
品目 詳細
1個あたりの

買取価格（税込）

2ミリ3芯　※送料お客様負担の場合 富士・弥栄・矢崎・カワイ・住電日立　※エコ・Ｇライン除く ¥5,500

2ミリ3芯　 富士・弥栄・矢崎・カワイ・住電日立　※エコ・Ｇライン除く ¥5,000

2ミリ3芯　 上記以外のメーカー ¥4,000

2ミリ3芯　 エコ・Ｇライン ¥4,000

2ミリ2芯 ※送料お客様負担の場合 富士・弥栄・矢崎・カワイ・住電日立　※エコ・Ｇライン除く ¥3,550

2ミリ2芯 富士・弥栄・矢崎・カワイ・住電日立　　 ¥3,300

2ミリ2芯 上記以外のメーカーやエコ・Ｇライン・色付きなど ¥2,640

1.6ミリ3芯　※送料お客様負担の場合 富士・弥栄・矢崎・カワイ・住電日立　※エコ・Ｇライン除く ¥3,800

1.6ミリ3芯　 富士・弥栄・矢崎・カワイ・住電日立　※エコ・Ｇライン除く ¥3,600

1.6ミリ3芯　 上記以外のメーカーやエコ・Ｇライン・色付きなど ¥2,680

1.6ミリ2芯 ※送料お客様負担の場合 富士・弥栄・矢崎・カワイ・住電日立　※エコ・Ｇライン除く ¥2,400

1.6ミリ2芯 富士・弥栄・矢崎・カワイ・住電日立　　 ¥2,000

1.6ミリ2芯 上記以外のメーカーやエコ・Ｇライン・色付きなど ¥2,000

2.6ミリ2芯 ¥4,500

2.0×2 ・ 1.6×1 ¥2,500

VVR 8SQ3芯（30ｍ） 紙巻き★期間限定 買取強化★ ¥4,000

2分3分 ※送料お客様負担の場合 因幡・桃陽・関東・オーケー ¥6,000

2分3分 因幡・桃陽・関東・オーケー ¥5,500

2分3分 上記以外のメーカー ¥4,400

2分4分 因幡・桃陽・関東・オーケー ¥7,200

2分4分 上記以外のメーカー ¥5,400

3分5分　 ¥7,000

マキタ  充電式インパクトドライバー TD171D ¥22,500

マキタ  充電式インパクトドライバー TD170D ¥21,500

マキタ  充電式インパクトドライバー TD161D ¥20,500

マキタ  充電式インパクトドライバー TD160D ¥20,000

1.6mm 白　（箱入り） ¥3,500

1.6mm 白　（ビニール巻） ¥2,500

1.6mm 緑 （箱入り） ¥2,000

1.6mm 緑　（ビニール巻） ¥1,500

S-5C-FB（黒・灰・薄灰・白・アイボリー） 3巻1梱包　※AL除く ¥2,500

S-5C-FB（黒・灰・薄灰・白・アイボリー） AL以外 ¥2,000

S-5C-FB（黒・灰・薄灰・白・アイボリー） AL ¥1,500

室外機置台 AT-360 ¥2,500

ボードアンカー RBA-412T ¥2,800

BS2022(1箱20個入) パナソニック ¥8,000

BS1112(1箱20個入) パナソニック ¥5,400

BJW3303 パナソニック ¥1,500

BJW3603 パナソニック ¥1,500

BJW3403 パナソニック ¥1,000

BJW3503 パナソニック ¥1,000

GBU33EC テンパール ¥1,000

GBU53EC テンパール ¥1,000

インシュロック 屋外用（300m） 袋買取・未開封 ¥200

ミリオンテープ アイボリー ¥6,000

HY-50-I ¥12,760

HS-50-I ¥11,760

HV-50-I ¥10,000

ケーブル 警報用ケーブル 0.9×2C　　箱入りorビニール巻き未開封・200m ¥1,000

因幡（AP-200-I） アイボリー ¥4,800

桃陽（PT-200IV） アイボリー ¥4,000

関東（PT-200） アイボリー ¥4,000

関東（FUP-200G） ¥4,000

改訂日：2021年1月15日

IV線

電線（100m巻）

※200Vは価格が

変わります。

配管（20m巻）

※一部中国製は対象外

電動工具

（新品・箱入り）

同軸ケーブル(100m巻)

ブレーカー

パテ

テープ



ｺﾝｾﾝﾄ WTF19223WK（1箱） ¥1,100

ｺﾝｾﾝﾄ WN1922（1箱） ¥1,000

ｺﾝｾﾝﾄ WN1821SW（1箱） ¥900

ｺﾝｾﾝﾄ WN1821（1箱） ¥500

ｺﾝｾﾝﾄ WTF19313WK（1箱） ¥2,400

ｺﾝｾﾝﾄ WTF1502WK（1箱） ¥700

ｺﾝｾﾝﾄ WTF1532WK（1箱） ¥1,200

ｺﾝｾﾝﾄ WTF113238（1箱） ¥1,100

ｺﾝｾﾝﾄ WN1001SW（1箱） ¥400

露出ｺﾝｾﾝﾄ WK3811（1箱） ¥1,600

露出ｺﾝｾﾝﾄ WK1821（1箱） ¥1,500

露出ｺﾝｾﾝﾄ WK1012W（1箱） ¥400

露出ｺﾝｾﾝﾄ WK1021W（1箱） ¥400

防水ｺﾝｾﾝﾄ WK4102 ¥1,600

防水ｺﾝｾﾝﾄ WK4105 ¥400

熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ WTK1811W ¥800

熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ WTK1811WK ¥1,600

熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ WTK18115W ¥800

熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ WTK18115WK ¥1,600

熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ WTK1411W ¥800

熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ WTK1411WK ¥1,600

熱線ｾﾝｻｽｲｯﾁ WTK1614WK ¥1,600

調光ｽｲｯﾁ WTC57521W ¥1,200

ｽｲｯﾁ WT5001（1箱） ¥300

ｽｲｯﾁ WT50519（1箱） ¥600

ｽｲｯﾁ WT5002（1箱） ¥400

ｽｲｯﾁ WT50529（1箱） ¥1,600

ｽｲｯﾁ WT52412（1箱） ¥2,200

ｽｲｯﾁ WT5241（1箱） ¥1,200

安全ﾌﾞﾚｰｶー BS2023（1箱20個入） ¥6,400

ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾞﾚｰｶー BSH2201（1箱20個入） ¥4,800

ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾞﾚｰｶー BSH2202（1箱20個入） ¥6,400

ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾞﾚｰｶー BSH2302（1箱20個入） ¥8,000

漏電ﾌﾞﾚｰｶー BJW3303 ¥2,200

漏電ﾌﾞﾚｰｶー BJW3403 ¥1,900

漏電ﾌﾞﾚｰｶー BJW3503 ¥1,900

漏電ﾌﾞﾚｰｶー BJW3603 ¥2,400

漏電ﾌﾞﾚｰｶー GBU33EC ¥800

漏電ﾌﾞﾚｰｶー GBU53EC ¥800

ｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶｰ BCW330 ¥600

ｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶｰ BCW340 ¥800

ｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶｰ BCW350 ¥1,200

ﾌﾟﾚｰﾄ WN6001（1箱） ¥400

ﾌﾟﾚｰﾄ WN6003（1箱） ¥400

ﾌﾟﾚｰﾄ WTF7001（1箱） ¥400

ﾌﾟﾚｰﾄ WTF7003（1箱） ¥400

ﾌﾟﾚｰﾄ WTF7074（1箱） ¥400

ﾌﾟﾚｰﾄ WN6091W（1箱） ¥400

ﾌﾟﾚｰﾄ WTC7091W（1箱） ¥400

はさみ金具 WN39929020（1箱） ¥400

はさみ金具 WN3993020（1箱） ¥400

情報ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ NR3170W（1箱） ¥800

情報ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ NR3160W（1箱） ¥800

保安灯 ﾊﾝﾃﾞｨﾎｰﾑ保安灯 WTF4088W ¥800

ランケーブル cte6a 300m ¥4,800

ランケーブル cte6a 200m ¥3,200

ランケーブル cte7 300m ¥4,800

ランケーブル cte8 300m ¥4,800

ブレーカー

プレート

はさみ金具

情報モジュラジャック

ランケーブル

コンセント

スイッチ



WXRAN224RL ¥13,500

WXRAG449RAK ¥13,500

WXRAN135RK ¥12,500

WXRK605 ¥12,400

WXR2010K ¥12,200

WXR2010LK ¥12,200

WXR2008LK ¥12,000

WXRAG145RAK ¥12,000

WXRAG358RCL ¥11,600

WXRAG146RC ¥11,500

WXRAG356RAL ¥10,400

WXRAG145RA ¥10,300

WXRFG138A ¥10,100

WXK606 ¥9,700

WXK607 ¥9,500

WXRKH607 ¥9,500

WXRAD339RL ¥8,400

WXR1004A ¥7,600

WXRFG136AK ¥6,800

WXK162K ¥6,000

BQR86164 ¥7,600

BQR86162 ¥7,600

BQR86182 ¥7,600

BQR35102　 ¥7,000

BQR86122 ¥7,000

BQR86142 ¥7,000

BQR34102 ¥7,000

BQR85102 ¥6,400

BQR8584 ¥6,200

BQR86102　 ¥6,200

BQR8682 ¥6,200

BQR8482 ¥6,000

BQR8462 ¥5,200

BQW86142 ¥7,000

VL-SWH705KS ¥28,500

VL-SWH705KL ¥25,500

VL-SWD303KL ¥13,500

VL-SWD302KL ¥11,500

VL-SGD10L ¥5,000

VL-SV38XL ¥3,000
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Panasonic

分電盤

★価格表に記載のない商品で買取のご希望がございましたら、ぜひお問い合わせください。

Panasonic

テレビドアホン


