
お客様各位 

2022年 9月 

㈱スター精機 アインツ事業部 

  

ロボットハンド用パーツ価格改定のお知らせ 

 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素はアインツ商品に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 

 

さて、大変心苦しいお知らせとなりますが、現在 販売させて頂いておりますロボット用 

ハンドパーツの価格改定を実施させて頂きたくご案内申し上げます。 

弊社では、お客様にご満足いただける商品・サービスを提供できるよう製造コスト低減、 

経費削減、業務効率化などの努力を行なってまいりましたが、昨今の材料費、物流費の高騰と

急速な円安による為替変動により現行価格の維持が極めて困難な状況となりまして、止む無く

価格改定をさせて頂くことに致しました。 

 

改定価格は 2022年 11月 1日（火）ご注文分より適用させて頂きます。 

また、ご提出済み見積書の有効期限内に11月 1日を迎えた場合は改定価格を適用させて 

頂きますことをご了承ください。 

改定価格につきましては大変お手数ですが、下記ＵＲＬまたはＱＲコードにて弊社アインツ 

事業部ホームページにアクセスして頂き、トップページお知らせ欄内の掲載資料にて、ご確認

をお願い致します。 

＜ＵＲＬ＞               ＜ＱＲコード＞ 

https://www.eins1.jp/                       

                                      QR_eins.png   

 

 

この度の改定により、お客様のご負担が大きくなってしまいますことを心よりお詫びいたし

ますと共に今後共も変わらぬご愛顧のほどお願い申し上げます。 

 

敬 具 

https://www.eins1.jp/
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カテゴリー名 部品№ 品名 型式 現在の定価 新定価
製品確認用センサー 12 リミットスイッチ            AZ8166 ¥3,300 ¥3,630
取出機アフター部品 139 サイレンサー              AN110-01 ¥630 ¥690
配管部品 1312 ミニチュア減圧弁            ARJ210-M5BG ¥5,900 ¥6,490
配管部品 1382 ミニチュア減圧弁            ARJ1020F-M5-04 ¥2,400 ¥2,640
配管部品 1447 ミニチュア減圧弁            ARJ1020F-M5-06 ¥2,400 ¥2,640
配管部品 1779 スピコン                AS2301F-02-06S ¥1,200 ¥1,320
取出機アフター部品 1871 サイレンサ               AN402-04 ¥880 ¥970
取出機アフター部品 1888 エレメント（ＡＷ３０用）        AF30P-060S ¥510 ¥560
取出機アフター部品 1900 エレメント（ＡＷ４０用）        AF40P-060S ¥860 ¥950
取出機アフター部品 1917 サイレンサー              ANA1-04 ¥1,700 ¥1,870
配管部品 1920 インシュロックタイ １０００本入    AB100-W ¥2,000 ¥2,200
配管部品 1921 インシュロックタイ １００本入     AB150-W ¥500 ¥550
配管部品 1922 インシュロックタイ １００本入     AB200-W ¥1,000 ¥1,100
配管部品 1923 インシュロックタイ １００本入     AB300-W ¥2,000 ¥2,200
配管部品 1924 インシュロックタイ ５０本入      AB350-W ¥2,000 ¥2,200
製品確認用センター 2161 マルチＡＮＤ基板            AND/OR-EU ¥10,000 ¥11,000
配管部品 2199 スピコン                AS1002F-04 ¥910 ¥1,000
配管部品 2200 スピコン                AS1002F-06 ¥910 ¥1,000
取出機アフター部品 2209 サイレンサー              AN20-02 ¥310 ¥340
取出機アフター部品 2210 サイレンサー              AN30-03 ¥320 ¥350
配管部品 2216 クイックエキゾーストバルブ       AQ240F-04-00 ¥1,700 ¥1,870
配管部品 2217 クイックエキゾーストバルブ       AQ240F-06-00 ¥1,700 ¥1,870
製品確認用センター 2237 マルチＡＮＤ基板４Ｐ          AND/OR-EU-4P ¥7,000 ¥7,700
配管部品 2239 スピコン                AS1201F-M5-04A ¥670 ¥740
取出機アフター部品 2242 スピコン                AS2201F-01-04SA ¥720 ¥790
配管部品 2288 スピコン                AS1201F-M5-06A ¥670 ¥740
取出機アフター部品 2309 サイレンサ               ANA1-01 ¥630 ¥690
取出機アフター部品 2314 フィルタレギュレータ          AW40-04BDG-6R-A ¥5,000 ¥5,500
取出機アフター部品 2330 フィルタレギュレータ（ＳＭＣ）     AW30-03BDG-6R-A ¥9,800 ¥10,780
配管部品 2356 ＡＲＪ１取付ブラケット         ARJ1B2 ¥600 ¥660
工具／治具 2364 手動片手式圧着工具           AK15A ¥4,200 ¥4,620
吸着パッド 2407 アルミ製ラミジップ           AL-22 ¥200 ¥220
配管部品 10416 継手                  BF-5-M3 ¥60 ¥70
配管部品 10473 継手                  BF-3 ¥110 ¥120
配管部品 10474 継手                  PF-3 ¥140 ¥150
配管部品 10481 継手                  BF-6-M4 ¥120 ¥130
配管部品 10482 継手                  BF-5-M4 ¥100 ¥110
超小型成型品用パーツ 10519 微細検出センサーユニット        B-SENS-UNIT ¥2,000 ¥2,200
超小型成型品用パーツ 10521 微細コントローラーユニット       B-CONT-UNIT ¥27,000 ¥29,700
超小型成型品用パーツ 10522 微細センサーハーネス          B-SENS-H ¥8,000 ¥8,800
配管部品 10585 樹脂マニホールド用キャップ・ＢＦ５   BF5-CAP ¥50 ¥60
配管部品 10586 樹脂マニホールド用キャップ・ＢＦ６   BF6-CAP ¥50 ¥60
製品確認用センサー 10633 オートスイッチ・無接点         E16-M1 ¥3,000 ¥3,300
配管部品 10634 オートスイッチ取付金具         BMG2-012 ¥180 ¥200
配管部品 20830 ＲＳＲ ４Ｐ 取付ＢＫＴ        CP-055 ¥1,980 ¥2,180
製品確認用センサー 20837 取付Ｌ金具・リミットスイッチ用     CP-059-A ¥1,680 ¥1,850
製品確認用センサー 20838 取付Ｌ金具・リミットスイッチ用     CP-059-B ¥1,740 ¥1,910
製品確認用センサー 20839 取付Ｌ金具・リミットスイッチ用     CP-059-C ¥1,900 ¥2,090
吸着金具 20844 吸着金具・ミニ・ミニシリンダー用    CP-064 ¥550 ¥610
製品確認用センサー 21009 取付Ｌ金具・リミットスイッチ用     CP-070 ¥1,550 ¥1,710
吸着金具 22542 吸着金具アジャスター・スモール用    CP-021AL (20L) ¥500 ¥550
吸着金具 22543 吸着金具アジャスター・スモール用    CP-022AL (40L) ¥520 ¥570
吸着金具 22544 吸着金具アジャスター・ミニ用      CP-023AL (20L) ¥500 ¥550
吸着金具 22545 吸着金具アジャスター・ミニ用      CP-024AL (40L) ¥520 ¥570
ミニシリンダーアクセサリー 22664 当板・丸型・白φ２５・ミニシリンダー用 CP-074 ¥480 ¥530
配管部品 22667 継手                  CF ¥150 ¥170
マイクロミニシリンダーアクセサリー 22797 当板・⾓型・⿊・マイクロシリンダー用  CPUM-01 ¥420 ¥460
マイクロミニシリンダーアクセサリー 22798 ツメ・Ｌ型・マイクロミニシリンダー用  CPUM-02 ¥160 ¥180
マイクロミニシリンダーアクセサリー 22801 締付板・マイクロミニシリンダー用    CPUM-05 ¥120 ¥130
機能品チャック 22876 ランナーチャックＥＸ（センサー無）   CHK-EX-20 ¥16,800 ¥18,480
機能品チャック 22877 ランナーチャックＥＬ（センサー無）   CHK-EL-12 ¥13,800 ¥15,180
機能品チャック 22878 ランナーチャックＥＭ（センサー無）   CHK-EM-12 ¥12,600 ¥13,860
機能品チャック 22879 ランナーチャックＥＳ（センサー無）   CHK-ES-08 ¥12,100 ¥13,310
機能品チャック 22880 ランナーチャックＥＸ（センサー付）   CHK-EX-20-C ¥24,300 ¥26,730
機能品チャック 22881 ランナーチャックＥＬ（センサー付）   CHK-EL-12-C ¥21,200 ¥23,320
機能品チャック 22882 ランナーチャックＥＭ（センサー付）   CHK-EM-12-C ¥20,000 ¥22,000
機能品チャック 22883 ランナーチャックＥＳ（センサー付）   CHK-ES-08-C ¥19,600 ¥21,560
機能品チャック 22892 ランナーチャックプレート        CHK-MCD01 ¥6,820 ¥7,500
機能品チャック 22991 ランナーチャックＥＮ（センサー無）   CHK-EN1-06 ¥6,000 ¥6,600
機能品チャック 22992 ランナーチャックＥＳ（センサー無）   CHK-ES1-08 ¥12,100 ¥13,310
機能品チャック 22993 ランナーチャックＥＭ（センサー無）   CHK-EM1-12 ¥12,600 ¥13,860
機能品チャック 22994 ランナーチャックＥＬ（センサー無）   CHK-EL1-12 ¥13,800 ¥15,180
機能品チャック 22995 ランナーチャックＥＸ（センサー無）   CHK-EX1-20 ¥16,800 ¥18,480
機能品チャック 22996 ランナーチャックＥＬ（センサー無）   CHK-EL1L-12 ¥17,200 ¥18,920
機能品チャック 22997 ランナーチャックＥＸ（センサー無）   CHK-EX1L-20 ¥19,900 ¥21,890
機能品チャック 22998 ランナーチャックＥＳ（近接センサー付） CHK-ES1-08-C ¥19,600 ¥21,560
機能品チャック 22999 ランナーチャックＥＭ（近接センサー付） CHK-EM1-12-C ¥20,000 ¥22,000
機能品チャック 23000 ランナーチャックＥＬ（近接センサー付） CHK-EL1-12-C ¥21,200 ¥23,320
機能品チャック 23001 ランナーチャックＥＸ（近接センサー付） CHK-EX1-20-C ¥24,300 ¥26,730
機能品チャック 23004 ランナーチャックＥＳ（リミットＳＷ付） CHK-ES1-08-C1 ¥17,100 ¥18,810
機能品チャック 23005 ランナーチャックＥＭ（リミットＳＷ付） CHK-EM1-12-C1 ¥17,600 ¥19,360
機能品チャック 23006 ランナーチャックＥＬ（リミットＳＷ付） CHK-EL1-12-C1 ¥19,000 ¥20,900
機能品チャック 23007 ランナーチャックＥＸ（リミットＳＷ付） CHK-EX1-20-C1 ¥23,000 ¥25,300
機能品チャック 23014 近接センサーＡＳＳʼＹ         CHK-E1SME ¥7,000 ¥7,700

 ｅｉｎｓロボットハンドパーツ価格改定対象品リスト
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カテゴリー名 部品№ 品名 型式 現在の定価 新定価

 ｅｉｎｓロボットハンドパーツ価格改定対象品リスト

機能品チャック 23015 近接センサーＡＳＳʼＹ         CHK-E1LXE ¥7,000 ¥7,700
機能品チャック 23016 リミットスイッチＡＳＳʼＹ       CHK-E1SW ¥3,000 ¥3,300
機能品チャック 23086 近接センサーＡＳＳʼＹ         CHK-ESE ¥7,400 ¥8,140
機能品チャック 23087 近接センサーＡＳＳʼＹ         CHK-EMLXE ¥7,400 ¥8,140
マイクロミニシリンダーアクセサリー 23113 当板・⾓型・白・マイクロシリンダー用  CPUM-01(SR) ¥500 ¥550
吸着金具 23128 吸着金具スモール・マイクロシリンダー用 CP-063A ¥520 ¥570
機能品チャック 23158 ランナーチャックＥＸ（近接センサー付） CHK-EX2L-20-C ¥28,300 ¥31,130
機能品チャック 23159 ランナーチャックＥＸ（リミットＳＷ付） CHK-EX2L-20-C1 ¥24,400 ¥26,840
機能品チャック 23160 ランナーチャックＥＬ（近接センサー付） CHK-EL2L-12-C ¥25,100 ¥27,610
機能品チャック 23161 ランナーチャックＥＬ（リミットＳＷ付） CHK-EL2L-12-C1 ¥21,200 ¥23,320
吸着金具 23195 吸着金具・スモール・ミニシリンダー用  CP-063B ¥520 ¥570
コンテナシリンダーアクセサリー 23196 締付板・コンテナシリンダー用      CP-075 ¥320 ¥350
ジャングルジム 23197 締付板・スライドブラケット用      CP-076 ¥320 ¥350
ミニシリンダーアクセサリー 23211 鉄製当て板               CP-06F ¥1,200 ¥1,320
機能品チャック 23215 ツメ・平行チャック用          CP-HC10N ¥1,000 ¥1,100
機能品チャック 23216 ツメ・平行チャック用          CP-HC20N ¥1,500 ¥1,650
機能品チャック 23217 スペーサー・平行チャック用       CP-HC10S ¥300 ¥330
機能品チャック 23218 スペーサー・平行チャック用       CP-HC20S ¥350 ¥390
ミニシリンダーアクセサリー 23219 当板・⾓型・⿊・引込用         CP-077 ¥700 ¥770
ミニシリンダーアクセサリー 23220 当板・⾓型・白・引込用         CP-078 ¥800 ¥880
取出機アフター部品 23277 真空発生ユニット（Ｎ．Ｃ）       CVX-1668-SC3 ¥14,000 ¥15,400
取出機アフター部品 23278 真空発生ユニット（Ｎ．Ｏ）       CVX-1669-SC3 ¥14,000 ¥15,400
取出機アフター部品 23281 電磁弁サービスキット（ＳＣ３）     CKV010-4E ¥2,500 ¥2,750
機能品チャック 23284 ランナーチャックＥＭ（爪着脱式）    CHK-EMBF-12 ¥17,000 ¥18,700
機能品チャック 23285 ランナーチャックＥＭ（着脱爪）     CHK-EMF-12 ¥4,000 ¥4,400
機能品チャック 23286 ランナーチャックＥＭ（近接・爪着脱式） CHK-EMBF-12-C ¥24,000 ¥26,400
機能品チャック 23287 ランナーチャックＥＭ（近接・着脱爪）  CHK-EMF-12-C ¥12,000 ¥13,200
機能品チャック 23288 ランナーチャックＥＭ（ＬＳ・爪着脱式） CHK-EMBF-12-C1 ¥22,000 ¥24,200
機能品チャック 23289 ランナーチャックＥＭ（ＬＳ・着脱爪）  CHK-EMF-12-C1 ¥9,000 ¥9,900
機能品チャック 23290 ランナーチャックＥＸ（爪着脱式）    CHK-EXBF-20 ¥22,000 ¥24,200
機能品チャック 23291 ランナーチャックＥＸ（着脱爪）     CHK-EXF-20 ¥5,500 ¥6,050
機能品チャック 23292 ランナーチャックＥＸ（近接・爪着脱式） CHK-EXBF-20-C ¥28,000 ¥30,800
機能品チャック 23293 ランナーチャックＥＸ（近接・着脱爪）  CHK-EXF-20-C ¥15,000 ¥16,500
機能品チャック 23294 ランナーチャックＥＸ（ＬＳ・爪着脱式） CHK-EXBF-20-C1 ¥26,000 ¥28,600
機能品チャック 23295 ランナーチャックＥＸ（ＬＳ・着脱爪）  CHK-EXF-20-C1 ¥13,000 ¥14,300
ミニシリンダーアクセサリー 23336 当板・⾓型・⿊２⽳・ミニシリンダー用  CPL-060 ¥500 ¥550
ミニシリンダーアクセサリー 23337 当板・⾓型・白２⽳・ミニシリンダー用  CPL-061 ¥640 ¥700
吸着金具 23338 吸着アジャスター・ミニ用        CP-AJM20 ¥750 ¥830
吸着金具 23339 吸着アジャスター・ミニ用        CP-AJM40 ¥800 ¥880
吸着金具 23340 吸着アジャスター・スモール用      CP-AJS20 ¥750 ¥830
吸着金具 23341 吸着アジャスター・スモール用      CP-AJS40 ¥800 ¥880
ミニシリンダーアクセサリー 23359 当板・Ｒ型・⿊・ミニシリンダー用    CPL-018 ¥500 ¥550
ミニシリンダーアクセサリー 23360 当板・Ｒ型・白・ミニシリンダー用    CPL-072 ¥560 ¥620
ジャングルジム 23361 ＣＦＲＰパイプ φ１２         CFRP12*1.5*1500 ¥9,000 ¥9,900
ジャングルジム 23362 ＣＦＲＰパイプ φ２０         CFRP20*1.5*1500 ¥13,500 ¥14,850
取出機アフター部品 23400 ランナーチャック（センサー付）     CHK1-CM22II-L-XMR-2 ¥20,000 ¥22,000
取出機アフター部品 23402 ランナーチャック（センサー付）     CHK-RN24-XMR-3 ¥18,000 ¥19,800
製品確認用センサー 30282 オートスイッチ・有接点         D-A93 ¥1,500 ¥1,650
マイクロミニシリンダーアクセサリー 30317 マイクロスイッチ・ＫＲＣ／ＫＲＣＷ用  D2JW-011-MD (0.1A,30VDC) ¥550 ¥610
製品確認用センサー 30425 オートスイッチ             D-M9N ¥2,400 ¥2,640
取出機アフター部品 30471 オートスイッチ             D-97-XMR ¥4,500 ¥4,950
エアーニッパー（大型） 30492 卓上型温度調節器・ヒートニッパ用    DTC-001 ¥69,000 ¥75,900
機能品チャック 30500 オートスイッチ・無接点         D-F8N ¥2,300 ¥2,530
工具／治具 30520 ナットドライバー（対辺４．５）     D-86-4.5 ¥270 ¥300
工具／治具 30521 ナットドライバー（対辺７）       D-86-7 ¥350 ¥390
エアーニッパー（小型・中型） 41050 替刃・正刃・ミニエアーニッパー用    EG-NW10 ¥8,100 ¥8,910
エアーニッパー（小型・中型） 41051 替刃・薄刃・ミニエアーニッパー用    EG-NW101 ¥13,000 ¥14,300
エアーニッパー（小型・中型） 41064 替刃・⻑刃・正刃・ミニエアーニッパー用 EG-NW20-V001S ¥24,000 ¥26,400
エアーニッパー（小型・中型） 41065 替刃・⻑刃・正刃・ミニエアーニッパー用 EG-NW35-V001S ¥24,000 ¥26,400
エアーニッパー（小型・中型） 41066 替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用 EG-NW20-01C ¥34,000 ¥37,400
エアーニッパー（小型・中型） 41067 替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用 EG-NW35-01C ¥34,000 ¥37,400
エアーニッパー（小型・中型） 41310 替刃・⻑刃・逆刃・ミニエアーニッパー用 EG-NW35R-V001S ¥38,000 ¥41,800
エアーニッパー（小型・中型） 41361 替刃・⻑刃・逆刃・ミニエアーニッパー用 EG-NW20R-V001S ¥38,000 ¥41,800
製品確認用センター 41412 光電センサー              E3T-SL21R(NPN) ¥9,200 ¥10,120
製品確認用センター 41413 光ファイバー・透過φ３         E32-T12R ¥4,500 ¥4,950
製品確認用センター 41414 光ファイバー・反射φ３         E32-D12R ¥4,500 ¥4,950
製品確認用センター 41415 光エリアセンサー            E32-T16PR ¥16,000 ¥17,600
製品確認用センター 41416 光アンプ                E3X-DA11AT-S (NPN) ¥19,200 ¥21,120
機能品チャック 41417 近接ＳＷ・ランナーチャック確認用    E2S-W13 (NPN) ¥2,300 ¥2,530
機能品チャック 41640 近接ＳＷ・ランナーチャック確認用    E2S-W15 (PNP) ¥2,300 ¥2,530
チャックワンタッチ手動 41645 チャックスペーサー・樹脂製・チャック用 ECP-031 ¥440 ¥480
ミニシリンダーアクセサリー 41646 チャックスペーサー・樹脂製・マイクロ用 ECPUM-03 ¥300 ¥330
ミニシリンダーアクセサリー 41647 チャックスペーサー樹脂製ミニシリンダー ECP-011 ¥230 ¥250
超小型成型品用パーツ 41648 マルチエジェクター           ESVM-08-S-3 ¥30,000 ¥33,000
製品確認用センター 41649 光電センサー              E3T-SL23R(PNP) ¥9,200 ¥10,120
レッツジョイント 41677 基礎フレーム・レッツジョイント用    EFCK-5500 ¥38,000 ¥41,800
レッツジョイント 41678 基礎フレーム・レッツジョイント用    EFCK-5501 ¥15,300 ¥16,830
レッツジョイント 41680 基礎フレーム・レッツジョイント用    EFCK-5600 ¥25,000 ¥27,500
レッツジョイント 41681 基礎フレーム・レッツジョイント用    EFCK-5601 ¥8,500 ¥9,350
レッツジョイント 41682 基礎フレーム・レッツジョイント用    EFCK-5602 ¥3,300 ¥3,630
レッツジョイント 41683 基礎フレーム・レッツジョイント用    EFCK-7000 ¥17,000 ¥18,700
レッツジョイント 41685 基礎フレーム・レッツジョイント用    EFCK-7002 ¥6,700 ¥7,370
レッツジョイント 41686 基礎フレーム・レッツジョイント用    EFCK-7500 ¥18,700 ¥20,570
レッツジョイント 41689 基礎フレーム・レッツジョイント用    EFCK-7600 ¥55,000 ¥60,500
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レッツジョイント 41692 基礎フレーム・レッツジョイント用    EFCK-8000 ¥39,500 ¥43,450
製品確認用センサー 41697 アンプ取付金具             E39-L143 ¥450 ¥500
エアーニッパー（小型・中型） 41758 替刃・逆刃・ミニエアーニッパー用    EG-NW10R ¥10,000 ¥11,000
製品確認用センサー 41770 ＰＣＩＯ用マークチューブ        E-PCIO-MKT SET ¥500 ¥550
機能品チャック 41773 近接ＳＷ・ランナーチャック確認用    E2S-W13-R-S ¥2,750 ¥3,030
超小型成型品用パーツ 41836 インライン円筒マルチエジェクター    ESVMR1-10-3 ¥15,000 ¥16,500
エアーニッパー（小型・中型） 41851 替刃・正刃・ミニエアーニッパー用    EG1-NW35 ¥8,000 ¥8,800
エアーニッパー（小型・中型） 41852 替刃・逆刃・ミニエアーニッパー用    EG1-NW35R ¥10,000 ¥11,000
エアーニッパー（小型・中型） 41853 替刃・正刃・刃開き調整式        EG1-NW35-AST ¥11,500 ¥12,650
エアーニッパー（小型・中型） 41854 替刃・逆刃・刃開き調整式        EG1-NW35R-AST ¥13,500 ¥14,850
超小型成型品用パーツ 41860 マルチエジェクター           ESVMR-A ¥16,000 ¥17,600
超小型成型品用パーツ 41861 オプションパーツ Ａ          ESVMR-A-A ¥1,500 ¥1,650
エアーニッパー（小型・中型） 41866 替刃・超硬刃・正刃ミニエアーニッパー用 EG1-NW35(ﾁｮｳｺｳﾊﾞ) ¥32,000 ¥35,200
エアーニッパー（小型・中型） 41867 替刃・超硬刃・逆刃ミニエアーニッパー用 EG1-NW35R(ﾁｮｳｺｳﾊﾞ) ¥32,000 ¥35,200
エアーニッパー（小型・中型） 41871 替刃・正刃・ミニエアーニッパー用    EG1-NW20 ¥6,100 ¥6,710
エアーニッパー（小型・中型） 41872 替刃・薄刃・ミニエアーニッパー用    EG1-NW201 ¥12,500 ¥13,750
エアーニッパー（小型・中型） 41873 替刃・正刃・刃開き調整式        EG1-NW20-AST ¥9,100 ¥10,010
エアーニッパー（小型・中型） 41874 替刃・薄刃・刃開き調整式        EG1-NW201-AST ¥15,500 ¥17,050
エアーニッパー（小型・中型） 41876 替刃・超硬刃・正刃ミニエアーニッパー用 EG1-NW20(ﾁｮｳｺｳﾊﾞ) ¥28,000 ¥30,800
エアーニッパー（小型・中型） 41916 替刃・逆刃・ミニエアーニッパー用    EG1-NW20R ¥10,600 ¥11,660
エアーニッパー（小型・中型） 41923 替刃・超硬刃・逆刃ミニエアーニッパー用 EG1-NW20R(ﾁｮｳｺｳﾊﾞ) ¥28,000 ¥30,800
エアーニッパー（小型・中型） 41924 替刃・逆刃・刃開き調整式        EG1-NW20R-AST ¥13,600 ¥14,960
機能品チャック 41925 交換用針ピストンセット（４個入り）   ERS-SET-SNG-M-0.8 ¥15,800 ¥15,800
機能品チャック 41926 交換用針ホルダーセット（２個入り）   ERS-SET-SNG-AP/AE-0.8-10 ¥23,000 ¥23,000
機能品チャック 41927 交換用針ホルダーセット（２個入り）   ERS-SET-SNG-AP/AE-1.2-10 ¥23,000 ¥23,000
製品確認用センター 41954 光アンプ                E3X-HD11 2M ¥9,800 ¥10,780
エアーニッパー（小型・中型） 41955 替刃・正刃・ミニエアーニッパー用    EG-NW50 ¥19,000 ¥20,900
エアーニッパー（小型・中型） 41956 替刃・逆刃・ミニエアーニッパー用    EG-NW50R ¥26,000 ¥28,600
ジャングルジム 42010 基礎フレーム・ジャングルジム用     EFCK-0000B ¥16,000 ¥17,600
ジャングルジム 42011 基礎フレーム・ジャングルジム用     EFCK-0001B ¥4,700 ¥5,170
ジャングルジム 42012 基礎フレーム・ジャングルジム用     EFCK-0002B ¥2,900 ¥3,190
ジャングルジム 42013 基礎フレーム・ジャングルジム用     EFCK-0003B ¥6,100 ¥6,710
ジャングルジム 42014 基礎フレーム・ジャングルジム用     EFCK-0004B ¥6,000 ¥6,600
ジャングルジム 42015 基礎フレーム・ジャングルジム用     EFCK-0005B ¥8,200 ¥9,020
ジャングルジム 42016 基礎フレーム・ジャングルジム用     EFCK-1000B ¥13,500 ¥14,850
ジャングルジム 42017 基礎フレーム・ジャングルジム用     EFCK-1001B ¥4,900 ¥5,390
ジャングルジム 42018 基礎フレーム・ジャングルジム用     EFCK-1002B ¥3,000 ¥3,300
ジャングルジム 42019 基礎フレーム・ジャングルジム用     EFCK-2000B ¥18,500 ¥20,350
ジャングルジム 42020 基礎フレーム・ジャングルジム用     EFCK-2001B ¥6,700 ¥7,370
ジャングルジム 42021 基礎フレーム・ジャングルジム用     EFCK-2002B ¥4,800 ¥5,280
ジャングルジム 42024 基礎フレーム・ジャングルジム用     EFCK-2500B ¥42,500 ¥46,750
エジェクター／フィルター／チェックバルブ 42034 エアーエジェクター           ECV-10HS ¥4,000 ¥4,500
エジェクター／フィルター／チェックバルブ 42035 エアーエジェクター・真空スイッチ付   ECV-10HSCK ¥8,000 ¥8,100
配管部品 42036 小型フィルター             EVFL-44 ¥2,200 ¥2,100
機能品チャック 42037 小型フィルター             EVFL-66 ¥2,300 ¥2,100
吸着パッド 42038 バキュームパッド・シリコン       EPJG-6-S ¥480 ¥410
吸着パッド 42039 バキュームパッド・シリコン       EPJG-8-S ¥480 ¥430
吸着パッド 42040 バキュームパッド・シリコン       EPJG-10-S ¥520 ¥450
吸着パッド 42041 バキュームパッド・シリコン       EPJG-15-S ¥600 ¥500
吸着パッド 42042 吸着パッド・ジャバラ・フッ素・⿊    EPCG-15-F ¥1,200 ¥800
吸着パッド 42043 吸着パッド・ジャバラ・フッ素・⿊    EPCG-20-F ¥1,300 ¥900
吸着パッド 42044 吸着パッド・ジャバラ・フッ素・⿊    EPCG-30-F ¥2,300 ¥1,500
吸着パッド 42045 吸着パッド・ジャバラ・フッ素・⿊    EPCG-40-F ¥2,650 ¥1,700
工具／治具 42058 ハンディチェッカ            E39-VA ¥6,950 ¥7,650
工具／治具 42059 チャック組付けスタンド         EINS JIG TYPE C-01 ¥8,900 ¥9,790
工具／治具 42060 取付ピッチ固定プレート         EINS JIG TYPE J-01 ¥12,000 ¥13,200
吸着パッド 42068 バキュームパッド・シリコン       EPJG-20-S ¥650 ¥550
吸着パッド 42069 バキュームパッド・シリコン       EPJG-25-S ¥700 ¥600
吸着パッド 42070 バキュームパッド・シリコン       EPJG-30-S ¥750 ¥650
吸着パッド 42071 吸着パッド・多段ジャバラ・シリコン   EPLG-30-S5 ¥1,300 ¥1,000
吸着パッド 42072 吸着パッド・多段ジャバラ・シリコン   EPLG-40-S5 ¥2,100 ¥1,300
吸着パッド 42073 吸着パッド・多段ジャバラ・シリコン   EPLG-50-S5 ¥2,200 ¥1,400
吸着パッド 42074 吸着パッド・星形パウチ・ジャバラ    EPMG-24L-S4 ¥2,500 ¥1,500
吸着パッド 42075 吸着パッド・星形パウチ・ジャバラ    EPMG-40L-S4 ¥3,600 ¥2,500
製品確認用センター 42093 光アンプ                E3NX-MA11 ¥22,500 ¥24,750
ミニシリンダーアクセサリー 50033 締付板・ミニシリンダー用        CP-009 ¥80 ¥90
ミニシリンダーアクセサリー 50034 締付板・Ｈ型シリンダー用（Ｍ３）    CP-010(L23740-000-0) ¥200 ¥220
自在チャック 50794 自在チャックスライドホルダー（ミニ）  FCK-1006 ¥1,410 ¥1,550
自在チャック 54285 自在チャック（門型）          FCK1-0000 ¥31,000 ¥34,100
自在チャック 54286 自在チャック（Ｈ型）          FCKH-0000 ¥34,000 ¥37,400
自在チャック 54287 自在チャック取付ベース         FCK1-0001 ¥4,000 ¥4,400
自在チャック 54288 自在チャックスライドホルダー      FCK1-0002S ¥2,600 ¥2,860
自在チャック 54289 自在チャック縦バー（Ｌ）        FCK1-0003L ¥3,500 ¥3,850
自在チャック 54290 自在チャック縦バー（Ｌ）４００Ｌ    FCK1-0003L-400 ¥5,000 ¥5,500
自在チャック 54291 自在チャックスライドホルダーＨ     FCKH-0007 ¥3,100 ¥3,410
自在チャック 54292 自在チャック締付ボルトＨ        FCKH-0005L ¥1,000 ¥1,100
自在チャック 54321 自在チャックスライドホルダー（ミニ）  FCK1-1002 ¥1,900 ¥2,090
自在チャック 54322 自在チャック縦バー（ミニ）       FCK1-1003 ¥2,350 ¥2,590
自在チャック 54323 自在チャックスライドホルダー（ミニ）  FCK1-1006 ¥2,200 ¥2,420
自在チャック 54324 自在チャック（ミニ）          FCK1-1000 ¥18,000 ¥19,800
自在チャック 54325 自在チャックスライドベース       FCK2-0004 ¥3,400 ¥3,740
自在チャック 54326 自在チャック締付ボルト         FCK1-0005 ¥800 ¥880
自在チャック 54340 自在チャック取付ベース（ミニ）     FCK1-1001 ¥1,200 ¥1,320
ジャングルジム 54344 フローティングパラレルコネクターφ１２ F-PARA-12 ¥4,000 ¥4,400
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ジャングルジム 54345 フローティングパラレルコネクターφ２０ F-PARA-20 ¥4,500 ¥4,950
ジャングルジム 54346 フローティングクロスコネクターφ１２  F-CROSS-12 ¥4,100 ¥4,510
ジャングルジム 54347 フローティングクロスコネクターφ２０  F-CROSS-20 ¥4,600 ¥5,060
工具／治具 54350 セラミックヒーターはんだこて      FX600-02 ¥4,180 ¥4,600
工具／治具 54351 こて台（スポンジ付き）         FH300-81 ¥700 ¥770
工具／治具 54352 へクスゾール鉛フリーはんだ       FS600-3 ¥1,980 ¥2,180
エアーニッパー（大型） 60083 エアーニッパー・丸型・刃無       GT-NR10L ¥25,000 ¥27,500
エアーニッパー（大型） 60084 エアーニッパー・丸型・刃無       GT-NR20 ¥27,000 ¥29,700
エアーニッパー（大型） 60085 エアーニッパー・丸型・刃無       GT-NR30 ¥34,500 ¥37,950
エアーニッパー（大型） 60099 エアーニッパーブレードスプリング    GT-N10(N10.NE10ｶｴﾊﾞ) ¥150 ¥170
エアーニッパー（大型） 60100 刃先スプリング・エアーニッパー用    GT-NR10L.20(N10L.N20ｶｴﾊﾞ) ¥130 ¥140
エアーニッパー（大型） 60101 刃先スプリング・エアーニッパー用    GT-NR30 (N30ｶｴﾊﾞ) ¥160 ¥180
エアーニッパー（大型） 60207 エアーニッパー・スライドタテ型・刃無  GT-NT03 ¥29,200 ¥32,120
エアーニッパー（大型） 60208 エアーニッパー・スライドタテ型・刃無  GT-NT05 ¥29,200 ¥32,120
エアーニッパー（大型） 60209 エアーニッパー・スライドタテ型・刃無  GT-NT10 ¥30,900 ¥33,990
エアーニッパー（大型） 60225 エアーニッパー・スライドタテ型・刃無  GT-NT05R ¥29,200 ¥32,120
エアーニッパー（大型） 60226 エアーニッパー・スライドタテ型・刃無  GT-NT10R ¥30,900 ¥33,990
エアーニッパー（大型） 60227 エアーニッパー・スライドタテ型・刃無  GT-NT20 ¥36,400 ¥40,040
エアーニッパー（大型） 60228 エアーニッパー・スライドタテ型・刃無  GT-NT20R ¥36,400 ¥40,040
エアーニッパー（大型） 60240 エアーニッパー・⾓型・刃無       GT-NS10L ¥26,000 ¥28,600
エアーニッパー（大型） 60241 エアーニッパー・⾓型・刃無       GT-NS20 ¥28,500 ¥31,350
エアーニッパー（大型） 60242 エアーニッパー・⾓型・刃無       GT-NS30 ¥36,500 ¥40,150
エアーニッパー（大型） 60321 タイミングコントローラー        GT-TC-02 ¥20,000 ¥22,000
エアーニッパー（大型） 60336 エアーニッパー             GT-NY25 ¥30,400 ¥33,440
エアーニッパー（大型） 60353 ヒートニッパー・スライドタテ型・刃付  GT-NTH05 ¥109,000 ¥119,900
エアーニッパー（大型） 60354 ヒートニッパー・スライドタテ型・刃付  GT-NTH10 ¥113,000 ¥124,300
エアーニッパー（大型） 60355 ヒートニッパー・スピコンタイプ     GT-NKH10 ¥148,000 ¥162,800
エアーニッパー（大型） 60477 エアーニッパー・スライドＢＫＴ型・刃無 GT-NB20LW-10TM ¥62,000 ¥68,200
エアーニッパー（大型） 60478 エアーニッパー・スライドＢＫＴ型・刃無 GT-NB30LW-10TM ¥78,000 ¥85,800
コンテナシリンダー 60496 コンテナシリンダー・複動型・ガイド付  GCYL20*20 ¥11,000 ¥13,000
コンテナシリンダー 60497 コンテナシリンダー・複動型・ガイド付  GCYL20*40 ¥12,000 ¥14,000
コンテナシリンダー 60498 コンテナシリンダー・複動型・ガイド付  GCYL20*50 ¥12,500 ¥14,500
コンテナシリンダー 60499 コンテナシリンダー・複動型・ガイド付  GCYL20*75 ¥14,500 ¥16,500
コンテナシリンダー 60500 コンテナシリンダー・複動型・ガイド付  GCYL20*100 ¥16,000 ¥18,000
コンテナシリンダー 60501 コンテナシリンダー・複動型・ガイド付  GCYL20*150 ¥20,000 ¥22,000
エアーニッパー（大型） 60965 ヒーター（８０Ｗ／１２０ＶＨ＝３００） GT-NTH05/10/ NKH10 ¥26,700 ¥29,370
エアーニッパー（大型） 60966 センサー・Ｋ熱電対・Ｈ＝１０００    GT-NTH05,NTH10,GT-NKH-10 ¥8,400 ¥13,000
エアーニッパー（大型） 60967 ヒーター（８０Ｗ・１００ＶＨ＝３００） GT-NKH20A,AR-25 (HTL) ¥26,700 ¥29,370
エアーニッパー（大型） 60968 センサー・Ｋ熱電対ＳＮＯ−３００Ｌ−Ｈ GT-NKH20A-25/NKH20AR-25 ¥8,400 ¥9,240
工具／治具 61138 ラチェット式チューブカッター用替刃   GFC-15NT ¥1,000 ¥1,100
工具／治具 61139 電ドラ用片頭ヘックス剛彩ビット５本組  GS5P-31 ¥820 ¥900
機能品チャック 70986 薄形平行ハンド・２０ＳＴ        HLA-15AS ¥26,000 ¥28,600
機能品チャック 71996 薄形平行ハンド・１５ＳＴ        HLA-12AS ¥22,300 ¥24,530
機能品チャック 71997 薄形平行ハンド・２５ＳＴ        HLA-20AS ¥34,800 ¥38,280
機能品チャック 71999 薄形平行ハンド・１５ＳＴ・ゴムカバー付 HLAG-12AS ¥26,000 ¥28,600
機能品チャック 72000 薄形平行ハンド・２０ＳＴ・ゴムカバー付 HLAG-15AS ¥29,800 ¥32,780
機能品チャック 72170 平行チャック・複動・１０ＳＴ      HC-10 ¥13,000 ¥14,300
機能品チャック 72171 平行チャック・単動・１０ＳＴ      HC-10S ¥13,000 ¥14,300
機能品チャック 72172 平行チャック・単動・５ＳＴ       HC-5S ¥11,600 ¥12,760
自動交換システム 72600 自動交換用ハンガー           HSL ¥23,000 ¥25,300
自動交換システム 72601 自動交換用ハンガー           HSAL ¥50,000 ¥55,000
自動交換システム 72602 自動交換用ハンガー           HLAL ¥60,000 ¥66,000
機能品チャック 72702 平行チャック・単動・５ＳＴ       HC1-5S-C1 ¥12,800 ¥14,080
機能品チャック 72703 平行チャック・単動・１０ＳＴ      HC1-10S-C1 ¥14,200 ¥15,620
機能品チャック 72704 平行チャック・単動・２０ＳＴ      HC1-20S-C1 ¥21,000 ¥23,100
機能品チャック 72705 平行チャック・複動・１０ＳＴ      HC1-10-C1 ¥13,900 ¥15,290
機能品チャック 72706 平行チャック・複動・２０ＳＴ      HC1-20-C1 ¥21,500 ¥23,650
機能品チャック 72708 リミットスイッチＡＳＳʼＹ       HC1-SW1 ¥1,000 ¥1,100
機能品チャック 72709 リミットスイッチＡＳＳʼＹ       HC1-SW2 ¥1,000 ¥1,100
自動交換システム 72732 ネオチャックハンガー・固定側      HNE-48 ¥29,000 ¥31,900
自動交換システム 72733 ネオチャックハンガー・固定側      HNE-S ¥30,000 ¥33,000
吸着パッド 72746 シリコン・スポンジリング（茶色）    40C-SP ¥300 ¥330
自動交換システム 72811 ネオチャックハンガー・固定側      HNE-SL ¥39,000 ¥42,900
工具／治具 72955 ホットボンド（ガン）          HB-80 ¥2,200 ¥2,420
工具／治具 72956 ホットボンド              HB-100S ¥550 ¥610
取出機アフター部品 80661 精密レギュレータ            IR3021-04BG-R-A-X1087 ¥11,000 ¥12,100
機能品チャック 90140 トンネルゲートランナーチャック     J25411-100-0 ¥4,610 ¥5,070
機能品チャック 90141 トンネルゲートランナーチャック     J25411-000-0 ¥3,850 ¥4,240
ジャングルジム 90155 吸着モジュール・ジャングルジム用    JSM-001 ¥2,200 ¥2,420
エアーニッパー（大型） 90158 吸着モジュール・ジャングルジム用    JSM-004 ¥2,200 ¥2,420
ジャングルジム 90162 吸着モジュール・ジャングルジム用    JSM-008 ¥2,700 ¥2,970
機能品チャック 90204 パイプ複合チャックＥ・φ１２・９０度  J25410-40A ¥11,000 ¥12,100
機能品チャック 90264 パイプ複合チャックＤ・φ２０・９０度  J25410-30B ¥12,000 ¥13,200
工具／治具 101206 パイプカッター・本体・刃付       K-203 ¥5,000 ¥5,500
工具／治具 101207 替刃・パイプカッター用         K-203-1 ¥1,350 ¥1,490
配管部品 101462 継手・エルボユニオン          KQ2L04-M5N ¥280 ¥310
配管部品 101463 継手・エルボユニオン          KQ2L06-01NS ¥220 ¥240
配管部品 101464 継手・エルボユニオン          KQ2L06-M5N ¥340 ¥370
配管部品 101465 継手・ユニオンワイ           KQ2U06-00A ¥300 ¥330
配管部品 101466 継手・ハーフユニオン・六⾓⽳付     KQ2S06-M5N ¥190 ¥210
配管部品 101467 継手・ハーフユニオン・六⾓⽳付     KQ2S04-M5N ¥180 ¥200
配管部品 101468 継手・ハーフユニオン・六⾓⽳付     KQ2S06-01NS ¥180 ¥200
配管部品 101469 継手・ストレート            KQ2H04-00A ¥240 ¥260
配管部品 101470 継手・ストレート            KQ2H06-00A ¥240 ¥260
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配管部品 101471 継手・異径ストレート          KQ2H04-06A ¥250 ¥280
配管部品 101472 継手・ユニオンワイ           KQ2U04-00A ¥330 ¥360
配管部品 101473 継手・異径ユニオンワイ         KQ2U04-06A ¥350 ¥390
配管部品 101710 継手・エルボユニオン          KQ2L04-01NS ¥220 ¥240
配管部品 101746 六⾓⽳付ハーフユニオン         KQ2S04-01NS ¥200 ¥220
配管部品 101749 継手・ハーフユニオン・六⾓⽳付     KQ2S04-M3G ¥300 ¥330
ミニシリンダーアクセサリー 101832 当板・⾓型・⿊ＳＷ付・ミニシリンダー用 KRCR-5000 ¥4,870 ¥5,360
ミニシリンダーアクセサリー 101833 当板・⾓型・白ＳＷ付・ミニシリンダー用 KRCWR-5000 ¥5,320 ¥5,850
ミニシリンダーアクセサリー 101834 当板・⾓型・鉄ＳＷ付・ミニシリンダー用 KFCR-5000 ¥5,800 ¥6,380
ミニシリンダーアクセサリー 101835 当板・⾓型・ＳＷ付・ミニシリンダー用  KPCR-5000 ¥4,650 ¥5,120
ミニシリンダーアクセサリー 101836 ＳＷ付当板・⿊交換プレート       KPB-5000 ¥1,500 ¥1,650
ミニシリンダーアクセサリー 101837 ＳＷ付当板・白交換プレート       KPW-5000 ¥1,900 ¥2,090
ミニシリンダーアクセサリー 101838 ＳＷ付当板・鉄交換プレート       KPF-5000 ¥2,400 ¥2,640
ミニシリンダーアクセサリー 101839 ＳＷ付当板・交換プレート        KP-5000 ¥1,250 ¥1,380
配管部品 110550 エアーカプラー ファイバーワッシャー付 L00999-314 ¥180 ¥210
ツールチェンジャーアクセサリー 110551 パッキン                L00999-313 ¥130 ¥140
吸着金具 110556 吸着金具・保持機構付５０Ｈ       L10761-200 ¥10,200 ¥11,220
エアーニッパー（小型・中型） 110558 ワンタッチクリップ・ＮＷ用       L10160-CL ¥1,590 ¥1,750
吸着金具 110565 吸着金具・保持機構付１００Ｈ      L10761-100 ¥11,700 ¥13,000
吸着金具 110567 吸着金具・ヒンジチャック用       L11540-109 ¥280 ¥310
マイクロミニシリンダーアクセサリー 110568 当板・⾓型・ＳＷ付・マイクロミニ    L1131-100-0 ¥5,340 ¥5,870
ツールチェンジャーアクセサリー 110619 コイルスプリング            L00999-316 ¥70 ¥80
エアーニッパー（小型・中型） 110622 ニッパ取付金具             L10160-000-2 ¥690 ¥800
配管部品 110623 バーブ継手               LX0004-101 ¥200 ¥220
ツールチェンジャーアクセサリー 110649 コイルスプリング            L00999-420 ¥70 ¥80
マイクロミニシリンダーアクセサリー 110654 当板・⾓型・白ＳＷ付・マイクロミニ   L1131-200-0 ¥5,450 ¥6,000
配管部品 110655 ＡＲＪ１取付ブラケット         LX0109-102 ¥450 ¥500
エアーニッパー（大型） 110656 ニッパーブラケット・ＧＴ−ＮＲ用    LX0090-100(L.R) ¥2,500 ¥2,750
超小型成型品用パーツ 110663 ＥＳＶＭＲ用サイレンサー        L18382-106 ¥1,600 ¥1,760
配管部品 110686 バーブ継手               LX0120-202 ¥600 ¥660
ツールチェンジャーアクセサリー 110687 パッキン（ツール側）          LX0120-203 ¥180 ¥200
機能品チャック 110688 クランプ・ヒンジチャック用       L11540-000B ¥32,000 ¥35,200
配管部品 110722 バーブ継手               LX0181-203 ¥400 ¥440
ミニシリンダー 120003 ミニシリンダー・Ｈ型          MCY-HS ¥2,440 ¥2,680
配管部品 120120 マイクロカプラー            MC-05PM ¥250 ¥280
配管部品 120121 マイクロカプラー            MC-05SM ¥1,100 ¥1,210
配管部品 120170 マイクロカプラー            MC-04PH ¥250 ¥280
配管部品 120171 マイクロカプラー            MC-10SM ¥1,100 ¥1,210
吸着金具 120482 吸着金具ナット・三価白・ミニ用     VFIL-M10(10*14*3 P1.0) ¥20 ¥20
吸着金具 120483 吸着金具ナット・三価白・スモール用   VFIL-M12(12*17*3 P1.0) ¥20 ¥20
配管部品 120500 継手・ホースエルボ           MS-5HLH-4 ¥1,000 ¥1,100
配管部品 120543 軟質チューブ用ハーブエルボ       M-3ALU-4 ¥230 ¥250
配管部品 120607 継手・ユニバーサルティ         M-5UT ¥160 ¥180
配管部品 120692 継手・バーブエルボ・軟質チューブ用   M-5ALU-4 ¥300 ¥330
配管部品 122034 マニホールド・ミニ用          MM-6P ¥730 ¥800
配管部品 122035 マニホールド・ミニ用          MM-8P ¥780 ¥860
配管部品 122036 マニホールド・ミニ用          MM-10P ¥820 ¥900
配管部品 122037 マニホールド・ミニ用          MM-14P ¥830 ¥910
配管部品 122038 マニホールド・スモール用        MS-10P ¥980 ¥1,080
配管部品 122039 マニホールド・スモール用        MS-12P ¥1,050 ¥1,160
配管部品 122040 マニホールド・スモール用        MS-6P (1/8) ¥1,130 ¥1,240
配管部品 122049 継手・ホースニップル          MS-5H-6 ¥490 ¥540
機能品チャック 122451 平行チャック              MHZ2-10SN ¥14,500 ¥15,950
その他 122773 スプリングワッシャー（サンカシロ）   M4 ¥10 ¥10
その他 122775 スプリングワッシャー（サンカシロ）   M6 ¥10 ¥10
その他 122776 スプリングワッシャー（サンカシロ）   M8 ¥10 ¥10
その他 122780 平ワッシャー （三価クロメート）ＪＩＳ M6 ¥10 ¥10
その他 122781 平ワッシャー （三価クロメート）ＪＩＳ M8 ¥10 ¥10
その他 122782 ナット１種（サンカシロ）        M6 ¥10 ¥10
その他 122783 ナット１種（サンカシロ）        M8 ¥10 ¥10
その他 122785 六⾓⽳付皿ネジ（サンカシロ）      M4*8 ¥25 ¥30
その他 122786 六⾓⽳付皿ネジ（サンカシロ）      M6*10 ¥20 ¥20
その他 122790 六⾓⽳付ボルト（サンカシロ）      M3*10 ¥15 ¥20
その他 122795 六⾓⽳付ボルト（サンカシロ）      M4*10 ¥20 ¥20
その他 122798 六⾓⽳付ボルト（サンカシロ）      M4*25 ¥25 ¥30
その他 122805 六⾓⽳付ボルト（サンカシロ）      M6*15 ¥30 ¥30
その他 122812 六⾓⽳付ボルト（ＳＷ 平Ｗ付）三価白  M4*12(E) ¥20 ¥20
その他 122822 六⾓⽳付ボルト（ＳＷ 平Ｗ付）三価白  M6*20(E) ¥35 ¥40
配管部品 122831 継手・ホースニップル          MS-5H-4 ¥490 ¥540
配管部品 122832 継手・ホースエルボ           MS-5HLH-6 ¥1,200 ¥1,320
配管部品 122889 ガスケット               M3-G ¥40 ¥40
配管部品 122890 ガスケット               M4-G ¥10 ¥20
配管部品 122891 ガスケット               M5-G ¥10 ¥10
配管部品 122892 継手・バーブエルボ・軟質チューブ用   M-5ALU-6 ¥290 ¥320
配管部品 122893 エアーカプラー             MC-04PC ¥480 ¥530
配管部品 122894 エアーカプラー             MC-06PC ¥590 ¥650
その他 122969 六⾓⽳付ボルト（サンカシロ）      M6*25 ¥35 ¥40
その他 122989 六⾓⽳付ボルト（サンカシロ）      M6*35 ¥40 ¥40
製品確認用センター 123105 接続ハーネス・マルチＡＮＤ基板用    MAND-EH02･200MM ¥1,400 ¥1,540
製品確認用センター 123106 接続ハーネス・マルチＡＮＤ基板用    MAND-EH05･500MM ¥1,500 ¥1,650
製品確認用センター 123107 接続ハーネス・マルチＡＮＤ基板用    MAND-EH10･1000MM ¥1,700 ¥1,870
配管部品 123195 マニホールド・ＢＦ５ 樹脂       MP-10P-BF5 ¥750 ¥830
配管部品 123196 マニホールド・ＢＦ６ 樹脂       MP-10P-BF6 ¥750 ¥830
機能品チャック 123218 マグネットチャック           MGC-20 ¥8,600 ¥9,460
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ミニシリンダー 123219 ミニシリンダー・ＭＣＤ         MCD1-10 ¥1,150 ¥1,270
ミニシリンダー 123220 ミニシリンダー・ＭＣＤ         MCD1-20 ¥1,380 ¥1,520
その他 123231 六⾓⽳付ボルト（サンカシロ）      M3*6 ¥15 ¥20
その他 123232 六⾓⽳付ボルト（サンカシロ）      M3*8 ¥15 ¥20
その他 123301 六⾓ナット（１種）（三価クロメート）  M3 ¥10 ¥10
機能品チャック 123401 平行チャック              MHZ2-10S ¥14,500 ¥15,950
その他 123446 十字⽳付ナベ小ネジ（三価白）      BKJ3-6 ¥50 ¥60
その他 123447 十字⽳付ナベ小ネジ（三価白）      BKJ 3-10(M3*10) ¥50 ¥60
その他 123448 十字⽳付ナベ小ネジ（ステンレス）    NKJ 2.6-5(M2.6*5) ¥60 ¥70
その他 123449 十字⽳付ナベ小ネジ（三価白）      M3*16 ¥50 ¥60
配管部品 123471 継手・ユニバーサルティ         M-3UT ¥250 ¥280
ミニシリンダー 123504 ミニシリンダー・ＭＣＥ１０ｓｔ（押出） MCE-10S ¥2,200 ¥2,530
ミニシリンダー 123505 ミニシリンダー・ＭＣＥ１０ｓｔ（引込） MCE-10T ¥2,400 ¥2,700
ミニシリンダー 123506 ミニシリンダー・ＭＣＥ２０ｓｔ（押出） MCE-20S ¥2,300 ¥2,630
ミニシリンダー 123507 ミニシリンダー・ＭＣＥ２０ｓｔ（引込） MCE-20T ¥2,500 ¥2,800
ミニシリンダー 123508 ミニシリンダー・ＭＣＥ１０ｓｔ（復動） MCE-10W ¥2,700 ¥3,000
ミニシリンダー 123509 ミニシリンダー・ＭＣＥ２０ｓｔ（復動） MCE-20W ¥2,800 ¥3,100
その他 123515 十字⽳付皿ネジ（ステンレス）      M4*10 ¥10 ¥10
その他 123516 十字⽳付皿ネジ（ステンレス）      M4*12 ¥10 ¥10
機能品チャック 123571 マグネットチャック先端ゴム       MGC-C(LX0028-103) ¥800 ¥880
ミニシリンダー 123691 ミニシリンダー・ＭＣＤＲ        MCDR-10 ¥1,050 ¥1,160
ミニシリンダー 123692 ミニシリンダー・ＭＣＤＲ        MCDR-20 ¥1,280 ¥1,410
ミニシリンダー 123699 パイプシリンダー            MCP1-1210 ¥2,200 ¥2,420
ミニシリンダー 123700 パイプシリンダー            MCP1-1220 ¥2,400 ¥2,640
ミニシリンダー 123701 パイプシリンダー            MCP1-2010 ¥2,200 ¥2,640
ミニシリンダー 123702 パイプシリンダー            MCP1-2020 ¥2,600 ¥3,040
ミニシリンダー 123703 パイプシリンダー            MCP1-2030 ¥3,400 ¥3,840
機能品チャック 123711 ヒンジシリンダー            MCE-HA ¥18,000 ¥19,800
エアーニッパー（小型・中型） 130162 取付金具・ミニエアーニッパー用     NC/NW-20ﾖｳ ¥1,700 ¥1,870
エアーニッパー（小型・中型） 130163 取付金具・ミニエアーニッパー用     NC/NW-35ﾖｳ ¥2,250 ¥2,480
エアーニッパー（小型・中型） 130216 取付金具・ミニエアーニッパー用     NC/NW-10ﾖｳ ¥1,900 ¥2,090
エアーニッパー（大型） 130218 替刃・ＧＴ−ＮＳ、ＮＲ１０用      N10L1S ¥13,300 ¥14,630
エアーニッパー（大型） 130219 替刃・ＧＴ−ＮＳ、ＮＲ１０用      N10L2S ¥13,300 ¥14,630
エアーニッパー（大型） 130220 替刃・ＧＴ−ＮＳ、ＮＲ、ＮＢ２０用   N201S ¥13,300 ¥14,630
エアーニッパー（大型） 130221 替刃・ＧＴ−ＮＳ、ＮＲ、ＮＢ２０用   N202S ¥19,500 ¥21,450
エアーニッパー（大型） 130222 替刃・ＧＴ−ＮＳ、ＮＲ、ＮＢ２０用   N203S ¥19,500 ¥21,450
エアーニッパー（大型） 130225 替刃・ＧＴ−ＮＳ、ＮＲ、ＮＢ３０用   N301S ¥30,800 ¥33,880
エアーニッパー（大型） 130229 エアーニッパー・スライドＢＫＴ型・刃無 GT-NB20 5-HIKU ¥50,000 ¥55,000
エアーニッパー（大型） 130230 エアーニッパー・スライドＢＫＴ型・刃無 GT-NB20 5-OSHI ¥50,000 ¥55,000
エアーニッパー（大型） 130231 エアーニッパー・スライドＢＫＴ型・刃無 GT-NB20 10-HIKU ¥50,000 ¥55,000
エアーニッパー（大型） 130235 エアーニッパー・スライドＢＫＴ型・刃無 GT-NB30 10-HIKU ¥96,300 ¥105,930
エアーニッパー（小型・中型） 130251 スライドスプリング           NC/NW-20.35(J07930-015-0) ¥100 ¥110
エアーニッパー（小型・中型） 130257 スライドスプリング           NC/NW-10ﾖｳ(J09420-016-1) ¥100 ¥110
エアーニッパー（大型） 130265 替刃・ＧＴ−ＮＳ、ＮＲ、ＮＢ２０用   N206S ¥14,200 ¥15,620
エアーニッパー（大型） 130310 替刃・ＧＴ−ＮＴ０５用         NE5AJ ¥5,800 ¥6,380
エアーニッパー（大型） 130311 替刃・ＧＴ−ＮＴ１０用         NE10AJ ¥5,800 ¥6,380
エアーニッパー（大型） 130329 替刃・ＧＴ−ＮＳ、ＮＲ、ＮＢ３０樹脂用 N30AP ¥10,500 ¥11,550
エアーニッパー（大型） 130403 替刃・ＧＴ−ＮＴ０３用         NT03AJ ¥7,200 ¥7,920
エアーニッパー（大型） 130404 替刃・ＧＴ−ＮＴ２０用         NT20AJ ¥8,500 ¥9,350
エアーニッパー（小型・中型） 130650 エアーニッパー替刃           NT20AJL ¥12,400 ¥13,640
エアーニッパー（大型） 130655 替刃・ＧＴ−ＮＳ，ＮＲ，ＮＢ２０用   N20AJL ¥12,500 ¥13,750
エアーニッパー（大型） 130679 ブレード（エアーニッパー用）      NY25AJL ¥15,400 ¥16,940
エアーニッパー（大型） 130680 替刃・ＧＴ−ＮＳ、ＮＲ、ＮＢ２０樹脂用 N20AP ¥6,900 ¥7,590
エアーニッパー（大型） 130697 替刃・ＧＴ−ＮＳ，ＮＲ，ＮＢ２０用   N20AJ ¥11,500 ¥12,650
エアーニッパー（大型） 130701 ブレード（エアーニッパー用）      NY10AJ ¥8,600 ¥9,460
コンテナシリンダー 130707 コンテナシリンダー・複動型       NCON-20W ¥8,900 ¥9,790
コンテナシリンダー 130708 コンテナシリンダー・複動型       NCON-40W ¥9,900 ¥10,890
コンテナシリンダー 130709 ミニコンテナシリンダー・複動型     NCON-M10W ¥5,300 ¥5,830
コンテナシリンダー 130710 ミニコンテナシリンダー・複動型     NCON-M15W ¥5,500 ¥6,050
コンテナシリンダー 130711 ミニコンテナシリンダー・複動型     NCON-M20W ¥6,700 ¥7,370
コンテナシリンダー 130712 ミニコンテナシリンダー・複動型     NCON-M25W ¥6,800 ¥7,480
コンテナシリンダー 130713 ミニコンテナシリンダー・複動型     NCON-M30W ¥7,000 ¥7,700
エアーニッパー（大型） 130724 替刃・ＧＴ−１０Ｌ樹脂用        N10LAP ¥6,900 ¥7,590
エアーニッパー（大型） 130725 替刃・ＧＴ−１０Ｌフラット切断用    N10LPF ¥7,800 ¥8,580
エアーニッパー（大型） 130726 替刃・ＧＴ−２０Ｌフラット樹脂用    N20PF ¥7,800 ¥8,580
エアーニッパー（大型） 130727 替刃・ＧＴ−２０クイキリ樹脂用     N20AE ¥7,800 ¥8,580
エアーニッパー（大型） 130729 替刃・ＧＴＮＳＮＲＮＢ３０クイキリ樹脂 N30AE ¥9,600 ¥10,560
エアーニッパー（大型） 130730 替刃・３０Ｌフラット切断用       N30PF ¥11,800 ¥12,980
エアーニッパー（小型・中型） 130744 刃先スプリング・ミニエアーニッパー用  NW-10ﾖｳ ¥110 ¥120
エアーニッパー（小型・中型） 130766 ピストン用スプリング          NC/NW-10ﾖｳ(J09420-014-3) ¥130 ¥140
エアーニッパー（小型・中型） 130767 ピストン NW/NC-10ﾖｳ ¥160 ¥180
エアーニッパー（小型・中型） 130768 ピストン NW/NC-20.20Rﾖｳ ¥220 ¥240
エアーニッパー（小型・中型） 130769 ピストン                NW/NC-35.35Rﾖｳ ¥300 ¥330
エアーニッパー（小型・中型） 130770 ピストン用スプリング          NC/NW-20.20R(J07930-013-1 ¥150 ¥170
エアーニッパー（小型・中型） 130771 ピストン用スプリング          NW-35.35Rﾖｳ(NC-3506N-1) ¥270 ¥300
エアーニッパー（大型） 130795 替刃・ＧＴ−ＮＳ、ＮＲ、ＮＢ３０用   N30AJ ¥12,300 ¥13,530
コンテナシリンダー 130829 コンテナシリンダー・複動型       NCON-80W ¥11,400 ¥12,540
コンテナシリンダー 130869 コンテナーシリンダー・強化型・複動型  NCON-40WK ¥15,900 ¥17,490
コンテナシリンダー 131014 ミニコンテナシリンダー・単動型     NCON-M10S ¥6,500 ¥7,150
コンテナシリンダー 131015 ミニコンテナシリンダー・単動型     NCON-M15S ¥8,100 ¥8,910
コンテナシリンダー 131016 ミニコンテナシリンダー・単動型     NCON-M20S ¥9,400 ¥10,340
レッツジョイント 131019 クロスコネクタ・２５          N01911-103 ¥2,100 ¥2,310
レッツジョイント 131020 シリンダコネクター２５・Ａ       N01911-104 ¥2,300 ¥2,530
レッツジョイント 131021 シリンダコネクター２５・Ｂ       N01911-105 ¥2,300 ¥2,530
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レッツジョイント 131028 クロスコネクター・２０         N01911-206 ¥1,100 ¥1,210
レッツジョイント 131029 コネクター２０・Ｆ           N01911-207 ¥1,000 ¥1,100
レッツジョイント 131031 コネクター２０・Ｇ           N01911-209 ¥850 ¥940
レッツジョイント 131032 クロスコネクター・５０         N01911-301 ¥3,200 ¥3,520
ジャングルジム 131033 クロスコネクター・２５／５０      N01911-401 ¥2,700 ¥2,970
レッツジョイント 131034 リンクＢＫＴ２５／５０         N01911-402 ¥1,150 ¥1,270
レッツジョイント 131035 コネクターブロック２５・Ｃ       N01912-103 ¥1,130 ¥1,240
レッツジョイント 131036 コネクターブロック２５・Ｄ       N01912-104 ¥1,400 ¥1,540
レッツジョイント 131037 コネクターＢＫＴ２５・Ｅ        N01912-105 ¥1,070 ¥1,180
レッツジョイント 131038 コネクタブロック・ライト        N01912-106 ¥800 ¥880
レッツジョイント 131039 コネクターブロック・ＧＣＹＬ用     N01912-202 ¥4,350 ¥4,790
レッツジョイント 131040 コネクターブロック５０・Ｂ       N01912-203 ¥3,200 ¥3,520
レッツジョイント 131041 コネクターブロック２５／５０・Ａ    N01912-301 ¥2,450 ¥2,700
レッツジョイント 131045 コネクタープレート２５・Ｄ       N01913-104 ¥1,200 ¥1,320
レッツジョイント 131047 コネクタープレート２５・Ｆ       N01913-106 ¥1,800 ¥1,980
レッツジョイント 131051 コネクタープレート５０・Ａ       N01913-301 ¥2,800 ¥3,080
レッツジョイント 131054 ナット・Ｍ６・２Ｐ・１５        N01914-101 ¥130 ¥160
レッツジョイント 131055 ナット・Ｍ６・２Ｐ・１２        N01914-102 ¥120 ¥130
レッツジョイント 131056 ナット・Ｍ６              N01914-103 ¥100 ¥130
レッツジョイント 131057 ナット・Ｍ６・３Ｐ・１５        N01914-104 ¥180 ¥210
レッツジョイント 131058 ナット・Ｍ６・２Ｐ・２０        N01914-105 ¥130 ¥140
レッツジョイント 131059 ナット・Ｍ６・２Ｐ・２５        N01914-106 ¥140 ¥150
レッツジョイント 131060 ナット・Ｍ６・３Ｐ・３０        N01914-107 ¥210 ¥240
レッツジョイント 131061 ナット・Ｍ４              N01914-108 ¥130 ¥140
レッツジョイント 131062 ナット・Ｍ４・２Ｐ・３８、Ｍ３２Ｐ２０ N01914-201 ¥250 ¥280
レッツジョイント 131063 ナット・Ｍ４・２Ｐ・３２、Ｍ５２Ｐ２８ N01914-202 ¥230 ¥250
ジャングルジム 131064 ローテーションＢＫＴ・φ２０      N01915-101 ¥900 ¥990
レッツジョイント 131065 スイングＢＫＴ             N01915-102 ¥1,250 ¥1,380
ジャングルジム 131066 シリンダーＢＫＴ・φ２０        N01915-103 ¥2,000 ¥2,200
ジャングルジム 131067 チャックＢＫＴ・φ１２         N01915-105 ¥1,100 ¥1,210
ジャングルジム 131068 ブラケット・Ｗ・φ１２         N01915-106 ¥1,100 ¥1,210
ジャングルジム 131069 ブラケット・Ｗ・φ２０         N01915-107 ¥1,300 ¥1,430
ジャングルジム 131070 ブラケット・Ｗ・φ８          N01915-108 ¥1,100 ¥1,210
ジャングルジム 131071 ブラケット・φ１２           N01915-109 ¥1,100 ¥1,210
ジャングルジム 131072 ブラケット・φ２０           N01915-110 ¥1,350 ¥1,490
ジャングルジム 131073 ブラケット・φ８            N01915-111 ¥1,050 ¥1,160
ジャングルジム 131074 シリンダーＢＫＴ・φ１２        N01915-112 ¥1,800 ¥1,980
ジャングルジム 131075 シリンダーＢＫＴ・φ８         N01915-113 ¥1,780 ¥1,960
ジャングルジム 131077 センサーブラケット           N01915-201 ¥1,300 ¥1,430
ジャングルジム 131078 ニッパーブラケット・Ａ         N01915-301 ¥2,200 ¥2,490
ジャングルジム 131080 ニッパーブラケット・Ｃ         N01915-303 ¥2,600 ¥2,890
ジャングルジム 131081 ニッパーブラケット・Ｄ         N01915-304 ¥2,300 ¥2,820
ジャングルジム 131082 ニッパーブラケット・Ｅ         N01915-305 ¥3,000 ¥3,590
レッツジョイント 131083 ブラケット・ＮＣＯＮ          N01915-401 ¥2,550 ¥2,810
レッツジョイント 131084 ガイドバー・１００           N01916-201 ¥800 ¥880
レッツジョイント 131085 ガイドバー・２００           N01916-202 ¥1,250 ¥1,380
ミニシリンダーアクセサリー 131086 スペーサー２５・Ｔ５・Ｐ２５      N01918-101 ¥950 ¥1,050
レッツジョイント 131087 ワッシャーＡ・レッツジョイント用    N01918-102 ¥100 ¥110
レッツジョイント 131088 ワッシャーＢ・レッツジョイント用    N01918-103 ¥70 ¥80
ジャングルジム 131090 サクションリンクブラケット・Ｍ１２   N01918-201 ¥700 ¥770
レッツジョイント 131091 アタッチプレート・Ａ          N01918-301 ¥8,500 ¥9,350
ジャングルジム 131092 パラレルコネクター・φ８φ１２     N01861-101 ¥950 ¥1,050
ジャングルジム 131093 パラレルコネクター・φ１２φ１２    N01861-102 ¥950 ¥1,050
ジャングルジム 131094 パラレルコネクター・φ２０φ１２    N01861-104 ¥1,400 ¥1,540
ジャングルジム 131095 パラレルコネクター・φ２０φ２０    N01861-106 ¥1,400 ¥1,540
ジャングルジム 131096 パラレルコネクター・φ８φ８      N01861-107 ¥1,150 ¥1,270
ジャングルジム 131097 コネクター・ＳＳＷ用          N01861-108 ¥1,200 ¥1,320
ジャングルジム 131098 クロスコネクター・φ１２φ８      N01861-201 ¥1,000 ¥1,100
ジャングルジム 131099 クロスコネクター・φ１２φ１２     N01861-202 ¥1,050 ¥1,160
ジャングルジム 131100 クロスコネクター・φ２０φ１２     N01861-204 ¥1,400 ¥1,540
ジャングルジム 131101 クロスコネクター・φ２０φ２０     N01861-206 ¥1,400 ¥1,540
ジャングルジム 131102 クロスコネクター・φ８φ８       N01861-207 ¥1,150 ¥1,270
ジャングルジム 131103 ティーコネクター＃１・φ１２φ１２   N01861-301 ¥950 ¥1,080
ジャングルジム 131104 ティーコネクター＃１・φ１２φ８    N01861-302 ¥950 ¥1,080
ジャングルジム 131105 ティーコネクター＃１・φ８φ１２    N01861-303 ¥950 ¥1,080
ジャングルジム 131106 ティーコネクター＃１・φ２０φ１２   N01861-304 ¥1,300 ¥1,460
ジャングルジム 131107 ティーコネクター＃１・φ２０φ２０   N01861-305 ¥1,300 ¥1,460
ジャングルジム 131108 ティーコネクター＃１・φ８φ８     N01861-306 ¥1,300 ¥1,460
ジャングルジム 131109 ティーコネクター＃１・φ１２φ２０   N01861-307 ¥1,350 ¥1,520
ジャングルジム 131110 ティーコネクター＃２・φ１２φ１２   N01861-401 ¥1,300 ¥1,620
ジャングルジム 131111 ティーコネクター＃２・φ１２φ８    N01861-402 ¥1,300 ¥1,620
ジャングルジム 131112 ティーコネクター＃２・φ８φ１２    N01861-403 ¥1,300 ¥1,620
ジャングルジム 131113 ティーコネクター＃２・φ２０φ１２   N01861-404 ¥1,650 ¥1,970
ジャングルジム 131114 ティーコネクター＃２・φ２０φ２０   N01861-405 ¥1,650 ¥1,970
ジャングルジム 131115 ティーコネクター＃２・φ８φ８     N01861-406 ¥1,300 ¥1,620
ジャングルジム 131116 ティーコネクター＃２・φ１２φ２０   N01861-407 ¥1,600 ¥1,920
ジャングルジム 131118 アタッチＢＫＴ・φ１２・Ｍ６      N01862-201 ¥900 ¥990
ジャングルジム 131119 サクションＢＫＴ・φ１２・Ｍ５     N01862-202 ¥900 ¥990
ジャングルジム 131120 サクションＢＫＴ・φ１２・ＰＴ１／８  N01862-203 ¥960 ¥1,060
ジャングルジム 131121 アタッチＢＫＴ・φ８・Ｍ６       N01862-205 ¥900 ¥990
ジャングルジム 131122 サクションＢＫＴ・φ８・Ｍ５      N01862-206 ¥900 ¥990
ジャングルジム 131123 アタッチＢＫＴ・φ２０・Ｍ６      N01862-207 ¥1,300 ¥1,430
ジャングルジム 131124 サクションＢＫＴ・φ８・Ｍ６      N01862-209 ¥1,000 ¥1,100
ジャングルジム 131125 アクセスロボＢＫＴ・φ１２・Ｍ６    N01862-210 ¥1,100 ¥1,210
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ジャングルジム 131126 アクセスロボＢＫＴ・φ２０・Ｍ６    N01862-211 ¥1,100 ¥1,210
ジャングルジム 131127 サクションＢＫＴ・φ１２・Ｍ６     N01862-212 ¥1,000 ¥1,100
ジャングルジム 131128 スライドＢＫＴ・Ｗ・φ１２       N01863-101 ¥950 ¥1,050
ジャングルジム 131129 スライドワッシャー・Ｗ・φ８φ１２   N01863-102 ¥60 ¥70
ジャングルジム 131130 スライド７０ＢＫＴ・Ｗ・φ１２     N01863-103 ¥1,300 ¥1,430
ジャングルジム 131131 スライド４０ＢＫＴ・Ｗ・φ８      N01863-106 ¥1,250 ¥1,380
ジャングルジム 131132 スライド４０ＢＫＴ・Ｗ・φ１２     N01863-107 ¥1,250 ¥1,380
ジャングルジム 131133 スライド７０ＢＫＴ・Ｗ・φ８      N01863-110 ¥1,350 ¥1,490
ジャングルジム 131134 スライドＢＫＴ・Ｗ・φ２０       N01863-111 ¥1,050 ¥1,160
ジャングルジム 131135 スライドワッシャー・Ｗ・φ２０     N01863-112 ¥70 ¥80
ジャングルジム 131137 スライド４０ＢＫＴ・Ｗ・φ２０     N01863-114 ¥1,500 ¥1,650
ジャングルジム 131138 スライド７０ＢＫＴ・Ｗ・φ２０     N01863-115 ¥2,100 ¥2,310
ジャングルジム 131139 スライド４０ＢＫＴ・Ｗ・Ｍ１０     N01863-117 ¥700 ¥770
ジャングルジム 131140 スライド４０ＢＫＴ・Ｗ・Ｍ１２     N01863-118 ¥830 ¥910
ジャングルジム 131141 スライド７０ＢＫＴ・Ｗ・Ｍ１０     N01863-120 ¥1,000 ¥1,100
ジャングルジム 131142 スライド７０ＢＫＴ・Ｗ・Ｍ１２     N01863-121 ¥1,000 ¥1,100
ジャングルジム 131143 スライド４０ＢＫＴ・Ｗ・Ｍ１７     N01863-122 ¥900 ¥990
ジャングルジム 131144 スライド７０ＢＫＴ・Ｗ・Ｍ１７     N01863-124 ¥1,100 ¥1,210
ジャングルジム 131145 スライドＢＫＴ・φ１２         N01863-201 ¥930 ¥1,020
ジャングルジム 131146 スライドワッシャー・φ８φ１２     N01863-202 ¥60 ¥70
ジャングルジム 131147 スライド４０ＢＫＴ・Ｍ５        N01863-203 ¥1,050 ¥1,160
ジャングルジム 131148 スライド７０ＢＫＴ・Ｍ５        N01863-204 ¥1,150 ¥1,270
ジャングルジム 131149 スライドＢＫＴ・φ２０         N01863-205 ¥1,050 ¥1,160
ジャングルジム 131150 スライドワッシャー・φ２０       N01863-206 ¥60 ¥70
ジャングルジム 131151 スライドＢＫＴ・φ８          N01863-207 ¥1,100 ¥1,210
ジャングルジム 131152 スライド４０ＢＫＴ・φ８        N01863-208 ¥1,350 ¥1,490
ジャングルジム 131153 スライド７０ＢＫＴ・φ８        N01863-209 ¥1,700 ¥1,870
ジャングルジム 131154 スライド４０ＢＫＴ・ＰＴ１／８     N01863-210 ¥1,500 ¥1,650
ジャングルジム 131155 スライド７０ＢＫＴ・ＰＴ１／８     N01863-211 ¥1,650 ¥1,820
ジャングルジム 131156 スライド４０ＢＫＴ・Ｍ６        N01863-212 ¥1,100 ¥1,210
ジャングルジム 131157 スライド７０ＢＫＴ・Ｍ６        N01863-213 ¥1,300 ¥1,430
ジャングルジム 131158 スライド４０ＢＫＴ・Ｍ３        N01863-214 ¥1,100 ¥1,210
ジャングルジム 131159 スライド７０ＢＫＴ・Ｍ３        N01863-217 ¥1,200 ¥1,320
ジャングルジム 131164 ローテーションＢＫＴ・φ８・Ｍ５Ａ   N01864-202 ¥600 ¥660
ジャングルジム 131166 ローテーションＢＫＴφ１２ＰＴ１／８Ａ N01864-204 ¥650 ¥720
ジャングルジム 131168 ローテーションＢＫＴ・φ１２・１２Ａ  N01864-301 ¥800 ¥880
ジャングルジム 131169 ローテーションＢＫＴ・φ１２・８Ａ   N01864-302 ¥1,100 ¥1,210
ジャングルジム 131170 ローテーションＢＫＴ・φ８・８Ａ    N01864-303 ¥1,000 ¥1,100
ジャングルジム 131171 ローテーションＢＫＴ・φ２０・２０Ａ  N01864-304 ¥1,600 ¥1,760
ジャングルジム 131173 ローテーションＢＫＴ・Ｍ１２・１２Ａ  N01864-306 ¥670 ¥740
ジャングルジム 131174 ローテーションＢＫＴ・Ｍ１７・２０Ａ  N01864-307 ¥1,600 ¥1,760
ジャングルジム 131175 ローテーションＢＫＴ・ＰＴ１／８・８Ａ N01864-401 ¥800 ¥880
ジャングルジム 131176 ブラケット・Ｔ・φ１２・ＭＣＤ用    N01866-101 ¥1,250 ¥1,380
ジャングルジム 131177 ブラケット・Ｔ・φ８・ＵＭＣＤ用    N01866-102 ¥1,100 ¥1,210
ジャングルジム 131179 ブラケット・Ｌ・φ１２・ＭＣＤ用    N01866-201 ¥1,250 ¥1,380
ジャングルジム 131180 ブラケット・Ｌ・φ８・ＵＭＣＤ用    N01866-202 ¥1,120 ¥1,230
ジャングルジム 131181 ブラケット・ＴＨ・φ１２・ＭＣＤ用   N01866-301 ¥1,550 ¥1,710
ジャングルジム 131182 ブラケット・ＴＨ・φ８・ＵＭＣＤ用   N01866-302 ¥1,250 ¥1,380
ジャングルジム 131183 ブラケット・ＴＨ・φ２０・ＭＣＤ用   N01866-303 ¥1,600 ¥1,760
ジャングルジム 131184 ブラケット・ＴＶ・φ１２・ＭＣＤ用   N01866-401 ¥1,600 ¥1,760
ジャングルジム 131185 ブラケット・ＴＶ・φ８・ＵＭＣＤ用   N01866-402 ¥1,450 ¥1,600
ジャングルジム 131186 ブラケット・ＴＶ・φ２０・ＭＣＤ用   N01866-403 ¥2,000 ¥2,200
ジャングルジム 131187 チャックＢＫＴ・ＴＨ・φ１２      N01866-501 ¥1,750 ¥1,930
ジャングルジム 131188 チャックＢＫＴ・ＴＨ・φ８       N01866-502 ¥1,450 ¥1,600
ジャングルジム 131189 センサーＢＫＴ・φ１２         N01867-101 ¥1,050 ¥1,160
ジャングルジム 131191 サクションローテ＃Ａ・φ１２      N01868-101 ¥1,100 ¥1,210
ジャングルジム 131192 サクションローテ＃Ｂ・Ｍ５・φ１２   N01868-102 ¥390 ¥430
ジャングルジム 131194 サクションローテ＃Ａ・φ８       N01868-104 ¥1,100 ¥1,210
ジャングルジム 131196 ブッシュ・φ１２φ８          N01868-301 ¥320 ¥350
ジャングルジム 131197 ブッシュ・φ２０φ８          N01868-302 ¥400 ¥440
ジャングルジム 131198 ブッシュ・φ２０φ１２         N01868-303 ¥470 ¥520
ジャングルジム 131199 ブッシュナット・φ２０・ＰＴ１／８   N01868-305 ¥470 ¥520
ジャングルジム 131200 ブッシュナット・φ８・Ｍ５       N01868-401 ¥350 ¥390
ジャングルジム 131201 ブッシュナット・φ１２・Ｍ１０     N01868-402 ¥420 ¥460
ジャングルジム 131202 ブッシュナット・φ１２・Ｍ５      N01868-403 ¥920 ¥1,010
ジャングルジム 131204 ブッシュナット・Ｍ５−Ｍ３       N01868-407 ¥500 ¥550
ジャングルジム 131205 ブッシュナット・φ２０・Ｍ１２     N01868-409 ¥380 ¥420
ジャングルジム 131206 ブッシュナット・φ８・Ｍ６       N01868-410 ¥350 ¥390
ジャングルジム 131207 ブッシュナット・φ１２・ＰＴ１／８   N01868-411 ¥400 ¥440
吸着金具 131208 吸着アタッチヘッド・Ｍ５・ミニ用    N01892-201 ¥180 ¥220
吸着金具 131209 吸着アタッチヘッド・Ｍ５・スモール用  N01892-301 ¥260 ¥330
レッツジョイント 131213 アルミエンドキャップ・１０−２０    N01902-004 ¥110 ¥120
レッツジョイント 131214 アルミエンドキャップ・２５−２５    N01902-005 ¥70 ¥80
レッツジョイント 131215 アルミエンドキャップ・２５−５０    N01902-006 ¥120 ¥130
ジャングルジム 131216 ニッパーブラケット・Ｂ         N01915-302 ¥2,300 ¥2,590
ジャングルジム 131217 スライドブラケット・Ｗ・φ８      N01863-113 ¥1,050 ¥1,160
機能品チャック 131218 ９０度フラットＡ            N01871-101 ¥1,060 ¥1,170
レッツジョイント 131221 コネクター２０・セットＢ        N01911-201-203 SET ¥4,700 ¥5,170
レッツジョイント 131222 コネクター２０・セットＣ        N01911-204-205 SET ¥2,200 ¥2,420
ジャングルジム 131223 クロスコネクター・２０／２５・セットＡ N01911-208-106-201 SET ¥5,200 ¥5,720
レッツジョイント 131224 コネクター２５・セットＡ        N01911-101-102 SET ¥4,800 ¥5,280
ジャングルジム 131225 アタッチＢＫＴ・φ１２・Ｍ８      N01862-213 ¥1,100 ¥1,210
ジャングルジム 131226 アタッチＢＫＴ・φ２０・Ｍ８      N01862-214 ¥1,100 ¥1,210
エアーニッパー（小型・中型） 131255 スライドスプリング（プル用）      NW-20R.35R(J0793R-004-0) ¥100 ¥110
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コンテナシリンダーアクセサリー 131256 当板・ミニコン用            NCON-CP-01 ¥1,130 ¥1,240
コンテナシリンダーアクセサリー 131257 当板・ミニコン用            NCON-CP-02 ¥1,280 ¥1,410
コンテナシリンダーアクセサリー 131258 当板・ミニコン用            NCON-CP-03 ¥460 ¥510
コンテナシリンダーアクセサリー 131259 当板・ミニコン用            NCON-CP-04 ¥1,980 ¥2,180
コンテナシリンダーアクセサリー 131260 当板・ミニコン用            NCON-CP-05 ¥1,430 ¥1,570
コンテナシリンダーアクセサリー 131281 当板・ミニコン用            NCON-CP-06 ¥6,000 ¥6,600
ジャングルジム 131305 アタッチＢＫＴ・φ１２・Ｍ５      N01862-204 ¥850 ¥940
ジャングルジム 131306 アタッチＢＫＴ・φ８・Ｍ５       N01862-208 ¥850 ¥940
吸着金具 131316 吸着金具アタッチヘッド・Ｍ３・マイクロ N01891-201 ¥150 ¥170
レッツジョイント 131405 コネクタープレート２５・Ｃ       N01913-103-2 ¥800 ¥880
レッツジョイント 131406 コネクタープレート２５・Ａ       N01913-101-3 ¥1,100 ¥1,210
レッツジョイント 131407 コネクタープレート２５・Ｂ       N01913-102-3 ¥700 ¥770
レッツジョイント 131408 コネクタープレート２５・Ｄ       N01913-104-2 ¥800 ¥880
レッツジョイント 131410 コネクタープレート２５・Ｆ       N01913-106-2 ¥1,300 ¥1,430
レッツジョイント 131411 コネクタープレート２５・Ｇ       N01913-107-1 ¥1,300 ¥1,430
レッツジョイント 131412 コネクタープレート２５・Ｈ       N01913-108-3 ¥800 ¥880
レッツジョイント 131413 コネクタープレート２０・Ａ       N01913-201-2 ¥800 ¥880
レッツジョイント 131415 コネクタープレート５０・Ｂ       N01913-302-2 ¥1,200 ¥1,320
レッツジョイント 131416 コネクタープレート２５／５０・Ａ    N01913-401-2 ¥1,000 ¥1,100
ジャングルジム 131433 ローテーションＢＫＴ・φ８・Ｍ１２Ａ  N01864-205-2 ¥530 ¥580
ジャングルジム 131434 ローテーションＢＫＴ・Ｍ１０・８Ａ   N01864-305-2 ¥700 ¥770
ジャングルジム 131435 ローテーションＢＫＴ・φ８・Ｍ１０Ａ  N01864-201-3 ¥450 ¥500
エアーニッパー（大型） 131466 替刃・ＧＴ−ＮＳ，ＮＲ，ＮＢ２０用   N20AML1498 ¥57,000 ¥62,700
エアーニッパー（大型） 131467 替刃・ＧＴ−ＮＳ，ＮＲ，ＮＢ２０用   N20AH ¥51,500 ¥56,650
エアーニッパー（大型） 131468 替刃・ＧＴ−ＮＳ，ＮＲ，ＮＢ２０用   N20AMR1499 ¥57,000 ¥62,700
エアーニッパー（大型） 131469 替刃・ＧＴ−ＮＳ，ＮＲ，ＮＢ２０、３０ N20AK249 ¥33,300 ¥36,630
エアーニッパー（大型） 131470 替刃・ＧＴ−ＮＳ、ＮＲ、ＮＢ３０用   N30AJL ¥15,000 ¥16,500
機能品チャック 131479 ９０度フラットＢ            N01871-102-1 ¥1,070 ¥1,180
エアーニッパー（小型・中型） 131487 ピストン用パッキン           NW1-35.35R (LX0107-001-0) ¥440 ¥480
ジャングルジム 131488 ストレートコネクター・φ８       N01868-501 ¥1,150 ¥1,270
ジャングルジム 131489 ストレートコネクター・φ１２      N01868-502 ¥950 ¥1,050
ジャングルジム 131490 ストレートコネクター・φ２０      N01868-503 ¥1,400 ¥1,540
エアーニッパー（小型・中型） 131536 刃先スプリング・ミニエアーニッパー用  NW2-20.35ﾖｳ ¥110 ¥120
ジャングルジム 131554 ブラケット・Ｔ・φ２０・ＭＣＤ用    N01866-103A ¥2,500 ¥2,750
エアーニッパー（大型） 131565 スプルーカットユニット         NS20U ¥99,000 ¥108,900
ジャングルジム 131567 ローテーションＢＫＴ・φ１２・１２ＡＬ N01864-301L ¥1,200 ¥1,320
ジャングルジム 131568 ローテーションＢＫＴ・φ２０・２０ＡＬ N01864-304L ¥1,800 ¥1,980
ジャングルジム 131569 クロスコネクター・φ１２φ１２（後入） N01861-202A ¥2,200 ¥2,420
ジャングルジム 131570 クロスコネクター・φ２０φ２０（後入） N01861-206A ¥2,900 ¥3,190
ジャングルジム 131573 クロスコネクター・ロング・φ２０φ２０ N01861-206B ¥1,600 ¥1,760
ジャングルジム 131600 ローテーションＢＫＴ・φ１２・８Ｂ   N01864-101A ¥1,150 ¥1,270
エアーニッパー（大型） 131601 替刃・ＧＴ−ＮＳ、ＮＲ、ＮＢ３０用   N303SA ¥24,200 ¥26,620
エアーニッパー（大型） 131602 替刃・ＧＴ−ＮＳ、ＮＲ、ＮＢ２０用   N207SA ¥26,400 ¥29,040
エアーニッパー（小型・中型） 131603 ミニエアニッパー・本体・正刃付     NW-50 ¥40,000 ¥44,000
エアーニッパー（小型・中型） 131604 ミニエアニッパー・本体・逆刃付     NW-50R ¥50,000 ¥55,000
ジャングルジム 131605 ローテーションＢＫＴ・φ１２・１２Ｂ  N01864-102A ¥1,250 ¥1,380
ジャングルジム 131606 ローテーションＢＫＴ・φ８・８Ｂ    N01864-103A ¥1,250 ¥1,380
エアーニッパー（小型・中型） 131614 ピストン用パッキン           NW1-10.10R (LX0125-001-0) ¥200 ¥220
エアーニッパー（小型・中型） 131615 ピストン用パッキン           NW2-20.20R (LX0145-003-0) ¥320 ¥350
エアーニッパー（小型・中型） 131616 ピストン用パッキン           NW-50.50R (LX0153-110) ¥650 ¥720
エアーニッパー（小型・中型） 131617 ピストン用スプリング          NW-50.50R (LX0153-111) ¥300 ¥330
エアーニッパー（小型・中型） 131618 刃先スプリング・ミニエアーニッパ用   NW-50.50R ¥300 ¥330
エアーニッパー（小型・中型） 131621 取付金具・ミニエアーニッパー用     NW-50ﾖｳ ¥3,800 ¥4,180
エアーニッパー（小型・中型） 131626 ミニエアニッパー・本体・正刃付     NW3-10 ¥16,900 ¥18,590
エアーニッパー（小型・中型） 131627 ミニエアニッパー・本体・薄刃付     NW3-101 ¥20,000 ¥22,000
エアーニッパー（小型・中型） 131628 ミニエアニッパー・本体・逆刃付     NW3-10R ¥19,500 ¥21,450
エアーニッパー（小型・中型） 131629 ミニエアニッパー・本体・正刃付     NW3-20 ¥16,000 ¥17,600
エアーニッパー（小型・中型） 131630 ミニエアニッパー・本体・薄刃付     NW3-201 ¥20,800 ¥22,880
エアーニッパー（小型・中型） 131631 ミニエアニッパー・本体・逆刃付     NW3-20R ¥18,500 ¥20,350
エアーニッパー（小型・中型） 131632 ミニエアニッパー・本体・⻑刃付     NW3-20-V001S ¥37,000 ¥40,700
エアーニッパー（小型・中型） 131633 ミニエアニッパー・本体・逆⻑刃付    NW3-20R-V001S ¥50,000 ¥55,000
エアーニッパー（小型・中型） 131634 ミニエアニッパー・本体・クイキリ刃付  NW3-20-01C ¥47,000 ¥51,700
エアーニッパー（小型・中型） 131643 ミニエアニッパー・本体・正刃付     NW3-35 ¥17,000 ¥18,700
エアーニッパー（小型・中型） 131644 ミニエアニッパー・本体・逆刃付     NW3-35R ¥22,000 ¥24,200
エアーニッパー（小型・中型） 131645 ミニエアニッパー・本体・⻑刃付     NW3-35-V001S ¥37,000 ¥40,700
エアーニッパー（小型・中型） 131646 ミニエアニッパー・本体・逆⻑刃付    NW3-35R-V001S ¥50,000 ¥55,000
エアーニッパー（小型・中型） 131647 ミニエアニッパー・本体・クイキリ刃付  NW3-35-01C ¥47,000 ¥51,700
エアーニッパー（小型・中型） 131654 ピストン                NW-50.50Rﾖｳ ¥3,200 ¥4,100
エアーニッパー（小型・中型） 131679 スライドスプリング           NW-10Rﾖｳ ¥100 ¥110
エアーニッパー（大型） 131709 エアーハイドロヒートニッパー      NKH20XL-25 ¥217,000 ¥240,000
製品確認用センサー 140039 マイクロケース             OM-1 ¥250 ¥280
チャックワンタッチ手動 140042 チャックワンタッチ金具（本体側）    OC-LA ¥16,000 ¥17,600
チャックワンタッチ手動 140043 チャックワンタッチ金具（チャック側）  OC-LAII ¥10,500 ¥11,550
チャックワンタッチ手動 140151 チャックワンタッチ・手動・ツール側   OA-SSI ¥4,600 ¥5,060
チャックワンタッチ手動 140155 チャックワンタッチ・手動・ツール側   OA-LAI ¥10,500 ¥11,550
ツールチェンジャー 140160 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-WLA ¥70,000 ¥77,000
ツールチェンジャーアクセサリー 140167 Ｄ−ＳＵＢケーブル・ＯＸ用       OX-DS09-I-H ¥2,750 ¥3,030
ツールチェンジャーアクセサリー 140168 Ｄ−ＳＵＢケーブル・ＯＸ用       OX-DS09-H ¥2,730 ¥3,000
ツールチェンジャーアクセサリー 140169 Ｄ−ＳＵＢケーブル・ＯＸ用       OX-DS15-I-H ¥4,130 ¥4,540
ツールチェンジャーアクセサリー 140170 Ｄ−ＳＵＢケーブル・ＯＸ用       OX-DS15-H ¥3,880 ¥4,270
ツールチェンジャーアクセサリー 140171 Ｄ−ＳＵＢコネクタ−・ＯＸ用      OX-DS09-I ¥200 ¥220
ツールチェンジャーアクセサリー 140172 Ｄ−ＳＵＢコネクタ−・ＯＸ用      OX-DS09 ¥250 ¥280
ツールチェンジャーアクセサリー 140173 Ｄ−ＳＵＢコネクタ−・ＯＸ用      OX-DS15-I ¥300 ¥330
ツールチェンジャーアクセサリー 140174 Ｄ−ＳＵＢコネクタ−・ＯＸ用      OX-DS15 ¥350 ¥390
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ツールチェンジャー 140181 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-SB ¥29,000 ¥31,900
ツールチェンジャー 140182 ツールチェンジャー・ツール側      OX-SBI ¥15,000 ¥16,500
ツールチェンジャー 140183 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-LB ¥39,000 ¥42,900
ツールチェンジャー 140184 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-WLB ¥68,000 ¥74,800
ツールチェンジャー 140186 ツールチェンジャー・ツール側      OX-LBI ¥20,000 ¥22,000
ツールチェンジャー 140187 ツールチェンジャー・ツール側      OX-WLBI ¥29,000 ¥31,900
ツールチェンジャーアクセサリー 140190 Ｄ−ＳＵＢ＆プローブコネクタ・ロボ側  OXR-DPS09 ¥4,000 ¥4,400
ツールチェンジャーアクセサリー 140192 Ｄ−ＳＵＢ＆プローブコネクタ・ツール側 OXR-DPS09-I ¥4,500 ¥4,950
ツールチェンジャーアクセサリー 140193 エアーオプション（ＯＸ用）       OX-SBA ¥4,000 ¥4,400
ツールチェンジャーアクセサリー 140194 エアーオプション（ＯＸ用）       OX-SBIA ¥3,600 ¥3,960
ツールチェンジャーアクセサリー 140195 エアーオプション（ＯＸ用）       OX-LBA ¥4,500 ¥4,950
ツールチェンジャーアクセサリー 140196 エアーオプション（ＯＸ用）       OX-LBIA ¥4,000 ¥4,400
ツールチェンジャーアクセサリー 140197 Ｄ−ＳＵＢケーブル・ＯＸ用       OX-DS09S-H ¥3,400 ¥3,740
ツールチェンジャーアクセサリー 140202 Ｄ−ＳＵＢケーブル・ＯＸ用       OX-DS09P-I-H ¥3,200 ¥3,520
ツールチェンジャーアクセサリー 140203 Ｄ−ＳＵＢケーブルＬ・ＯＸ用      OX-DS09SL-H ¥5,200 ¥5,720
ツールチェンジャーアクセサリー 140204 Ｄ−ＳＵＢケーブルＬ・ＯＸ用      OX-DS09PL-I-H ¥5,000 ¥5,500
ツールチェンジャー 140217 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-SBY ¥30,000 ¥33,000
ツールチェンジャー 140218 ツールチェンジャー・ツール側      OX-SBYI ¥15,000 ¥16,500
チャックワンタッチ手動 140219 チャックワンタッチ・手動・ロボット側  OA-SSL ¥7,400 ¥8,140
ツールチェンジャーアクセサリー 140220 プローブコネクター（ハンダ）・ロボ側  OX-PL09 ¥1,400 ¥1,540
ツールチェンジャーアクセサリー 140221 プローブコネクター（ハンダ）・ツール側 OX-PL09-I ¥1,700 ¥1,870
チャックワンタッチ手動 140222 チャックワンタッチ・手動・ロボット側  OA1-LA ¥12,800 ¥14,080
ツールチェンジャー 140225 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-SBN ¥24,000 ¥26,400
ツールチェンジャー 140226 ツールチェンジャー・ツール側      OX-SBNI ¥11,000 ¥12,100
ツールチェンジャー 140228 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-LB-30 ¥44,000 ¥48,400
ツールチェンジャー 140229 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-SBYN ¥25,000 ¥27,500
ツールチェンジャー 140230 ツールチェンジャー・ツール側      OX-SBYNI ¥11,000 ¥12,100
ツールチェンジャー 140231 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-LBN ¥34,000 ¥37,400
ツールチェンジャー 140232 ツールチェンジャー・ツール側      OX-LBNI ¥16,000 ¥17,600
ツールチェンジャー 140233 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-SBS ¥30,000 ¥33,000
ツールチェンジャー 140234 ツールチェンジャー・ツール側      OX-SBSI ¥15,000 ¥16,500
ツールチェンジャー 140235 多関節用ツールチェンジャー・ロボット側 OX-03A ¥23,000 ¥25,300
ツールチェンジャー 140236 多関節用ツールチェンジャー・ツール側  OX-03AI ¥9,000 ¥9,900
ツールチェンジャー 140237 多関節用ツールチェンジャー・ロボット側 OX-05A ¥27,000 ¥29,700
ツールチェンジャー 140238 多関節用ツールチェンジャー・ツール側  OX-05AI ¥11,000 ¥12,100
ツールチェンジャー 140240 多関節用ツールチェンジャー・ロボット側     OX-20A ¥55,000 ¥60,500
ツールチェンジャーアクセサリー 140247 Ｄ−ＳＵＢケーブル・ＯＸ用 １．５ｍ  OX-DS09S-H(1.5M) ¥4,200 ¥4,620
ツールチェンジャーアクセサリー 140248 Ｄ−ＳＵＢケーブルＬ・ＯＸ用 １．５ｍ OX-DS09SL-H(1.5M) ¥6,000 ¥6,600
ツールチェンジャーアクセサリー 140249 ＯＸピストンユニット（ＳＡ用）     OX-SAP ¥18,000 ¥19,800
ツールチェンジャーアクセサリー 140250 ＯＸピストンユニット（ＬＡ用）     OX-LAP ¥23,000 ¥25,300
ツールチェンジャーアクセサリー 140251 エアーオプション（ＯＸ用）       OX-SBA1 ¥4,000 ¥4,400
ツールチェンジャーアクセサリー 140252 エアーオプション（ＯＸ用）       OX-SBIA1 ¥5,200 ¥5,720
ツールチェンジャーアクセサリー 140253 エアーオプション（ＯＸ用）       OX-LBA1 ¥4,500 ¥4,950
ツールチェンジャーアクセサリー 140254 エアーオプション（ＯＸ用）       OX-LBIA1 ¥5,800 ¥6,380
チャックワンタッチ手動 140257 チャックワンタッチ・手動・ツール側   OA1-SAI ¥5,600 ¥6,160
ツールチェンジャー 140258 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-LBFN ¥35,000 ¥38,500
ツールチェンジャー 140259 ツールチェンジャー・ツール側      OX-LBFNI ¥19,000 ¥20,900
ツールチェンジャー 140260 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-SBHN ¥25,000 ¥27,500
ツールチェンジャー 140261 ツールチェンジャー・ツール側      OX-SBHNI ¥11,000 ¥12,100
ツールチェンジャー 140262 多関節用ツールチェンジャー・ロボット側 OX-10B ¥40,000 ¥44,000
ツールチェンジャー 140263 多関節用ツールチェンジャー・ツール側  OX-10BI ¥20,000 ¥22,000
ツールチェンジャーアクセサリー 140264 プローブコネクター・ロボット側     OXR-PS16 ¥7,000 ¥7,700
ツールチェンジャーアクセサリー 140265 プローブコネクター・ツール側      OXR-PS16-I ¥11,000 ¥12,100
ツールチェンジャー 140266 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-SSB ¥29,000 ¥31,900
ツールチェンジャー 140267 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-WLBN-30 ¥74,000 ¥81,400
ツールチェンジャー 140268 ツールチェンジャー・ツール側      OX-SSBI ¥14,000 ¥15,400
チャックワンタッチ手動 140271 チャックワンタッチ・ステンレス・ロボ  OA-SSL(SUS) ¥18,000 ¥19,800
チャックワンタッチ手動 140272 チャックワンタッチ・ステンレス・ツール OA-SSI(SUS) ¥7,900 ¥8,690
ツールチェンジャー 140273 ツールチェンジャー・ツール側      OX-LBFI ¥23,000 ¥25,300
ツールチェンジャー 140274 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-LBF ¥40,000 ¥44,000
ツールチェンジャー 140275 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-SBH ¥30,000 ¥33,000
ツールチェンジャー 140276 ツールチェンジャー・ツール側      OX-SBHI ¥15,000 ¥16,500
ツールチェンジャー 140277 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-WLBN ¥63,000 ¥69,300
ツールチェンジャー 140278 ツールチェンジャー・ツール側      OX-WLBNI ¥25,000 ¥27,500
ツールチェンジャー 140279 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-LBN-30 ¥39,000 ¥42,900
ツールチェンジャー 140280 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-SSBN ¥28,000 ¥30,800
ツールチェンジャー 140281 ツールチェンジャー・ツール側      OX-SSBNI ¥13,000 ¥14,300
ツールチェンジャー 140283 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-WLB-30 ¥79,000 ¥86,900
ツールチェンジャーアクセサリー 140285 プローブコネクター（ハンダ）・ツール側 OX-PLA-07-I ¥1,500 ¥1,650
ツールチェンジャーアクセサリー 140286 プローブコネクター（ハンダ）・ロボ側  OX-PLA-07 ¥1,200 ¥1,320
ツールチェンジャーアクセサリー 140287 エアーオプション（ＯＸ用）       OX-LBA3 ¥5,500 ¥6,050
ツールチェンジャーアクセサリー 140288 エアーオプション（ＯＸ用）       OX-LBIA3 ¥8,500 ¥9,350
ツールチェンジャーアクセサリー 140289 コネクタープレート           OX-DS09CNP ¥150 ¥170
チャックワンタッチ手動 140290 チャックワンタッチ・手動・ロボット側  OA1-SA ¥6,500 ¥7,150
チャックワンタッチ手動 140291 チャックワンタッチ・手動・ロボット側  OA2-LA ¥12,800 ¥14,080
ツールチェンジャー 140292 多関節用ツールチェンジャー・ロボット側 OX-20B ¥55,000 ¥60,500
ツールチェンジャー 140293 多関節用ツールチェンジャー・ツール側  OX-20BI ¥28,000 ¥30,800
ツールチェンジャーアクセサリー 140294 エアーオプション （ＯＸ用）      OX-SSBA ¥6,900 ¥7,590
ツールチェンジャーアクセサリー 140295 エアーオプション （ＯＸ用）      OX-SSBIA ¥4,200 ¥4,620
ツールチェンジャーアクセサリー 140296 エアーオプション（ＯＸ用）       OX-20BA ¥5,300 ¥5,830
ツールチェンジャーアクセサリー 140297 エアーオプション（ＯＸ用）       OX-20BIA ¥4,500 ¥4,950
ツールチェンジャー 140299 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-WSB ¥55,000 ¥60,500
ツールチェンジャー 140300 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-WSBN ¥50,000 ¥55,000
ツールチェンジャー 140301 ツールチェンジャー・ツール側      OX-WSBI ¥27,000 ¥29,700
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ツールチェンジャー 140302 ツールチェンジャー・ツール側      OX-WSBNI ¥23,000 ¥25,300
ツールチェンジャーアクセサリー 140303 ＷＳＢ用コネクタープレート       OX-DPS09WCNP ¥1,000 ¥1,100
ツールチェンジャーアクセサリー 140304 ＷＳＢ用ＤーＳＵＢコネクター・ロボ側  OX-DS15-WS ¥1,350 ¥1,490
ツールチェンジャーアクセサリー 140305 ＷＳＢ用ＤーＳＵＢコネクター・ツール側 OX-DS15-I-WS ¥1,300 ¥1,430
ツールチェンジャーアクセサリー 140306 ワイヤレスコネクター４Ｐ・ロボット側  OX-RS04R-SB ¥56,000 ¥61,600
ツールチェンジャーアクセサリー 140307 ワイヤレスコネクター４Ｐ・ツール側   OX-RS04T-SBI ¥43,000 ¥47,300
ツールチェンジャーアクセサリー 140308 ワイヤレスコネクター１２Ｐ・ロボット側 OX-RS12R-LB ¥73,000 ¥80,300
ツールチェンジャー 140310 多関節用ツールチェンジャー・ロボット側 OX-005A ¥22,000 ¥24,200
ツールチェンジャー 140311 多関節用ツールチェンジャー・ロボット側 OX-35A ¥80,000 ¥88,000
ツールチェンジャー 140312 多関節用ツールチェンジャー・ロボット側 OX-35AT ¥230,000 ¥253,000
ツールチェンジャー 140313 多関節用ツールチェンジャー・ロボット側 OX-60A ¥120,000 ¥132,000
ツールチェンジャー 140315 多関節用ツールチェンジャー・ツール側  OX-005AI ¥8,000 ¥8,800
ツールチェンジャー 140316 多関節用ツールチェンジャー・ツール側  OX-35AI ¥34,000 ¥37,400
ツールチェンジャー 140317 多関節用ツールチェンジャー・ツール側  OX-35ATI ¥120,000 ¥132,000
ツールチェンジャー 140318 多関節用ツールチェンジャー・ツール側  OX-60AI ¥42,000 ¥46,200
ツールチェンジャーアクセサリー 140320 ワイヤレスコネクター４Ｐ・ロボット側  OXR-RS04R-03 ¥56,000 ¥61,600
ツールチェンジャーアクセサリー 140321 ワイヤレスコネクター４Ｐ・ロボット側  OXR-RS04R-10 ¥56,000 ¥61,600
ツールチェンジャーアクセサリー 140322 ワイヤレスコネクター４Ｐ・ツール側   OXR-RS04T-03I ¥43,000 ¥47,300
ツールチェンジャーアクセサリー 140323 ワイヤレスコネクター４Ｐ・ツール側   OXR-RS04T-10I ¥43,000 ¥47,300
ツールチェンジャーアクセサリー 140324 Ｄ−ＳＵＢ＆プローブコネクタ・ロボ側  OX-DPS09A ¥4,000 ¥4,400
ツールチェンジャーアクセサリー 140325 Ｄ−ＳＵＢ＆プローブコネクタ・ツール側 OX-DPS09A-I ¥4,500 ¥4,950
ツールチェンジャーアクセサリー 140326 エアーオプション（ＯＸ用）       OX-005AA ¥5,000 ¥5,500
ツールチェンジャーアクセサリー 140327 エアーオプション（ＯＸ用）       OX-005AIA ¥3,000 ¥3,300
ツールチェンジャーアクセサリー 140328 ＯＸ−００５用コネクター（ロボット側） OXR-PS06 ¥4,000 ¥4,400
ツールチェンジャーアクセサリー 140329 ＯＸ−００５用コネクター（ツール側）  OXR-PS06-I ¥9,000 ¥9,900
ツールチェンジャーアクセサリー 140330 ワイヤレスコネクター１２Ｐ・ロボット側 OXR-RS12R-20 ¥73,000 ¥80,300
ツールチェンジャーアクセサリー 140342 エアーオプション（ＯＸ用）       OX-60AA ¥12,500 ¥13,750
ツールチェンジャーアクセサリー 140343 エアーオプション（ＯＸ用）       OX-60AIA ¥6,500 ¥7,150
ツールチェンジャーアクセサリー 140344 プローブコネクター取付ブラケット    OXR-CBX24 ¥2,500 ¥2,750
ツールチェンジャー 140345 ツールチェンジャー・ロボット側     OX-SBN-30 ¥29,000 ¥31,900
ツールチェンジャーアクセサリー 140360 プローブコネクター（ハンダ）・ツール側 OX-PS15-I ¥9,500 ¥10,450
ツールチェンジャーアクセサリー 140361 プローブコネクター（ハンダ）・ロボ側  OX-PS15 ¥6,500 ¥7,150
ツールチェンジャーアクセサリー 140362 プローブコネクター・ロボット側     OXR-PSH11 ¥6,000 ¥6,600
ツールチェンジャーアクセサリー 140363 プローブコネクター・ツール側      OXR-PSH11-I ¥8,500 ¥9,350
ツールチェンジャーアクセサリー 140364 Ｄ−ＳＵＢケーブル・ＯＸ用 １．５ｍ  OX-DS09P-I-H(1.5M) ¥4,000 ¥4,400
ツールチェンジャーアクセサリー 140365 Ｄ−ＳＵＢケーブルｌ・ＯＸ用 １．５ｍ OX-DS09PL-I-H(1.5M) ¥5,800 ¥6,380
ツールチェンジャーアクセサリー 140378 ワイヤレスコネクター１２Ｐ・ツール側  OX-RS12T1-LBI ¥58,000 ¥63,800
ツールチェンジャーアクセサリー 140379 ワイヤレスコネクター１２Ｐ・ツール側  OXR-RS12T1-20I ¥58,000 ¥63,800
ツールチェンジャーアクセサリー 140391 エアーオプション（ＯＸ用）       OX-SCA-10 ¥14,000 ¥15,400
ツールチェンジャーアクセサリー 140392 エアーオプション（ＯＸ用）       OX-SCIA-10 ¥13,500 ¥14,850
取出機アフター部品 150182 パッキン                P-21 ¥60 ¥70
取出機アフター部品 150203 パッキン                P-44 ¥60 ¥70
取出機アフター部品 150219 パッキン                P-65 ¥90 ¥100
取出機アフター部品 150361 パッキン                PDU-20Z ¥550 ¥610
取出機アフター部品 150535 パッキン                PSD-25 ¥250 ¥280
取出機アフター部品 150620 パッキン                PSD-50 ¥420 ¥460
エアーニッパー（大型） 150786 増圧ユニット              P-30 ¥19,000 ¥20,900
エアーニッパー（大型） 150793 増圧ユニット              P-20 ¥17,000 ¥18,700
取出機アフター部品 150931 パッキン                PDU-10Z ¥330 ¥360
配管部品 151349 継手                  PF-M4 ¥150 ¥170
取出機アフター部品 152284 パッキン                PDU-25Z ¥400 ¥440
取出機アフター部品 152285 パッキン                PSD-0075A02N713 ¥1,300 ¥1,430
配管部品 152306 手動押ボタン              PBW1-E ¥4,800 ¥5,280
配管部品 152307 押ボタンキャップ            PB1-C ¥350 ¥390
配管部品 152308 押ボタン型バルブ            PB1-E ¥3,500 ¥3,850
製品確認用センサー 152312 電源通信ＩＯユニット（１６）      E-PCIO-UNIT 16 ¥10,000 ¥11,000
製品確認用センター 152313 電源通信ＩＯユニット（３２）      E-PCIO-UNIT 32 ¥15,000 ¥16,500
製品確認用センター 152314 ＰＣＩＯハーネス ０３         E-PCIO-HNS03 ¥800 ¥880
配管部品 152324 タグ付インシュロック（１００本入）   PLF1M-C ¥2,500 ¥2,750
ツールチェンジャーアクセサリー 152547 Ｏリング                P5(C000002-S7) ¥50 ¥60
ツールチェンジャーアクセサリー 152561 ステンレス鋼球             PHI.10 ¥130 ¥140
ツールチェンジャーアクセサリー 152689 Ｏリング                P8 NBR-70 ¥100 ¥110
配管部品 171210 樹脂固定φ１２（タイバンド）      RCA12 ¥300 ¥330
配管部品 171211 樹脂固定φ２０（タイバンド）      RCA20 ¥350 ¥390
ジャングルジム 171212 樹脂固定φ１２（Ｍ４）         RCB12 ¥300 ¥330
ジャングルジム 171213 樹脂固定φ２０（Ｍ４）         RCB20 ¥350 ¥390
機能品チャック 171227 ランナーモジュール（チャック無）    RM-08 ¥5,800 ¥6,380
機能品チャック 171228 ランナーモジュール（チャック無）    RM-12 ¥5,800 ¥6,380
機能品チャック 171229 ランナーモジュール（チャック無）    RM-20 ¥5,800 ¥6,380
製品確認用センター 171292 ３芯ケーブル（５ｍ巻き袋詰め）     RMCV-O  0.3SQ*3C 5M ¥1,800 ¥1,980
ジャングルジム 171338 パイプエンドキャップ（⿊）・φ８    R-CAP-8 ¥80 ¥90
ジャングルジム 171339 パイプエンドキャップ（⿊）・φ１２   R-CAP-12 ¥80 ¥90
ジャングルジム 171340 パイプエンドキャップ（⿊）・φ２０   R-CAP-20 ¥80 ¥90
製品確認用センター 180731 超小型基本スイッチ           SS-5GL13 ¥150 ¥170
製品確認用センター 181139 スターセンサー             SSW-15 ¥1,680 ¥1,850
取出機アフター部品 182171 ソレノイドバルブ            SY3140-5LO ¥4,200 ¥4,620
配管部品 183060 小型フィルター             STFC-6 ¥2,300 ¥2,530
配管部品 183222 ＳＫＭバインダー １００個入      SKM-20 ¥3,000 ¥3,300
配管部品 183223 ＳＫＭバインダー １００個入      SKM-30 ¥4,000 ¥4,400
吸着パッド 183797 フラッド真空パット・マークレス・⻘   SQN 5 HT1-M5 M ¥1,270 ¥1,270
吸着パッド 183798 フラッド真空パット・マークレス・⻘   SQN 6 HT1-M5 M ¥1,270 ¥1,270
吸着パッド 183799 フラッド真空パット・マークレス・⻘   SQN 8 HT1-M5 M ¥1,270 ¥1,270
吸着パッド 183800 フラッド真空パット・マークレス・⻘   SQN 10 HT1-M5 M ¥1,330 ¥1,330
吸着パッド 183801 フラッド真空パット・マークレス・⻘   SQN 15 HT1-M5 M ¥1,330 ¥1,330
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吸着パッド 183802 フラッド真空パット・マークレス・⻘   SQN 20 HT1-M5M ¥1,330 ¥1,330
吸着パッド 183803 フラッド真空パット・マークレス・⻘   SQN 25 HT1-PT1/8M ¥1,330 ¥1,330
吸着パッド 183804 フラッド真空パット・マークレス・⻘   SQN 30 HT1-PT1/8M ¥1,380 ¥1,380
吸着パッド 183805 フラッド真空パット・マークレス・⻘   SQN 35 HT1-PT1/8M ¥1,380 ¥1,380
吸着パッド 183806 フラッド真空パット・マークレス・⻘   SQN 40 HT1-PT1/8M ¥1,430 ¥1,430
吸着パッド 183807 フラッド真空パット・マークレス・⻘   SQN 50 HT1-PT1/8M ¥1,530 ¥1,530
吸着パッド 183808 フラッド真空パット・マークレス・⻘   SQN 60 HT1-PT1/8 M ¥3,830 ¥3,830
吸着パッド 183809 フラッド真空パット・マークレス・⻘   SQN 80 HT1-PT1/8 M ¥4,480 ¥4,480
吸着パッド 183810 吸着パッド（マークレスゴム）      SQ 5 HT1 ¥770 ¥770
吸着パッド 183811 吸着パッド（マークレスゴム）      SQ 6 HT1 ¥770 ¥770
吸着パッド 183812 吸着パッド（マークレスゴム）      SQ 8 HT1 ¥770 ¥770
吸着パッド 183813 吸着パッド（マークレスゴム）      SQ 10 HT1 ¥830 ¥830
吸着パッド 183814 吸着パッド（マークレスゴム）      SQ 15 HT1 ¥830 ¥830
吸着パッド 183815 吸着パッド（マークレスゴム）      SQ 20 HT1 ¥830 ¥830
吸着パッド 183816 吸着パッド（マークレスゴム）      SQ 25 HT1 ¥830 ¥830
吸着パッド 183817 吸着パッド（マークレスゴム）      SQ 30 HT1 ¥880 ¥880
吸着パッド 183818 吸着パッド（マークレスゴム）      SQ 35 HT1 ¥880 ¥880
吸着パッド 183819 吸着パッド（マークレスゴム）      SQ 40 HT1 ¥930 ¥930
吸着パッド 183820 吸着パッド（マークレスゴム）      SQ 50 HT1 ¥1,030 ¥1,030
吸着パッド 183821 吸着パッド（マークレスゴム）      SQ 60 HT1 ¥3,230 ¥3,230
吸着パッド 183822 吸着パッド（マークレスゴム）      SQ 80 HT1 ¥3,880 ¥3,880
吸着パッド 183823 フラット真空パッド・シリコン・白濁透明 SQN 1 SI-M3 M ¥1,460 ¥1,460
吸着パッド 183824 フラット真空パッド・シリコン・白濁透明 SQN 1.5 SI-M3 M ¥1,460 ¥1,460
吸着パッド 183825 フラット真空パッド・シリコン・白濁透明 SQN 2 SI-M3 M ¥900 ¥900
吸着パッド 183826 フラット真空パッド・シリコン・白濁透明 SQN 3.5 SI-M3 M ¥960 ¥960
吸着パッド 183827 フラット真空パッド・シリコン・白濁透明 SQN 5 SI-M5 M ¥880 ¥880
吸着パッド 183828 フラット真空パッド・シリコン・白濁透明 SQN 6 SI-M5 M ¥880 ¥880
吸着パッド 183829 フラット真空パッド・シリコン・白濁透明 SQN 8 SI-M5 M ¥880 ¥880
吸着パッド 183830 フラット真空パッド・シリコン・白濁透明 SQN 10 SI-M5 M ¥900 ¥900
吸着パッド 183831 フラット真空パッド・シリコン・白濁透明 SQN 15 SI-M5 M ¥900 ¥900
吸着パッド 183832 フラット真空パッド・シリコン・白濁透明 SQN 20 SI-M5 M ¥960 ¥960
吸着パッド 183833 フラット真空パッド・シリコン・白濁透明 SQN 25 SI-PT1/8 M ¥960 ¥960
吸着パッド 183834 フラット真空パッド・シリコン・白濁透明 SQN 30 SI-PT1/8 M ¥1,060 ¥1,060
吸着パッド 183835 フラット真空パッド・シリコン・白濁透明 SQN 35 SI-PT1/8 M ¥1,060 ¥1,060
吸着パッド 183836 フラット真空パッド・シリコン・白濁透明 SQN 40 SI-PT1/8 M ¥1,100 ¥1,100
吸着パッド 183837 フラット真空パッド・シリコン・白濁透明 SQN 50 SI-PT1/8 M ¥1,140 ¥1,140
吸着パッド 183838 フラット真空パッド・シリコン・白濁透明 SQN 60 SI-PT1/8 M ¥2,940 ¥2,940
吸着パッド 183839 フラット真空パッド・シリコン・白濁透明 SQN 80 SI-PT1/8 M ¥3,420 ¥3,420
吸着パッド 183840 吸着パッド（シリコンゴム）       SQ 1 SI ¥460 ¥460
吸着パッド 183841 吸着パッド（シリコンゴム）       SQ 1.5 SI ¥460 ¥460
吸着パッド 183842 吸着パッド（シリコンゴム）       SQ 2 SI ¥460 ¥460
吸着パッド 183843 吸着パッド（シリコンゴム）       SQ 3.5 SI ¥460 ¥460
吸着パッド 183844 吸着パッド（シリコンゴム）       SQ 5 SI ¥380 ¥380
吸着パッド 183845 吸着パッド（シリコンゴム）       SQ 6 SI ¥380 ¥380
吸着パッド 183846 吸着パッド（シリコンゴム）       SQ 8 SI ¥380 ¥380
吸着パッド 183847 吸着パッド（シリコンゴム）       SQ 10 SI ¥400 ¥400
吸着パッド 183848 吸着パッド（シリコンゴム）       SQ 15 SI ¥400 ¥400
吸着パッド 183849 吸着パッド（シリコンゴム）       SQ 20 SI ¥460 ¥460
吸着パッド 183850 吸着パッド（シリコンゴム）       SQ 25 SI ¥460 ¥460
吸着パッド 183851 吸着パッド（シリコンゴム）       SQ 30 SI ¥560 ¥560
吸着パッド 183852 吸着パッド（シリコンゴム）       SQ 35 SI ¥560 ¥560
吸着パッド 183853 吸着パッド（シリコンゴム）       SQ 40 SI ¥600 ¥600
吸着パッド 183854 吸着パッド（シリコンゴム）       SQ 50 SI ¥640 ¥640
吸着パッド 183855 吸着パッド（シリコンゴム）       SQ 60 SI ¥2,340 ¥2,340
吸着パッド 183856 吸着パッド（シリコンゴム）       SQ 80 SI ¥2,820 ¥2,820
吸着パッド 183857 ベローズパッド・マークレス・⻘１．５段 SFSGA 11 HT1-M5 M ¥1,930 ¥1,930
吸着パッド 183858 ベローズパッド・マークレス・⻘１．５段 SFSGA 14 HT1-M5 M ¥2,130 ¥2,130
吸着パッド 183859 ベローズパッド・マークレス・⻘１．５段 SFSGA 16 HT1-M5 M ¥2,130 ¥2,130
吸着パッド 183860 ベローズパッド・マークレス・⻘１．５段 SFSGA 20 HT1-M5 M ¥2,430 ¥2,430
吸着パッド 183861 ベローズパッド・マークレス・⻘１．５段 SFSGA 22 HT1-M5 M ¥2,430 ¥2,430
吸着パッド 183862 ベローズパッド・マークレス・⻘１．５段 SFSGA 33 HT1-PT1/8 M ¥2,780 ¥2,780
吸着パッド 183863 ベローズパッド・マークレス・⻘１．５段 SFSGA 43 HT1-PT1/8 M ¥3,380 ¥3,380
吸着パッド 183864 ベローズパッド・マークレス・⻘１．５段 SFSGA 53 HT1-PT1/8 M ¥4,680 ¥4,680
吸着パッド 183865 吸着パッド（１．５段マークレスゴム）  SFGA 11 HT 1 ¥1,430 ¥1,430
吸着パッド 183866 吸着パッド（１．５段マークレスゴム）  SFGA 14 HT1 ¥1,630 ¥1,630
吸着パッド 183867 吸着パッド（１．５段マークレスゴム）  SFGA 16 HT1 ¥1,630 ¥1,630
吸着パッド 183868 吸着パッド（１．５段マークレスゴム）  SFGA 20 HT1 ¥1,930 ¥1,930
吸着パッド 183869 吸着パッド（１．５段マークレスゴム）  SFGA 22 HT1 ¥1,930 ¥1,930
吸着パッド 183870 吸着パッド（１．５段マークレスゴム）  SFGA 25 HT1 ¥1,930 ¥1,930
吸着パッド 183871 吸着パッド（１．５段マークレスゴム）  SFGA 33 HT1 ¥1,930 ¥1,930
吸着パッド 183872 吸着パッド（１．５段マークレスゴム）  SFGA 43 HT1 ¥2,530 ¥2,530
吸着パッド 183874 ベローズパッド・シリコン・白透１．５段 SFSGA 11 SI-M5 M ¥1,140 ¥1,140
吸着パッド 183875 ベローズパッド・シリコン・白透１．５段 SFSGA 14 SI-M5 M ¥1,240 ¥1,240
吸着パッド 183876 ベローズパッド・シリコン・白透１．５段 SFSGA 16 SI-M5 M ¥1,240 ¥1,240
吸着パッド 183877 ベローズパッド・シリコン・白透１．５段 SFSGA 20 SI-M5 M ¥1,260 ¥1,260
吸着パッド 183878 ベローズパッド・シリコン・白透１．５段 SFSGA 22 SI-M5 M ¥1,280 ¥1,280
吸着パッド 183879 ベローズパッド・シリコン・白透１．５段 SFSGA 33 SI-PT1/8 M ¥2,180 ¥2,180
吸着パッド 183880 ベローズパッド・シリコン・白透１．５段 SFSGA 43 SI-PT1/8 M ¥2,680 ¥2,680
吸着パッド 183881 ベローズパッド・シリコン・白透１．５段 SFSGA 53 SI-PT1/8 M ¥3,280 ¥3,280
吸着パッド 183882 ベローズパッド・シリコン・白透１．５段 SFSGA 63 SI-PT1/8 M ¥4,330 ¥4,330
吸着パッド 183883 吸着パッド（１．５段シリコンゴム）   SFGA 11 SI ¥640 ¥640
吸着パッド 183884 吸着パッド（１．５段シリコンゴム）   SFGA 14 SI ¥740 ¥740
吸着パッド 183885 吸着パッド（１．５段シリコンゴム）   SFGA 16 SI ¥740 ¥740
吸着パッド 183886 吸着パッド（１．５段シリコンゴム）   SFGA 20 SI ¥760 ¥760
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吸着パッド 183887 吸着パッド（１．５段シリコンゴム）   SFGA 22 SI ¥780 ¥780
吸着パッド 183888 吸着パッド（１．５段シリコンゴム）   SFGA 25 SI ¥880 ¥880
吸着パッド 183889 吸着パッド（１．５段シリコンゴム）   SFGA 33 SI ¥1,330 ¥1,330
吸着パッド 183890 吸着パッド（１．５段シリコンゴム）   SFGA 43 SI ¥1,830 ¥1,830
吸着パッド 183891 吸着パッド（１．５段シリコンゴム）   SFGA 53 SI ¥2,430 ¥2,430
吸着パッド 183892 吸着パッド（１．５段シリコンゴム）   SFGA 63 SI ¥3,480 ¥3,480
吸着パッド 183893 ベローズパッド・マークレス・⻘２．５段 SFSG 9 HT1-M5 M ¥1,930 ¥1,930
吸着パッド 183894 ベローズパッド・マークレス・⻘２．５段 SFSG 12 HT1-M5 M ¥1,930 ¥1,930
吸着パッド 183895 ベローズパッド・マークレス・⻘２．５段 SFSG 14 HT1-M5 M ¥1,930 ¥1,930
吸着パッド 183896 ベローズパッド・マークレス・⻘２．５段 SFSG 18 HT1-M5 M ¥1,930 ¥1,930
吸着パッド 183897 ベローズパッド・マークレス・⻘２．５段 SFSG 20 HT1-M5 M ¥2,080 ¥2,080
吸着パッド 183898 ベローズパッド・マークレス・⻘２．５段 SFSG 25 HT1-PT1/8 M ¥2,730 ¥2,730
吸着パッド 183899 ベローズパッド・マークレス・⻘２．５段 SFSG 32 HT1-PT1/8 M ¥3,080 ¥3,080
吸着パッド 183900 ベローズパッド・マークレス・⻘２．５段 SFSG 42 HT1-PT1/8 M ¥3,380 ¥3,380
吸着パッド 183901 吸着パッド（２．５段マークレスゴム）  SFG 9 HT1 ¥1,430 ¥1,430
吸着パッド 183902 吸着パッド（２．５段マークレスゴム）  SFG 12 HT1 ¥1,430 ¥1,430
吸着パッド 183903 吸着パッド（２．５段マークレスゴム）  SFG 14 HT1 ¥1,430 ¥1,430
吸着パッド 183904 吸着パッド（２．５段マークレスゴム）  SFG 18 HT1 ¥1,430 ¥1,430
吸着パッド 183905 吸着パッド（２．５段マークレスゴム）  SFG 20 HT1 ¥1,580 ¥1,580
吸着パッド 183906 吸着パッド（２．５段マークレスゴム）  SFG 25 HT1 ¥2,230 ¥2,230
吸着パッド 183907 吸着パッド（２．５段マークレスゴム）  SFG 32 HT1 ¥2,230 ¥2,230
吸着パッド 183908 吸着パッド（２．５段マークレスゴム）  SFG 42 HT1 ¥2,530 ¥2,530
吸着パッド 183909 ベローズパッド・シリコン・白透２．５段 SFSG 5 SI-M5 M ¥1,280 ¥1,280
吸着パッド 183910 ベローズパッド・シリコン・白透２．５段 SFSG 7 SI-M5 M ¥1,280 ¥1,280
吸着パッド 183911 ベローズパッド・シリコン・白透２．５段 SFSG 9 SI-M5 M ¥1,280 ¥1,280
吸着パッド 183912 ベローズパッド・シリコン・白透２．５段 SFSG 12 SI-M5 M ¥1,280 ¥1,280
吸着パッド 183913 ベローズパッド・シリコン・白透２．５段 SFSG 14 SI-M5 M ¥1,320 ¥1,320
吸着パッド 183914 ベローズパッド・シリコン・白透２．５段 SFSG 18 SI-M5 M ¥1,320 ¥1,320
吸着パッド 183915 ベローズパッド・シリコン・白透２．５段 SFSG 20 SI-M5 M ¥1,380 ¥1,380
吸着パッド 183916 ベローズパッド・シリコン・白透２．５段 SFSG 25 SI-PT1/8 M ¥1,480 ¥1,480
吸着パッド 183917 ベローズパッド・シリコン・白透２．５段 SFSG 32 SI-PT1/8 M ¥2,280 ¥2,280
吸着パッド 183918 ベローズパッド・シリコン・白透２．５段 SFSG 42 SI-PT1/8 M ¥2,680 ¥2,680
吸着パッド 183919 ベローズパッド・シリコン・白透２．５段 SFSG 52 SI-PT1/8 M ¥2,980 ¥2,980
吸着パッド 183920 ベローズパッド・シリコン・白透２．５段 SFSG 62 SI-PT1/8 M ¥3,480 ¥3,480
吸着パッド 183921 吸着パッド（２．５段シリコンゴム）   SFG 5 SI ¥780 ¥780
吸着パッド 183922 吸着パッド（２．５段シリコンゴム）   SFG 7 SI ¥780 ¥780
吸着パッド 183923 吸着パッド（２．５段シリコンゴム）   SFG 9 SI ¥780 ¥780
吸着パッド 183924 吸着パッド（２．５段シリコンゴム）   SFG 12 SI ¥780 ¥780
吸着パッド 183925 吸着パッド（２．５段シリコンゴム）   SFG 14 SI ¥820 ¥820
吸着パッド 183926 吸着パッド（２．５段シリコンゴム）   SFG 20 SI ¥880 ¥880
吸着パッド 183927 吸着パッド（２．５段シリコンゴム）   SFG 25 SI ¥980 ¥980
吸着パッド 183928 吸着パッド（２．５段シリコンゴム）   SFG 32 SI ¥1,430 ¥1,430
吸着パッド 183929 吸着パッド（２．５段シリコンゴム）   SFG 42 SI ¥1,830 ¥1,830
吸着パッド 183930 吸着パッド（２．５段シリコンゴム）   SFG 52 SI ¥2,130 ¥2,130
吸着パッド 183931 吸着パッド（２．５段シリコンゴム）   SFG 62 SI ¥2,630 ¥2,630
吸着パッド 183932 ⻑円パッド・マークレス・⻘       SSGON 2*4 HT1-M3 M ¥2,030 ¥2,030
吸着パッド 183933 ⻑円パッド・マークレス・⻘       SSGON 3.5*7 HT1-M3 M ¥2,030 ¥2,030
吸着パッド 183934 ⻑円パッド・マークレス・⻘       SSGON 5*15 HT1-M5 M ¥3,880 ¥3,880
吸着パッド 183935 ⻑円パッド・マークレス・⻘       SSGON 6*18 HT1-M5 M ¥3,900 ¥3,900
吸着パッド 183936 ⻑円パッド・マークレス・⻘       SSGON 8*24 HT1-PT1/8 M ¥4,430 ¥4,430
吸着パッド 183937 ⻑円パッド・マークレス・⻘       SSGON 10*30 HT1-PT1/8 M ¥4,930 ¥4,930
吸着パッド 183938 ⻑円パッド・マークレス・⻘       SSGON 15*45 HT1-PT1/8 M ¥5,080 ¥5,080
吸着パッド 183940 吸着パッド（⻑円マークレスゴム）    SSGO 2*4 HT1 ¥1,530 ¥1,530
吸着パッド 183941 吸着パッド（⻑円マークレスゴム）    SSGO 3.5*7 HT1 ¥1,530 ¥1,530
吸着パッド 183942 吸着パッド（⻑円マークレスゴム）    SSGO 5*15 HT1 ¥3,180 ¥3,180
吸着パッド 183943 吸着パッド（⻑円マークレスゴム）    SSGO 6*18 HT1 ¥3,200 ¥3,200
吸着パッド 183944 吸着パッド（⻑円マークレスゴム）    SSGO 8*24 HT1 ¥3,730 ¥3,730
吸着パッド 183945 吸着パッド（⻑円マークレスゴム）    SSGO 10*30 HT1 ¥4,230 ¥4,230
吸着パッド 183946 吸着パッド（⻑円マークレスゴム）    SSGO 15*45 HT1 ¥4,380 ¥4,380
吸着パッド 183953 吸着パット（⻑円シリコンオネジ）    SSGON 20*60 SI-PT1/8 M ¥4,580 ¥4,580
吸着パッド 183954 吸着パット（⻑円シリコンオネジ）    SSGON 25*75 SI-PT1/8 M ¥5,480 ¥5,480
吸着パッド 183955 吸着パット（⻑円シリコンオネジ）    SSGON 30*90 SI-PT1/8 M ¥6,280 ¥6,280
吸着パッド 183961 吸着パット（⻑円シリコンゴム）     SSGO 20*60 SI ¥3,880 ¥3,880
吸着パッド 183962 吸着パット（⻑円シリコンゴム）     SSGO 25*75 SI ¥4,780 ¥4,780
吸着パッド 183963 吸着パット（⻑円シリコンゴム）     SSGO 30*90 SI ¥5,580 ¥5,580
吸着パッド 183977 真空グリッパー・７６×２２・１０ｍｍ  SFM-76/22-SW-10-B ¥28,000 ¥28,000
吸着パッド 183978 スポンジシール・７６×２２バルブ無   SFMSEAL76/22SW10BW/OV ¥3,500 ¥3,500
吸着パッド 183979 真空グリッパー・１２０×６０・１０ｍｍ SFX-120/60-SW-1.5-10-B ¥77,000 ¥77,000
吸着パッド 183980 スポンジシール・１２０×６０バルブ無  SFXFMSEAL120/60SW10BW/OV ¥6,800 ¥6,800
エジェクター／フィルター／チェックバルブ 183988 プラスチックエジェクター        SSBP-10-S2-SDA ¥2,480 ¥2,480
エジェクター／フィルター／チェックバルブ 183989 プラスチックエジェクター        SSBP-15-S2-SDA ¥2,580 ¥2,580
エジェクター／フィルター／チェックバルブ 183990 クリップマウント            SBEF-PL-110*45 ¥1,960 ¥1,960
エジェクター／フィルター／チェックバルブ 183991 プラスチックエジェクター        SSBP-20-S3-SDA ¥12,500 ¥12,500
吸着パッド 183993 ベローズパッド・マークレス・⻘１．５段 SFSGA 25 HT1-PT1/8 M ¥2,430 ¥2,430
吸着パッド 183994 ベローズパッド・シリコン・白透１．５段 SFSGA 25 SI-PT1/8 M ¥1,380 ¥1,380
吸着パッド 184081 吸着パット（⻑円シリコンオネジ）    SSGON 6*18 SI-M5 M ¥3,030 ¥3,030
吸着パッド 184082 吸着パット（⻑円シリコンオネジ）    SSGON 8*24 SI-PT1/8 M ¥3,480 ¥3,480
吸着パッド 184085 吸着パッド（２．５段シリコンゴム）   SFG 18 SI ¥820 ¥820
吸着パッド 184087 吸着パット（⻑円シリコンゴム）     SSGO 6*18 SI ¥2,330 ¥2,330
吸着パッド 184088 吸着パット（⻑円シリコンゴム）     SSGO 8*24 SI ¥2,780 ¥2,780
エジェクター／フィルター／チェックバルブ 184150 小型チェックバルブ・真空パット用    SSVK-M5 ¥2,580 ¥2,580
エジェクター／フィルター／チェックバルブ 184151 小型チェックバルブ・真空パット用    SSVK-G1/8 ¥3,780 ¥3,780
ツールチェンジャーアクセサリー 184474 パッキン                S6(C00503-A00X8) ¥70 ¥80
取出機アフター部品 184565 ウェアリング              SWA-50 ¥770 ¥850
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取出機アフター部品 184608 ウェアリング              SWA-25 ¥690 ¥760
取出機アフター部品 184609 ウェアリング              SWA-75 ¥1,100 ¥1,210
レッツジョイントSUS 185124 レッツＳＵＳ・⾓パイプ         S10*20*1500 ¥4,200 ¥4,620
レッツジョイントSUS 185125 レッツＳＵＳ・⾓パイプ         S25*25*1500 ¥4,500 ¥4,950
レッツSUS 185126 ⾓クロスコネクター・１０−２０     S-CROSS 10-20 ¥5,600 ¥6,160
レッツSUS 185127 ⾓クロスコネクター・２５−２５     S-CROSS 25-25 ¥6,500 ¥7,150
レッツジョイント 185128 アタッチブラケット・１０−２０・Ｍ６  S-ATBR 10-20･M6 ¥1,400 ¥1,540
レッツSUS 185129 ⾓スライドブラケット・１０−２０    S-SLBR10-20 ¥1,400 ¥1,540
レッツSUS 185130 ⾓スライドブラケット・２０−１０    S-SLBR20-10 ¥1,700 ¥1,870
レッツSUS 185131 ⾓スライドブラケット・２５−２５    S-SLBR25-25 ¥1,600 ¥1,760
レッツSUS 185132 ⾓ブラケット・１０・ＭＣＤ       S-BR10 MCD ¥1,800 ¥1,980
レッツSUS 185133 ⾓ブラケット・２０・ＭＣＤ       S-BR20 MCD ¥2,200 ¥2,420
レッツSUS 185134 ⾓ブラケット・２５・ＭＣＤ       S-BR25 MCD ¥1,800 ¥1,980
レッツSUS 185135 変換ブロック・２５−φ２０       S-CBL25-D20 ¥1,900 ¥2,090
レッツSUS 185136 変換ブロック・２５−１０−２０     S-CBL25-10-20 ¥1,100 ¥1,210
レッツジョイント 185218 パイプエンドキャップ・２５＊２５    S-CAP 25-25 ¥120 ¥130
レッツジョイント 185219 パイプエンドキャップ・１０＊２０    S-CAP 10-20 ¥120 ¥130
取出機アフター部品 185221 コイルスプリング            SAWANE5115 ¥60 ¥70
機能品チャック 185352 マグネットグリッパー          SSGM 40G 1/4-IG ¥46,000 ¥46,000
機能品チャック 185353 マグネットグリッパー          SSGM 50G 1/4-IG ¥49,000 ¥49,000
機能品チャック 185354 マグネットグリッパー          SSGM 70G 1/4-IG ¥59,000 ¥59,000
機能品チャック 185355 マグネットグリッパー          SSGM-S-40-G1/4-IG-PNP ¥68,000 ¥68,000
機能品チャック 185356 マグネットグリッパー          SSGM-S-50-G1/4-IG-PNP ¥73,000 ¥73,000
機能品チャック 185357 マグネットグリッパー          SSGM-S-70-G1/4-IG-PNP ¥79,000 ¥79,000
機能品チャック 185358 マグネットグリッパー          SSGM-S-40-G1/4-IG-NPN ¥68,000 ¥68,000
機能品チャック 185359 マグネットグリッパー          SSGM-S-50-G1/4-IG-NPN ¥73,000 ¥73,000
機能品チャック 185360 マグネットグリッパー          SSGM-S-70-G1/4-IG-NPN ¥79,000 ¥79,000
機能品チャック 186255 ニードルグリッパー           SNG-M-4-0.8 ¥110,000 ¥110,000
機能品チャック 186256 ニードルグリッパー           SNG-AP-10-0.8-V-10 ¥178,000 ¥178,000
機能品チャック 186257 ニードルグリッパー           SNG-AP-10-1.2-V-10 ¥178,000 ¥178,000
取出機アフター部品 186265 フィルタエレメントサービスキット    SC3-FE ¥190 ¥210
取出機アフター部品 186266 サイレンサエレメントサービスキット   SC3-SE01 ¥190 ¥210
ツールチェンジャーアクセサリー 186738 Ｏリング                SS3(C03700-A0) ¥50 ¥60
ツールチェンジャーアクセサリー 186825 パッキン（ロボット側）         S9(1AS-9) ¥100 ¥110
工具／治具 187038 両口スパナセット            SMS621H ¥2,880 ¥3,170
工具／治具 187039 極薄スパナセット            SNT-0550 ¥1,680 ¥1,850
吸着金具 187128 スペーサー               SP-S5-6 ¥350 ¥390
吸着パッド 187222 ⻑円パッド・シリコン・白        SSGON-4*2-SI-65-M3-M ¥1,630 ¥1,630
吸着パッド 187223 ⻑円パッド・シリコン・白        SSGON-7*3.5-SI-65-M3-M ¥1,630 ¥1,630
吸着パッド 187224 ⻑円パッド・シリコン・白        SSGON-15*5-SI-65-M5-M ¥2,980 ¥2,980
吸着パッド 187225 ⻑円パッド・シリコン・白        SSGON-30*10-SI-65-PT1/8-M ¥3,880 ¥3,880
吸着パッド 187226 ⻑円パッド・シリコン・白        SSGON-45*15-SI-65-PT1/8-M ¥3,980 ¥3,980
吸着パッド 187227 吸着パッド（⻑円シリコンゴム）     SSGO-4*2-SI-65 ¥1,130 ¥1,130
吸着パッド 187228 吸着パッド（⻑円シリコンゴム）     SSGO-7*3.5-SI-65 ¥1,130 ¥1,130
吸着パッド 187229 吸着パッド（⻑円シリコンゴム）     SSGO-15*5-SI-65 ¥2,280 ¥2,280
吸着パッド 187230 吸着パッド（⻑円シリコンゴム）     SSGO-30*10-SI-65 ¥3,180 ¥3,180
吸着パッド 187231 吸着パッド（⻑円シリコンゴム）     SSGO-45*15-SI-65 ¥3,280 ¥3,280
吸着パッド 187562 吸着パッド・薄鋼板用（ネジ付）     SSAXM-30-ED85-PT1/8AGJNT ¥4,930 ¥4,930
吸着パッド 187563 吸着パッド・薄鋼板用（ネジ付）     SSAXM-40-ED85-PT1/8AGJNT ¥5,030 ¥5,030
吸着パッド 187564 吸着パッド・薄鋼板用（ネジ付）     SSAXM-50-ED85-PT1/8AGJNT ¥5,120 ¥5,120
吸着パッド 187565 吸着パッド・薄鋼板用（ネジ付）     SSAXM-60-ED85-PT1/8AGJNT ¥5,320 ¥5,320
吸着パッド 187566 吸着パッド・薄鋼板用（ネジ付）     SSAXM-80-ED85-PT1/8SGJNT ¥5,700 ¥5,700
吸着パッド 187567 吸着パッド・薄鋼板用（ネジ付）     SSAXM-100-ED85-PT1/8AGJNT ¥6,080 ¥6,080
吸着パッド 187568 吸着パッド・薄鋼板用（ネジ付）     SSAXM-115-ED85-PT1/8AGJNT ¥6,560 ¥6,560
配管部品 190002 スピコン                SCO ¥1,790 ¥1,970
配管部品 190009 レギュレーター             RSR ¥3,360 ¥3,700
配管部品 190106 継手                  PF ¥90 ¥100
配管部品 190107 継手                  NF ¥90 ¥100
配管部品 190108 継手                  BF-6 ¥90 ¥100
配管部品 190109 継手                  BF-5 ¥90 ¥100
配管部品 190110 継手                  EF ¥120 ¥130
配管部品 190111 継手                  TF ¥120 ¥130
配管部品 190112 継手                  RBF ¥90 ¥100
配管部品 190113 継手                  RBF-1 ¥100 ¥110
工具／治具 190508 チューブカッター            TK-1 ¥3,000 ¥3,300
吸着パッド 193511 吸着パッド・ＴＲ・φ６・茶・スモール  TR-1062-1(ｼﾘｺﾝ) ¥760 ¥840
吸着パッド 193512 吸着パッド・ＴＲ・φ８・茶・スモール  TR-1062-2(ｼﾘｺﾝ) ¥760 ¥840
配管部品 193564 ポリウレタンチューブ・⻘        TU0425BU-20 ¥1,500 ¥1,650
配管部品 193566 ポリウレタンチューブ・⻘        TU0604BU-20 ¥2,500 ¥2,750
吸着パッド 196135 吸着パッド・ＴＲ・φ１０・茶・スモール TR-1062-3(ｼﾘｺﾝ) ¥760 ¥840
吸着パッド 196136 吸着パッド・ＴＲ・φ１２・茶・スモール TR-1062-4(ｼﾘｺﾝ) ¥760 ¥840
配管部品 196277 ポリウレタンチューブ・⿊・マイクロ用  TU0425B-20 ¥1,500 ¥1,650
配管部品 196278 ポリウレタンチューブ・⿊        TU0604B-20 ¥2,500 ¥2,750
吸着パッド 196327 吸着パッド・ＴＲ・φ６・茶・ミニ    TR-1062-1M(ｼﾘｺﾝ) ¥630 ¥690
吸着パッド 196342 吸着パッド・ＴＲ・φ８・茶・ミニ    TR-1062-2M(ｼﾘｺﾝ) ¥630 ¥690
自在チャック 196372 強化自在チャックレール（⻑尺加工無）  T-1-2000L ¥2,080 ¥2,290
吸着パッド 196397 吸着パッド・ＴＲＮ・φ１２・緑・ミニ  TRN-1062-4M(ﾆﾄﾘﾙ) ¥1,120 ¥1,230
吸着パッド 196398 吸着パッド・ＴＲＮ・φ１２・緑スモール TRN-1062-4(ﾆﾄﾘﾙ) ¥1,500 ¥1,650
吸着パッド 196399 吸着パッド・ＴＲＮ・φ１０・緑・ミニ  TRN-1062-3M(ﾆﾄﾘﾙ) ¥1,120 ¥1,230
吸着パッド 196400 吸着パッド・ＴＲＮ・φ１０・緑スモール TRN-1062-3(ﾆﾄﾘﾙ) ¥1,500 ¥1,650
吸着パッド 196401 吸着パッド・ＴＲＮ・φ８・緑・ミニ   TRN-1062-2M(ﾆﾄﾘﾙ) ¥1,120 ¥1,230
吸着パッド 196402 吸着パッド・ＴＲＮ・φ８・緑・スモール TRN-1062-2(ﾆﾄﾘﾙ) ¥1,500 ¥1,650
吸着パッド 196403 吸着パッド・ＴＲＮ・φ６・緑・ミニ   TRN-1062-1M(ﾆﾄﾘﾙ) ¥1,120 ¥1,230
吸着パッド 196404 吸着パッド・ＴＲＮ・φ６・緑・スモール TRN-1062-1(ﾆﾄﾘﾙ) ¥1,500 ¥1,650
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吸着パッド 196405 吸着パッド・ＴＲ・φ１２・茶・ミニ   TR-1062-4M(ｼﾘｺﾝ) ¥700 ¥770
吸着パッド 196406 吸着パッド・ＴＲ・φ１０・茶・ミニ   TR-1062-3M(ｼﾘｺﾝ) ¥700 ¥770
配管部品 196513 ポリウレタンチューブ・赤        TU0425R-20 ¥1,500 ¥1,650
配管部品 196514 ポリウレタンチューブ・⻩        TU0425Y-20 ¥1,500 ¥1,650
配管部品 196515 ポリウレタンチューブ・緑        TU0425G-20 ¥1,500 ¥1,650
配管部品 196516 ポリウレタンチューブ・白        TU0425W-20 ¥1,500 ¥1,650
配管部品 196517 ポリウレタンチューブ・赤        TU0604R-20 ¥2,500 ¥2,750
配管部品 196518 ポリウレタンチューブ・⻩        TU0604Y-20 ¥2,500 ¥2,750
配管部品 196519 ポリウレタンチューブ・緑        TU0604G-20 ¥2,500 ¥2,750
配管部品 196520 ポリウレタンチューブ・白        TU0604W-20 ¥2,500 ¥2,750
配管部品 196530 ソフトポリウレタンチューブ・白     TUS0425W-20 ¥2,480 ¥2,730
配管部品 196531 ソフトポリウレタンチューブ・白     TUS0604W-20 ¥3,720 ¥4,090
自動交換システム 196532 ハンガーツール             TS ¥2,000 ¥2,230
自動交換システム 196533 ハンガーツール             TSA ¥4,500 ¥4,950
エアーニッパー（小型・中型） 196559 クリップ・ＴＭＡ・φ２０＊φ２０    TMA-CL (20*20) ¥1,350 ¥1,490
ジャングルジム 196560 クリップ・ＴＭＡ・φ２０＊φ１２    TMA-CL (20*12) ¥1,350 ¥1,490
ジャングルジム 196561 クリップ・ＴＭＡ・φ１２＊φ１２    TMA-CL (12*12) ¥1,000 ¥1,100
ジャングルジム 196562 クリップ・ＴＭＡ・φ１２＊φ８     TMA-CL (12*8) ¥1,000 ¥1,100
ジャングルジム 196563 クリップ・ＴＭＡ・φ８＊φ８      TMA-CL (8*8) ¥1,000 ¥1,100
ジャングルジム 196564 クリップ・ＴＭＡ・φ１２＊φ１０    TMA-CL (12*10) ¥850 ¥940
取出機アフター部品 196575 近接スイッチ（コネクタ付）       TL-Q5MC1-XMR ¥3,100 ¥3,410
自動交換システム 196636 ネオチャックハンガー・ツール側     TNE-48I ¥15,500 ¥17,050
自動交換システム 196637 ネオチャックハンガー・ツール側     TNE-SI ¥15,500 ¥17,050
取出機アフター部品 196638 オートスイッチ             T0H-XMR ¥4,100 ¥4,510
自動交換システム 196656 ハンガーツール             TLA1 ¥8,800 ¥9,680
吸着パッド 196688 パットインパッドテストキット（１）   TEST KIT VERSION (1) ¥15,000 ¥16,500
自動交換システム 196727 ネオチャックハンガー・ツール側     TNE-SLI ¥18,000 ¥19,800
配管部品 196749 接続端子                TMEDN480509-FA ¥30 ¥30
取出機アフター部品 196855 近接スイッチ異周波仕様（コネクタ付）  TL-Q5MC15-XMR ¥2,200 ¥2,420
工具／治具 197169 板ラチェットドライバー         TD-76 ¥990 ¥1,090
工具／治具 197170 精密ドライバーセット          TD-56 ¥1,280 ¥1,410
工具／治具 197171 オープンスパナセット          TS-05 ¥2,180 ¥2,400
工具／治具 197172 ラチェット式チューブカッター      TTCR-322T ¥4,380 ¥4,820
工具／治具 197173 パイプリーマー（銅管・ステンレス管用） TSR-2 ¥7,100 ¥7,810
工具／治具 197174 アルミ合金バイス            TAB-70 ¥6,700 ¥7,370
配管部品 200039 ウレタンチューブ            UF4.5*2.7 (5M) ¥720 ¥790
配管部品 200040 ウレタンチューブ            UF6*4 (5M) ¥770 ¥850
配管部品 200112 ウレタンチューブ            UF6*4 (20M) ¥3,000 ¥3,300
配管部品 200113 ウレタンチューブ            UF4.5*2.7 (20M) ¥2,800 ¥3,080
マイクロミニシリンダー 200122 マイクロミニシリンダー         UMCD-5 ¥2,100 ¥2,310
マイクロミニシリンダー 200123 マイクロミニシリンダー         UMCD-10 ¥2,150 ¥2,370
マイクロミニシリンダー 200124 マイクロミニシリンダー・スリム型    UMCD-5P ¥2,400 ¥2,640
マイクロミニシリンダー 200125 マイクロミニシリンダー・スリム型    UMCD-10P ¥2,320 ¥2,550
ツールチェンジャーアクセサリー 200223 コイルスプリング            UR5-10 ¥250 ¥280
エアーニッパー（小型・中型） 200254 スライドスプリング（ＮＷ−５０用）   UM8-25 ¥160 ¥180
エアーニッパー（小型・中型） 200255 スライドスプリング（ＮＷ−５０Ｒ用）  UM13-25 ¥160 ¥180
ツールチェンジャーアクセサリー 200257 コイルスプリング            UR8-15 ¥280 ¥310
工具／治具 200263 コンビハンマー             UD7-10 ¥2,980 ¥3,280
吸着パッド 210044 吸着パッド・ビス止・フリー・シリコン茶 VAPH-60F-2(ｼﾘｺﾝ) ¥2,200 ¥2,420
吸着パッド 210191 吸着パッド・埋込み式・シリコン・茶   VAPH-8C ¥200 ¥220
吸着パッド 210192 吸着パッド・埋込み式・シリコン・茶   VAPH-12C ¥240 ¥260
吸着パッド 210193 吸着パッド・埋込み式・シリコン・茶   VAPH-15C ¥300 ¥330
吸着パッド 210194 吸着パッド・埋込み式・シリコン・茶   VAPH-20C ¥320 ¥350
吸着パッド 210195 吸着パッド・埋込み式・シリコン・茶   VAPH-30C ¥360 ¥400
吸着パッド 210196 吸着パッド・埋込み式・シリコン・茶   VAPH-40C ¥450 ¥500
吸着パッド 210255 吸着パッド・埋込み式・シリコン・茶   VAPH-6C ¥180 ¥200
吸着パッド 210280 吸着パッド・フリー・シリコン・茶    VAPH-12C-2 ¥450 ¥500
吸着パッド 210310 吸着パッド・フリー・シリコン・茶    VAPH-20C-2 ¥470 ¥520
吸着パッド 210311 吸着パッド・ビス止式・シリコン・茶   VAPH-60F ¥670 ¥740
吸着パッド 210389 吸着パッド・十字・シリコン・茶     VAPH-15C-1 ¥450 ¥500
吸着パッド 210390 吸着パッド・十字・シリコン・茶     VAPH-20C-1 ¥500 ¥550
吸着パッド 210395 吸着パッド・埋込式・ウレタン・乳白   VAPU-6C ¥510 ¥560
吸着パッド 210396 吸着パッド・埋込式・ウレタン・乳白   VAPU-8C ¥510 ¥560
吸着パッド 210397 吸着パッド・埋込式・ウレタン・乳白   VAPU-12C ¥540 ¥590
吸着パッド 210398 吸着パッド・埋込式・ウレタン・乳白   VAPU-15C ¥570 ¥630
吸着パッド 210399 吸着パッド・埋込式・ウレタン・乳白   VAPU-20C ¥570 ¥630
吸着パッド 210400 吸着パッド・埋込式・ウレタン・乳白   VAPU-30C ¥570 ¥630
吸着パッド 210401 吸着パッド・埋込式・ウレタン・乳白   VAPU-40C ¥630 ¥690
吸着パッド 210402 吸着パッド・埋込式・フッ素・⿊     VAPF-6C ¥880 ¥970
吸着パッド 210403 吸着パッド・埋込式・フッ素・⿊     VAPF-8C ¥880 ¥970
吸着パッド 210404 吸着パッド・埋込式・フッ素・⿊     VAPF-12C ¥990 ¥1,090
吸着パッド 210405 吸着パッド・埋込式・フッ素・⿊     VAPF-15C ¥1,100 ¥1,210
吸着パッド 210406 吸着パッド・埋込式・フッ素・⿊     VAPF-20C ¥1,100 ¥1,210
吸着パッド 210407 吸着パッド・埋込式・フッ素・⿊     VAPF-30C ¥1,100 ¥1,210
吸着パッド 210408 吸着パッド・埋込式・フッ素・⿊     VAPF-40C ¥1,500 ¥1,650
吸着パッド 210409 吸着パッド・フリー・ウレタン・乳白   VAPU-12C-2 ¥880 ¥970
吸着パッド 210410 吸着パッド・フリー・ウレタン・乳白   VAPU-20C-2 ¥830 ¥910
吸着パッド 210411 吸着パッド・フリー・フッ素・⿊     VAPF-12C-2 ¥1,100 ¥1,210
吸着パッド 210412 吸着パッド・フリー・フッ素・⿊     VAPF-20C-2 ¥1,500 ¥1,650
製品確認用センサー 210414 ヒンジレバー・ＶＸ−５−１Ａ２用    VAV-5 ¥170 ¥190
吸着パッド 210417 吸着パッド・ビス止式・フッ素・⿊    VAPF-60F ¥2,100 ¥2,310
吸着パッド 210534 吸着パッド・スポンジ付・シリコン・茶  VAPH-15C-SP ¥650 ¥720
吸着パッド 210535 吸着パッド・スポンジ付・シリコン・茶  VAPH-20C-SP ¥690 ¥760
吸着パッド 210536 吸着パッド・スポンジ付・シリコン・茶  VAPH-30C-SP ¥950 ¥1,050
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吸着パッド 210537 吸着パッド・スポンジ付・シリコン・茶  VAPH-40C-SP ¥1,200 ¥1,320
吸着パッド 210538 吸着パッド・ビス止スポンジ・シリコン茶 VAPH-60F-SP ¥1,500 ¥1,650
吸着パッド 210615 吸着パッド・埋込み式・シリコン・茶   VAPH-10C ¥220 ¥240
吸着パッド 210616 吸着パッド・埋込み式・シリコン・茶   VAPH-14C ¥270 ¥300
吸着パッド 210617 吸着パッド・埋込み式・シリコン・茶   VAPH-25C ¥320 ¥350
吸着パッド 210618 吸着パッド・埋込み式・シリコン・茶   VAPH-35C ¥400 ¥440
吸着パッド 210619 吸着パッド・ビス止式・シリコン・茶   VAPH-50F ¥500 ¥550
吸着パッド 210620 吸着パッド・ビス止式・シリコン・茶   VAPH-70F ¥700 ¥770
吸着パッド 210621 吸着パッド・埋込み式・シリコン・茶   VAPH-45C ¥480 ¥530
吸着パッド 210661 吸着パッド・ジャバラ・シリコン・茶   VAPH-20C-3 ¥520 ¥570
吸着パッド 210662 吸着パッド・ジャバラ・シリコン・茶   VAPH-30C-3 ¥700 ¥770
吸着パッド 210663 吸着パッド・ジャバラ・シリコン・茶   VAPH-40C-3 ¥1,100 ¥1,210
吸着パッド 210664 吸着パッド・スポンジ付・シリコン・茶  VAPH-8C-SP ¥650 ¥720
吸着パッド 210665 吸着パッド・スポンジ付・シリコン・茶  VAPH-12C-SP ¥750 ¥830
吸着パッド 210697 吸着パット・ジャバラ・シリコン・茶   VAPH-15C-3 ¥500 ¥550
吸着金具 210698 吸着金具・固定式・スモール用      VFILK-S-M12 ¥400 ¥440
吸着金具 210699 吸着金具・固定式・ミニ用        VFILK-SS-M10 ¥370 ¥410
吸着パッド 210700 吸着パッド・埋込式・シリコン・茶    VAPH-4C ¥180 ¥200
吸着パッド 210701 吸着パッド・埋込式・ウレタン・乳白   VAPU-4C ¥500 ¥550
吸着パッド 210702 吸着パッド・埋込式・フッ素・⿊     VAPF-4C ¥850 ¥940
吸着パッド 210703 吸着パッド・埋込式・ウレタン・乳白   VAPU-10C ¥540 ¥590
吸着パッド 210704 吸着パッド・埋込式・フッ素・⿊     VAPF-10C ¥940 ¥1,030
吸着パッド 210705 吸着パッド・埋込式・ウレタン・乳白   VAPU-14C ¥540 ¥590
吸着パッド 210706 吸着パッド・埋込式・フッ素・⿊     VAPF-14C ¥990 ¥1,090
吸着金具 210785 吸着金具・マイクロ用          VFILB-M ¥1,100 ¥1,230
吸着金具 210788 吸着金具・回止式・ラージ用       VFIL-H ¥1,200 ¥1,320
吸着パッド 210789 吸着パット・埋込式・マイクロ・茶    VAPH-4M(ｼﾘｺﾝ) ¥140 ¥150
吸着パッド 210790 吸着パット・埋込式・マイクロ・茶    VAPH-6M(ｼﾘｺﾝ) ¥170 ¥190
吸着パッド 210791 吸着パッド・埋込式・ニトリル・緑    VAPN-4C(ﾆﾄﾘﾙ) ¥780 ¥860
吸着パッド 210792 吸着パッド・埋込式・ニトリル・緑    VAPN-6C(ﾆﾄﾘﾙ) ¥930 ¥1,020
吸着パッド 210793 吸着パッド・埋込式・ニトリル・緑    VAPN-8C(ﾆﾄﾘﾙ) ¥930 ¥1,020
吸着パッド 210794 吸着パッド・埋込式・ニトリル・緑    VAPN-10C(ﾆﾄﾘﾙ) ¥930 ¥1,020
吸着パッド 210795 吸着パッド・埋込式・ニトリル・緑    VAPN-12C(ﾆﾄﾘﾙ) ¥1,050 ¥1,160
吸着パッド 210796 吸着パッド・埋込式・ニトリル・緑    VAPN-14C(ﾆﾄﾘﾙ) ¥1,050 ¥1,160
吸着パッド 210797 吸着パッド・埋込式・ニトリル・緑    VAPN-15C(ﾆﾄﾘﾙ) ¥1,050 ¥1,160
吸着パッド 210798 吸着パッド・埋込式・ニトリル・緑    VAPN-20C(ﾆﾄﾘﾙ) ¥1,050 ¥1,160
吸着パッド 210799 吸着パッド・埋込式・ニトリル・緑    VAPN-30C(ﾆﾄﾘﾙ) ¥1,050 ¥1,160
吸着パッド 210800 吸着パッド・埋込式・ニトリル・緑    VAPN-40C(ﾆﾄﾘﾙ) ¥1,550 ¥1,710
吸着パッド 210801 吸着パッド・ビス止式・ニトリル・緑   VAPN-60F(ﾆﾄﾘﾙ) ¥2,170 ¥2,390
吸着パッド 210802 吸着パッド・フリー・ニトリル・緑    VAPN-12C-2(ﾆﾄﾘﾙ) ¥1,070 ¥1,180
吸着パッド 210803 吸着パッド・フリー・ニトリル・緑    VAPN-20C-2(ﾆﾄﾘﾙ) ¥1,520 ¥1,670
吸着金具 210818 吸着金具・マイクロ用          VFILB-M-P8 ¥1,350 ¥1,570
吸着金具 210823 吸着金具・回止式・マイクロ用      VFILB-MSH ¥1,200 ¥1,500
吸着金具 210824 吸着金具・回止式・マイクロ用      VFILB-MSH-P8 ¥1,450 ¥1,660
製品確認用センター 210843 マイクロスイッチ            VX-5-1A2 ¥200 ¥220
吸着パッド 210859 吸着パッド・ＥＰスポンジ付・シリコン茶 VAPH-14C-EPSP ¥890 ¥980
吸着パッド 210860 吸着パッド・ＥＰスポンジ付・シリコン茶 VAPH-20C-EPSP ¥960 ¥1,060
吸着パッド 210861 吸着パッド・ＥＰスポンジ付・シリコン茶 VAPH-30C-EPSP ¥1,010 ¥1,110
吸着パッド 210862 吸着パッド・ＥＰスポンジ付・シリコン茶 VAPH-40C-EPSP ¥1,520 ¥1,670
吸着パッド 210863 吸着パッド・ビスＥＰスポンジシリコン茶 VAPH-50F-EPSP ¥1,570 ¥1,730
吸着パッド 210864 吸着パッド・ビスＥＰスポンジシリコン茶 VAPH-60F-EPSP ¥2,020 ¥2,220
吸着金具 210886 吸着金具・ラージ用           VFI-L-20-P20 ¥1,300 ¥1,430
吸着金具 210887 吸着金具・ラージ用           VFI-L-50-P20 ¥1,500 ¥1,650
吸着金具 210888 吸着金具・ラージ用           VFI-L-20-M17 ¥2,350 ¥2,590
吸着金具 210889 吸着金具・ラージ用           VFI-L-50-M17 ¥2,450 ¥2,700
吸着パッド 210897 吸着パッド・ジャバラ・シリコン・茶   VAPH-3C-3 ¥600 ¥660
パッドinパッド 210911 パッドイン中金具・ミニ用        VFILK-PS-M5 ¥450 ¥500
パッドinパッド 210912 パッドイン中金具・マイクロ用      VFILK-PSS-M5 ¥500 ¥550
パッドinパッド 210913 パッドイン中金具・スペーサー      VFILK-P-S ¥200 ¥220
吸着パッド 210914 吸着パッド・ＳＰ付ジャバラ・シリコン茶 VAPH-20C-10-3-SP ¥1,290 ¥1,420
吸着パッド 210915 吸着パッド・ＳＰ付ジャバラ・シリコン茶 VAPH-30C-15-3-SP ¥1,400 ¥1,540
吸着パッド 210916 吸着パッド・ＳＰ付ジャバラ・シリコン茶 VAPH-40C-20-3-SP ¥1,890 ¥2,080
吸着金具 210917 吸着金具・ラージ用           VFI-L-100-M22 ¥5,500 ¥6,050
吸着パッド 210918 吸着パッド・薄鋼板用          VAPNP-30C-1-M ¥1,200 ¥1,320
吸着パッド 210919 吸着パッド・薄鋼板用          VAPNP-30C-1-F ¥1,300 ¥1,430
吸着パッド 210920 吸着パッド・薄鋼板用          VAPNP-60C-1-M ¥1,300 ¥1,430
吸着パッド 210921 吸着パッド・薄鋼板用          VAPNP-60C-1-F ¥1,400 ¥1,540
配管部品 210935 フィンガーバルブ            VHK2-04F-04FL ¥1,450 ¥1,600
配管部品 210936 フィンガーバルブ            VHK2-06F-06FL ¥1,450 ¥1,600
配管部品 210937 フィンガーバルブ            VHK3-04F-04FL ¥1,450 ¥1,600
配管部品 210938 フィンガーバルブ            VHK3-06F-06FL ¥1,450 ¥1,600
吸着金具 210974 吸着金具・スモール用（Ｍ５）      VFIL-S-5A ¥630 ¥690
吸着金具 210975 吸着金具・スモール用（Ｍ５）      VFIL-S-10A ¥820 ¥900
吸着金具 210976 吸着金具・スモール用（Ｍ５）      VFIL-S-20A ¥850 ¥940
吸着金具 210977 吸着金具・スモール用（Ｍ５）      VFIL-S-30A ¥880 ¥970
吸着金具 210991 吸着金具・回止式・⾓度調整       VFILBR-H-10 ¥3,200 ¥3,520
吸着金具 210992 吸着金具・回止式・⾓度調整       VFILBR-H-20 ¥3,300 ¥3,630
吸着金具 210993 吸着金具・回止式・⾓度調整       VFILBR-H-10-P12 ¥3,000 ¥3,300
吸着金具 210994 吸着金具・回止式・⾓度調整       VFILBR-H-20-P12 ¥3,200 ¥3,520
吸着金具 211006 吸着金具・スモール用          VFIL1-S-5-P12 ¥760 ¥840
吸着金具 211007 吸着金具・スモール用          VFIL1-S-5-P20 ¥820 ¥900
吸着金具 211008 吸着金具・スモール用          VFIL1-S-10-P12 ¥950 ¥1,050
吸着金具 211009 吸着金具・スモール用          VFIL1-S-10-P20 ¥1,000 ¥1,100
吸着金具 211010 吸着金具・スモール用          VFIL1-S-20-P12 ¥990 ¥1,090
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吸着金具 211011 吸着金具・スモール用          VFIL1-S-20-P20 ¥1,060 ¥1,170
吸着金具 211012 吸着金具・スモール用          VFIL1-S-30-P12 ¥1,040 ¥1,140
吸着金具 211013 吸着金具・スモール用          VFIL1-S-30-P20 ¥1,100 ¥1,210
吸着パッド 211023 吸着キャップ              VAPH-SC ¥250 ¥280
吸着パッド 211024 吸着キャップ              VAPH-SSC ¥200 ¥220
吸着金具 211029 吸着金具・ミニ用            VFIL1-SS-5 ¥750 ¥830
吸着金具 211030 吸着金具・ミニ用            VFIL2-SS-5-P8 ¥800 ¥880
吸着金具 211031 吸着金具・ミニ用            VFIL2-SS-5-P12 ¥800 ¥880
吸着金具 211032 吸着金具・ミニ用            VFIL1-SS-10 ¥760 ¥840
吸着金具 211033 吸着金具・ミニ用            VFIL2-SS-10-P8 ¥900 ¥990
吸着金具 211034 吸着金具・ミニ用            VFIL2-SS-10-P12 ¥920 ¥1,010
吸着金具 211035 吸着金具・ミニ用            VFIL1-SS-20 ¥800 ¥880
吸着金具 211036 吸着金具・ミニ用            VFIL2-SS-20-P8 ¥940 ¥1,030
吸着金具 211037 吸着金具・ミニ用            VFIL2-SS-20-P12 ¥960 ¥1,060
吸着金具 211038 吸着金具・ミニ用            VFIL1-SS-30 ¥830 ¥910
吸着金具 211039 吸着金具・ミニ用            VFIL2-SS-30-P8 ¥990 ¥1,090
吸着金具 211040 吸着金具・ミニ用            VFIL2-SS-30-P12 ¥1,000 ¥1,100
吸着金具 211041 吸着金具・回止式・ミニ用        VFILB2-SSH ¥1,300 ¥1,430
吸着金具 211042 吸着金具・回止式・ミニ用        VFILB2-SSH-P12 ¥1,500 ¥1,650
吸着金具 211043 吸着金具・回止式・ミニ用        VFILB2-SSH-20 ¥1,950 ¥2,150
吸着金具 211044 吸着金具・回止式・ミニ用        VFILB2-SSH-20-P12 ¥1,830 ¥2,010
吸着金具 211045 吸着金具・回止式・スモール用      VFILB2-SH ¥1,500 ¥1,870
吸着金具 211046 吸着金具・回止式・スモール用      VFILB2-SH-P12 ¥1,700 ¥2,070
吸着金具 211047 吸着金具・回止式・スモール用      VFILB2-SH-20 ¥1,980 ¥2,350
吸着金具 211048 吸着金具・回止式・スモール用      VFILB2-SH-20-P12 ¥1,860 ¥2,230
吸着金具 211049 吸着金具・回止式・１／８        VFILB2-SH 1/8 ¥1,400 ¥1,540
吸着金具 211050 吸着金具・回止式・１／８        VFILB2-SH 1/8-P12 ¥1,450 ¥1,600
吸着金具 211051 吸着金具・回止式・１／８        VFILB2-SH 1/8-20 ¥1,650 ¥1,820
吸着金具 211052 吸着金具・回止式・１／８        VFILB2-SH 1/8-20-P12 ¥1,600 ¥1,760
吸着金具 211092 吸着樹脂具・スモール用         VFILP-S-5-P12 ¥760 ¥840
吸着金具 211093 吸着樹脂具・スモール用         VFILP-S-10-P12 ¥950 ¥1,050
吸着金具 211094 吸着樹脂具・スモール用         VFILP-S-20-P12 ¥990 ¥1,090
吸着金具 211095 吸着樹脂具・スモール用         VFILP-S-30-P12 ¥1,040 ¥1,140
吸着金具 211097 吸着樹脂具・スモール用         VFILP-S-5 ¥630 ¥690
吸着金具 211098 吸着樹脂具・スモール用         VFILP-S-10 ¥820 ¥900
吸着金具 211099 吸着樹脂具・スモール用         VFILP-S-20 ¥850 ¥940
吸着金具 211100 吸着樹脂具・スモール用         VFILP-S-30 ¥880 ¥970
吸着パッド 211101 吸着パッド・ジャバラ・フッ素・⿊    VAPF-3C-3 ¥1,200 ¥1,320
吸着金具 211102 吸着ヘッド・Ｍ５・ＥＰＣＧ用１５／２０ VFILK-AH01 ¥350 ¥390
吸着金具 211103 吸着ヘッド・Ｍ５・ＥＰＣＧ用３０／４０ VFILK-AH02 ¥450 ¥500
吸着金具 211105 吸着樹脂具・ミニ用           VFILP-SS-5-P12 ¥800 ¥880
吸着金具 211106 吸着樹脂具・ミニ用           VFILP-SS-10-P12 ¥920 ¥1,010
吸着金具 211107 吸着樹脂具・ミニ用           VFILP-SS-20-P12 ¥960 ¥1,060
吸着金具 211108 吸着樹脂具・ミニ用           VFILP-SS-30-P12 ¥1,000 ¥1,100
吸着金具 211109 吸着樹脂具・ミニ用           VFILP-SS-5 ¥750 ¥830
吸着金具 211110 吸着樹脂具・ミニ用           VFILP-SS-10 ¥760 ¥840
吸着金具 211111 吸着樹脂具・ミニ用           VFILP-SS-20 ¥800 ¥880
吸着金具 211112 吸着樹脂具・ミニ用           VFILP-SS-30 ¥830 ¥910
パッドinパッド 211114 中金具アタッチヘッド・ＰＴ１／８用Ａ  VFILA-PHA-1/8 ¥700 ¥770
パッドinパッド 211115 中金具アタッチヘッド・ＰＴ１／８用Ｂ  VFILA-PHB-1/8 ¥800 ¥880
パッドinパッド 211116 中金具アタッチヘッド・ＰＴ１／８用Ｃ  VFILA-PHC-1/8 ¥900 ¥990
パッドinパッド 211117 中金具アタッチヘッド・ＰＴ１／８用Ｄ  VFILA-PHD-1/8 ¥1,100 ¥1,210
パッドinパッド 211118 パッドイン中金具・ＴＹＰＥ（Ａ）    VFILK-PIA-M5 ¥550 ¥610
パッドinパッド 211119 パッドイン中金具・ＴＹＰＥ（Ｂ）    VFILK-PIB-M5 ¥600 ¥660
パッドinパッド 211120 パッドイン中金具・ＴＹＰＥ（Ｃ）    VFILK-PIC-M5 ¥650 ¥720
パッドinパッド 211121 パッドイン中金具・ＴＹＰＥ（Ｄ）    VFILK-PID-M5 ¥700 ¥770
ミニシリンダー 211133 吸着複合シリンダー           VMCP-10 ¥4,800 ¥5,280
ミニシリンダー 211134 吸着複合シリンダー           VMCP-20 ¥5,000 ¥5,500
ミニシリンダー 211135 吸着複合シリンダー           VMCP-30 ¥5,300 ¥5,830
ミニシリンダー 211137 吸着複合シリンダー（センサー付）    VMCP-10-C ¥7,500 ¥8,250
ミニシリンダー 211138 吸着複合シリンダー（センサー付）    VMCP-20-C ¥7,700 ¥8,470
ミニシリンダー 211139 吸着複合シリンダー（センサー付）    VMCP-30-C ¥8,000 ¥8,800
工具／治具 221303 モンキレンチ１５０ｍｍ         WMA-150 ¥2,480 ¥2,730
ジャングルジム 230050 スライド７０ＢＫＴ・Ｔ・φ１２     XL0005-101 ¥1,400 ¥1,540
ジャングルジム 230051 スライド４０ＢＫＴ・Ｔ・Ｗ・φ８    XL0005-102 ¥1,380 ¥1,520
ジャングルジム 230052 スライド４０ＢＫＴ・Ｔ・φ１２     XL0005-103 ¥1,380 ¥1,520
ジャングルジム 230053 スライド７０ＢＫＴ・Ｔ・Ｗ・φ８    XL0005-104 ¥1,500 ¥1,650
ジャングルジム 230054 スライド４０ＢＫＴ・Ｔ・φ２０     XL0005-105 ¥1,650 ¥1,820
ジャングルジム 230055 スライド７０ＢＫＴ・Ｔ・φ２０     XL0005-106 ¥2,350 ¥2,590
ジャングルジム 230056 スライド４０ＢＫＴ・Ｔ・φ８      XL0005-107 ¥1,500 ¥1,650
ジャングルジム 230057 スライド７０ＢＫＴ・Ｔ・φ８      XL0005-108 ¥1,900 ¥2,090
吸着金具 230058 吸着金具ミニ・マイクロミニシリンダー用 XL0010-105 ¥380 ¥420
ミニシリンダーアクセサリー 230060 スペーサー・アルミ製・５０Ｈ      XL0002-050 ¥1,360 ¥1,500
ミニシリンダーアクセサリー 230061 スペーサー・アルミ製・８０Ｈ      XL0002-080 ¥1,400 ¥1,540
ミニシリンダーアクセサリー 230062 スペーサー・アルミ製・１００Ｈ     XL0002-100 ¥1,450 ¥1,600
ミニシリンダーアクセサリー 230063 スペーサー・アルミ製・１２０Ｈ     XL0002-120 ¥1,480 ¥1,630
吸着金具 230066 吸着アタッチヘッド・埋込式・スモール用 XL0037-106 ¥230 ¥250
吸着金具 230067 吸着アタッチヘッド・ビス止式用     XL0037-103 ¥330 ¥380
コンテナシリンダーアクセサリー 230071 延⻑板（当板用）            XL0006-104 ¥850 ¥940
吸着金具 230072 吸着金具アジャスター・マイクロ用    XL0061-100 ¥300 ¥330
ツールチェンジャーアクセサリー 230077 パッキン                XL0054-204 ¥50 ¥60
吸着金具 230114 吸着金具アジャスター・ミニ用      XL0061-200 ¥480 ¥530
ツールチェンジャーアクセサリー 230115 コイルスプリング            XL0060-106-2 ¥70 ¥80
配管部品 230116 バーブ継手               XL0054-106A ¥300 ¥330
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製品確認用センター 250006 リミットスイッチ（バネ無し）      Z-15GW55-B ¥1,200 ¥1,320
製品確認用センサー 250012 リミットスイッチ            Z-15HW24-B ¥1,270 ¥1,400
製品確認用センター 250017 リミットスイッチ・製品確認       Z-15GW55-B (NC･ﾊﾞﾈﾂｷ) ¥2,200 ¥2,420
製品確認用センサー 250018 製品確認スプリング           Z-15GW55-Bｮｩ ¥700 ¥770
製品確認用センター 270449 ゴムヘッド・スターセンサー用・５個入  14103301 (SSW-15) ¥600 ¥660
レッツジョイント 271515 レッツジョイント・ＰＲＯＦＩＬＥ    10*20*1500 ¥1,040 ¥1,140
レッツジョイント 271520 レッツジョイント・ＰＲＯＦＩＬＥ    10*20*500 ¥350 ¥420
レッツジョイント 271521 レッツジョイント・ＰＲＯＦＩＬＥ    10*20*1000 ¥700 ¥810
ジャングルジム 271527 ジャングルジム・ＳＵＳパイプφ１２   12*0.6*500 ¥450 ¥500
ジャングルジム 271528 ジャングルジム・ＳＵＳパイプφ１２   12*0.6*1000 ¥900 ¥990
ジャングルジム 271529 ジャングルジム・ＳＵＳパイプφ１２   12*0.6*1500 ¥1,400 ¥1,540
吸着パッド 271559 ＥＰスポンジ              14C-EPSP ¥260 ¥290
吸着パッド 271682 ＳＤシート（静電気除去）        12C-SD ¥340 ¥370
吸着パッド 271683 ＳＤシート（静電気除去）        15C-SD ¥350 ¥390
配管部品 271714 ソケットプラグ（三価白）         1/8 ¥80 ¥90
ツールチェンジャーアクセサリー 271742 Ｏリング                1ASS-5 ¥50 ¥60
工具／治具 271792 直尺シルバー（１５０ｍｍスケール）   13005 ¥300 ¥330
工具／治具 271793 直尺シルバー（３００ｍｍスケール）   13013 ¥530 ¥580
配管部品 280018 エアーカプラー             20PF ¥260 ¥290
レッツジョイント 281753 レッツジョイント・ＰＲＯＦＩＬＥ    25*25*1500 ¥1,490 ¥1,640
レッツジョイント 281754 レッツジョイント・ＰＲＯＦＩＬＥ    25*50*1500 ¥2,600 ¥2,860
レッツジョイント 281807 レッツジョイント・ＰＲＯＦＩＬＥ    25*25*500 ¥500 ¥560
レッツジョイント 281808 レッツジョイント・ＰＲＯＦＩＬＥ    25*50*500 ¥870 ¥960
レッツジョイント 281809 レッツジョイント・ＰＲＯＦＩＬＥ    25*25*1000 ¥1,000 ¥1,100
レッツジョイント 281810 レッツジョイント・ＰＲＯＦＩＬＥ    25*50*1000 ¥1,740 ¥1,910
ジャングルジム 281812 ジャングルジム・ＳＵＳパイプφ２０   20*0.8*500 ¥880 ¥970
ジャングルジム 281813 ジャングルジム・ＳＵＳパイプφ２０   20*0.8*1000 ¥1,500 ¥1,650
ジャングルジム 281814 ジャングルジム・ＳＵＳパイプφ２０   20*0.8*1500 ¥2,250 ¥2,480
吸着パッド 282010 ＥＰスポンジ              20C-EPSP ¥310 ¥340
機能品チャック 282205 平行チャック・複動・４０ＳＴ＊２    2HC1-80 ¥20,000 ¥22,000
吸着パッド 282552 ＳＤシート（静電気除去）        20C-SD ¥480 ¥530
取出機アフター部品 283010 圧力スイッチ              205069-001-0 ¥2,700 ¥2,970
取出機アフター部品 283764 デジタル圧力センサー（コネクタ付）   202029-003-1 ¥5,100 ¥5,610
工具／治具 284778 電ドラ（アダプター・ビット５本組）   220USB-5 ¥4,980 ¥5,480
工具／治具 284779 電ドラ（ケーブル・ビット１本）     220USB-1 ¥3,980 ¥4,380
配管部品 290317 シリコンチューブ（タイガースポリマー製 6*3(100Mﾏｷ) ¥30,000 ¥33,000
ゴム板/EPスポンジ/シリコンスポンジ 293463 シリコンスポンジ            3T*250*250 ¥4,000 ¥4,400
吸着パッド 294889 ＥＰスポンジ              30C-EPSP ¥380 ¥420
吸着パッド 297701 ＳＤシート（静電気除去）        30C-SD ¥600 ¥660
取出機アフター部品 298624 オートスイッチ（ＲｏＨＳ・コネクタ付） 3C-D-A93-XMR ¥2,000 ¥2,200
取出機アフター部品 298810 オートスイッチ（ＲｏＨＳ・コネクタ付） 3C-D-A93-XMR(L90) ¥2,200 ¥2,420
超小型成型品用パーツ 299653 サイレンサー              32.16.009 ¥4,500 ¥4,950
配管部品 300001 スリーブ                BS-06 ¥20 ¥20
配管部品 300385 継手・中継スリーブ           4-S-6 ¥200 ¥220
吸着パッド 300386 ＥＰスポンジ              40C-EPSP ¥460 ¥510
吸着パッド 300485 ＳＤシート（静電気除去）        40C-SD ¥730 ¥800
配管部品 300514 シリコンチューブ・白          4*2 (5M) ¥1,500 ¥1,650
クッション材 310536 ゴム板・シリコン・白          5T*50*100(310536) ¥630 ¥690
吸着パッド 310589 ＥＰスポンジ              50C-EPSP ¥630 ¥690
ツールチェンジャーアクセサリー 310607 ステンレス鋼球             PHI.5.5 ¥50 ¥60
工具／治具 310695 エレクトニッパ             55S-150 ¥2,950 ¥3,250
取出機アフター部品 321735 ソレノイドバルブ            SY3240-5LO ¥6,900 ¥7,590
配管部品 322194 シリコンチューブ・白          6*3 (5M) ¥2,300 ¥2,530
配管部品 322195 シリコンチューブ・白          6*4 (5M) ¥1,900 ¥2,090
配管部品 322948 エアーカプラー             60PC ¥540 ¥590
吸着パッド 322949 ＥＰスポンジ              60C-EPSP ¥760 ¥840
ツールチェンジャーアクセサリー 323000 ステンレス鋼球             PHI.6.35 ¥90 ¥100
取出機アフター部品 340098 ガスケット               89-14 ¥10 ¥10
ジャングルジム 340905 ジャングルジム・ＳＵＳパイプφ８    8*0.6*500 ¥400 ¥440
ジャングルジム 340906 ジャングルジム・ＳＵＳパイプφ８    8*0.6*1000 ¥800 ¥880
ジャングルジム 340907 ジャングルジム・ＳＵＳパイプφ８    8*0.6*1500 ¥1,000 ¥1,100
ゴム板/EPスポンジ/シリコンスポンジ 340923 ＥＰスポンジ （両面テープ付）     8*50*100-EPSP ¥1,800 ¥1,980
工具／治具 341075 ボールポイントレンチロング９本組    8309BP-L ¥5,980 ¥6,580
工具／治具 341076 ボールポイントレンチ短軸ロング９本組  8209BP-L ¥5,580 ¥6,140
工具／治具 341077 ボールポイントレンチロングＨ２     8300BP-L H2 ¥450 ¥500
工具／治具 341078 ボールポイントレンチロングＨ２．５   8300BP-L H2.5 ¥470 ¥520
工具／治具 341079 ボールポイントレンチロングＨ３     8300BP-L H3 ¥500 ¥550
工具／治具 341080 ボールポイントレンチロングＨ４     8300BP-L H4 ¥520 ¥570
工具／治具 341081 ボールポイントレンチロングＨ５     8300BP-L H5 ¥600 ¥660
工具／治具 341082 ボールポイントレンチロングＨ６     8300BP-L H6 ¥770 ¥850
工具／治具 341083 ボールポイントレンチ短軸ロングＨ２．５ 8200BP-L H2.5 ¥460 ¥510
工具／治具 341084 ボールポイントレンチ短軸ロングＨ３   8200BP-L H3 ¥500 ¥550
工具／治具 341085 ボールポイントレンチ短軸ロングＨ４   8200BP-L H4 ¥520 ¥570
工具／治具 341086 ボールポイントレンチ短軸ロングＨ５   8200BP-L H5 ¥550 ¥610
工具／治具 341087 タフギヤＨＧ（メジャー５．５ｍ）    80821 ¥1,980 ¥2,180
取出機アフター部品 350347 カートリッジグリース（ワネン）４００ｇ ﾒｶﾊﾟﾜｰ FF#0 (NO.0) 400G ¥1,300 ¥1,430
取出機アフター部品 350348 カートリッジグリース（ワネン）８０ｇ  ﾒｶﾊﾟﾜｰ FF#0 (NO.0) 80G ¥600 ¥660
取出機アフター部品 350349 カートリッジグリース（ワネン）８０ｇ  ﾒｶﾊﾟﾜｰ FF#1 (NO.1) 80G ¥600 ¥660
工具／治具 350352 メガドラ普通ドライバー（＋）      900-1-75 ¥600 ¥660
工具／治具 350353 メガドラ普通ドライバー（＋）      900-2-100 ¥640 ¥700
工具／治具 350354 メガドラ普通ドライバー（−）      900-6-100 ¥550 ¥610
工具／治具 350355 セラミック調整ドライバー        9000-1.8-30 ¥890 ¥980
基礎アルミ材 370026 アルミ板                5T*400*1200 ¥10,200 ¥11,220
基礎アルミ材 370027 アルミ板                5T*400*400 ¥3,500 ¥3,850
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基礎アルミ材 370028 アルミ板                5T*400*300 ¥2,700 ¥2,970
基礎アルミ材 370029 アルミ板                3T*400*1200 ¥6,060 ¥6,670
ミニシリンダーアクセサリー 370070 当板・丸型・⿊φ５０・ミニシリンダー用 CP-016 ¥380 ¥420
ミニシリンダーアクセサリー 370071 当板・丸型・⿊φ２５・ミニシリンダー用 CP-015 ¥300 ¥330
ミニシリンダーアクセサリー 370072 ツメ・丸型φ２５・ミニシリンダー用   CP-013 ¥310 ¥340
ミニシリンダーアクセサリー 370073 ツメ・Ｌ型・ミニシリンダー用      CP-014 ¥500 ¥550
基礎アルミ材 370074 アルミアングル             3T*30*30*2M ¥1,250 ¥1,380
基礎アルミ材 370075 アルミアングル             4T*40*40*2M ¥2,590 ¥2,850
基礎アルミ材 370076 アルミアングル             5T*50*50*2M ¥2,840 ¥3,120
基礎アルミ材 370077 アルミアングル             5T*30*30*2M ¥1,730 ¥1,900
クッション材 370078 ゴム板・ニトリルゴム・⿊        5T*50*100(370078) ¥150 ¥170
ミニシリンダーアクセサリー 370107 当板・丸型・白φ５０・ミニシリンダー用 CP-071 ¥500 ¥550
吸着金具 370244 テーパーワッシャー・スモール用     12ﾊﾟｲ  (VFIL-Sﾖｳ) ¥50 ¥60
エアーニッパー（大型） 370336 ニッパー固定ホルダー          CP-035 (GT-NR10Lﾖｳ) ¥1,880 ¥2,070
エアーニッパー（大型） 370337 ニッパー固定ホルダー          CP-036 (GT-NR20ﾖｳ) ¥2,100 ¥2,310
エアーニッパー（大型） 370338 ニッパー固定ホルダー          CP-037 (GT-NR30ﾖｳ) ¥2,330 ¥2,560
ミニシリンダーアクセサリー 370341 軸受・ミニシリンダー用         CP-007 (10ﾐﾘ) ¥1,440 ¥1,580
ミニシリンダーアクセサリー 370342 延⻑軸・ミニシリンダー用        CP-033 (30ﾐﾘ) ¥350 ¥390
基礎アルミ材 370373 アルミ平⾓棒              10T*30*2M ¥2,050 ¥2,260
基礎アルミ材 370374 アルミ平⾓棒              10T*50*2M ¥3,800 ¥4,180
吸着金具 370698 吸着⾓度調整ＢＫＴ・スモール・上側   CP-019 ¥550 ¥610
ミニシリンダーアクセサリー 370711 延⻑軸・ミニシリンダー用        CP-034 (45ﾐﾘ) ¥350 ¥390
ミニシリンダーアクセサリー 370712 軸受・ミニシリンダー用         CP-008 (20ﾐﾘ) ¥1,600 ¥1,760
ミニシリンダーアクセサリー 370722 スライドプレート・ミニシリンダー用   CP-030 (15H) ¥1,550 ¥1,710
自在チャック 370735 自在チャックスライドベース（ミニ）   FCK-1004 ¥2,500 ¥2,750
自在チャック 370736 自在チャック締付ボルト（ミニ）     FCK-1005 ¥1,100 ¥1,210
吸着金具 370789 吸着⾓度調整ＢＫＴ・スモール・下左   CP-019L ¥550 ¥610
吸着金具 370790 吸着⾓度調整ＢＫＴ・スモール・下右   CP-019R ¥550 ¥610
ミニシリンダーアクセサリー 370793 スライドプレート・ミニシリンダー用   CP-030 (10H) ¥1,230 ¥1,350
ミニシリンダーアクセサリー 370835 当板・⾓型・⿊２⽳・ミニシリンダー用  CP-060 ¥500 ¥550
ミニシリンダー 370877 当てゴム・ビス付・ミニシリンダーＨ用  MCY-HSﾖｳ ¥50 ¥60
その他 371193 十字⽳付皿ネジ             M4*12 ¥20 ¥20
吸着金具 371362 テーパーワッシャー・ミニ用       10ﾊﾟｲ (VFIL-SSﾖｳ) ¥50 ¥60
クッション材 371677 接着剤・セメダイン・１３５ｍｌ     AX-139(ｽｰﾊﾟｰX8008･135ML) ¥3,600 ¥3,960
機能品チャック 371754 ランナーチャック用変換ハーネス     SRC-2012 ¥1,500 ¥1,650
吸着パッド 371759 接着剤（スポンジパット用）       ﾊﾞｽﾎﾞﾝﾄﾞQ 50G ｸﾘｱｰ#04888 ¥480 ¥530
ゴム板/EPスポンジ/シリコンスポンジ 371765 接着剤・セメダイン・２０ｍｌ      AX-038 (ｽｰﾊﾟｰX･20TM) ¥670 ¥740
ツールチェンジャーアクセサリー 382583 ステンレス鋼球             PHI.3 ¥50 ¥60
工具／治具 384142 ワイヤーストリッパー          3000A ¥2,780 ¥3,060


