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メーカー 取扱品目 メーカー 取扱品目 メーカー 取扱品目

Ｂ BOSCH 電動工具・ハンマードリル・距離計 う ウイニングボア 切削工具・ホルソー・ソケットレンチ コロナ エコキュート・温水式暖房システム・暖房機器

C CHICsmart社 電動二輪車・バランススクーター試乗 え 英電社 換気扇・ステンレスフード コンセック 乾湿兼用コアドリル・穿孔・切断機器

Ｄ DXアンテナ テレビ放送受信機器・同軸モデム エナジーサポート 高圧受配電設備関連 さ 三共コーポレーション 電動工具、先端工具、作業工具、荷締機

H HIT商事 作業工具・配管工具・電設工具 エム・エス・シー 直管型ＬＥＤランプ・蛍光灯ＬＥＤランプ 三桂 製作所 ケイフレックス・配管材・工場向け資材

J JAPPY 計測器・配線アクセサリ・絶縁処理剤 エレコム パソコン周辺機器 サンデーペイント 建築用塗料、さび止め、絶縁ワニス

Ｎ NEC（照明） LED施設照明・住宅照明 エンジニア ネジザウルス・作業工具・省力工具 サンライズ産業 太陽光関連基礎アンカー・他アンカー全般

NSK フルハイAHD・EX-SDIカメラシステム 遠藤照明 無線制御SmartLEDZ・次世代高天井LED し ジェフコム 省力電設工具・電設工具・電気材料・LAN

NTT西日本 光BOX＋電気見える化 お オーデリック 無線制御住宅照明/施設照明 シグネット ギアレンチ、スパナ、ソケットレンチ、ドライバ

P PB SWISSTOOL ｽｲｽﾂｰﾙｽﾞ ドライバー・六角棒レンチ・ハンマー オーム電機 配線材料、キャプコンシリーズ、屋内配線接続材 システック LEDソラーポールライトシリーズ

Q Qtnet BBIQ・QTmobile・ネットワーク商材 岡澤 工業所 電源・照明分岐ｹｰﾌﾞﾙ 芝軽 コンベックス（結束バンド）各種展示

S SRS 電源保護用SPD・雷サージ対策製品 オノマシン 管工・電設・空調機器工具、穴あけ・切断工具 シブヤ 湿式コアドリル・乾式ビット・空調工具

STEP 作業工具・電設工具・空調工具 か カクタス 充電式油圧圧着工具・油圧パンチャー・皮むき機 島津電業 ＬＥＤ関連・各種工具

T T-NET JAPAN 高輝度照明Neo Venus高天井照明　 カスタム 現場用計測器・LEDﾗｲﾄ シャープ 業務用LED照明・空気清浄器・ルームエアコン

あ アイコム 業務用無線機器・ネットワーク機器 カメダデンキ LEDECO照明・盤用資材・配線資材 昭和コーポレーション 空調設備商材・オーケー器材製品

愛知電機 変圧器・自動電力調節器・開閉器 河村電器産業 HEMS対応住宅分電盤・新感震コンセント す スリーエム 電力通信製品・接合維新テープ・保護手袋

アイホン 住宅・集合インターホン・病院向け 川本第一製作所 設備水道部材・空調部材 スタビレー スパナ・ラチェットハンドル・トルクレンチ

アメリカン 電機 引掛形コンセント・ＮＥＭＡ規格品 き 喜一工具 輸入工具・空調工具・生産現場向け工具 スター電器 インバータ小型溶接機・切断機

アルファス LED製品・アルファスコープ 九州電力 キレイライフプラス オール電化・省エネ関連 せ 誠新産業 架線金物・ 不二高圧ハンドホール模型・内装金物

い 育良精機 ドラムジャッキ・ローラー・金車・コロ 九州三菱 電機販売 制御機器・・畜産用換気扇・送風機・FA機器 た タイガー 獣害電気柵

池田電機 無電極ランプ 「ELI Lamp」エリーランプ 九電テクノシステムズ EV用急EV用急速充電器・計器・デマンド管理 ダイキン ルームエアコン・業務用エアコン・空気清浄機

泉精器 軽量型多機能油圧工具 共立電気 計器 テスター・絶縁抵抗計・接地抵抗計照度計 大光電機 LED住宅・店舗向け新商品

因幡電機 産業 電線・結束・保護・工具イチオシ商材 く グッドマン ケーブル・ブレーカ探索機、多回路配線チェッカー 大電商事 電力・通信資材・安全保安用品

因幡電工 防火区画貫通材料･冷媒配管材料 け ケルヒャー 高圧洗浄機 タスコ 空調工具・赤外線サーモグラフィカメラ

岩崎通信機 ビジネスフォン・ページング・電子計測器 こ コイズミ照明 LED調光・調色ダウンライト・新商品 て テクノ販売 レーザー墨出し器

岩崎電気 LEDライトバルブ・道路灯灯光器 光昭 VAｹｰﾌﾞﾙ類　耐熱耐油、端末処理材 と 東神電気 絶縁防護・接地材・支持物・地中線材・環境関連
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と 東拓工業 地中埋設管、角型電線保護管 ひ 日置電機 電気計測器・スマート計測器 め 明工社 工事用配線器具・センサーライト

戸上電機 製作所 太陽電池故障箇所特定装置・SOG制御装置 ピカコーポレイション 新製品の昇柱用はしご・荷揚げ機 や 八重洲無線 デジタルトランシーバー・業務用通信機

トラスコ中山 安全用品・作業工具・手袋・安全靴・防護具 日立（空調） 業務用・ルームエアコン・換気空調・エコキュート 矢崎エナジー 電線ケーブル・やわらかケーブル

な ナカオ 四脚伸縮はしご兼用脚立・作業足場 日立（照明） LED施設照明・高天井LED照明 やまびこ産業 インバータ発電機・産業機械関係

中川ケミカル 蛍光灯装着ガード・飛散防止・紫外線カット 日立工機 充電工具・電動工具・高圧洗浄機・切断機 ゆ ユニカ コアドリル・ホルソー・アンカー

永木精機 ハルー張線機・作業工具　 日立産機システム ＩＥ３モーター・インバータ・高圧機器関連 ユニペックス 業務用放送設備・ワイヤレスシステム

に 西田製作所 充電式油圧工具・皮むき機 ふ 藤井電工 柱上安全帯・ハーネス展示 ユ・ニーズ プレミアムビス・マルチドリルビス

西日本電材 通信工事材料・ネットワーク機器・弱電線・LAN フジデンＧ ＶＶＦ販売・特殊電線・積水商材 よ 四電工 電気設備施工CADシステム

ニチコン 電子機器用コンデンサ、EV充電器 富士電機 制御商材・エネルギー管理 り リョービ 新型インパクトドライバ・高圧洗浄器

日動工業 LED投光器・電工ドラム プラスバイプラス 電気・設備ＣＡＤ見積システム れ レノックス ホルソー・超硬ブレード・工具アクセサリ

日動電工 樹脂電線管付属品・電力量計函・引込材料 古河エレコム 地中配管材・樹脂電線管・省力接続材 わ ワキタ インバータ発電機・冷風機

ニチフ 圧着端子、差込ｺﾈｸﾀ へ ベッセル ドライバ・先端工具・省力作業工具 ワゴジャパン 差込ｺﾈｸﾀｰ・端子台・屋内配線材

日恵製作所 回転灯・表示灯・ＬＥＤ・トランス・呼び出しランプ ヘラマタイトン インシュロック・結束バンド・電線保護アクセサリ

日東工業 電路・太陽光関連商材・ＥＶ充電設備 ほ 北越工業 発電機・エンジンコンプレッサ

日本アンテナ ２Ｋ４Ｋ８Ｋ関連情報　防犯カメラ ま マーベル 作業工具・電設工具・安全保護具

日本製線 LANケーブル・特殊通信ケーブル マキタ 電動工具・充電工具・園芸工具・掃除機

日本防犯システム デジタルHD-SDI対応カメラ・セキュリティ商品 マサル工業 配線モール・配線用ダクト各種

ね ネグロス 電工 配線・支持材料・貫通部防火措置材・省力化工具 マスプロ 電工 壁掛ｱﾝﾃﾅ・ﾚﾍﾞﾙﾁｪｯｶｰ ｽﾏﾎ連動ｶﾒﾗ実演

は ハウスＢＭ 切削工具・各種ホルソー・ドリル・先端工具 マックス 現場用事務用品Ｎ・レタツイン・ビーポップ展示

ハセガワ 脚立・梯子・タワー み 三菱電機 HEMS・換気・空調・LED照明・ＩＨ調理器

ハタヤ コードリール・ＬＥＤ照明 三ﾂ星 キャプタイア製品

博光電機 ３Ｍ接続材・収縮チューブ 宮都 作業服・ユニフォーム・ポロシャツ

パトライト 回転灯、センサ機器、音声合成報知器 ミヤナガ コンクリートドリル・超硬工具・ダイヤモンド工具

パナソニック LED照明・高天井LED・HEMS・換気・空調 未来工業 電気設備資材・太陽光見張り番・デマンド管理

ハヤミ工産 テレビディスプレイ機器・壁掛金具 む 室本鉄工 作業工具・省力工具
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