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楽ECO 煙感知器用ガス式試験器

ALKS3 パターンBC

アークリード（株）製 ALKS3-BC

定価 80.000円(税抜)

販売価格 75.000円(税抜)

楽ECO 煙感知器用ガス式試験器

ALKS3 パターンAB

アークリード（株）製

品番 ALKS3-AB

定価 75.000円(税抜)

販売価格 7.000円(税抜)

楽ECO 煙感知器用ガス式試験器

ALKS3 パターンABC

アークリード（株）製

品番 ALKS3-ABC

定価 90.000円(税抜)

販売価格 85.000円(税抜)

加熱加煙試験器 基本セット

ニッタン製

品番 NKS-3

定価 156.000円(税抜)

販売価格 156.000円(税抜)

スポット型煙感知器用

火煙試験器セット

（本体・線香・アダプタ・支持棒・

ジョイント金具・収納袋付）

HKS-2

定価 54.000円(税抜)

販売価格 52.600円(税抜)

楽ECO用 補助竿 収納ケース

アークリード（株）製

品番 ALKS3-HS

定価 10.000円(税抜)

販売価格 10.000円(税抜)

加煙試験器 本体のみ

ニッタン製

品番 NKS-2

定価 23.000円(税抜)

販売価格 22.000円(税抜)

NKS-2専用ガススプレー ノンフロン

１２本入り ニッタン製

品番 NKG-2A-12

定価 36.000円(税抜)

販売価格 36.000円(税抜)

NKS-2専用ガススプレー

ノンフロン ニッタン製

品番 NKG-2A

定価 3.000円(税抜)

販売価格 3.000円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/nks-3.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/hks-2.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/alks3-hs.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/nks-2.html
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加熱加煙試験器用 NKS-3用

メンブレン ニッタン製

品番 NKM-3

定価 3.200円(税抜)

販売価格 3.200円(税抜)

加熱加煙試験器用 NKS-3用

煙カプセル（1ヶ） ニッタン製

NKG-3

定価 4.300円(税抜)

販売価格 4.300円(税抜)

加熱加煙試験器 NKS-3用

収納袋

ニッタン製

品番 NKF-3

定価 6.200円(税抜)

販売価格 6.200円(税抜)

加熱加煙試験器用 NKS-3用

電池（1本）

ニッタン製

品番 NKB-3

定価 12.300円(税抜)

販売価格 12.300円(税抜)

加熱加煙試験器 NKS-3用

充電器

ニッタン製

品番 NKC-3

定価 15.000円(税抜)

販売価格 15.000円(税抜)

加熱試験器セット

（支持棒付）

品番 BVT9201K

定価 52.000円(税抜)

販売価格 46.500円(税抜)

TSQ-A100用 防風アダプター

ホーチキ製

品番 TSQSBA

定価 760円(税抜)

販売価格 760円(税抜)

TSQ-A100用 先端カバー

ホーチキ製

品番 TSQSSC

定価 1.540円(税抜)

販売価格 1.540円(税抜)

加塩試験器セット(支持棒付)

品番 BVT9405

定価 49.800円(税抜)

販売価格 44.100円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/nkm-3.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/nkg-3.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/nkf-3.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/nkb-3.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/nkc-3.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/bvt9201k.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/bvt9405.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/tsqssc.html
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差動式分布型感知器用

Bノズル

品番 B-POMP

定価 360円(税抜)

販売価格 360円(税抜)

差動式分布型感知器用

Aノズル

品番 A-POMP

定価 460円(税抜)

販売価格 460円(税抜)

マノメーター用テストポンプ

C1ノズル付き

品番 POMP

定価 833円(税抜)

販売価格 800円(税抜)

TSQ-A100用 底キャップ

ホーチキ製

品番 TSQSCP

定価 1.440円(税抜)

販売価格 1.440円(税抜)

TSQ-A100用 根元プラスチック

ホーチキ製

品番 TSQSNP

定価 17.120円(税抜)

販売価格 17.120円(税抜)

TSQ-A100用 拡散ガイド

ホーチキ製

品番 TSQSKG

定価 1.300円(税抜)

販売価格 1.300円(税抜)

TSQ-A100用

ノンフロンガススプレー

ホーチキ製

品番 TSD400

定価 2.200円(税抜)

販売価格 2.000円(税抜)

TSQ-A100用

ノンフロンガススプレー１２本入り

ホーチキ製

品番 TSD400-12

定価 26.400円(税抜)

販売価格 22.000円(税抜)

差動式分布型感知器用

Cノズル

品番 C-POMP

定価 500円(税抜)

販売価格 500円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/b-pomp.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/a-pomp.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/pomp.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/tsqskg.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/c-pomp.html
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支持棒 長さ6m

ノーミ製

品番 ZERJ001-60

定価 81.000円(税抜)

販売価格 63.180円(税抜)

支持棒 長さ4.5m

ノーミ製

品番 ZERJ001-45

定価 23.000円(税抜)

販売価格 18.200円(税抜)

支持棒 長さ1.5m

ノーミ製

品番 ZERJ001-15

定価 18.000円(税抜)

販売価格 15.600円(税抜)

差動式分布型感知器用

マノメーターセット

品番 MANOME-TA-SET

定価 7.120円(税抜)

販売価格 6.200円(税抜)

差動式分布型感知器用

マノメーター

品番 MANOME-TA

定価 5.000円(税抜)

販売価格 4.500円(税抜)

支持棒長さ6.5m 収納袋付

保守協会製

品番 SIJ65

定価 37.000円(税抜)

販売価格 33.600円(税抜)

差動式分布型感知器用

銅管端子セット

品番 DOKAN-SET

定価 142円(税抜)

販売価格 140円(税抜)

差動式分布型感知器用

接続管スリープ 1本

品番 0009141-1

定価 open

販売価格 40円(税抜)

支持棒3m アルミ製 3段

ネジロックタイプ

SANWA製

品番 SIJ3-SA

定価 open

販売価格 13.300円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/zerj001-60.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/zerj001-45.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/zerj001-15.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/manome-ta-set.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/manome-ta.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/sij65.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/dokan-set.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/0009141-1.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/sij3-sa.html
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支持棒4ｍアルミ製 4段

ネジロックタイプ

SANWA製

品番 SIJ4-SA

定価 open

販売価格 17.500円(税抜)

支持棒6ｍアルミ製 4段

ネジロックタイプ

SANWA製

品番 SIJ6-SA

定価 open

販売価格 40.600円(税抜)

支持棒9ｍアルミ製 6段

ネジロックタイプ

SANWA製

品番 SIJ9-SA

定価 open

販売価格 54.600円(税抜)

支持棒9ｍアルミ製 6段

ピンロック併用タイプ

SANWA製

品番 SIJ9P-SA

定価 open

販売価格 69.300円(税抜)

支持棒12m アルミ製 8段

ボルト止め併用タイプ SANWA製

品番 SIJ12-SA

定価 open

販売価格 83.300円(税抜)

SANWA製

支持先端アダプターA1タイプ

FTG012用

品番 A1-SA

定価 open

販売価格 3.000円(税抜)

SANWA製

支持先端アダプターA2タイプ

HK-3型用

品番 A2-SA

定価 open

販売価格 3.000円(税抜)

SANWA製

支持先端アダプターA3タイプ

新型FTGJ001-Z用

品番 A3-SA

定価 open

販売価格 3.000円(税抜)

標準補助棒 約2.2m

ニッタン用

品番 NKT-2

定価 open

販売価格 18.000円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/a1-sa.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/nkt-2.html
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外部試験器（共同住宅遠隔試験用）

ノーミ用

FTF014後継機 ACアダプター付

品番 FTFJ003-P

定価 90.000円(税抜)

販売価格 59.160円(税抜)

外部試験器（共同住宅遠隔試験用）

ホーチキ用

品番 TSO-B06B

定価 91.000円(税抜)

販売価格 59.600円(税抜)

ロング補助棒 約4.5m

ニッタン用

品番 NKT-4

定価 50.000円(税抜)

販売価格 45.000円(税抜)

試験器支持棒（継手付）

パナソニック製

品番 BVT9702

定価 14.500円(税抜)

販売価格 12.900円(税抜)

外部試験器

煙感知器用感度試験器

ニッタン用

品番 MTT

定価 98.000円(税抜)

販売価格 88.000円(税抜)

外部試験器（共同住宅遠隔試験用）

220号ニッタン用

品番 MTD

定価 80.000円(税抜)

販売価格 52.000円(税抜)

煙感知器用感度測定器

ノーミ用

品番 FTD024

定価 290.000円(税抜)

販売価格 261.000円(税抜)

煙感知器感度試験器

ノーミ用

FDK226、229、246用

品番 FTD025

定価 350.000円(税抜)

販売価格 315.600円(税抜)

煙感知器感度試験機

品番 TSU-A100

定価 298.000円(税抜)

販売価格 240.000円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/ftfj003-p.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/tso-b06b.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/nkt-4.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/bvt9702.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/mtt.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/mtd.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/ftd024.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/ftd025.html
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感知器着脱器 本体のみ

能美製品感知器用

品番 FZC014

定価 15.500円(税抜)

販売価格 15.500円(税抜)

煙感知器感度試験器

ニッタン用

品番 NID-ET3-1

定価 80.000円(税抜)

販売価格 63.000円(税抜)

煙感知器感度試験器

パナソニック製

品番 BG99105

定価 300.000円(税抜)

販売価格 266.000円(税抜)

FZC018型 感知器着脱器

本体のみ 能美製品感知器用

品番 FZC018

定価 11.000円(税抜)

販売価格 8.800円(税抜)

感知器脱着器用

TSC-A100ホルダー

ホーチキ用

TSC-A100-HO

定価 7.100円(税抜)

販売価格 7.100円(税抜)

感知器着脱器 本体のみ

能美製品感知器用

品番 FZC016

定価 39.800円(税抜)

販売価格 39.800円(税抜)

感知器脱着器

ALK・SLL・ALB・ALD・ALW・

ALFシリーズホーチキ用

品番 TSC-A100SLK

定価 16.500円(税抜)

販売価格 14.860円(税抜)

感知器脱着器

SLG・ATA・ALA・SIG・DRA・

DRB・DRCシリーズホーチキ用

品番 TSC-A100SLG

定価 13.500円(税抜)

販売価格 12.160円(税抜)

感知器脱着器

DSA・DSB・DSC・SLR・SLV・SLW・

SLQ・DSM・DFR・ALG・ALK・ATG・

ATI・ASA・ASBシリーズ

ホーチキ用

品番 TSC-A100DSC

定価 11.500円(税抜)

販売価格 10.360円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/fzc014.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/nid-et3-1.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/bg99105.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/fzc018.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/tsc-a100-ho.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/fzc016.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/tsc-a100slk.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/tsc-a100slg.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/tsc-a100dsc.html


感知器着脱器

（2KW・2KY・AKF・KAA用）

ニッタン用

品番 KW-23

定価 10.000円(税抜)

販売価格 6.800円(税抜)
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感知器着脱器（2KK用）

ニッタン用

品番 KK-23

定価 open

販売価格 6.800円(税抜)

感知器脱着器

DFC・DCBシリーズ

（マグネット試験器として）ホーチキ用

品番 TSC-A100SLK-M

定価 24.000円(税抜)

販売価格 21.600円(税抜)

感知器脱着器

SIC・SID・SIE・SIF・SIGシリーズ

ホーチキ用

品番 TSC-A100SID

定価 3.100円(税抜)

販売価格 3.100円(税抜)

感知器脱着器 ALL・SLYシリーズ

ホーチキ用

品番 TSC-A100ALL

定価 27.000円(税抜)

販売価格 24.300円(税抜)

感知器着脱器取付アダプタ

ニッタン用

品番 FZ-007

定価 9.500円(税抜)

販売価格 9.000円(税抜)

アドレス設定器（進Pシリーズ、R-

24/22/21/17/15/1100シリーズ用）

ノーミ用

品番 FZAJ004-P

定価 35.000円(税抜)

販売価格 35.000円(税抜)

感知器（小型タイプ）

着脱工具ヘッド

品番 BVT9103

定価 5.100円(税抜)

販売価格 4.500円(税抜)

煙感知器（薄型シリーズ用） 着脱工

具セット（支持棒・継手付）

品番 BVT9102

定価 24.300円(税抜)

販売価格 21.600円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/kw-23.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/kk-23.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/tsc-a100slk-m.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/tsc-a100sid.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/tsc-a100all.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/fz-007.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/fzaj004-p.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/bvt9103.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/bvt9102.html
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アドレス設定器

ニッタン製

品番 MTL2

定価 98.000円(税抜)

販売価格 66.640円(税抜)

アドレス設定器 ニッタン製

品番 MTR

定価 50.000円(税抜)

販売価格 42.500円(税抜)

R型・GR型システム

アドレス設定器 ホーチキ製

品番 TCH-C100

定価 50.000円(税抜)

販売価格 50.000円(税抜)

Pアドレス設定器（P型自動試験機能付

専用） ホーチキ製

品番 TCK-B100

定価 50.000円(税抜)

販売価格 50.000円(税抜)

クランプテスタ（交流電圧計）

品番 CL255

定価 43.000円(税抜)

販売価格 45.700円(税抜)

炎感知器用作動試験器 赤外線式

ニッタン製

品番 MTE

定価 open

販売価格 48.000円(税抜)

アナログ絶縁抵抗計

品番 MG-01U

定価 open

販売価格 22.000円(税抜)

アナログテスタ

品番 CX-04MB

定価 open

販売価格 4.100円(税抜)

アナログ接地抵抗計

品番 ET-01U

定価 open

販売価格 31.900円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/mtl2.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/mtr.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/tch-c100.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/cl255.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/mte.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/mg-01u.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/cx-04mb.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/et-01u.html


メーターリレー試験器

日本ドライケミカル

（ヒューセック）製

品番 HSY415

定価 40.000円(税抜)

販売価格 37.500円(税抜)

自火報設備点検用具
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炎感知器用作動試験器

品番 FTEJ001-P

定価 60.000円(税抜)

販売価格 60.000円(税抜)

普通騒音計

品番 TYPE2080

定価 open

販売価格 135.000円(税抜)

普通騒音計

品番 TYPE6226

定価 160.000円(税抜)

販売価格 158.300円(税抜)

MTD用ケーブル黒

（４端子とジャック）

品番 MTD-K

定価 open

販売価格 3.380円(税抜)

防爆用試験器

品番 FHT-3E

定価 34.000円(税抜)

販売価格 42.500円(税抜)

デジタル照度計

品番 LX-01U

定価 open

販売価格 23.000円(税抜)

絶縁抵抗計(25・50・125・250V)

品番 3442

定価 36.0000円(税抜)

販売価格 32.400円(税抜) 

TSO-B06B用 接続ケーブル

ホーチキ用

品番 TSO-B06B-K

定価 open

販売価格 9.800円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/hsy415.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/ftej001-p.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/type2080.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/type6226.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/mtd-k.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/fht-3e.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/lx-01u.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/3442.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/tso-b06b-k.html


自火報設備点検用具

21

消防くん V4 初回導入セット

（本体+サポートパック１年間+インス

トール作業+訪問指導）

品番 SHOUBOUKUN-SET

定価 730.000円(税抜)

販売価格 670.000円(税抜)

検相・検電器

品番 VP-01U

定価 open

販売価格 8.400円(税抜)

スネークスコープ

品番 SS-12

定価 open

販売価格 25.000円(税抜)

放射温度計

品番 IR-211

定価 open

販売価格 6.900円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/shouboukun-set.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/vp-01u.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/ss-12.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/ir-211.html


放水圧力測定器 ピトーキング

吐水口 40口径用

（町野40口径アダプタ付）

品番 PI-K40-PI-A40

定価 open

販売価格 42.780円(税抜)

消火栓設備点検用具

放水圧力測定器

ピトーキング

吐水口

65口径用 (町野65口径アダプタ付)

品番 PI-K65-PI-A65

定価 open

販売価格 46.380円(税抜)

放水圧力測定器エポE-1 40口径用

品番 EPOE-1-40H

定価 open

販売価格 41.300円(税抜)

放水圧力測定器エポE-2 65口径用

品番 EPOE-2-65H

定価 open

販売価格 68.000円(税抜)
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放水圧力測定器

25・40口径用

品番 TOYO2540H

定価 124.950円(税抜)

販売価格 115.000円(税抜)

エポE-1用変換アダプター

40→30口径変換

品番 EPOE-1-4030H

定価 open

販売価格 9.800円(税抜)

エポE-2用変換アダプター

65→50口径変換

品番 EPOE-2-6550H

定価 open

販売価格 12.000円(税抜)

エポE-1用変換アダプター 40→25口

径変換 8ｍｍロングノズル付

品番 EPOE-1-4025H-8

定価 open

販売価格 21.600円(税抜)

エポE-1用変換アダプター

40→25口径変換

品番 EPOE-1-4025H

定価 open

販売価格 9.800円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/pi-k40-pi-a40.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/pi-k65-pi-a65.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/epoe-1-40h.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/epoe-2-65h.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/toyo2540h.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/epoe-1-4030h.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/epoe-2-6550h.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/epoe-1-4025h-8.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/epoe-1-4025h.html


消火栓設備点検用具

ピトーキング用 65口径吐水口

+アダプタ町野65口径用

品番 PI-A65-TOS65

定価 open

販売価格 16.020円(税抜)

ピトーキング用 アダプタ

町野65口径用

品番 PI-A65

定価 open

販売価格 4.980円(税抜)

ピトーキング用 アダプタ

町野50口径用

品番 PI-A50

定価 open

販売価格 4.980円(税抜)

ピトーキング用 50口径吐水口

+アダプタ町野50口径用

品番 PI-A50-TOS50

定価 open

販売価格 16.020円(税抜)

ピトーキング用 40口径吐水口 + 

アダプタ町野40口径用

品番 PI-A40-TOS40

定価 open

販売価格 12.420円(税抜)
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放水圧力測定器 ピトーキング

25口径用 吐水口付

品番 PI-K25

定価 open

販売価格 44.160円(税抜)

ピトーキング用 アダプタ

町野40口径用

品番 PI-A40

定価 open円(税抜)

販売価格 4.140円(税抜)

ピトーキング用 アダプタ

消防ネジ30口径用

品番 PI-A30

定価 open

販売価格 5.520円(税抜)

ピトーキング用 25口径吐水口

品番 TOS25

定価 open

販売価格 13.800円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/pi-a65-tos65.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/pi-a65.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/pi-a50.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/pi-a50-tos50.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/pi-a40-tos40.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/pi-k25.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/pi-a40.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/pi-a30.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/tos25.html


ビトーゲージ

品番 BITOGH

定価 22.680円(税抜)

販売価格 17.800円(税抜)

消火栓設備点検用具

ピトーキング用

65口径吐水口

品番 TOS65

定価 open

販売価格 11.040円(税抜)

ピトーキング用

40口径吐水口

品番 TOS40

定価 open

販売価格 8.280円(税抜)

ピトーキング用

50口径吐水口

品番 TOS50

定価 open

販売価格 11.040円(税抜)
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ピトーキング用 集水器65×1m 

品番 PI-SHU

定価 open

販売価格 22.080円(税抜)

ピトーキング用 STバルブ

25口径対応型

品番 PI-ST25

定価 open

販売価格 17.260円(税抜)

ピトーキング用 STバルブ

65口径対応型

品番 PI-ST65

定価 open

販売価格 23.000円(税抜)

ピトーキング用 STバルブ

40口径対応型

品番 PI-ST40

定価 open

販売価格 16.100円(税抜)

ピトーキング用 STバルブ

30口径対応型

（ピトーキング側40口径）

品番 PI-ST30

定価 open

販売価格 16.100円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/bitogh.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/tos65.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/tos40.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/tos50.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/tos40.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/pi-st25.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/pi-st65.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/pi-st40.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/pi-st30.html


消火栓設備点検用具

ミヤテスタ 連送ホース兼用

（認定品）

品番 HT65

定価 270.000円(税抜)

販売価格 230.000円(税抜)
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ミヤテスタ 内栓ホース兼用

（未検品）

品番 HT40

定価 200.000円(税抜)

販売価格 143.000円(税抜)

送水口水抜用器具セット

品番 SOM-SET

定価 open

販売価格 55.000円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/ht65.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/ht40.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/som-set.html


消火設備点検用具

たん白用泡試料コレクタ

品番 BBTAK

定価 open

販売価格 114.800円(税抜)

たん白用泡試料コンテナ台

品番 BBTAKND

定価 open

販売価格 35.000円(税抜)

たん白用泡試料コンテナ

１個

品番 BBTAKN

定価 open

販売価格 17.500円(税抜)

水成膜用泡試料コレクタ・メスシリン

ダーセット

品番 BBSAKM-SET

定価 191.000円(税抜)

販売価格 186.760円(税抜)

水成膜用泡試料コレクタ

品番 BBSAK

定価 open

販売価格 120.400円(税抜)

たん白用泡試料コレクタ・コンテナ台・

コンテナ×２・メスシリンダー×３

セット

品番 BBTAKKM-SET

定価 278.000円(税抜)

販売価格 251.160円(税抜)

メスシリンダー1000ml

ガラス製

品番 BBMS1000

定価 open

販売価格 15.820円(税抜)

メスシリンダー500ml

ガラス製

品番 BBMS500

定価 open

販売価格 8.680円(税抜)

メスシリンダー100ml ガラス製

品番 BBMS100

定価 open

販売価格 8.680円(税抜)
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https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/bbtak.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/bbtaknd.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/bbtakn.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/bbsakm-set.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/bbsak.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/bbtakkm-set.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/bbms1000.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/bbms500.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/bbms100.html


消火器設備点検用具

クランプ台 初田製作所製

品番 CURAMP-H

定価 6.000円(税抜)

販売価格 6.000円(税抜)

クランプ台 ヤマトプロテック製

品番 CURAMP

定価 open

販売価格 28.800円(税抜)

デリバリーホース

品番 H-DBHS

定価 8.000円(税抜)

販売価格 6.400円(税抜)

蓄圧消火器再充填用工具セット

品番 FILLIG

定価 80.000円(税抜)

販売価格 80.000円(税抜)

標準圧力計 0〜2Mpa

品番 H-ATSU

定価 open円(税抜)

販売価格 4.800円(税抜)

キャップスパナ

ヤマトプロテック製

品番 CAPS

定価 4.860円(税抜)

販売価格 3.000円(税抜)
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手ばかり（10Kg）

品番 10KG

定価 open

販売価格 3.700円(税抜)

圧力調整器

品番 H-ATCH

定価 41.000円(税抜)

販売価格 32.800円(税抜)

はかり台ばかり（20Kg）

品番 SD-20

定価 15.000円(税抜)

販売価格 12.400円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/curamp-h.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/curamp.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/h-dbhs.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/filling.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/h-atsu.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/caps.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/h-atch.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/sd-20.html


消火器設備点検用具

エアーブロー用ガン

品番 H-EBG

定価 7.200円(税抜)

販売価格 5.760円(税抜)

N2ボンベ 13.4L 窒素ガス

品番 N2-134L

定価 63.000円(税抜)

販売価格 50.000円(税抜)

充圧用口金

三津浜LS8DY用

品番 M-JUTEN

定価 open

販売価格 4.800円(税抜)

フランジドライバーセット

品番 FURANJI

定価 8.000円(税抜)

販売価格 8.000円(税抜)

充填用媒介金具 初田製作所製

品番 H-JBK

定価 7.500円(税抜)

販売価格 6.000円(税抜)

充填用媒介金具 宮田工業製

品番 3BVS02040

定価 open

販売価格 6.200円(税抜)

充填用媒介金具 宮田工業製

品番 3BVS02040010

定価 open

販売価格 4.800円(税抜)
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充圧用口金ABセット LS・50W用

（蓄圧粉末３ｋｇ用)

日本ドライケミカル用

品番 D-JUATU-AB

定価 open

販売価格 10.400円(税抜)

消火器銘板 「消火器↓」 縦

サイズ：240×80mm

厚さ：0.5mm

品番 SB-2

定価 110円(税抜)

販売価格 60円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/h-ebg.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/m-juten.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/furanji.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/h-jbk.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/3bvs02040.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/3bvs02040010.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/d-juatu-ab.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/sb-2.html


消火器設備点検用具
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はやわざクン 3Lタイプ

品番 YTS-3

定価 17.000円(税抜)

販売価格 13.000円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/yts-3.html


避難設備点検用具

自家発電設備点検用具

通報設備点検用具

トルクレンチセット（本体：QL100N4,

交換ソケット12.7：17,19,21,24,26,エ

クステンションバーL150,ケース：

846）

品番 QL100N4-SET

定価 32.610円(税抜)

販売価格 29.400円(税抜)

比重計 大型

品番 4-S

定価 open

販売価格 7.000円(税抜)

トルクレンチ

（1/2×17,21,26ソケット付）

品番 F92N

定価 17.290円(税抜)

販売価格 17.200円(税抜)
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火災通報装置用 簡易疑似交換機

品番 ANTS-101

定価 307.000円

販売価格 297.000円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/ql100n4-set.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/4-s.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/f92n.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/ants-101.html


ガス漏れ設備点検用具

漏電火災警報器
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漏電火災警報器試験器

品番 RGR-2

定価 80.000円(税抜)

販売価格 68.800円(税抜)

漏電火災警報動作電流試験器

品番 LT-1A

定価 120.000円(税抜)

販売価格 112.500円(税抜)

ガス漏れ検知器用加ガス式試験器

品番 EG-20

定価 222.000円(税抜)

販売価格 222.000円(税抜)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/rgr-2.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/lt-1a.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/minakami119/eg-20.html


命一番堂
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町28-30

☎042-663-3117

FAX 042-663-2550
minakami@minakami.co.jp

●本カタログに示される仕様、価格は予告なしに変更することがあります。

●商品とカタログの色は、お客様のご使用のモニターやブラウザ、照明
器具などの環境により異なります。

●当カタログに記載されている内容は2020年2月現在のものです。


