
ビニールチューブ標準在庫品サイズ表

品名 品名 品名
白ﾁｭ-ﾌﾞ 2.0×0.4 (200) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 4.0×0.4 (100) アース線用
白ﾁｭ-ﾌﾞ 2.5×0.4 (200) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 5.0×0.4 (100) Y/G(黄緑)ﾁｭｰﾌﾞ  3.2×0.5 (200)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 2.8×0.4 (200) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 6.0×0.4 (100) Y/G(黄緑)ﾁｭｰﾌﾞ  3.6×0.5 (200)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 3.0×0.4 (200) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 7.0×0.4 (100) Y/G(黄緑）ﾁｭｰﾌﾞ 4.0×0.5 (200)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 3.2×0.4 (100)、(200) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 8.0×0.4 (100) Y/G(黄緑）ﾁｭｰﾌﾞ 5.0×0.5 (200)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 3.3×0.4 (100)、(200) Y/G(黄緑）ﾁｭｰﾌﾞ 6.0×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 3.4×0.4 (100)、(200) 黒ﾁｭｰﾌﾞ 3.2×0.5 (200)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 3.5×0.4 (100)、(200) 黒ﾁｭｰﾌﾞ 3.6×0.5 (200) アース線用
白ﾁｭ-ﾌﾞ 3.6×0.4 (100)、(200) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 4.0×0.5 (100) B/W(青白）ﾁｭｰﾌﾞ 3.2×0.5 (200)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 3.7×0.4 (200) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 5.0×0.5 (100) B/W(青白）ﾁｭｰﾌﾞ 3.6×0.5 (200)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 3.8×0.4 (100)、(200) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 6.0×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 4.0×0.4 (100)、(200) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 7.0×0.5 (100) アース線用
白ﾁｭ-ﾌﾞ 4.2×0.4 (100)、(200) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 8.0×0.5 (100) ｵﾚﾝｼﾞ/白ﾁｭｰﾌﾞ　 3.6Ｘ0.5 (200)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 4.5×0.4 (100) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 7.0×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 4.8×0.4 (200) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 8.0×0.5 (100) 赤ﾁｭ-ﾌﾞ       　 3.2×0.4 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 5.0×0.4 (100) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 9.0×0.5 (100) 赤ﾁｭ-ﾌﾞ     　   3.2×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 5.1×0.4 (100) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 10.0×0.5 (100) 赤ﾁｭ-ﾌﾞ     　   3.6×0.4 (100)
白ﾁｭｰﾌﾞ 5.3×0.4 (100) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 12.0×0.5 (100) 赤ﾁｭ-ﾌﾞ     　   3.6×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 5.4×0.4 (100) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 14.0×0.5 (100) 赤ﾁｭ-ﾌﾞ          3.8×0.4 (200)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 5.5×0.4 (100) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 15.0×0.5 (100) 赤ﾁｭ-ﾌﾞ          4.2×0.4 (200)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 6.0×0.4 (100) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 16.0×0.5 (100) 赤ﾁｭ-ﾌﾞ          5.3×0.4 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 6.2×0.4 (100) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 18.0×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 6.5×0.4 (100) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 20.0×0.5 (100) 黄ﾁｭ-ﾌﾞ       　 3.2×0.4 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 7.0×0.4 (100) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 25.0×0.5 (100) 黄ﾁｭ-ﾌﾞ     　   3.2×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 7.8×0.4 (100) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 30.0×0.5 (100) 黄ﾁｭ-ﾌﾞ     　   3.6×0.4 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 8.0×0.4 (100) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 35.0×0.5 (100) 黄ﾁｭ-ﾌﾞ 　　　　 3.6×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 9.0×0.4 (100) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 40.0×0.5 (100) 黄ﾁｭ-ﾌﾞ          3.8×0.4 (200)

黒ﾁｭ-ﾌﾞ 45.0×0.5 (100) 黄ﾁｭ-ﾌﾞ          4.0×0.4 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 3.2×0.5 (100)、(200) 黒ﾁｭ-ﾌﾞ 50.0×0.5 (100) 黄ﾁｭ-ﾌﾞ          4.2×0.4 (200)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 3.6×0.5 (100)、(200) 黄ﾁｭ-ﾌﾞ          4.5×0.4 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 4.2×0.5 (100)、(200) 黄ﾁｭ-ﾌﾞ          5.3×0.4 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 4.6×0.5 (100) 黄ﾁｭｰﾌﾞ          7.0×0.4 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 5.1×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 5.6×0.5 (100) 青ﾁｭ-ﾌﾞ       　 3.2×0.4 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 6.2×0.5 (100) 青ﾁｭ-ﾌﾞ     　   3.2×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 7.1×0.5 (100) 青ﾁｭ-ﾌﾞ     　   3.6×0.4 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 7.8×0.5 (100) 青ﾁｭ-ﾌﾞ     　   3.6×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 8.0×0.5 (100) 青ﾁｭ-ﾌﾞ          3.8×0.4 (200)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 9.0×0.5 (100) 青ﾁｭ-ﾌﾞ          4.2×0.4 (200)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 9.4×0.5 (100) 青ﾁｭ-ﾌﾞ          5.3×0.4 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 10.0×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 10.5×0.5 (100) 緑ﾁｭ-ﾌﾞ       　 3.2×0.4 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 11.5×0.5 (100) 緑ﾁｭ-ﾌﾞ     　   3.2×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 12.0×0.5 (100) 緑ﾁｭ-ﾌﾞ     　   3.6×0.4 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 13.3×0.5 (100) 緑ﾁｭ-ﾌﾞ     　   3.6×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 14.0×0.5 (100) 緑ﾁｭ-ﾌﾞ          3.8×0.4 (200)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 15.0×0.5 (100) 緑ﾁｭ-ﾌﾞ          4.2×0.4 (200)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 15.5×0.5 (100) 緑ﾁｭ-ﾌﾞ          5.3×0.4 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 16.0×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 18.0×0.5 (100) 空色ﾁｭ-ﾌﾞ   　  3.2×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 20.0×0.5 (100) 空色ﾁｭ-ﾌﾞ    　 3.6×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 22.0×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 25.0×0.5 (100) 若草色ﾁｭ-ﾌﾞ　  3.2×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 30.0×0.5 (100) 若草色ﾁｭ-ﾌﾞ  　3.6×0.5 (100)
白ﾁｭ-ﾌﾞ 40.0×0.5 (100)

茶色ﾁｭ-ﾌﾞ    　 3.2×0.5 (200)
茶色ﾁｭ-ﾌﾞ  　   3.6×0.5 (200)

ﾋﾟﾝｸﾁｭ-ﾌﾞ 　  　 3.2×0.5 (200)
ﾋﾟﾝｸﾁｭ-ﾌﾞ 　　   3.6×0.5 (200)

薄ｵﾚﾝｼﾞﾁｭ-ﾌﾞ  3.2×0.5 (200)
薄ｵﾚﾝｼﾞﾁｭ-ﾌﾞ  3.6×0.5 (200)
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