵キャップ ﾅﾅﾎﾞｼｶｶｸﾞ NCSｺﾈｸﾀ 23%
コネクタ 角型コネクタ 【ヒロセ電機】製商品　ＭＩＬコネクタ　圧接メスコネクタ　（ロック無し） ﾋﾛｾﾃﾞﾝｷ ]ｿｹｯﾄｺﾈｸﾀ 37%
コネクタ 角型コネクタ 【ヒロセ電機】製商品　ＭＩＬコネクタ　圧接中継用オスコネクタ ﾋﾛｾﾃﾞﾝｷ HIF3Bﾁｭｳｹｲﾖｳ 23%
コネクタ 角型コネクタ 【ヒロセ電機】製商品　ＭＩＬコネクタ　圧着メスハウジング（ロック無し） ﾋﾛｾﾃﾞﾝｷ HIF3ｱｯﾁｬｸｿｹｯﾄ 45%
コネクタ 角型コネクタ 【ヒロセ電機】製商品　ＭＩＬコネクタ　圧接メスコネクタ　（ロック無し） ﾋﾛｾﾃﾞﾝｷ HIF3ｿｹｯﾄﾀｲﾌﾟ 1%
コネクタ 角型コネクタ 【ヒロセ電機】製商品　ＭＩＬコネクタ　圧接メスコネクタ　（ロック無し） ﾋﾛｾﾃﾞﾝｷ ｿｹｯﾄｺﾈｸﾀ 6%～56%
コネクタ 角型コネクタ 【ヒロセ電機】製商品　ＭＩＬコネクタ　圧着メスハウジング（ロック無し） ﾋﾛｾﾃﾞﾝｷ ｿｹｯﾄｺﾈｸﾀ 6%～56%
コネクタ コンタクトピン Ｈａｎ防水コネクタ　圧着済コンタクトケーブル ﾌｸｺﾞｳHANｰｺﾝﾀｸﾄ 25%
コネクタ コンタクトピン Ｈａｎ防水コネクタ　圧着コンタクト ﾌｸｺﾞｳHANｰｺﾝﾀｸﾄ 9%～25%
コネクタ 丸型コネクタ ＭＳ３１０８シリーズ　防水アングルプラグ ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ｱﾝｸﾞﾙ) 1%～136% 一部商品で値下げもございます
コネクタ 丸型コネクタ ボウテキＭＳコネクタ（アングル） ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ｱﾝｸﾞﾙ) 1%～70%
コネクタ 丸型コネクタ ＭＳ３１０６シリーズ　防水ストレートプラグ ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄ) 5%～103%
コネクタ 丸型コネクタ バヨネット式ＭＳコネクタ　ストレートプラグ（防水） ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄ) 20%～60%
コネクタ 丸型コネクタ ボウテキＭＳコネクタ（ストレート） ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄ) 5%～103%
コネクタ 丸型コネクタ ＭＳ３１０１シリーズ　防水中継アダプタ ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲ) 18%～201%
コネクタ 丸型コネクタ ＭＳ３１００シリーズ　防水パネル取付中継レセプタクル ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲﾊﾟﾈﾙ) 54%～251%
コネクタ キャップ 【第一電子工業】バヨネットＭＳコネクタ用防水キャップ（パネル取付用） ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙ) 1%～33%
コネクタ キャップ 【第一電子工業】バヨネットＭＳコネクタ用防水キャップ（プラグ用） ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙ) 1%～10%
コネクタ 丸型コネクタ ＭＳ３１０２シリーズ　防水パネル取付レセプタクル ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙ) 1%～116% 一部商品で値下げもございます
コネクタ 丸型コネクタ ＭＳ３１０１シリーズ　防水中継アダプタ ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙ) 1%～116% 一部商品で値下げもございます
コネクタ 丸型コネクタ ＭＳ３１００シリーズ　防水パネル取付中継レセプタクル ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙ) 1%～116% 一部商品で値下げもございます
コネクタ 丸型コネクタ ボウテキＭＳコネクタ（パネル） ﾎﾞｳﾃｷMSｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙ) 1%～116%
コネクタ 丸型コネクタ ミニＤＩＮコネクタ　基板実装タイプ（差込型） ﾐﾆDINｺﾈｸﾀ 3%～65%
コネクタ コンタクトピン 【タイコエレクトロニクス（ＴＥ）】製商品　ミニユニバーサル　メーテンロック　コンタクト ﾐﾆﾕﾆﾊﾞ-ｻﾙﾒ-ﾃﾝﾛｯｸ(ｺﾝﾀｸﾄ ｺｳｸﾞ) 14%～24%
コネクタ コンタクトピン ミニユニバーサル・メーテンロック　圧着済みコンタクトケーブル ﾐﾆﾕﾆﾊﾞ-ｻﾙﾒ-ﾃﾝﾛｯｸ(ｺﾝﾀｸﾄ) 25%
コネクタ ナイロンコネクタ ミニユニバーサル・メーテンロック　ソケットハウジング ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ﾐﾆﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ) 51%～65%
コネクタ ナイロンコネクタ ミニユニバーサル・メーテンロック　パネル取付用ソケットハウジング ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ﾐﾆﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ) 51%～81%
コネクタ ナイロンコネクタ ミニユニバーサル・メーテンロック　プラグハウジング ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ﾐﾆﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ) 62%～96%
コネクタ コンタクトピン ユニバーサルメーテンロック　圧着済みコンタクトケーブル ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾒｰﾃﾝﾛｯｸ(ｺﾝﾀｸﾄ) 25%
コネクタ 角型コネクタ 【第一電子工業】製商品　セントロニクスコネクタ　圧接バネロックタイプ（オス） [DDK]ｾﾝﾄﾛｺﾈｸﾀ ｱｯｾﾝ 71%
コネクタ コンタクトピン 【モレックス】１６２５コネクタ　コンタクト 1625/5500/3191 ｺﾈｸﾀ 15%～31%
コネクタ コンタクトピン １６２５コネクタ　圧着済みコンタクトケーブル 1625/5500/3191 ｺﾈｸﾀ 25%
コネクタ コンタクトピン ３１９１コネクタ　圧着済みコンタクトケーブル 1625/5500/3191 ｺﾈｸﾀ 25%
コネクタ コンタクトピン ５５５９／５５５７コネクタ　コンタクト 1625/5500/3191 ｺﾈｸﾀ 10%～15%
コネクタ コンタクトピン ５５５９／５５５７コネクタ　圧着済みコンタクトケーブル 1625/5500/3191 ｺﾈｸﾀ 25%
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■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2022年8月1日時点）

商品カテゴリ 分類 商品名 タイプ
価格改定率

（プラス表示は値上げ）
備考

コネクタ ナイロンコネクタ １６２５コネクタ　ソケットハウジング 1625/5500/3191 ｺﾈｸﾀ 7%
コネクタ ナイロンコネクタ １６２５コネクタ　プラグハウジング 1625/5500/3191 ｺﾈｸﾀ 7%
コネクタ ナイロンコネクタ ３１９１コネクタ　ソケットハウジング 1625/5500/3191 ｺﾈｸﾀ 7%
コネクタ ナイロンコネクタ ３１９１コネクタ　プラグハウジング 1625/5500/3191 ｺﾈｸﾀ 7%
コネクタ ナイロンコネクタ ５５５９／５５５７コネクタ　ソケットハウジング 1625/5500/3191 ｺﾈｸﾀ 7%
コネクタ ナイロンコネクタ ５０５１／５０４５コネクタ　ピンヘッダー 5045ｺﾈｸﾀ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ ｳｴﾊｰ) 7%
コネクタ コンタクトピン 【モレックス】５０５１／５０４５コネクタ　コンタクト 5051/5045ｺﾈｸﾀ(ｺﾝﾀｸﾄ) 31%
コネクタ コンタクトピン ５０５１／５０４５コネクタ　圧着済みコンタクトケーブル 5051/5045ｺﾈｸﾀ(ｺﾝﾀｸﾄ) 25%
コネクタ ナイロンコネクタ ５０５１／５０４５コネクタ　ソケットハウジング 5051ｺﾈｸﾀ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ ｳｴﾊｰ) 7%
コネクタ 角型コネクタ セントロニクスコネクタ　ハンダ付けバネロックタイプ（オス） 57ｺﾈｸﾀ(ﾊﾝﾀﾞ) 23%～35%
コネクタ 角型コネクタ セントロニクスコネクタ　ハンダ付けバネロックタイプ（パネルマウントメス） 57ｺﾈｸﾀ(ﾊﾝﾀﾞ) 32%～88%
コネクタ 角型コネクタ セントロニクスコネクタ　ハンダ付けバネロックタイプ（メス） 57ｺﾈｸﾀ(ﾊﾝﾀﾞ) 28%～30%
コネクタ 角型コネクタ セントロニクスコネクタ　ハンダ付けバネロックタイプ（基板実装メス） 57ｺﾈｸﾀ(ﾊﾝﾀﾞ) 21%～24%
コネクタ キャップ セントロニクスコネクタ　防塵キャップ 57ｼﾞｪﾝﾀﾞ､ﾀﾞｽﾄｷｬｯﾌﾟ 100%～246%
コネクタ 丸型コネクタ 【ビンダー】６９３コネクタ　欧州規格・防水　ストレートオスコネクタ（ネジ式） 693ｺﾈｸﾀ(ｽﾄﾚｰﾄ) 30%～44%
コネクタ 丸型コネクタ 【ビンダー】６９３コネクタ　欧州規格・防水　ストレートメスコネクタ（ネジ式） 693ｺﾈｸﾀ(ﾁｭｳｹｲ) 32%～47%
コネクタ 丸型コネクタ 【ビンダー】６９３コネクタ　欧州規格・防水　パネル取付タイプ（ネジ式） 693ｺﾈｸﾀ(ﾊﾟﾈﾙﾏｳﾝﾄ) 22%～43%
コネクタ 同軸コネクタ ＢＮＣプラグ＆ジャック／圧着結線・圧着固定タイプ BNCｺﾈｸﾀ(ｼﾞｬｯｸ_ｱｯﾁｬｸ) 17%～31%
コネクタ 同軸コネクタ ＢＮＣジャック／ハンダ結線・ネジロックタイプ BNCｺﾈｸﾀ(ｼﾞｬｯｸ_ﾊﾝﾀﾞ) 11%～53%
コネクタ 同軸コネクタ 終端抵抗器（ターミナル）・防塵キャップ BNCｺﾈｸﾀ(ｼｭｳﾀﾝﾃｲｺｳ ｷｬｯﾌﾟ) 15%～27%
圧着端子 圧着端子 平形接続子 ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ_PB) 10%
圧着端子 圧着端子(オプション・その他) 絶縁キャップ（端子ネジ止め部カバー） ｾﾞﾂｴﾝｷｬｯﾌﾟ 10%
圧着端子 圧着端子 差込み型接続端子　１１０シリーズ　メス（嵌合部絶縁型） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ) 15%
圧着端子 圧着端子 差込み型接続端子　１１０シリーズ　メス（嵌合部露出型） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ) 15%
圧着端子 圧着端子 差込み型接続端子　２５０シリーズ　メス（嵌合部絶縁型） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ) 14%
圧着端子 圧着端子 差込み型接続端子　１１０シリーズ（バリュー品）　メス（嵌合部露出型） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ_PB) 20%
圧着端子 圧着端子 差込み型接続端子　１８７シリーズ（バリュー品）　オス（嵌合部露出型） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ_PB) 20%
圧着端子 圧着端子 差込み型接続端子　１８７シリーズ（バリュー品）　メス（嵌合部絶縁型） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ_PB) 20%
圧着端子 圧着端子 差込み型接続端子　１８７シリーズ（バリュー品）　メス（嵌合部露出型） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ_PB) 20%
圧着端子 圧着端子 差込み型接続端子　２５０シリーズ（バリュー品）　オス（嵌合部露出型） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ_PB) 20%
圧着端子 圧着端子 差込み型接続端子　２５０シリーズ（バリュー品）　メス（嵌合部絶縁型） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ_PB) 20%
圧着端子 圧着端子 差込み型接続端子　２５０シリーズ（バリュー品）　メス（嵌合部露出型） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾀﾝｼ_PB) 20%
圧着端子 圧着端子 差込み型ピン端子　一般タイプ　オス端子（バリュー品） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾋﾟﾝﾀﾝｼ_PB) 10%
圧着端子 圧着端子 差込み型ピン端子　一般タイプ　メス端子（バリュー品） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｻｼｺﾐｾﾂｿﾞｸﾋﾟﾝﾀﾝｼ_PB) 10%
圧着端子 圧着端子 絶縁付圧着端子　Ｙ型（バリュー品） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_PB) 10%
圧着端子 圧着端子 絶縁付圧着端子　丸型（バリュー品） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_PB) 10%
圧着端子 圧着端子 絶縁付圧着端子　重ね合わせ型圧着リング（バリュー品） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_PB) 20%
圧着端子 圧着端子 絶縁付圧着端子　専用棒端子（フェルール端子） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_PB) 9%～11%
圧着端子 圧着端子 絶縁付圧着端子　突合せ型圧着リング（バリュー品） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_PB) 20%
圧着端子 圧着端子 絶縁付圧着端子　閉端接続子（バリュー品） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_PB) 10%
圧着端子 圧着端子 絶縁付圧着端子　棒状端子（バリュー品） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_PB) 20%
圧着端子 圧着端子 絶縁付圧着端子　Ｙ型 ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_Y) 10%～11%
圧着端子 圧着端子 【大同端子製造】絶縁付圧着端子　閉端接続子 ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_ﾎﾞｳ､ﾘﾝｸﾞ) 10%～16%
圧着端子 圧着端子 絶縁付圧着端子　重ね合わせ型圧着リング ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_ﾎﾞｳ､ﾘﾝｸﾞ) 18%
圧着端子 圧着端子 絶縁付圧着端子　突合せ型圧着リング ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_ﾎﾞｳ､ﾘﾝｸﾞ) 10%～17%
圧着端子 圧着端子 絶縁付圧着端子　棒状端子 ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_ﾎﾞｳ､ﾘﾝｸﾞ) 10%
圧着端子 圧着端子 アッチャクタンシ（ゼツエン＿ボウ、リング） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_ﾎﾞｳ､ﾘﾝｸﾞ) 10%～18%
圧着端子 圧着端子 絶縁付圧着端子　丸型 ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ｾﾞﾂｴﾝ_ﾏﾙ) 10%
圧着端子 圧着端子 裸圧着端子　Ｙ型（バリュー品） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_PB) 10%
圧着端子 圧着端子 裸圧着端子　丸型（バリュー品） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_PB) 10%
圧着端子 圧着端子 裸圧着端子　重ね合わせ型圧着リング（バリュー品） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_PB) 10%
圧着端子 圧着端子 裸圧着端子　突合せ型圧着リング（バリュー品） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_PB) 10%
圧着端子 圧着端子 裸圧着端子　棒状端子（バリュー品） ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_PB) 20%
圧着端子 圧着端子 【大同端子製造】裸圧着端子　Ｙ型 ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_Y) 10%～12%
圧着端子 圧着端子 【大同端子製造】裸圧着端子　ブレーカ用端子 ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_ﾌﾞﾚｰｶ) 10%～15%
圧着端子 圧着端子 【大同端子製造】製商品　裸圧着端子　重ね合わせ型圧着リング ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_ﾎﾞｳ､ﾘﾝｸﾞ) 9%～56%
圧着端子 圧着端子 【大同端子製造】裸圧着端子　突合せ型圧着リング ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_ﾎﾞｳ､ﾘﾝｸﾞ) 9%～56%
圧着端子 圧着端子 【大同端子製造】製商品　裸圧着端子　棒状端子 ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_ﾎﾞｳ､ﾘﾝｸﾞ) 9%～56%
圧着端子 圧着端子 【大同端子製造】裸圧着端子　Ｙ型 ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_ﾎｿｹｲY) 10%
圧着端子 圧着端子 裸圧着端子　丸型 ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_ﾎｿｹｲﾏﾙ) 10%
圧着端子 圧着端子 裸圧着端子　丸型 ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ(ﾊﾀﾞｶ_ﾏﾙ) 9%～18%
圧着端子 圧着端子 【大同端子製造】製商品　裸圧着端子　重ね合わせ型圧着リング ﾀﾞｲﾄﾞｳﾀﾝｼ ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ 21%～60%
圧着端子 圧着端子 【大同端子製造】製商品　裸圧着端子　棒状端子 ﾀﾞｲﾄﾞｳﾀﾝｼ ｱｯﾁｬｸﾀﾝｼ 21%～60%
圧着端子 圧着端子 【フエニックス　コンタクト】製商品　絶縁付圧着端子　専用棒端子 ﾌｴﾆｯｸｽ･ｺﾝﾀｸﾄ ﾌｪﾙｰﾙ 19%
結束バンド 結束バンド 結束バンド（標準タイプ白、耐候タイプ黒） ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ 4%～9%
結束バンド 結束バンド 結束バンド（取り外し可能・幅広タイプ） ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(ｵｼｺﾐ) 5%
結束バンド 結束バンド 結束バンド（取り外し可能・標準タイプ） ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(ｶﾘﾄﾞﾒ) 5%～6%
結束バンド 結束バンド 【パンドウイット】耐熱結束バンド（ふっ素樹脂製） ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾀｲﾈﾂ) 11%
結束バンド 結束バンド 結束バンド（ビーズタイプ） ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾋﾞｰｽﾞﾀｲﾌﾟ) 4%～6%
結束バンド 結束バンド 結束バンド（二重ヘッドノットタイ） ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾋﾞｰｽﾞﾀｲﾌﾟ) 5%
結束バンド 結束バンド 結束バンド（マーキングタイプ） ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾏｰｷﾝｸﾞ) 4%～5%
結束バンド 結束バンド ステンレス結束バンド結束工具 ｹｯｿｸﾊﾞﾝﾄﾞｹｯｿｸｺｳｸﾞ 10%
結束バンド 結束バンド固定具・オプション 結束バンド固定具（プレート型・ローコスト） ｹｯｿｸﾊﾞﾝﾄﾞｺﾃｲｸﾞ 5%
結束バンド 結束バンド固定具・オプション 結束バンド固定具（プレート型・ローコスト・黒） ｹｯｿｸﾊﾞﾝﾄﾞｺﾃｲｸﾞ 5%
結束バンド 結束バンド ステンレス結束バンド ｽﾃﾝﾚｽｹｯｿｸﾊﾞﾝﾄﾞ 10%
結束バンド 結束バンド ステンレス結束バンド（強力締付・樹脂コーティング） ｽﾃﾝﾚｽｹｯｿｸﾊﾞﾝﾄﾞ(ｷｮｳﾘｮｸ ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 10%
結束バンド 結束バンド ステンレス結束バンド（強力締付） ｽﾃﾝﾚｽｹｯｿｸﾊﾞﾝﾄﾞ(ｷｮｳﾘｮｸ) 10%
結束バンド 結束バンド ステンレス結束バンド（樹脂コーティング） ｽﾃﾝﾚｽｹｯｿｸﾊﾞﾝﾄﾞ(ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 10%
結束バンド 結束バンド ケーブルバンド ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ 4%～9%
ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド（ケーブル保護ガイド付き） PGｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ 13%～15%
ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド（耐熱） ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞﾀｲﾈﾂ 0.3%～4%
ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド（耐薬品） ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞﾀｲﾔｸﾋﾝ 0.3%～4%
ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド（難燃） ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞﾅﾝﾈﾝ 11%～40%
ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド（マルチホール） ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ(ﾏﾙﾁﾎｰﾙ) 1%～122%
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■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2022年8月1日時点）

商品カテゴリ 分類 商品名 タイプ
価格改定率

（プラス表示は値上げ）
備考

ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド（ＰＦネジ） ｸﾀﾞﾖｳﾈｼﾞｸﾗﾝﾌﾟ 1%
ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド（Ｍネジ） ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ(Mﾈｼﾞ) 3%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー ケーブルブッシュ ケーブルグランド用ロックナット PGｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ 4%～27%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー ケーブルクリップ ケーブルクリップ（スチール製・樹脂コーティング） ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ(ｽﾁｰﾙ ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 18%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー ケーブルクリップ ケーブルクリップ（スチール製） ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ(ｽﾁｰﾙ) 18%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー ケーブルクリップ ケーブルクリップ（ステンレス製・樹脂コーティング） ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 18%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー ケーブルクリップ ケーブルクリップ（ステンレス製） ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ) 18%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー ケーブルクリップ ケーブルクリップ（フレキシブル・樹脂コーティング） ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ(ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ) ▲4%～▲8%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー ケーブルブッシュ ケーブルブッシュ（コードストッパ） ｺｰﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ 5%～6%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー ケーブルブッシュ ケーブルブッシュ（オープンタイプ） ｽﾅｯﾌﾟﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 5%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー ケーブルブッシュ ケーブルブッシュ（オープンタイプ・スリット入り） ｽﾅｯﾌﾟﾌﾞｯｼﾝｸﾞ(ｵｰﾌﾟﾝ) 5%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー ケーブルクリップ ケーブルクリップ（ナイロン製・ローコスト） ﾅｲﾛﾝｸﾘｯﾌﾟ 4%～6%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー ケーブルステッカー 配線固定ステッカー（アルミ製・ロングアーム） ﾊｲｾﾝｺﾃｲｽﾃｯｶｰ(ｱﾙﾐ) 10%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー ケーブルクリップ ケーブルクリップ（フラットケーブル用・スポンジ付き） ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ 18%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー ケーブルブッシュ ケーブルブッシュ（ブラインド・黒） ﾎｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ 5%～6%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー ケーブルブッシュ ケーブルブッシュ（ブラインド・Ｍネジ） ｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ(ｱｸｾｻﾘ) 5%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー ケーブルクリップ ケーブルクリップ　ナイロン製（４段階調節式） ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ(ﾁｮｳｾﾂ) 5%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー ケーブルクリップ ケーブルクリップ　ナイロン製（２段階調節式） ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ(ﾊﾘﾂｹ ｻｼｺﾐ) 5%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー ケーブルクリップ ケーブルクリップ　ナイロン製（ワンタッチ固定式） ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ(ﾜﾝﾀｯﾁ) 5%
ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー ケーブルステッカー ハイセンステッカー ﾊｲｾﾝｽﾃｯｶｰ 11%
ネジ・スペーサー ネジ・スペーサー Ｔ型基板サポータ（ＭＭＲシリーズ、ＭＭＳシリーズ） ｷﾊﾞﾝｻﾎﾟｰﾀ 5%
ネジ・スペーサー ネジ・スペーサー Ｘ型基板サポータ（ＣＳシリーズ） ｷﾊﾞﾝｻﾎﾟｰﾀ 4%～6%
ネジ・スペーサー ネジ・スペーサー Ｙ型基板サポータ（ＭＣＳシリーズ） ｷﾊﾞﾝｻﾎﾟｰﾀ 5%
ケーブルアクセサリ テープシール 耐候性ビニルテープ ｾﾞﾂｴﾝﾃｰﾌﾟ 7%
ケーブルアクセサリ テープシール 耐熱性ビニルテープ ｾﾞﾂｴﾝﾃｰﾌﾟ 30%
ケーブルアクセサリ テープシール 標準ビニルテープ ｾﾞﾂｴﾝﾃｰﾌﾟ 29%
ケーブルアクセサリ テープシール 防食テープ ｾﾞﾂｴﾝﾃｰﾌﾟ 27%
ケーブルアクセサリ テープシール 融着性絶縁テープ ｾﾞﾂｴﾝﾃｰﾌﾟ 25%
チューブ シート型チューブ シールドチューブ ｼｰﾙﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ 1%
チューブ 熱収縮チューブ 熱収縮チューブ（汎用） ｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ 7%～53%
チューブ 熱収縮チューブ 熱収縮チューブ（難燃） ｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ(UL) 4%～34%
チューブ 熱収縮チューブ 【パンドウイット】熱収縮チューブ（カラーコンビネーション・難燃） ｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ(ｶﾗｰ) 6% 一部商品で値下げもございます
チューブ 熱収縮チューブ 熱収縮チューブ（大口径・厚肉） ｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ(ﾆｸｱﾂ) 4%～30%
チューブ 熱収縮チューブ 熱収縮チューブ（難燃・防水） ｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ(ﾎﾞｳｽｲ) 5% 一部商品で値下げもございます
チューブ 汎用チューブ 耐熱シリコンチューブ（ガラス編組＋シリコンゴム） ｼﾞｭｼｾｲ ﾁｭｰﾌﾞ HST 15%
チューブ 汎用チューブ 耐熱シリコンチューブ（ガラス編組＋シリコンワニス） ｼﾞｭｼｾｲ ﾁｭｰﾌﾞ SSG2 23%～52%
チューブ 熱収縮チューブ 熱収縮チューブ（シリコン・耐熱・難燃） ｼﾘｺﾝｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ 10%
チューブ 汎用チューブ 耐熱シリコンチューブ ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ 12%～13%
チューブ スパイラルチューブ 【パンドウイット】耐熱スパイラルチューブ ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞ(ﾀｲﾈﾂ) 5%～33%
チューブ 編組チューブ 【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ ﾀｲﾈﾂﾍﾝｿﾁｭｰﾌﾞ 10%
チューブ 編組チューブ 【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ（マジックテープタイプ） ﾀｲﾈﾂﾍﾝｿﾁｭｰﾌﾞ 16%
チューブ 熱収縮チューブ 熱収縮チューブ（難燃・薄肉） ﾈﾂｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ ｵﾘｼﾞﾅﾙV4 86%～129%
チューブ 汎用チューブ 熱収縮チューブ（防水・耐液性） ﾈﾂｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ ｽﾐﾄﾓSA2 7%
チューブ 汎用チューブ 熱収縮チューブ（難燃・透明） ﾈﾂｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ ｽﾐﾄﾓV300 10%
チューブ 汎用チューブ 【デンカエレクトロン】汎用ビニールチューブ（楕円・マークチューブ用） ﾋﾞﾆﾙﾁｭｰﾌﾞ (ﾍﾝﾍﾟｲ) 5%～42%
チューブ 編組チューブ 【デンカエレクトロン】編組チューブ（ソフトタイプ） ﾍﾝｿﾁｭｰﾌﾞ (NFL) 3%～8%
チューブ 編組チューブ 編組チューブ（カラー） ﾍﾝｿﾁｭｰﾌﾞ (ｶﾗｰ) 6%～69%
チューブ 編組チューブ 編組チューブ（錫メッキ銅箔シールド・非伸縮） ﾍﾝｿﾁｭｰﾌﾞ(ﾀｲｶﾝｷｮｳ) 5%
チューブ 汎用チューブ ポリオレフィンチューブ ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝﾁｭｰﾌﾞ 7% 一部商品で値下げもございます
チューブ 汎用チューブ ポリオレフィンチューブ（難燃） ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝﾁｭｰﾌﾞ 7%
チューブ 熱収縮チューブ シュウシュクチューブ ｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ 7%～172%
チューブ 熱収縮チューブ シュウシュクチューブ（ＵＬ） ｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ(UL) 4%～34%
チューブ スパイラルチューブ スパイラルチューブ　汎用 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞ 9%～12%
チューブ 熱収縮チューブ ネツシュウシュクチューブ　スミトモＡ ﾈﾂｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ ｽﾐﾄﾓA 7%
チューブ 汎用チューブ 汎用ビニールチューブ（ＵＬ・ＣＳＡ規格） ﾋﾞﾆﾙﾁｭｰﾌﾞ(UL､CSA) 13%
チューブ 熱収縮チューブ 【サンゴバン】熱収縮チューブ（耐熱２６０℃・耐薬品） ﾌｯｿｼﾞｭｼｼｭｳｼｭｸﾁｭｰﾌﾞ 12%～13%
チューブ 編組チューブ 編組チューブ（ＵＬ・ＣＳＡ規格） ﾍﾝｿﾁｭｰﾌﾞ 6%～40%
保護管 樹脂管 コルゲートチューブ　チューブ本体 ｺﾙｹﾞｰﾄﾁｭｰﾌﾞ 7%～13%
保護管 金属管オプション 金属製コンジット　アースリング ｺﾝｼﾞｯﾄｱｸｾｻﾘ 32%～39%
保護管 金属管オプション 金属製コンジット　コネクタ（４５度アングル） ｺﾝｼﾞｯﾄｺﾈｸﾀ 2%～4%
保護管 金属管オプション 金属製コンジット　コネクタ（９０度アングル） ｺﾝｼﾞｯﾄｺﾈｸﾀ 2%～34%
保護管 金属管オプション 金属製コンジット　コネクタ（ストレート） ｺﾝｼﾞｯﾄｺﾈｸﾀ 36%～126%
保護管 金属管オプション 金属製コンジット　コネクタ（防滴ＭＳコネクタ用） ｺﾝｼﾞｯﾄｺﾈｸﾀ(MAA) 26%～27%
保護管 金属管オプション 金属製コンジット　コネクタ（防滴ＭＳコネクタ用） ｺﾝｼﾞｯﾄｺﾈｸﾀ(MSA) 12%～16%
保護管 金属管オプション 金属製コンジット　コネクタ（ＭＳコネクタ用） ｺﾝｼﾞｯﾄｺﾈｸﾀ(MSU) 23%～29%
保護管 樹脂管オプション 樹脂製フレキチューブ　サドル（両側固定） ｼﾞｭｼｾｲﾌﾚｷﾁｭｰﾌﾞ ｻﾄﾞﾙ 10%
保護管 樹脂管オプション 樹脂製フレキチューブ　コネクタ ｼﾞｭｼﾁｭｰﾌﾞ 4%～6%
保護管 樹脂管オプション 【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ　コネクタ（標準） ﾌﾟﾗｽﾁｨｸﾁｭｰﾌﾞｺﾈｸﾀ 10%～12%
保護管 樹脂管オプション 【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ　サドル（片側固定） ﾌﾟﾗｽﾁｨｸﾁｭｰﾌﾞｺﾈｸﾀ 10%～12%
保護管 樹脂管オプション 樹脂製フレキチューブ　コネクタ（ＭＳコネクタ・ＰＧネジ用） ﾌﾟﾗｽﾁｨｸﾁｭｰﾌﾞｺﾈｸﾀ 10%～16%
保護管 樹脂管オプション 樹脂製フレキチューブ　サドル（センター固定） ﾌﾟﾗｽﾁｨｸﾁｭｰﾌﾞｺﾈｸﾀ 10%～11%
保護管 樹脂管オプション 樹脂製フレキチューブ　絶縁ブッシュ ﾌﾟﾗｽﾁｨｸﾁｭｰﾌﾞｺﾈｸﾀ 10%～11%
保護管 樹脂管オプション 樹脂製フレキチューブ　サドル（両側固定） ﾌﾟﾗｽﾁｨｸﾁｭｰﾌﾞｺﾈｸﾀ 10%～16%
保護管 樹脂管 スリット入り２重樹脂製チューブ　チューブ本体 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾁｭｰﾌﾞ(PPCO) 18%～35%
保護管 樹脂管オプション 樹脂製フレキチューブ　サドル（両側固定） ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾁｭｰﾌﾞｻﾄﾞﾙ 10%～12%
保護管 樹脂管 樹脂製フレキチューブ　チューブ本体 ﾌﾟﾗｽﾁﾃｨｯｸﾁｭｰﾌﾞ 15%～16%
保護管 金属管 金属製コンジット　チューブ本体（ブレード被覆） ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｺﾝｼﾞｯﾄBTUB 10%～24%
保護管 金属管 金属製コンジット　チューブ本体（耐油） ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｺﾝｼﾞｯﾄFAG 10%～22%
保護管 金属管 金属製コンジット　チューブ本体（樹脂被覆無し） ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｺﾝｼﾞｯﾄFSN 10%
保護管 金属管 金属製コンジット　チューブ本体（耐油・耐屈曲） ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｺﾝｼﾞｯﾄFSV 10%～11%
ダクト・モール ダクト 配線ダクト（側片折り取り可能） ｶｯﾁﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ(ADﾀｲﾌﾟ) 16%～37%
ダクト・モール ダクト 配線ダクト（上部切り込みなし） ｶｯﾁﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ(BDRﾀｲﾌﾟ) 23%～103%
ダクト・モール モール 壁面配線用モール（高収容型・両面テープなし） ﾀﾞｸﾄ(ｸﾛｰｽﾞﾀｲﾌﾟ) 9%～11%
ダクト・モール ダクト 配線ダクト（上部切り込みあり・ローコスト） ﾀﾞｸﾄ(ﾊﾞﾝﾖｳ) 5%～6%
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■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2022年8月1日時点）

商品カテゴリ 分類 商品名 タイプ
価格改定率

（プラス表示は値上げ）
備考

汎用工具 結束工具 結束バンド結束工具 ｹｯｿｸﾊﾞﾝﾄﾞｹｯｿｸｺｳｸﾞ 10%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 【モレックス】１６２５コネクタ　純正手動圧着工具 1625/5500/3191 ｺﾈｸﾀ 10%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 【モレックス】３１９１コネクタ　純正手動圧着工具 3191ｺﾈｸﾀ ｼﾞｭﾝｾｲｼｭﾄﾞｳｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ 6%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 【モレックス】５１９５コネクタ　純正手動圧着工具 5195/5273ｺﾈｸﾀ(ｺｳｸﾞ) 29%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 【モレックス】５５５９／５５５７コネクタ　純正手動圧着工具 5559/5557ｺﾈｸﾀｾﾝﾖｳｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ 7%～10%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 ＣＥ０１　圧着タイプ用コンタクト専用圧着工具 CE01ｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ) 14%～84%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 【日本圧着端子製造】ＥＬコネクタ　純正手動圧着工具 ELｺﾈｸﾀｾﾝﾖｳｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ 4%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 Ｈａｎ防水コネクタ　圧着工具 HANｼﾘｰｽﾞﾖｳｱｸｾｻﾘ 9%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 【日本航空電子工業】ＪＬ０５　コンタクト用工具 JL05ｺﾈｸﾀ 215%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 【日本圧着端子製造】ＳＭ・ＮＨコネクタ　純正手動圧着工具 NH SMｺﾈｸﾀｾﾝﾖｳｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ 16%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 【日本圧着端子製造】ＳＭ・ＮＨコネクタ　純正手動圧着工具 SMｺﾈｸﾀｾﾝﾖｳｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ 20%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 【日本圧着端子製造】ＶＨコネクタ　純正手動圧着工具 VHｺﾈｸﾀｾﾝﾖｳｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ 24%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 【泉精器】圧着端子専用圧着工具　手動工具（２１４Ａ） ｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ 35%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 圧着端子専用圧着工具　手動工具（ＥＰ－１５０Ａ） ｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ 11%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 圧着端子専用圧着工具　手動工具（ＮＨ－１３） ｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ 10%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 ＭＴＲＤＯシリーズ用　圧着工具 ｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ(PBｱｯﾁｬｸﾀﾝｼﾖｳ) 10%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 圧着端子専用圧着工具　手動工具（ＭＴＲ－ＴＯＯＬ－ＢＲ） ｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ(PBｱｯﾁｬｸﾀﾝｼﾖｳ) 10%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 圧着端子専用圧着工具　手動工具（ＭＴＲ－ＴＯＯＬ－ＣＥ） ｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ(PBｱｯﾁｬｸﾀﾝｼﾖｳ) 10%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 圧着端子専用圧着工具　手動工具（ＭＴＲ－ＴＯＯＬ－Ｅ） ｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ(PBｱｯﾁｬｸﾀﾝｼﾖｳ) 10%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 圧着端子専用圧着工具　手動工具（ＭＴＲ－ＴＯＯＬ－ＮＮ） ｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ(PBｱｯﾁｬｸﾀﾝｼﾖｳ) 10%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 圧着端子専用圧着工具　手動工具（ＭＴＲ－ＴＯＯＬ－ＮＹ） ｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ(PBｱｯﾁｬｸﾀﾝｼﾖｳ) 10%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 アッチャクコウグ（ダイナミックコネクタ） ｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ(ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ) 3%～27%
汎用工具 圧着工具・圧接工具 【泉精器製作所】電動油圧式工具（バッテリパック・充電器）　ＢＰシリーズ ｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ(ﾃﾞﾝﾄﾞｳ) 6%
専用工具 コネクタ専用工具 【ユウエツ精機】同軸コネクタ専用圧着工具 ｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ(BNCｺﾈｸﾀ) 12%
専用工具 コネクタ専用工具 【タイコエレクトロニクス（ＴＥ）】ナイロンコネクタ専用圧着工具　交換用ダイス ｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ(ﾌﾟﾛｸﾘﾝﾊﾟ) 6%～17%
専用工具 端子引抜工具 【モレックス】５５５９／５５５７コネクタ　引抜工具 1625/5500/3191 ｺﾈｸﾀ 28%
専用工具 端子引抜工具 【モレックス】１６２５コネクタ　引抜工具 1625/5500/3191 ｺﾈｸﾀｺｳｸﾞ 7%
専用工具 端子引抜工具 【モレックス】３１９１コネクタ　引抜工具 3191ｺﾈｸﾀ ﾋｷﾇｷｺｳｸﾞ 29%
専用工具 端子引抜工具 【モレックス】５０５１／５０４５コネクタ　引抜工具 5051/5045ｺﾈｸﾀ(ｺｳｸﾞ) 3%
専用工具 端子引抜工具 ＣＥ０１　圧着タイプ用コンタクト専用引抜工具 CE01ｺﾈｸﾀ(ｱｸｾｻﾘ) 10%～31%
専用工具 コネクタ専用工具 【日本圧着端子製造】ＥＨコネクタ　純正手動圧着工具 EHｺﾈｸﾀｾﾝﾖｳｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ 21%
専用工具 端子引抜工具 【タイコエレクトロニクス（ＴＥ）】ＥＩコネクタ　引抜工具 EIｺﾈｸﾀ(ｺｳｸﾞ) 3%
専用工具 端子引抜工具 Ｈａｎ防水コネクタ　引き抜き挿入工具 HANｼﾘｰｽﾞﾖｳｱｸｾｻﾘ 9%
専用工具 端子引抜工具 【日本圧着端子製造】ＥＬコネクタ　引抜工具（ＪＳＴ純正品） JST ﾋｷﾇｷｺｳｸﾞ 4%
専用工具 端子引抜工具 【日本圧着端子製造】ＰＨコネクタ　引抜工具 PHｺﾈｸﾀ 24%
専用工具 コネクタ専用工具 【タイコエレクトロニクス（ＴＥ）】ＥＩコネクタ　純正手動圧着工具 ｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ(ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ) 5%～13%
専用工具 コネクタ専用工具 【タイコエレクトロニクス（ＴＥ）】ダイナミックコネクタ　純正手動圧着工具（Ｄ５２００シリーズ） ｱｯﾁｬｸｺｳｸﾞ(ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ) 16%～25%
専用工具 端子引抜工具 【タイコエレクトロニクス（ＴＥ）】ダイナミックコネクタ　引抜工具（Ｄ３１００／Ｄ３２００シリーズ兼用） ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ(ｺﾝﾀｸﾄ ｺｳｸﾞ) 21%
専用工具 端子引抜工具 【タイコエレクトロニクス（ＴＥ）】ダイナミックコネクタ　引抜工具（Ｄ５２００シリーズ） ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺﾈｸﾀ5200 27%
専用工具 端子引抜工具 【タイコエレクトロニクス（ＴＥ）】ミニユニバーサル・メーテンロック　引抜工具 ﾐﾆﾕﾆﾊﾞ-ｻﾙﾒ-ﾃﾝﾛｯｸ(ｺﾝﾀｸﾄ ｺｳｸﾞ) 24%
制御 スイッチボックス アルミ小型スイッチボックスＷ４８×Ｈ４５　単品 FAｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 10%
制御 スイッチボックス アルミ中型スイッチボックスＷ６５×Ｈ５５　単品 FAｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 10%
制御 スイッチボックス アルミ標準スイッチボックスＷ８０×Ｈ７０　単品 FAｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 10%
制御 スイッチボックス 【らくらく選定】スイッチボックス　アルミ　組み立て配線済み ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｱｯｾﾝﾌﾞﾙ ｱﾙﾐ 5%～10%
制御 スイッチボックス 【らくらく選定】スイッチボックス　アルミ　組み立て配線済み ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｱｯｾﾝﾌﾞﾙ ｼﾞｭｼ 5%～10%
制御 スイッチボックス 【らくらく選定】非常停止スイッチボックス　樹脂ＩＰ６５　組み立て配線済み ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｱｯｾﾝﾌﾞﾙ ｼﾞｭｼ 5%～10%
制御 スイッチボックス 【らくらく選定】スイッチボックス　スチール　組み立て配線済み ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｱｯｾﾝﾌﾞﾙ ｽﾁｰﾙ 5%～10%
制御 フットスイッチ フットスイッチ ﾌｯﾄｽｲｯﾁ PB 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。
PC・PC部品・周辺機器 PC用電源(オプション・その他) ＰＣ電源用アクセサリ ﾊﾟﾜｰｱｸｾｻﾘ PCPS 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。
PC・PC部品・周辺機器 メインボード ＬＧＡ１１５０マザーボード LGA1150 ｵﾘｼﾞﾅﾙﾏｻﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ 5%
PC・PC部品・周辺機器 メインボード ＬＧＡ１１５５マザーボード LGA1155 ﾏｻﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ 5%～8%
PC・PC部品・周辺機器 KVM・ディスプレイエクステンダ ＣＰＵシェアリングデバイス CPUｼｪｱﾘﾝｸﾞ 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。
PC・PC部品・周辺機器 KVM・ディスプレイエクステンダ ＣＰＵスイッチ（ＵＳＢ） CPUｽｲｯﾁ(USB) 4%～10%
PC・PC部品・周辺機器 KVM・ディスプレイエクステンダ ＣＰＵスイッチ（ＰＳ／２） CPUｽｲｯﾁW PNCSW 4%～10%
PC・PC部品・周辺機器 KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他) ＣＰＵスイッチ用アクセサリ CPUｽｲｯﾁｱｸｾｻﾘ 2%～4%
PC・PC部品・周辺機器 CPUファン ＣＰＵファン CPUﾌｧﾝ 11%
PC・PC部品・周辺機器 アーム本体 ＰＣラックアーム PCﾗｯｸｱｰﾑ 5%
PC・PC部品・周辺機器 KVM・ディスプレイエクステンダ ＲＳ２３２コンバータ RS232ｺﾝﾊﾞｰﾀ 4%～5%
PC・PC部品・周辺機器 KVM・ディスプレイエクステンダ 外部信号対応ＫＶＭスイッチ ｶﾞｲﾌﾞｼﾝｺﾞｳKVMｽｲｯﾁ 11%～25%
PC・PC部品・周辺機器 KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他) 外部信号ＫＶＭスイッチケーブル ｶﾞｲﾌﾞｼﾝｺﾞｳKVMｽｲｯﾁ 38%
PC・PC部品・周辺機器 KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他) サーバヨウＫＶＭアクセサリ ｻｰﾊﾞﾖｳKVMｱｸｾｻﾘ 8%～67%
PC・PC部品・周辺機器 アーム本体 ジョイントアーム ｼﾞｮｲﾝﾄｱｰﾑ 9%
PC・PC部品・周辺機器 拡張ボード シリアルインタフェースカード ｼﾘｱﾙIFｶｰﾄﾞ 3%～4%
PC・PC部品・周辺機器 拡張ボード(オプション・その他) シリアルインタフェースカードオプション ｼﾘｱﾙIFｶｰﾄﾞ 6%
PC・PC部品・周辺機器 アーム本体 水平アーム ｽｲﾍｲｱｰﾑ 5%～11%
PC・PC部品・周辺機器 アーム本体 スライドアーム ｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑ 19%
PC・PC部品・周辺機器 KVM・ディスプレイエクステンダ ディスプレイスプリッター ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｽﾌﾟﾘｯﾀｰ 4%～10%
PC・PC部品・周辺機器 アーム本体 標準アーム ﾋｮｳｼﾞｭｱｰﾑ 10%～12%
PC・PC部品・周辺機器 PC フロアマウントＰＣ ﾌﾛｱﾏｳﾝﾄPC 1%～25%
PC・PC部品・周辺機器 シャーシ フロアマウントシャーシ（マザーボード） ﾌﾛｱﾏｳﾝﾄｼｬｰｼ(M/B) 8%～19%
PC・PC部品・周辺機器 アーム本体 ポールアーム ﾎﾟｰﾙｱｰﾑ 11%～28%
PC・PC部品・周辺機器 ディスプレイ マシンビジョンモニタ ﾏｼﾝﾋﾞｼﾞｮﾝﾓﾆﾀ 15%
PC・PC部品・周辺機器 PC ラックマウントＰＣ ﾗｯｸﾏｳﾝﾄPC 1%～10%
PC・PC部品・周辺機器 アーム本体 レールアーム ﾚｰﾙｱｰﾑ 13%～15%
PC・PC部品・周辺機器 拡張ボード ロープロファイルＰＣＩシリアル ﾛｰﾌﾟﾛPCIｼﾘｱﾙ 2%～6%
端子台 エンドプレート ＵＫ２シリーズの側板 DINﾚｰﾙｼｷﾀﾝｼﾀﾞｲ UK 10%
端子台 エンドプレート Ｕｋシリーズの側板 DINﾚｰﾙｼｷﾀﾝｼﾀﾞｲ UK 10%
端子台 ブロック端子台(丸・Y端子式) ＵＫ２段ブロック端子台（Ｍ３～Ｍ４） DINﾚｰﾙｼｷﾀﾝｼﾀﾞｲ UK 10%
端子台 ブロック端子台(丸・Y端子式) ＵＫブロック端子台（Ｍ３～Ｍ４） DINﾚｰﾙｼｷﾀﾝｼﾀﾞｲ UK 10%
端子台 コモン端子台 コモン端子台　Ｐコモン、Ｎコモン分割　１対１０ｘ２極 ｺﾓﾝﾀﾝｼﾀﾞｲ 10%
端子台 コモン端子台 コモン端子台　省スペース　１対１９ ｺﾓﾝﾀﾝｼﾀﾞｲ 3%
端子台 コモン端子台 欧式コモン端子台　Ｐコモン、Ｎコモン分割　１対９ｘ２極 ｺﾓﾝﾀﾝｼﾀﾞｲ 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。
端子台 ブロック端子台(丸・Y端子式) 【東朋テクノロジー】２列小型組タイプ（ＥＮ、ＵＬ、ＣＳＡ規格） ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾀﾞｲ 10%
端子台 コモン端子台 コモン端子台　省スペース　１対９　（５台入り） ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾀﾞｲ(PB) 10%
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■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2022年8月1日時点）

商品カテゴリ 分類 商品名 タイプ
価格改定率

（プラス表示は値上げ）
備考

端子台 ブロック端子台(丸・Y端子式) ＭＴシリーズ　（３０Ａ　Ｍ４・組端子台） ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾀﾞｲ(PB) 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。
端子台 止め金具 【フエニックス・コンタクト】止め具 15ﾐﾘDINﾚｰﾙﾖｳ 28%～42%
端子台 絶縁カバー 【ＩＤＥＣ・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー DINｱｸｾｻﾘ 10%
端子台 渡り金具 【東朋テクノロジー】ショートバー（コーティング有り） DINｱｸｾｻﾘ 10%
端子台 渡り金具 【東朋テクノロジー】ショートバー（コーティング有り） DINｱｸｾｻﾘ 10%
端子台 絶縁カバー 【ＩＤＥＣ・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー DINﾚｰﾙｼｷﾀﾝｼﾀﾞｲ BN 10%～12%
端子台 絶縁カバー 【ＩＤＥＣ・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー DINﾚｰﾙｼｷﾀﾝｼﾀﾞｲ BN 10%～12%
端子台 ブロック端子台(棒端子式) 【フエニックス・コンタクト】接地端子台 DINﾚｰﾙﾖｳ 24%～34%
端子台 記名板・シート 【フエニックス・コンタクト】記名板 DINﾚｰﾙﾖｳ 41%～206%
端子台 止め金具 【フエニックス・コンタクト】止め具 DINﾚｰﾙﾖｳ 24%～206%
端子台 渡り金具 【フエニックス・コンタクト】ショートバー DINﾚｰﾙﾖｳ 25%～140%
端子台 インターフェイス端子台(棒端子式) 低価格、省スペース欧型コネクタ端子台 ECｺﾈｸﾀﾀﾝｼﾀﾞｲ(PB) 6%～8%
端子台 インターフェイス端子台(丸・Y端子式) ＰＬＣコネクタ端子台（オムロン　出力用） PLCﾀｲｵｳﾀﾝｼﾀﾞｲ(PB) 3%
端子台 インターフェイス端子台(丸・Y端子式) ＰＬＣコネクタ端子台（オムロン　入力用） PLCﾀｲｵｳﾀﾝｼﾀﾞｲ(PB) 3%
端子台 インターフェイス端子台(丸・Y端子式) サーボアンプ中継用端子台（三菱電機用） ｻｰﾎﾞｱﾝﾌﾟﾀｲｵｳﾀﾝｼﾀﾞｲ 3%
端子台 記名板・シート 【フエニックス・コンタクト】記名版 ｼﾞｶﾂﾞｹﾖｳ 171%
端子台 渡り金具 専用ショートバー ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾀﾞｲ(PB) 25%
端子台 絶縁カバー 【ＩＤＥＣ・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー ﾎｺﾞｶﾊﾞｰ 10%
端子台 ブロック端子台(棒端子式) 【フエニックス・コンタクト】２列タイプ（１５ｍｍＤＩＮレール用） 15ﾐﾘDINﾚｰﾙﾖｳ 31%～38%
端子台 記名板・シート 【東朋テクノロジー】記名板（幅９．５ｍｍ：ＢＮＭ７、幅８．５ｍｍ：ＫＴ－Ｅ） DINｱｸｾｻﾘ 10%
端子台 渡り金具 ショートバー（２連、３連） DINｱｸｾｻﾘ 10%
端子台 ブロック端子台(棒端子式) 【フエニックス・コンタクト】２列タイプ（３５ｍｍＤＩＮレール用） DINﾚｰﾙﾖｳ 25%～37%
端子台 センサターミナル ＭＩＬ１４コネクタ／ｅ－ＣＯＮ変換タイプ E-CONｺﾈｸﾀﾍﾝｶﾝﾀﾝｼﾀﾞｲ 3%
端子台 センサターミナル ＭＩＬ２０コネクタ／ｅ－ＣＯＮ変換タイプ E-CONｺﾈｸﾀﾍﾝｶﾝﾀﾝｼﾀﾞｲ 3%
端子台 センサターミナル ネジ端子台／ｅ－ＣＯＮ変換タイプ E-CONｺﾈｸﾀﾍﾝｶﾝﾀﾝｼﾀﾞｲ 3%
端子台 インターフェイス端子台(棒端子式) プッシュイン接続（Ｐｕｓｈ－Ｉｎ　Ｄｅｓｉｇｎ）コネクタ端子台 ECｺﾈｸﾀﾀﾝｼﾀﾞｲ(PB) 4%～5%
端子台 センサターミナル プッシュイン接続（Ｐｕｓｈ－Ｉｎ　Ｄｅｓｉｇｎ）３線式センサーターミナル（ＮＰＮ、ＰＮＰ） ECｺﾈｸﾀﾀﾝｼﾀﾞｲ(PB) 2%～3%
端子台 センサターミナル Ｍコネクタ中継ブロック Mｺﾈｸﾀﾁｭｳｹｲﾌﾞﾛｯｸ 26%
端子台 センサターミナル Ｇ７ＴＣ　リレーターミナル（分岐中継用） PLCﾀｰﾐﾅﾙ 3%
端子台 センサターミナル ＭＩＬ４０コネクタ／ｅ－ＣＯＮ変換タイプ PLCﾀｰﾐﾅﾙ 3%
端子台 インターフェイス端子台(丸・Y端子式) ’＋ｃｏｍＰＬＣコネクタ端子台（オムロン　入力用、出力用）ＭＩＬ PLCﾀｲｵｳﾀﾝｼﾀﾞｲ(PB) 4%
端子台 インターフェイス端子台(丸・Y端子式) ’＋ｃｏｍＰＬＣコネクタ端子台（キーエンスＫＶ、ＫＶ　Ｎａｎｏ用） PLCﾀｲｵｳﾀﾝｼﾀﾞｲ(PB) 2%
端子台 インターフェイス端子台(丸・Y端子式) ’＋ｃｏｍＰＬＣコネクタ端子台（三菱電機　入出力用） PLCﾀｲｵｳﾀﾝｼﾀﾞｲ(PB) 3%
端子台 インターフェイス端子台(丸・Y端子式) ＰＬＣコネクタ端子台（三菱電機　入出力用） PLCﾀｲｵｳﾀﾝｼﾀﾞｲ(PB) 3%
端子台 インターフェイス端子台(棒端子式) プッシュイン接続（Ｐｕｓｈ－Ｉｎ　Ｄｅｓｉｇｎ）ＰＬＣコネクタ端子台 PLCﾀｲｵｳﾀﾝｼﾀﾞｲ(PB) 4%
端子台 インターフェイス端子台(丸・Y端子式) ＲＪ－４５コネクタ端子台 RJ-45ｺﾈｸﾀﾍﾝｶﾝﾀﾝｼﾀﾞｲ 3%
端子台 端子台(オプション・その他) ＵＫ２１＊　ＤＩＮレールタンシダイ　アクセサリ UK21* DINﾚｰﾙﾀﾝｼﾀﾞｲ ｱｸｾｻﾘ 10%
端子台 端子台(オプション・その他) １列小型タイプ用ジャンパー金具 ｺｶﾞﾀｲﾁﾚﾂﾀｲﾌﾟ 14%～15%
端子台 インターフェイス端子台(丸・Y端子式) 【東朋テクノロジー】ＰＸ７ＤＷシリーズＦＣＮコネクタ端子台（センター挿し・端子間ピッチ７．６２ｍｍ） ｺﾈｸﾀﾀﾝｼﾀﾞｲ 3%
端子台 インターフェイス端子台(棒端子式) 【フエニックス・コンタクト】ＵＭ４５シリーズ（Ｄｓｕｂコネクタ） ｺﾈｸﾀﾀﾝｼﾀﾞｲ(DINﾚｰﾙ) 29%～31%
端子台 インターフェイス端子台(棒端子式) 【フエニックス・コンタクト】ＵＭ４５シリーズ（ＭＩＬソケットコネクタ） ｺﾈｸﾀﾀﾝｼﾀﾞｲ(DINﾚｰﾙ) 29%～42%
端子台 ブロック端子台(棒端子式) 【フエニックス・コンタクト】高電流タイプ（７６Ａ） ｼﾞｶﾂﾞｹﾖｳ 31%～37%
端子台 インターフェイス端子台(丸・Y端子式) 【東朋テクノロジー】ＰＸ７ＤＷシリーズ（端子間ピッチ７．６２ｍｍ） ｽｲﾁｮｸｺﾈｸﾀﾈｼﾞｼｷ 3%
端子台 インターフェイス端子台(丸・Y端子式) 【東朋テクノロジー】ＰＸ７ＤＷシリーズＤｓｕｂコネクタ端子台（端子間ピッチ７．６２ｍｍ） ｽｲﾁｮｸｺﾈｸﾀﾈｼﾞｼｷ 3%
端子台 インターフェイス端子台(丸・Y端子式) ＭＷＩシリーズ（端子間ピッチ８．５ｍｍ） ｽｲﾁｮｸｺﾈｸﾀﾈｼﾞｼｷ 3%
端子台 インターフェイス端子台(丸・Y端子式) 【東朋テクノロジー】ＰＸ７ＤＳシリーズＦＣＮコネクタ端子台（横挿し・端子間ピッチ７．６２ｍｍ） ｽｲﾍｲｺﾈｸﾀﾈｼﾞｼｷ 3%
端子台 インターフェイス端子台(丸・Y端子式) 【東朋テクノロジー】ＰＸ７ＤＳシリーズＭＩＬコネクタ端子台（横挿し・端子間ピッチ７．６２ｍｍ） ｽｲﾍｲｺﾈｸﾀﾈｼﾞｼｷ 3%
端子台 インターフェイス端子台(丸・Y端子式) ＰＣＮシリーズ（セントロニクス・端子間ピッチ７．６２ｍｍ） ｾﾝﾄﾛｺﾈｸﾀﾀﾝｼﾀﾞｲ 42%
端子台 インターフェイス端子台(丸・Y端子式) ＰＣＮシリーズ（端子間ピッチ７．６２ｍｍ） ｿｹｯﾄｺﾈｸﾀﾀﾝｼﾀﾞｲ 4%
端子台 インターフェイス端子台(丸・Y端子式) ＭＷＩシリーズ（超小型） ﾈｼﾞﾍﾝｶﾝｼｷﾀﾝｼﾀﾞｲ 3%
端子台 インターフェイス端子台(丸・Y端子式) ＭＷＳシリーズ（バネアップ） ﾈｼﾞﾍﾝｶﾝｼｷﾀﾝｼﾀﾞｲ 3%～4%
端子台 ブロック端子台(棒端子式) 【フエニックス・コンタクト】高電流タイプ（６５Ａ） ﾊﾟﾈﾙﾖｳ 25%～28%
端子台 ブロック端子台(棒端子式) 【ワゴ】２線超小型組タイプ ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾀﾞｲ 5%
端子台 渡り金具 ＭＫＢシリーズ　ショートバー ﾌﾞﾛｯｸﾀﾝｼﾀﾞｲ(PB) 12%～37% 一部商品で値下げもございます
端子台 エンドプレート 【フエニックス・コンタクト】エンドプレート 15ﾐﾘDINﾚｰﾙﾖｳ 28%～42%
端子台 エンドプレート 【ＩＤＥＣ・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー DINﾚｰﾙｼｷﾀﾝｼﾀﾞｲ UK 10%
端子台 エンドプレート 【フエニックス・コンタクト】エンドプレート DINﾚｰﾙﾖｳ 24%～206%
端子台 ブロック端子台(丸・Y端子式) 絶縁キャップ（耐塵・防水） ﾎﾞｳｽｲｷｬｯﾌﾟ 10%
受配電 ガラス管ヒューズ ガラス管ヒューズ（在庫保管用　１００個ｏｒ２００個／パック） ﾋｭｰｽﾞ 15%
受配電 ヒューズホルダ ヒューズホルダー　ＤＩＮ取付／ビス固定タイプ ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。
受配電 電磁開閉器（オプション・その他） サージ吸収器 ｻｰｼﾞｷｭｳｼｭｳｷ 5%
受配電 電磁開閉器（オプション・その他） サージ吸収器 ｻｰｼﾞﾕﾆｯﾄ 5%
受配電 配線用遮断器（オプション・その他） 外部操作ハンドル ｼｬﾀﾞﾝｷ 5%
受配電 配線用遮断器（オプション・その他） 端子カバー ｼｬﾀﾞﾝｷ 4%～6%
受配電 配線用遮断器（オプション・その他） 補助接点／警報接点ユニット ｼｬﾀﾞﾝｷ 5%
受配電 配線用遮断器（オプション・その他） 補助接点ユニット ｼｬﾀﾞﾝｷ 5%
受配電 電磁接触器 単相用コンタクタ ﾀﾝｿｳﾐﾆｺﾝﾀｸﾀ 5%
受配電 サーマルリレー サーマルリレー ﾃﾞﾝｼﾞｶｲﾍｲｷ_ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ 5%
受配電 電磁開閉器（オプション・その他） インターロック ﾃﾞﾝｼﾞｶｲﾍｲｷ_ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ 5%
受配電 電磁開閉器（オプション・その他） サージ吸収器 ﾃﾞﾝｼﾞｶｲﾍｲｷ_ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ 5%
受配電 電磁開閉器（オプション・その他） ワイヤーキット ﾃﾞﾝｼﾞｶｲﾍｲｷ_ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ 5%
受配電 電磁開閉器（オプション・その他） 補助接点ユニット ﾃﾞﾝｼﾞｶｲﾍｲｷ_ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ 5%
受配電 電磁接触器 コンタクタ ﾃﾞﾝｼﾞｶｲﾍｲｷ_ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ 5%
受配電 電磁接触器 コンタクタ ﾃﾞﾝｼﾞｾｯｼｮｸｷ_ｺﾝﾀｸﾀ 5%
受配電 サーマルリレー ミニコンタクタ用サーマルリレー ﾐﾆｺﾝﾀｸﾀ 5%
受配電 電磁開閉器（オプション・その他） ミニコンタクタ用サージユニット ﾐﾆｺﾝﾀｸﾀ 5%
受配電 電磁開閉器（オプション・その他） ミニコンタクタ用セパレートマウント ﾐﾆｺﾝﾀｸﾀ 4%
受配電 電磁接触器 ＡＣミニコンタクタ ﾐﾆｺﾝﾀｸﾀ 5%
電源 トランス 単相単巻電源用トランス（アップネジ式端子台）　ＴＰ１０Ｓシリーズ ﾃﾞﾝｹﾞﾝﾄﾗﾝｽ 15%
電源 トランス 単相複巻電源用トランス（アップネジ式端子台）　マルチトランス（静電シールド付）　ＴＰ１０－Ｍシリーズ ﾃﾞﾝｹﾞﾝﾄﾗﾝｽ 15%
電源 トランス ポータブルトランス　ＴＰＭシリーズ ﾄﾗﾝｽ TPMｼﾘｰｽﾞ 15%
電源 電源コードアクセサリ 抜け防止金具 ACｺｰﾄﾞ 3%～24% 一部商品で値下げもございます
電源 ACコンセント・インレット 【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント　アウトレット（埋込タイプ） ｳﾒｺﾐｱｳﾄﾚｯﾄ 8%
電源 ACコンセント・インレット(オプション・その他) 【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント　カバープレート（埋込アウトレット専用） ｶﾊﾞｰ 2%～5%

9 / 13 ページ



■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2022年8月1日時点）

商品カテゴリ 分類 商品名 タイプ
価格改定率

（プラス表示は値上げ）
備考

電源 ACコンセント・インレット 【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント　インレット（防水カバー付タイプ） ｶﾊﾞｰﾂｷｲﾝﾚｯﾄ(ﾎﾞｳｽｲ) 5%～76%
電源 ACコンセント・インレット 【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント　アウトレット（機器取付タイプ） ｷｷﾖｳｱｳﾄﾚｯﾄ 32%
電源 電源コードアクセサリ フリー組合せ対応　電源抜け防止器具 ｺﾃｲｷｸﾞ(ﾇｹﾎﾞｳｼ FREK) 10%～21% 一部商品で値下げもございます
電源 電源コードアクセサリ 抜け防止金具 ｺﾃｲｷｸﾞ(ﾇｹﾎﾞｳｼｶﾅｸﾞ) 13%
電源 ACコンセント・インレット 【アメリカン電機】製商品　産業用引掛形コンセント　ソケット（ストレートタイプ） ﾁｭｳｹｲｿｹｯﾄ 40%
電源 ACコンセント・インレット 【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント　インレット（フランジタイプ） ﾌﾗﾝｼﾞｲﾝﾚｯﾄ 25%
電源 海外規格電源コード ＡＣコード　固定長（ＣＣＣ）　片側切り落としタイププラグ ACｺｰﾄﾞ 15%
電源 海外規格電源コード ＡＣコード　固定長（ＶＤＥ）　片側切り落としタイプソケット ACｺｰﾄﾞ 16%
電源 海外規格電源コード ＡＣコード　固定長（ＶＤＥ）　両端付き ACｺｰﾄﾞ 15%～16%
電源 海外規格電源コード 固定長（ＣＣＣ）　両端コネクタ　Ｃ７ソケット付 ACｺｰﾄﾞ 15%
電源 国内規格電源コード ＡＣコード　固定長（ＰＳＥ）　片側切り落としタイプソケット ACｺｰﾄﾞ 15%
電源 国内規格電源コード ＡＣコード　固定長（ＰＳＥ）　片側切り落としタイププラグ ACｺｰﾄﾞ 15%～16%
電源 国内規格電源コード ＡＣコード　固定長（ＰＳＥ）　片側切り落としタイププラグ ACｺｰﾄﾞ 19%～24%
電源 国内規格電源コード ＡＣコード　固定長（ＰＳＥ）　片側切り落としプラグ（アース付き） ACｺｰﾄﾞ 15%
電源 国内規格電源コード ＡＣコード　固定長（ＰＳＥ）　両端付き ACｺｰﾄﾞ 15%
電源 国内規格電源コード ＡＣコード　固定長（ＰＳＥ）　両端付き（アース付き） ACｺｰﾄﾞ 3%～7%
電源 ACコンセント・インレット アングルプラグ／Ｏタイプ ACﾌﾟﾗｸﾞ 7%
電源 ACコンセント・インレット 海外刃型コンセント　アウトレット／ＳＥタイプ ACﾌﾟﾗｸﾞ 7%
電源 ACコンセント・インレット 海外刃型コンセント　プラグ／ＳＥタイプ ACﾌﾟﾗｸﾞ 8%
電源 ACコンセント・インレット 変換アダプタ／Ａタイプ⇔ＳＥタイプ ACﾌﾟﾗｸﾞ 25%
電源 海外規格電源タップ ＯＡタップ　ＢＳ対応タイプ ACﾌﾟﾗｸﾞ 20%
電源 海外規格電源タップ ＯＡタップ　マルチタップ ACﾌﾟﾗｸﾞ 7%
電源 国内規格電源タップ 【明工社】１９インチラック用ＯＡタップ　１９インチラック用コンセントバー FAﾀｯﾌﾟ 2%
電源 国内規格電源タップ 【明工社】ＯＡタップ　ブレーカ付ＯＡ用抜け止め接地タップ FAﾀｯﾌﾟ 4%
電源 ACコンセント・インレット ＩＥＣ規格　ヒューズホルダ付インレット（スナップイン）／Ｃ１４ IEC SOCKET 12%
電源 ACコンセント・インレット ＩＥＣ規格　ヒューズホルダ付インレット（ネジ止め）／Ｃ１４ IEC SOCKET 14%
電源 ACコンセント・インレット ＩＥＣ規格　アウトレット（スナップイン）／Ｃ１３ ｺｶﾞﾀｱｳﾄﾚｯﾄ 13%
電源 ACコンセント・インレット ＩＥＣ規格　アウトレット（ネジ止め）／Ｃ１３ ｺｶﾞﾀｱｳﾄﾚｯﾄ 15%
電源 ACコンセント・インレット 国内刃型コンセント　アウトレット（スナップイン）／２Ｐタイプ ｺｶﾞﾀｱｳﾄﾚｯﾄ 45%
電源 ACコンセント・インレット 国内刃型コンセント　アウトレット（スナップイン）／接地２Ｐタイプ ｺｶﾞﾀｱｳﾄﾚｯﾄ 40%
電源 国内規格電源タップ 【アメリカン電機】ＦＡ用ＯＡタップ　２ヶ口（接地形２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ） ﾀｯﾌﾟ ｺ-ﾄﾞﾘｰﾙ ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ 5%
電源 国内規格電源タップ 【アメリカン電機】ＦＡ用ＯＡタップ４ヶ口（接地形２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ） ﾀｯﾌﾟ ｺ-ﾄﾞﾘｰﾙ ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ 2%
電源 国内規格電源タップ 【アメリカン電機】ＦＡ用タップ６ヶ口（接地形２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ） ﾀｯﾌﾟ ｺ-ﾄﾞﾘｰﾙ ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ 7%
電源 ACコンセント・インレット ＩＥＣ規格　インレット（スナップイン）／Ｃ１４ ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ/ｺｶﾞﾀｲﾝﾚｯﾄ 12%
電源 ACコンセント・インレット ＩＥＣ規格　インレット（ネジ止め）／Ｃ１４ ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ/ｺｶﾞﾀｲﾝﾚｯﾄ 13%
電源 ACコンセント・インレット ＩＥＣ規格　インレット（ネジ止め）／Ｃ８ ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ/ｺｶﾞﾀｲﾝﾚｯﾄ 11%
電源 ノイズフィルタ ノイズフィルタ（三相、高減衰タイプ） ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ 8%～14%
電源 ノイズフィルタ ノイズフィルタ（三相、低背タイプ） ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ 8%
電源 ノイズフィルタ ノイズフィルタ（単相、高減衰タイプ） ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ 8%
電源 ノイズフィルタ ノイズフィルタ（単相、低背タイプ） ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ 8%～15%
電源 ノイズフィルタ ノイズフィルタ（単相、標準・ワイヤタイプ） ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ 商品によって値上げ率が異なるため、お見積もりにてご確認ください。
通信 データコンバータ イーサネットコンバ－タ ETHERNETｺﾝﾊﾞ-ﾀ 2%～6%
通信 スイッチングハブ アンマネージドスイッチイングハブ IEｽｲｯﾁHUB 1%～9%
通信 データコンバータ イーサネットメディアコンバータ IEﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ 5%～7%
通信 データコンバータ ＲＳ２３２Ｃ光コンバ－タ RS232Cﾋｶﾘｺﾝﾊﾞ-ﾀ 4%
通信 データコンバータ ＲＳ２３２コンバータ RS232ｺﾝﾊﾞｰﾀ 5%～6%
通信 データコンバータ ＵＳＢコンバータ USBｺﾝﾊﾞｰﾀ 4%～12%
通信 データコンバータ インダストリアルＵＳＢコンバータ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙUSBｺﾝﾊﾞｰﾀ 5%
通信 スイッチングハブ インテリジェントＩＥスイッチＨＵＢ ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄIEｽｲｯﾁHUB 5%～6%
通信 データコンバータ リモートＩＯ ﾘﾓｰﾄIO 1%～6%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　コの字型　軽量　ＡＣＨシリーズ ACH ｱﾅｱﾘ ﾑﾘｮｳ 10%～24%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　コの字型　強化　ＲＡＣＨＫシリーズ ACHK ｱﾅｱﾘ ﾑﾘｮｳ 9%～27%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　コの字型　高強度　ＡＣＨＫシリーズ ACHKｱﾅﾅｼ 9%～27%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　コの字型　軽量　ＡＣＨシリーズ ACHｱﾅﾅｼ 10%～24%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】フリーサイズアルミパネル　ＡＭ【４個入り】 AM15 ｱﾅｱﾘ ﾑﾘｮｳ 10%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】フリーサイズアルミパネル　ＡＭ【４個入り】 AM20 ｱﾅｱﾘ ﾑﾘｮｳ 10%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】フリーサイズアルミパネル　ＡＭ【４個入り】 AMｱﾅｱﾘ 10%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　パネルネジ止め固定型　ＡＰＭＣシリーズ APMC ｱﾅｱﾘ ﾑﾘｮｳ 4%～14%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】フリーサイズアルミパネル　ＡＭ【４個入り】 AMｱﾅｱﾘ 10%～30%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ フリーサイズ パネル溝はめ込み型 APMシリーズ APMｱﾅｱﾘ 10%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　パネルネジ止め固定型　ＡＰＭＣシリーズ APMCｱﾅﾅｼ 4%～14%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　サッシ型　軽量　ＡＳＨシリーズ ASH ｱﾅｱﾘ ﾑﾘｮｳ 4%～11%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　サッシ型　高強度　ＡＳＨＫシリーズ ASHK ｱﾅｱﾘ ﾑﾘｮｳ 5%～11%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　サッシ型　高強度　ＡＳＨＫシリーズ ASHKｱﾅﾅｼ 5%～11%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　サッシ型　軽量　ＡＳＨシリーズ ASHｱﾅﾅｼ 4%～11%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　カラータイプ　ＣＮＡ　ＣＳＡシリーズ CNAｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　パチン錠　カラータイプ　ＣＮＢ　ＣＳＢシリーズ CNBｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　カラータイプ　ＣＮＡ　ＣＳＡシリーズ CSAｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　パチン錠　カラータイプ　ＣＮＢ　ＣＳＢシリーズ CSBｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　下塗り対応　ＣＵＡシリーズ CUAｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　パチン錠　下塗り対応　ＣＵＢシリーズ CUBｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 取付金具 Ｄｓｕｂコネクタ用ブラケット DｰSUBｺﾈｸﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ 6%～7%
盤・キャビネット部品 DINレール・専用金具 ＤＩＮレール（アルミタイプ）　取付穴　４．５×２５長穴 DINﾚｰﾙ 11%～13%
盤・キャビネット部品 DINレール・専用金具 ＤＩＮレール（アルミタイプ）　取付穴　５．５×８長穴 DINﾚｰﾙ 11%
盤・キャビネット部品 DINレール・専用金具 ＤＩＮレール（スチール　導電性タイプ） DINﾚｰﾙ 7%～23%
盤・キャビネット部品 DINレール・専用金具 アルミ導電性ＤＩＮレール DINﾚｰﾙ 29%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　ノイズ対策　ＥＭＮＡ　ＥＭＳＡシリーズ EMNAｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　パチン錠　ノイズ対策　ＥＭＮＢ　ＥＭＳＢシリーズ EMNBｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ネジ止め　組合せ型　ＦＣＳシリーズ FCSｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　片開き奥長　ハンドル　ＦＤＬＡシリーズ FDLAｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　自立盤　ハンドル　ＦＪＳＡシリーズ FJSAｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　自立盤　ハンドル　ＦＪＴＡシリーズ FJTAｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　ＦＳＡシリーズ FSAｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　パチン錠　ＦＳＢシリーズ FSBｱﾅﾅｼ 9%
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商品カテゴリ 分類 商品名 タイプ
価格改定率

（プラス表示は値上げ）
備考

盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 鉄製　フリーサイズ　架台　ＦＳＣＢシリーズ FSCBﾌﾘｰｻｲｽﾞｶﾀﾞｲﾊﾞﾝｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　２点ネジ止め　ＦＳＤシリーズ FSDｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　サイドハンドル　水切りなし　ＦＳＥシリーズ FSEｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　扉無し　ＦＳＦシリーズ FSFｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　サイドハンドル　水切りあり　ＦＳＧシリーズ FSGｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ネジ止めハンドル　ＦＳＨシリーズ FSHｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　パチン錠　水切りなし　ＦＳＰシリーズ FSPｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　手前開き　ＦＳＲシリーズ FSRｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　中継ボックス　４点ネジ止め　ＦＳＴＭシリーズ FSTMｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　中継ボックス　４点ネジ止め　ＦＳＴＲシリーズ FSTRｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　中継ボックス　４点ネジ止め　ＦＳＴＸシリーズ FSTXｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　扉中板　ハンドル　ＦＳＴシリーズ FSTｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　ＦＳＵＳＡシリーズ FSUSA ｱﾅｱﾘ ﾑﾘｮｳ 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　ＦＳＵＳＡシリーズ FSUSAｱﾅﾅｼ 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　パチン錠　ＦＳＵＳＢシリーズ FSUSB ｱﾅｱﾘ ﾑﾘｮｳ 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　パチン錠　ＦＳＵＳＢシリーズ FSUSBｱﾅﾅｼ 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　２点ネジ止め　ＦＳＵＳＤシリーズ FSUSD ｱﾅｱﾘ ﾑﾘｮｳ 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　２点ネジ止め　ＦＳＵＳＤシリーズ FSUSDｱﾅﾅｼ 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　サイドハンドル　ＦＳＵＳＧシリーズ FSUSG ｱﾅｱﾘ ﾑﾘｮｳ 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　サイドハンドル　ＦＳＵＳＧシリーズ FSUSGｱﾅﾅｼ 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　中継ボックス　４点ネジ止め　ＦＳＵＳＴＭシリーズ FSUSTM ｱﾅｱﾘ ﾑﾘｮｳ 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　中継ボックス　４点ネジ止め　ＦＳＵＳＴＭシリーズ FSUSTMｱﾅﾅｼ 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　中継ボックス　ネジ止め　ＦＳＵＳＴＸシリーズ FSUSTX 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　中継ボックス　ネジ止め　ＦＳＵＳＴＸシリーズ FSUSTX ｱﾅｱﾘ ﾑﾘｮｳ 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　ＦＴＡシリーズ FTAｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　パチン錠　ＦＴＢシリーズ FTBｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 鉄製　フリーサイズ　架台　ＦＴＣＢシリーズ FTCBﾌﾘｰｻｲｽﾞｶﾀﾞｲｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　２点ネジ止め　ＦＴＤシリーズ FTDｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ネジ止めハンドル　ＦＴＨシリーズ FTHｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　自立盤　ハンドル　ＨＪＳＡシリーズ HJSAｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 鉄製　フリーサイズ　架台　ＨＳＣＢシリーズ HSCBｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 LED照明 ＬＥＤ照明（ストレート、広角・高照度） LEDｼｮｳﾒｲ ｽﾄﾚｰﾄ 4%
盤・キャビネット部品 LED照明 ＬＥＤ照明（ストレート、防滴） LEDｼｮｳﾒｲ ｽﾄﾚｰﾄ 3%
盤・キャビネット部品 LED照明 ＬＥＤ照明（ストレート、ＡＣ１００Ｖ） LEDｼｮｳﾒｲ ｽﾄﾚｰﾄ ACﾀｲﾌﾟ 4%～5%
盤・キャビネット部品 LED照明 ＬＥＤ照明（ストレート、広角） LEDｼｮｳﾒｲ ｽﾄﾚｰﾄ ｺｳｶｸ 4%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】塗装パネルＬ型　スチール LPNL ｱﾅｱﾘ ﾑﾘｮｳ 6%～7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】塗装パネルＬ型　スチール LPNLｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】塗装パネル２方向浅曲げ　スチール NKTD ｱﾅｱﾘ ﾑﾘｮｳ 6%～7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】塗装パネル４方向深曲げ　スチール NKTQ ｱﾅｱﾘ ﾑﾘｮｳ 6%～7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】塗装パネル２方向浅曲げ　スチール NKTｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】塗装パネル４方向深曲げ　スチール NKTｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 塗装パネル２方向深曲げ　スチール NKTｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 塗装パネルＮ型　スチール NPNLｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　ＰＦＳＡシリーズ PFSAｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　パチン錠　ＰＦＳＢシリーズ PFSBｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　ＰＦＴＡシリーズ PFTAｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　パチン錠　ＰＦＴＢシリーズ PFTBｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 警告ラベル ＰＬラベル（シンボルマーク） PLﾗﾍﾞﾙ 6%～10%
盤・キャビネット部品 警告ラベル ＰＬラベル英文タイプ PLﾗﾍﾞﾙ 8%
盤・キャビネット部品 警告ラベル 組み合わせ自由自在ＰＬラベル PLﾗﾍﾞﾙ 10%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　コの字型　強化　ＲＡＣＨＫシリーズ RACHKｱﾅｱﾘ 10%～17%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　コの字型　強化　ＲＡＣＨＫシリーズ RACHKｱﾅﾅｼ 10%～17%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　コの字型　軽量　ＲＡＣＨシリーズ RACHｱﾅｱﾘ 9%～19%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　コの字型　軽量　ＲＡＣＨシリーズ RACHｱﾅﾅｼ 9%～19%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】無塗装パネル箱型　高耐食溶融めっき鋼板　ＲＢＴＡ RBAｱﾅﾅｼ 6%～7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】無塗装パネルカバー型　高耐食溶融めっき鋼板　ＲＣＶＮＬ RCVNLｱﾅﾅｼ 6%～7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　片開き奥長　ハンドル　ＲＤＬＡシリーズ RDLAｱﾅﾅｼ 10%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　パチン錠　中板無し　水切りあり　ＲＦＳＢシリーズ RFSBｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ネジ止め　中板無し　ＲＦＳＤシリーズ RFSDｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ネジ止め　中板無し　水切りなし　ＲＦＳＰシリーズ RFSPｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　自立盤　ハンドル　ＲＪＳＡシリーズ RJSAｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】無塗装パネルＬ型　高耐食溶融めっき鋼板　ＲＬＰＮＬ RLPNLｱﾅﾅｼ 3%～4%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　ＲＳＡＳシリーズ RSASｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　ＲＳＡＵシリーズ RSAUｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　水切りあり　パチン錠　ＲＳＢシリーズ RSB12ｱﾅﾅｼ 8%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　水切りあり　パチン錠　ＲＳＢシリーズ RSB16ｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　水切りなし　パチン錠　ＲＳＣシリーズ RSC12ｱﾅﾅｼ 8%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　水切りなし　パチン錠　ＲＳＣシリーズ RSC16ｱﾅﾅｼ 8%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　４点ネジ止め　ＲＳＤＸシリーズ RSDXｱﾅﾅｼ 8%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドルネジ止め　ＲＳＨシリーズ RSHｱﾅﾅｼ 8%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　ＲＳＵＳＡＰシリーズ RSUSAPｱﾅｱﾘ 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　ＲＳＵＳＡＰシリーズ RSUSAPｱﾅﾅｼ 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　パチン錠　ＲＳＵＳＢＰシリーズ RSUSBPｱﾅｱﾘ 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　パチン錠　ＲＳＵＳＢＰシリーズ RSUSBPｱﾅﾅｼ 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　ネジ止め　ＲＳＵＳＤＸＰシリーズ RSUSDXPｱﾅﾅｼ 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　２点ネジ止め　ＲＴＥシリーズ RTEｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　両開き横長　ハンドル　ＲＷＡＴシリーズ RWATｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　片開き横長　ハンドル　ＲＷＡＵシリーズ RWAUｱﾅﾅｼ 8%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 鉄製　固定サイズ　制御ボックス　ハンドル　ＳＢＯＦＸシリーズ SBOFXｱﾅﾅｼ 2%～10%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工対応】鉄製　固定サイズ　制御ボックス　パチン錠　ＳＢＯＰシリーズ SBOPｱﾅﾅｼ 2%～10%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工対応】ステンレス　固定サイズ　制御ボックス　パチン錠　ＳＢＯＳＰシリーズ SBOSPｱﾅﾅｼ 2%～10%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工対応】ステンレス　固定サイズ　制御ボックス　ハンドル　ＳＢＯＳＸシリーズ SBOSXｱﾅﾅｼ 2%～10%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工対応】鉄製　固定サイズ　制御ボックス　ネジ止め　ＳＢＯＴシリーズ SBOTｱﾅﾅｼ 2%～10%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工対応】鉄製　固定サイズ　制御ボックス　ハンドル　ＳＢＯＸシリーズ SBOXｱﾅﾅｼ 2%～10%
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■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2022年8月1日時点）

商品カテゴリ 分類 商品名 タイプ
価格改定率

（プラス表示は値上げ）
備考

盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　防水防塵　ハンドル　ＳＰＡシリーズ SPAｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　中継ボックス　ネジ止め　組合せ型　ＴＣＢシリーズ TCBｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　中継ボックス　ネジ止め　小型　ＴＦＢＯＸシリーズ TFBOXｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　ワイドタイプ　ＷＳＡシリーズ WSAｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　省スペース　両開き　Ｘシリーズ Xｱﾅﾅｼ 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 鉄製　固定サイズ　中継ボックス　ネジ止め　小型（在庫品）　ＺＴＦＢＯＸシリーズ ZTFBOX 6%～7%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　コの字型　高強度　ＡＣＨＫシリーズ ｱﾙﾐ_ﾎﾞｯｸｽ_ACHK-PS 9%～27%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　コの字型　軽量　ＡＣＨシリーズ ｱﾙﾐ_ﾎﾞｯｸｽ_ACH-PS 10%～24%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　パネルネジ止め固定型　ＡＰＭＣシリーズ ｱﾙﾐ_ﾎﾞｯｸｽ_APMC-PS 4%～14%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　サッシ型　高強度　ＡＳＨＫシリーズ ｱﾙﾐ_ﾎﾞｯｸｽ_ASHK-PS 5%～11%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　サッシ型　軽量　ＡＳＨシリーズ ｱﾙﾐ_ﾎﾞｯｸｽ_ASH-PS 4%～11%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　コの字型　強化　ＲＡＣＨＫシリーズ ｱﾙﾐ_ﾎﾞｯｸｽ_RACHK-PS 10%～17%
盤・キャビネット部品 アルミボックス・アルミケース 【穴加工無料】アルミ　フリーサイズ　コの字型　軽量　ＲＡＣＨシリーズ ｱﾙﾐ_ﾎﾞｯｸｽ_RACH-PS 9%～19%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】無塗装パネル箱型　高耐食溶融めっき鋼板　ＲＢＴＡ ｺｳﾊﾝ_ﾌﾞﾋﾝｲﾀ_RBTA16-PS 6%～7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】無塗装パネル箱型　高耐食溶融めっき鋼板　ＲＢＴＡ ｺｳﾊﾝ_ﾌﾞﾋﾝｲﾀ_RBTA23-PS 6%～7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】無塗装パネルカバー型　高耐食溶融めっき鋼板　ＲＣＶＮＬ ｺｳﾊﾝ_ﾌﾞﾋﾝｲﾀ_RCVNL16-PS 6%～7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】無塗装パネルカバー型　高耐食溶融めっき鋼板　ＲＣＶＮＬ ｺｳﾊﾝ_ﾌﾞﾋﾝｲﾀ_RCVNL23-PS 6%～7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】無塗装パネルＬ型　高耐食溶融めっき鋼板　ＲＬＰＮＬ ｺｳﾊﾝ_ﾌﾞﾋﾝｲﾀ_RLPNL16-PS 3%～4%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】無塗装パネルＬ型　高耐食溶融めっき鋼板　ＲＬＰＮＬ ｺｳﾊﾝ_ﾌﾞﾋﾝｲﾀ_RLPNL23-PS 3%～4%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 塗装パネルＮ型　スチール ｽﾁｰﾙ_ﾌﾞﾋﾝｲﾀ_LPNL16-PS 7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 塗装パネルＮ型　スチール ｽﾁｰﾙ_ﾌﾞﾋﾝｲﾀ_LPNL23-PS 7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】塗装パネル２方向浅曲げ　スチール ｽﾁｰﾙ_ﾌﾞﾋﾝｲﾀ_NKTD16-PS 7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】塗装パネル２方向浅曲げ　スチール ｽﾁｰﾙ_ﾌﾞﾋﾝｲﾀ_NKTD23-PS 7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】塗装パネル４方向深曲げ　スチール ｽﾁｰﾙ_ﾌﾞﾋﾝｲﾀ_NKTQ16-PS 7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】塗装パネル４方向深曲げ　スチール ｽﾁｰﾙ_ﾌﾞﾋﾝｲﾀ_NKTQ23-PS 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　カラータイプ　ＣＮＡ　ＣＳＡシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_CNA-PS 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　パチン錠　カラータイプ　ＣＮＢ　ＣＳＢシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_CNB-PS 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　カラータイプ　ＣＮＡ　ＣＳＡシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_CSA-PS 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　パチン錠　カラータイプ　ＣＮＢ　ＣＳＢシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_CSB-PS 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　下塗り対応　ＣＵＡシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_CUA-PS 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　パチン錠　下塗り対応　ＣＵＢシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_CUB-PS 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　片開き奥長　ハンドル　ＲＤＬＡシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_RDLA-PS 10%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　ＲＳＡＵシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_RSAU-PS 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　水切りあり　パチン錠　ＲＳＢシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_RSB12-PS 8%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　水切りあり　パチン錠　ＲＳＢシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_RSB16-PS 8%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　水切りなし　パチン錠　ＲＳＣシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_RSC12-PS 8%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　水切りなし　パチン錠　ＲＳＣシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_RSC16-PS 8%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　４点ネジ止め　ＲＳＤＸシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_RSDX-PS 8%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドルネジ止め　ＲＳＨシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_RSH-PS 8%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　２点ネジ止め　ＲＴＥシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_RTE-PS 9%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　両開き横長　ハンドル　ＲＷＡＴシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_RWAT-PS 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　片開き横長　ハンドル　ＲＷＡＵシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_RWAU-PS 8%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工対応】鉄製　固定サイズ　制御ボックス　パチン錠　ＳＢＯＰシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_SBOP-PS 2%～10%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工対応】鉄製　固定サイズ　制御ボックス　ネジ止め　ＳＢＯＴシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_SBOT-PS 2%～10%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工対応】鉄製　固定サイズ　制御ボックス　ハンドル　ＳＢＯＸシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_SBOX-PS 2%～10%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　中継ボックス　ネジ止め　組合せ型　ＴＣＢシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_TCB-PS 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　中継ボックス　ネジ止め　小型　ＴＦＢＯＸシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_TFBOX-PS 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】鉄製　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　ワイドタイプ　ＷＳＡシリーズ ｽﾁｰﾙ_ﾎﾞｯｸｽ_WSA-PS 7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　ＦＳＵＳＡシリーズ ｽﾃﾝﾚｽ_ﾎﾞｯｸｽ_FSUSA-PS 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　パチン錠　ＦＳＵＳＢシリーズ ｽﾃﾝﾚｽ_ﾎﾞｯｸｽ_FSUSB-PS 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　２点ネジ止め　ＦＳＵＳＤシリーズ ｽﾃﾝﾚｽ_ﾎﾞｯｸｽ_FSUSD-PS 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　サイドハンドル　ＦＳＵＳＧシリーズ ｽﾃﾝﾚｽ_ﾎﾞｯｸｽ_FSUSG-PS 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　中継ボックス　４点ネジ止め　ＦＳＵＳＴＭシリーズ ｽﾃﾝﾚｽ_ﾎﾞｯｸｽ_FSUSTM-PS 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　中継ボックス　ネジ止め　ＦＳＵＳＴＸシリーズ ｽﾃﾝﾚｽ_ﾎﾞｯｸｽ_FSUSTX-PS 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　ハンドル　ＲＳＵＳＡＰシリーズ ｽﾃﾝﾚｽ_ﾎﾞｯｸｽ_RSUSAP-PS 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　パチン錠　ＲＳＵＳＢＰシリーズ ｽﾃﾝﾚｽ_ﾎﾞｯｸｽ_RSUSBP-PS 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工無料】ステンレス　フリーサイズ　制御ボックス　ネジ止め　ＲＳＵＳＤＸＰシリーズ ｽﾃﾝﾚｽ_ﾎﾞｯｸｽ_RSUSDXP-PS 10%～17%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工対応】ステンレス　固定サイズ　制御ボックス　パチン錠　ＳＢＯＳＰシリーズ ｽﾃﾝﾚｽ_ﾎﾞｯｸｽ_SBOSP-PS 2%～10%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 【穴加工対応】ステンレス　固定サイズ　制御ボックス　ハンドル　ＳＢＯＳＸシリーズ ｽﾃﾝﾚｽ_ﾎﾞｯｸｽ_SBOSX-PS 2%～10%
盤・キャビネット部品 盤用ケーブルクランプ 鉄製　ケーブルクランプカバー　ＣＭＫシリーズ ｾｲｷﾞｮﾊﾞﾝﾎﾞｯｸｽｱｸｾｻﾘ (CMK) 6%～7%
盤・キャビネット部品 盤用ケーブルクランプ 鉄製　省スペースウレタンケーブル付きクランプ　ＫＭシリーズ ﾎﾞｯｸｽﾖｳｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ 6%～7%
盤・キャビネット部品 盤用ケーブルクランプ 鉄製　省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ　ＫＳシリーズ ﾎﾞｯｸｽﾖｳｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ(ｼｮｳｽﾍﾟｰｽ) 6%～7%
盤・キャビネット部品 盤用ケーブルクランプ 鉄製　大型ウレタン付ケーブルクランプ　ＫＢシリーズ ﾎﾞｯｸｽﾖｳｹｰﾌﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ(ｼｮｳｽﾍﾟｰｽ) 6%～7%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 角型ルーバー（樹脂製） ﾙｰﾊﾞｰ 10%
盤・キャビネット部品 スチール・ステンレスボックス 丸型ルーバー（樹脂製） ﾙｰﾊﾞｰ 10%
盤・キャビネット部品 盤用パーツ 絶縁支持台【６個入り】 ｾﾞﾂｴﾝｼｼﾞﾀﾞｲ 10%
盤・キャビネット部品 補修用パーツ 補修ペン BOXﾎｼｭｳﾖｳﾊﾟｰﾂ 5%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 塗装パネル箱型　スチール BTBAｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 塗装パネル箱型　スチール BTNAｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】塗装パネルカバー型　スチール CVNL ｱﾅｱﾘ ﾑﾘｮｳ 6%～7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】塗装パネルカバー型　スチール CVNLｱﾅｱﾘ 7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】塗装パネル平型　スチール NKTｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 警告ラベル アースラベル PLﾗﾍﾞﾙ 8%
盤・キャビネット部品 警告ラベル 日本配電制御システム工業会ガイドラインラベル PLﾗﾍﾞﾙ 8%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 塗装パネル分割カバー型　スチール QVNLｱﾅﾅｼ 7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】塗装パネルカバー型　スチール ｽﾁｰﾙ_ﾌﾞﾋﾝｲﾀ_CVNL16-PS 7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】塗装パネルカバー型　スチール ｽﾁｰﾙ_ﾌﾞﾋﾝｲﾀ_CVNL23-PS 7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】塗装パネル平型　スチール ｽﾁｰﾙ_ﾌﾞﾋﾝｲﾀ_NKT16-PS 7%
盤・キャビネット部品 汎用パネル(穴加工対応品) 【穴加工無料】塗装パネル平型　スチール ｽﾁｰﾙ_ﾌﾞﾋﾝｲﾀ_NKT23-PS 7%
盤・キャビネット部品 取付金具 セントロニクスコネクタ用ブラケット ｾﾝﾄﾛﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ 57 6%～7%
盤・キャビネット部品 取付金具 セントロニクスコネクタ用ブラケット ｾﾝﾄﾛﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ 57F 6%～7%
盤・キャビネット部品 警告ラベル アースラベル ﾋｮｳｼﾞﾖｳﾌﾞﾋﾝ 8%
盤・キャビネット部品 ルーバー 制御盤フィルター ﾌｨﾙﾀｰ 10%
検査・測定 ワニ口・みのむしクリップ ワニ口クリップ ﾃｽﾄﾀﾝｼ 10%
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■価格改定商品リスト（エレクトロニクス部品_2022年8月1日時点）

商品カテゴリ 分類 商品名 タイプ
価格改定率

（プラス表示は値上げ）
備考

検査・測定 ワニ口・みのむしクリップ ワニ口クリップ ﾃｽﾄﾀﾝｼ 4%～17%
検査・測定 ワニ口・みのむしクリップ ワニ口クリップ ﾃｽﾄﾀﾝｼ,ﾜﾆｸﾞﾁｸﾘｯﾌﾟ 7%
検査・測定 ワニ口・みのむしクリップ ＩＣクリップ（ケーブル接続用） ﾃｽﾄﾀﾝｼ 12%
検査・測定 ワニ口・みのむしクリップ φ２ｍｍバナナプラグ ﾃｽﾄﾀﾝｼ 16%
検査・測定 ワニ口・みのむしクリップ φ２ｍｍピンソケット（金メッキ） ﾃｽﾄﾀﾝｼ 11%
検査・測定 ワニ口・みのむしクリップ φ２ｍｍピンプラグ（ニッケルメッキ） ﾃｽﾄﾀﾝｼ 5%
検査・測定 ワニ口・みのむしクリップ φ２ｍｍピンプラグ（金メッキ） ﾃｽﾄﾀﾝｼ 9%
検査・測定 ワニ口・みのむしクリップ φ４ｍｍバナナソケット（１０Ａ） ﾃｽﾄﾀﾝｼ 13%
検査・測定 ワニ口・みのむしクリップ φ４ｍｍバナナソケット（６Ａ） ﾃｽﾄﾀﾝｼ 12%
検査・測定 ワニ口・みのむしクリップ φ４ｍｍバナナプラグ ﾃｽﾄﾀﾝｼ 11%～15%
検査・測定 ワニ口・みのむしクリップ φ４ｍｍ低背型バナナソケット（６Ａ） ﾃｽﾄﾀﾝｼ 12%～17%
検査・測定 ワニ口・みのむしクリップ パネル型ターミナル／２連プッシュレバー ﾃｽﾄﾀﾝｼ 14%
検査・測定 ワニ口・みのむしクリップ パネル型ターミナル／φ４ｍｍバナナソケット ﾃｽﾄﾀﾝｼ 13%
検査・測定 ワニ口・みのむしクリップ 変換ターミナル／バナナジャック⇔ＢＮＣプラグ ﾃｽﾄﾀﾝｼ 12%
検査・測定 ワニ口・みのむしクリップ 変換ターミナル／バナナプラグ⇔ＢＮＣジャック ﾃｽﾄﾀﾝｼ 12%
検査・測定 ワニ口・みのむしクリップ パネル型ターミナル／４連プッシュレバー ﾊﾟﾈﾙｶﾞﾀﾀｰﾐﾅﾙ 20%

13 / 13 ページ


