さかなの使用工具一覧
いつもありがとうございます。
現在使っている工具を一覧にさせてもらいましたが、
どう調べても「不明」なものなどもありましたし、
僕も常に進化してますので、使う工具は本当にどんどん変わっていきます。

2019年7月、
現時点での情報になりますのでご了承ください。

あと、
電動工具などはちょっと古い型番になっていると思います。

購入される際は、
最新型を探して購入されるといいと思います。

人によって手の長さ腕の長さ、体型などなど全部違いますし、
工事のやり方次第で使う工具もめちゃくちゃ変わってきます。

あくまで参考程度にしてもらえるといいと思います。

ちなみにリンクはアフィリエイトリンクになっています。
（Amazonで売ってなかったものは普通のリンクです）

僕の動画が何かしら参考になれているのであれば、
こちらのリンクから買ってもらえると嬉しいです。

でも、この報酬は僕のお小遣いになるのではなく、
定期開催している「皆様のおかげです企画」の資金になりますので、
こちらから買ってもらえる方が皆様の利益が増えます。

逆に、「奴に報酬が入るのは気に食わん。」
という方は普通に別で検索してください。

使い方がわからなさそうなものは、
「使い方」を表示し、「使用頻度」も書いておきますので、
必要に応じて「いる」「いらない」の参考にしてください。

『使用頻度』
5・・・毎日必ず使う（絶対必要）
4・・・3日に一回使う（必要）
3・・・1週間に一回使う（なくてもなんとかなる）
2・・・1ヶ月に一回使う（なくていい）
1・・・半年に一回使う（いらない）

＝＝＝腰道具＝＝＝
安全帯胴ベルト・・・使用頻度5
TITAN(タイタン) 安全帯胴ベルト ワンタッチバックル付 OT-SNH用胴ベルト-BL-BP [落下防止
電気工事 高所での安全作業]
https://amzn.to/2JriZQZ
柱上安全帯・・・使用頻度2
「使い方」・・・3階おろしの時に使う
藤井電工 ツヨロン(TSUYORON) 柱上作業用安全帯 U字つり専用 FC柱上用安全帯 FC-22BL5-BP [落下防止 電気工事 高所での安全作業]
https://amzn.to/3279vmn
胴ベルトクッション・・・使用頻度5
不明
スケール・・・使用頻度5
コメロン コンベックス セルフロック 25 テープ幅25mm 5.5M BP KMC-36
https://amzn.to/2RTvZ5K
スケールホルダー・・・使用頻度5
コメロン コンベックス用 ベルトホルダー 123268
https://amzn.to/2FLvupp

粘着ホルダー・・・使用頻度5
「使い方」・・・可動式だけど何かで固定して使う
土牛 ステンレス らくスルーフック U字可動式 DSRT-5
https://amzn.to/32aXYSO
腰袋・・・使用頻度5
電工腰袋 ホルダー付 RAV2-32
https://amzn.to/32aY3WC
マジック・・・使用頻度5
「使い方」・・・ボードアンカー打つ場所の目印
ゼブラ 油性ペン ハイマッキー 黒 3本 P-MO-150-MC-BK3
https://amzn.to/2RRzSb1
六角レンチ・・・使用頻度5
ホーザン(HOZAN) アーレンキー キーレンチ 六角レンチセット 10本組 対辺サイズ:1.27/1.5/
1.6/2/2.4/2.5/3/3.2/4/4.8mm W-98
https://amzn.to/2FQA9GB
水平器・・・使用頻度5
「備考」・・・toshichinさんに教えてもらいました！これまでずーと理想の水平器を探していました
が、これまで使った中で一番いいです！toshichinさんありがとうございます！
エビス コスミックレベル ED-20COS
https://amzn.to/2Jlkn7A
テスター・・・使用頻度5
Sanwa(三和電気計器) デジタルマルチメーター PM-3
https://amzn.to/2xt2rlI
モンキー小・・・使用頻度5
ロブテックス エビ印 M200 モンキレンチ（強力型） ロブスター
https://amzn.to/2RPU7G6
ドライバーホルダー・・・使用頻度5
コヅチ エボ ツールケース7丁差 EM-29
https://amzn.to/3253t5C
ドライバーマイナス・・・使用頻度5
ベッセル(VESSEL) ボールグリップドライバー No.220 マイナス5.5×100
https://amzn.to/2Jm2cOZ

ドライバープラス・・・使用頻度5
ベッセル(VESSEL) ボールグリップドライバー No.220 プラス2×100
https://amzn.to/32aYqjY
ケーブルカッター・・・使用頻度5
「使い方」・・・配管のカットに。
マーベル(MARVEL) ケーブルカッター 銅線専用 小型軽量タイプ ME-38
https://amzn.to/2FQfNNN
モールカッター・・・使用頻度5
「使い方」・・・PPバンドカット、本体横カット、プラ系カット全般
SK11 モールカッター MK-205
https://amzn.to/2FNU3SI
モンキー大・・・使用頻度5
エビ H ハイブリッドモンキー HUM36 250MM
https://amzn.to/2RV1kVx
VAストリッパー・・・使用頻度5
ホーザン(HOZAN) VVFストリッパー 電気工事士試験対応 ワイヤーストリッパー P-958
https://amzn.to/2xvXXLn
カッター・・・使用頻度5
「備考」・・・10年以上前、引越しのバイト先の先輩女性から授かったもの。
今ではもう売ってないし、この使い心地はどのカッターも敵わない。
このカッターが壊れた時がエアコン屋を辞める時
非売品
カッターホルダー・・・使用頻度5
KNICKS(ニックス) KC-201PLNDX EVA チェーンタイプ型押しペンチ2Pホルダー
https://amzn.to/2FU26NQ
インパクト・・・使用頻度5
「備考」・・・18vは重いしフレア加工が高速になるので不適
マキタ(Makita) 充電式4モードインパクトドライバー 14.4V 黒 TP131DZB
https://amzn.to/2JnqTuA
インパクトホルダー・・・使用頻度5
土牛 らくスルーフック ラチェットレンチ用 DRT-4
https://amzn.to/2xvByhi

＝＝＝カバン＝＝＝
カバン・・・使用頻度5
SK11 ツールキャリーバッグPRO HB ハードボトム 約幅300X高さ280X奥行240mm STC-HBS
https://amzn.to/2xsEzPl
ナイログ・・・使用頻度5
アサダ RT201B ナイログ青ガス漏れ防止剤(全フロン対応)
https://amzn.to/32aLYkj
チューブカッター・・・使用頻度5
イチネンTASCO TA560TA チューブカッター(28)
https://amzn.to/2xsKvYL
9mm下穴ドリル・・・使用頻度3
スターエム バリが出にくい 六角軸 木工用 F型ショートドリル 9.0mm
https://amzn.to/2RS7pSE
ドリルワンタッチ・・・使用頻度3
KOSEI 簡単アダプター 下穴ギリ用 SA-3
https://amzn.to/2JkzjTo
超硬ドリル3.2mm・・・使用頻度2
マキタ(Makita) 超硬ドリル 充電式震動ドリル用 径3.2mm 有効長45mm A-47064 (金属・
金工)
https://amzn.to/2RQOPKF
プラスビット1番3番・・・使用頻度1
ベッセル(VESSEL) ビットベルト BW-15
https://amzn.to/328YLnm
下地探りドリル・・・使用頻度4
ナチ(NACHI) 六角軸鉄工ドリルロング2.0ミリ (金属・金工)
https://amzn.to/2xu7vGQ
検電器・・・使用頻度5
「使い方」・・・分電盤にいながら回路の特定ができる
デンサン スーパーサウンド3Eチェッカー SEC-901B
https://amzn.to/2FRjsdZ
蝶ネジビット・・・使用頻度3

「使い方」・・・屋根置き架台の固定ボルトの固定に。
トップ(TOP) 蝶ネジソケット 電動ドリル用 ECS-M810
https://amzn.to/2JnrT1O
ボールペン・・・使用頻度3
「備考」・・・サインをもらうのにボールペン忘れた時用
三菱鉛筆 油性ボールペン ジェットストリーム 0.5 黒 5本 SXN150055P.24
https://amzn.to/2JlUhkN
インシュロック小・・・使用頻度4
「使い方」・・・電源プラグコードとアース線を結束する
ヘラマンタイトン 結束バンド インシュロック AB100 100本入 標準・屋内用グレード 乳白
https://amzn.to/2RW1Nqn
インシュロック大・・・使用頻度3
「使い方」・・・柵とかに配管を固定する
ヘラマンタイトン 結束バンド インシュロック AB300 100本入 標準・屋内用グレード 乳白
https://amzn.to/2FQTOq1
トルクレンチ3分・・・使用頻度5
イチネンTASCO TA771H 高精度トルクレンチ
https://amzn.to/2xuYPje
トルクレンチ2分・・・使用頻度5
イチネンTASCO TA771B 高精度トルクレンチ
https://amzn.to/2JnKV86
ペンチ・・・使用頻度3
フジ矢 ペンチ JIS規格 175mm 1050-175
https://amzn.to/2JnKWca
ミニハンマー・・・使用頻度3
ファンシー グラスファイバー柄ミニ玄能 カラカミタイプ
https://amzn.to/2xrF10l
ボードのこ・・・使用頻度2
デンサン 電工プロ折りたたみ引廻しノコ JHNT-120
https://amzn.to/2Jo92DF
下地探し・・・使用頻度2
マーベル 下地探し どこ太Smart 35mmマグネット付 SE18037
https://amzn.to/2xrFdg5

13メガネレンチ・・・使用頻度2
「使い方」・・・屋根置架台のボルトが錆びている時に13のソケットと合わせて使う
トップ工業(TOP工業) 首振りロックラチェットコンビ 13mm FRC-13LK
https://amzn.to/2Jnsroo
板ラチェットドライバー・・・使用頻度2
「使い方」・・・狭い場所での室外機のフタ閉め、アース端子とめ
ベッセル(VESSEL) 板ラチェットドライバーセット ソケット付 TD-72
https://amzn.to/2FNOjYP
フレアツール・・・使用頻度5
イチネンTASCO TA550WB ラチェット式フレアーツール
https://amzn.to/2Jo9x0v
フレアツールアダプター・・・使用頻度5
MKK カプラ式アダプター 9.5mm CA-95
https://amzn.to/2JsJky6
フレアツールショートバー・・・使用頻度5
イチネンTASCO TA550G-1 ショートサイズクランプバー(ピン付)
https://amzn.to/2FSB1ua
VAストリッパー・・・使用頻度5
MARVEL(マーベル) VA線ケーブルストリッパー JVA-123 電気工事士技能試験必携
https://amzn.to/2xvO1Bn
13ソケット・・・使用頻度4
ベッセル(VESSEL) 剛鍛首振りショートソケット 対辺13 コンパクトサイズのユニバーサルソケッ
ト WSA2013
https://amzn.to/2xvCEtq
17ソケット・・・使用頻度4
スーパーツール(SUPERTOOL) 電動ドリルインパクト用ソケット(ビット着脱式) 17mm 18V対応
6角タイプ 強力型 DSB17H (金属・金工)
https://amzn.to/2FU4O5Y
ステップドリル・・・使用頻度3
JAPPY ステップドリル JSD-422
https://amzn.to/2xvCFO0
ソケットホルダー・・・使用頻度5

トップ(TOP) 携帯用 ソケットホルダー3色セット ESH-MBRG
https://amzn.to/2JluGZe

＝＝＝真空ポンプの中＝＝＝
真空ポンプ・・・使用頻度5
マキタ(Makita) 充電式真空ポンプ (本体のみ/バッテリー・充電器別売) 18V VP180DZ
https://amzn.to/2JluI3i
バッテリー・・・使用頻度5
マキタ(Makita) リチウムイオンバッテリー BL1860B 18V 6.0Ah A-60464
https://amzn.to/2JluJEo
ホース・・・使用頻度5
〈HOTEISON〉R410A R32用 エアコン ガス チャージホース 90cm 選べる 3色 赤/青/黄 （青）
https://amzn.to/2RW3O5V
コントロールバルブ・・・使用頻度5
イチネンTASCO TA166ZA 耐圧兼用型チャージバルブ
https://amzn.to/2RSBgdN
真空ゲージ・・・使用頻度5
イチネンTASCO TA142MDデジタルミニ真空ゲージキット
https://amzn.to/2Jnf87l
タッパー・・・使用頻度3
「使い方」・・・中にパーツクリーナーを吹き付けたウェットティッシュを入れておく、汚れふき
岩崎 食品保存容器 ナチュラル 250ml 浅型 クイック開閉 スクリュートップキーパー 抗菌 B2270KN
https://amzn.to/2xrFQpX
ボードアンカーリベッター・・・使用頻度2
ジェフコム ボードアンカー専用ツール BT-45P
https://amzn.to/2YBClJy

＝＝＝脚立＝＝＝
脚立・・・使用頻度5
「備考」・・・脚立は絶対に長谷川。
長谷川工業(HASEGAWA)アルミ軽量はしご兼用脚立 天板トレー付 (81cm) RC2.0-09

https://amzn.to/2RRCcPh
脚立カバー・・・使用頻度5
デンサン 脚立ソックス(巾着、ゴム付) 4個入(脚立1台分) KS-7S
https://amzn.to/2FPcEO2
養生マット・・・使用頻度5
「備考」・・・いつも行くカパスという空調屋で売っているもの。
200×160cmくらい、厚みがあって一枚5000円以上するいいやつ。
不明

＝＝＝車の中＝＝＝
バインダー・・・使用頻度5
コクヨ クリップボード クリップホルダー A4 青 ヨハ-50NB
https://amzn.to/2FU53xU
クリアファイル・・・使用頻度5
プラス クリアホルダー A4 100枚 クリアー FL-170HO-100 88-106
https://amzn.to/2RQSQPb
ティッシュ・・・使用頻度2
スコッティ ティシュー 400枚(200組) 5箱 ホワイトパッケージ
https://amzn.to/2JqkVZK
単3乾電池・・・使用頻度2
パナソニック エボルタ 単3形アルカリ乾電池 12本パック LR6EJ/12SW
https://amzn.to/2xvP4Bj
単4乾電池・・・使用頻度2
パナソニック エボルタ 単4形アルカリ乾電池 12本パック LR03EJ/12SW
https://amzn.to/2xvlLz4
バッテリーチャージャー・・・使用頻度3
マキタ DC18RF(スマホ等充電用USBポート付) 14.4V/18Vリチウムイオンバッテリ用急速充
電器(JPADC18RF)
https://amzn.to/2RRPD1K
バッテリー14v・・・使用頻度5
マキタ(Makita) リチウムイオンバッテリー BL1460B 14.4V 6.0Ah A-60660
https://amzn.to/2RRPY4w

ヘルメット・・・使用頻度4
谷沢製作所(タニザワ) ヘルメット MP型 ST#148ーEZ ホワイト(W-01)
https://amzn.to/2FNOYth
ヘルメットライト・・・使用頻度3
ジェントス 充電式 LEDヘッドライト 【500ルーメン/実用点灯6時間】HW-V533H
https://amzn.to/2Xnfl4h
スチール・・・使用頻度4
デンサン ブラックスリムライン30m BX-4030J
https://amzn.to/2xzJcHb
チャージングスケール・・・使用頻度2
FUSOデジタルチャージングスケール(冷媒計量器)FUSO-50F
https://amzn.to/2xrgGYo
チューブカッター替え刃・・・使用頻度1
イチネンTASCO TA560TA-1S TA560TA・TB用替刃(ステン用3枚入)
https://amzn.to/2FNXxog
コントロールバルブ替えゴム・・・使用頻度1
イチネンTASCO TA166H-1P ローレットパッキン(2個入)
https://amzn.to/2JlVg4t
プラスチックケース中・・・使用頻度5
アイリスオーヤマ チェスト スリム 3段 幅30.9×奥行40×高さ62.5cm ホワイト 白 プラスチック
S-303
https://amzn.to/2xt5lH8
プラスチックケース大・・・使用頻度5
アイリスオーヤマ チェスト ワイド 3段 幅63×奥行50×高さ69cm ホワイト / クリア 白 プラスチッ
ク N653
https://amzn.to/2FLyuCb
角カンベルト・・・使用頻度2
「使い方」・・・室外機吊り上げ吊りおろしなど
角カンベルト 4cmx4M 1本 アクリルベルト使用�引越用品/引越資材/運送用品/梱包資材
https://amzn.to/2FQi2Rd
サンダー・・・使用頻度2
マキタ(Makita) ディスクグラインダ 高速型 100mm GA4031

https://amzn.to/2XqHGH3
サンダー替え刃鉄工用・・・使用頻度2
マキタ(Makita) 切断砥石 金属・ステンレス用 105×1.0mm (10枚入) A-58263
https://amzn.to/2FP2VHG
サンダー替え刃ダイヤモンド・・・使用頻度1
マキタ(Makita) ダイヤモンドホイール 外径105mm マルチ A-18839
https://amzn.to/2xr73c3
延長コード・・・使用頻度2
TRUSCO 3個口 ソフトタイプ延長コード 15A 10m イエロー 1本
https://amzn.to/2FQC6Tr
3分ベンダー・・・使用頻度3
「使い方」・・・1mくらいにカットして隠蔽配管時の中折れチェックに使う。
イチネンTASCO TA510L-3 ロングスプリングベンダー3/8(9.53mm用)
https://amzn.to/2FPdkmy
4分ベンダー・・・使用頻度・・・3
イチネンTASCO TA510L-4 ロングスプリングベンダー1/2(12.7mm用)
https://amzn.to/2xzJrSB
充電ハンマードリル・・・使用頻度5
マキタ(Makita) 充電式ハンマドリル 18V 白 本体ケース付 HR165DZKW
https://amzn.to/2xvJ7EE
SDSシャンク・・・使用頻度5
ミヤナガ PCコア用Lシャンク SDS PCSKLR
https://amzn.to/2RQ0B87
センターピン・・・使用頻度5
ミヤナガ PCBHCD225 超硬鋭角センタ-ドリル (金属・金工)
https://amzn.to/2RPTBIm
ミヤナガウッディング75・・・使用頻度4
ミヤナガ(Miyanaga) ウッディングコアドリル(カッター)75 PCWS75C
https://amzn.to/2JaJ33V
ミヤナガガルバウッド75・・・使用頻度3
ミヤナガ(Miyanaga) ガルバウッドコアドリル(カッターのみ)75x130 PCGW75C
https://amzn.to/2xsWBRF

ミヤナガ モルタルコア80・・・使用頻度3
ミヤナガ(Miyanaga) 振動用コアドリル(カッター) 80 PCSW80C
https://amzn.to/2FNRWy4
ミヤナガドライモンド65・・・使用頻度2
ミヤナガ(Miyanaga) ドライモンドコアドリル(カッター) 65 PCD65C
https://amzn.to/3274o5s
3.2mmドリル・・・使用頻度3
「使い方」・・・コンクリートに下穴開けてビスをそのまま打ち込みます
マキタ(Makita) 3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク) 径3.2mm 全長115mm A-53453
https://amzn.to/2FSCaSB
4.5mmドリル・・・使用頻度2
「使い方」・・・GL工法でボードが近く、プラグを打つのには遠い場合、
室内機をコンクリートビスで止める時の下穴で使います。
マキタ(Makita) 3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク) 径4.5mm 全長115mm A54097 (金属・金工)
https://amzn.to/2RODPxa
5．5mmドリル・・・使用頻度4
「使い方」・・・コンクリートプラグの下穴は5mmですが、
5mmだと入りづらいので5．5であけます。
マキタ(Makita) 3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク) 径5.5mm 全長115mm A54128 (金属・金工)
https://amzn.to/2FNYqx6
10.5mm・・・使用頻度2
「使い方」・・・コンクリート面に壁面架台をつける時など、
コンクリートアンカー3/8の下穴を開ける時に使います。
マキタ(Makita) 3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク) 径10.5mm 全長165mm A-54411
https://amzn.to/2JlnNHs
12.5mm・・・使用頻度3
「使い方」・・・コンクリートの専用回路増設時、壁の穴あけで使います。
木造でも外壁に穴を開ける時に長いのがあると便利です。
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビットS4 12.5mmφx460mm S4125460
https://amzn.to/2RQQcch
プラグケース・・・使用頻度4
「使い方」・・・コンクリートプラグを腰ベルトに装着できます。

コンクリート2階→1階おろしカバーの時なんかに使います。
DENSAN ベルトパーツボックスミニ (システムボックスシリーズ) SP-18B
https://amzn.to/2XvYM6t
ステップルケース・・・使用頻度3
「使い方」・・・専用回路露出配線の時に、ステップルを腰ベルトに装着出来ます。
DENSAN ベルトパーツボックスミニ (システムボックスシリーズ) SP-18B
https://amzn.to/2JgcS1u
ボードアンカーケース・・・使用頻度5
「使い方」・・・ボードアンカーを入れてカバンに入れておきます。
ボードアンカーを腰ベルトに装着出来ます。
DENSAN ベルトパーツボックスミニ (システムボックスシリーズ) SP-18B
https://amzn.to/2JmoujP
飛散防止ダストカバー・・・使用頻度4
「使い方」・・・穴あけ時の粉の飛散防止
未来工業 ダストカバー DHC-70
https://amzn.to/2FQNWwS
養生テープ・・・使用頻度4
「使い方」・・・穴あけ時にゴミ箱の下をテープで貼ります。粉落ち防止
ダイヤテックス パイオランクロス養生用テープ Y-09GR 50mm×25m 緑 [マスキングテープ]
https://amzn.to/2RSuRPs
傘・・・使用頻度2
セブンの傘
フィッシャー・・・使用頻度3
「使い方」・・・専用回路天井隠蔽、床下隠蔽の時に潜らずに済みます。
デンサン カーボンフィッシャー DCF-8000
https://amzn.to/2JlvOvW
モールパーツケース・・・使用頻度3
「使い方」・・・専用回路モール工事の時にこれごと持っていきます。
デンサン スケルトンパーツボックスミニ 黒枠 フタ付ミニ小箱16個 SPS-2916BK
https://amzn.to/2FU69tw
電動ハンマードリル・・・使用頻度2
「使い方」・・・コンクリート乾式穴あけの時に使います。
マキタ(Makita) ハンマドリル 2モード 23mm HR2300
https://amzn.to/2RTb2rs

電動真空ポンプ・・・使用頻度2
「使い方」・・・パッケージ取り付け、電動が壊れた時の予備、
イチネンTASCO TA150SB-2 ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)
https://amzn.to/2FQ8eqq
レインスーツ・・・使用頻度2
不明
ワークマンで5000円で購入
電気工事ツールボックス・・・使用頻度3
「使い方」・・・圧着ペンチ、ステップル、リングスリーブ、コネクタ、露出コンセント、ブレーカーなど
を入れておき、専用回路があるときはこれごと持っていく。
アイリスオーヤマ フリーケース F-7 クリア【幅約37×奥行約20×高さ18cm】
https://amzn.to/2FR8XY5
圧着ペンチ・・・使用頻度3
エビ リングスリーブ(E)用ミニ圧着工具 使用範囲小(1.6x2)・小・中 AK17MA2
https://amzn.to/2XkG5lQ
スイッチボックスレベル・・・使用頻度3
デンサン スイッチボックス ケガキレベル ホールソー用 ML-2MT
https://amzn.to/327lBfg
50ホールソー・・・使用頻度3
「使い方」・・・埋め込みコンセント増設時、スイッチボックスレベルと合わせて使う
ハウスB．M バイメタルホルソーJ型 BMJ50
https://amzn.to/2RQU113
工具箱・・・使用頻度5
アイリスオーヤマ コンテナ バックルコンテナ BL-13 エコブラック
https://amzn.to/2RPeRxO
マニホールド・・・使用頻度2
「使い方」・・・ガス補充のときくらいしか使わない
イチネンTASCO TA122MB-1 ミニボールバルブ式マニホールド
https://amzn.to/2FQiZJh
4分トルク・・・使用頻度4
BBK ATQ-550 トルクレンチ (1/2)
https://amzn.to/2S1BejT

モンキー特大・・・使用頻度2
トップ(TOP) モンキレンチ H-450
https://amzn.to/2FQ8uWq
塩ビカッター・・・使用頻度2
MCC エンビカッタ VC-63ED VC0363
https://amzn.to/2XrDIOc
カッター替え刃・・・使用頻度2
オルファ 特専黒刃(大) 50枚入 PC入 LBB50K
https://amzn.to/2RPWSXY
14ソケット・・・使用頻度2
「使い方」・・・天吊りボルト用
ベッセル(VESSEL) 剛鍛首振りショートソケット 対辺14 コンパクトサイズのユニバーサルソケッ
ト WSA2014
https://amzn.to/2RUnkzH
10ソケット・・・使用頻度2
ベッセル(VESSEL) 剛鍛首振りショートソケット 対辺10 コンパクトサイズのユニバーサルソケッ
ト WSA2010
https://amzn.to/2YvSG2h
パイレン・・・使用頻度2
「使い方」・・・水道工事だからエアコン関係ない
TRUSCO(トラスコ) アルミパイプレンチ 250mm TWG-250
https://amzn.to/2RUnDdP
ノコギリ・・・使用頻度2
「使い方」・・・コンパネを切って背板の裏に入れたりする
KENOH 折込鋸PCグリップ 210mm FS-A21G
https://amzn.to/328D1YU
パイプ鋸・・・使用頻度3
「使い方」・・・配管も電線も全部切れる。使い方はあなた次第。
千吉 パイプ鋸 塩ビ・アクリル・軽金属用 240mm
https://amzn.to/2RPX8WW
プライヤー・・・使用頻度3
「使い方」・・・水道だからエアコン関係ない。でもたまに何か挟みたい。
IPS ウォーターポンププライヤ 250mm WP-250F
https://amzn.to/324raeh

熊手・・・使用頻度3
「使い方」・・・室外機の下地調整に。
手打鋼材 忍者熊手ラワン柄 05080
https://amzn.to/2XrDTck
コーキングガン・・・使用頻度3
タジマ コンボイV (コーキングガン) CNV-V
https://amzn.to/2XpVXn5
ダクトカッター・・・使用頻度3
MCC エアコンダクトカッタ101 ADC101
https://amzn.to/2RSpboA
金切りハサミ・・・使用頻度2
「使い方」・・・ステンレスも切れる。背板がサクサク切れる。切っちゃダメだけど。
ミツビシ 金切りはさみ テスキーU 倍力鋏 260mm
https://amzn.to/2RTbypo
オオバサミ・・・使用頻度5
「使い方」・・・隠蔽配管撤去時に丸ごと切る。配管皮むきの時に丸ごと切る。
フジ矢 アルミケーブルカッター (軽量アルミハンドル) 500mm 600-500
https://amzn.to/2RTbBBA
ホウキ・・・使用頻度3
コンドル 自由箒 E 45 C271-000U-MB
https://amzn.to/2YulSGM
6尺脚立・・・使用頻度4
「備考」・・・窓乗り出しができればスライダーいらず。
アルミ兼用脚立 RC2.0-18 長谷川工業 【商品CD】HA2104
https://amzn.to/2RPg2xe
台車・・・使用頻度5
「備考」・・・センターにあるやつ。縦でも横でも連結できる。
非売品
2連スライダー・・・使用頻度4
2連はしご�7．3m�JXV-73D
https://amzn.to/2S1BCil
3連スライダー・・・使用頻度3

軽量！スタンダードタイプの3連はしご3EX-90（8.71m）
https://amzn.to/325fmbX
ハシゴカバー・・・使用頻度4
TOWA［トーワ] ラダーミット�2個入�LDMT
https://amzn.to/2XuJIWI
キャリア・・・使用頻度5
カーメイト ルーフキャリア inno ステー&バー同梱セット トヨタ ハイエース(H16.8~)専用
INSDK147
https://amzn.to/2RQsAEJ

＝＝＝その他倉庫の中＝＝＝
ガス回収機・・・使用頻度2
不明

湿式コア・・・使用頻度2
シブヤ ダイモドリル M27ねじ TS-095 【メーカー取寄品】
https://amzn.to/2FRSmUh
高圧洗浄機・・・使用頻度2
工進 電動噴霧器 ガーデンスプレイヤー MS-252C [ショートノズル54cm]
https://amzn.to/2YvorID
エアコン洗浄カバールームエアコン・・・使用頻度2
イチネンTASCO エアコン洗浄シート 壁掛用洗浄シート TA918A-1L
https://amzn.to/2RW3Omv
エアコン洗浄カバー天カセ・・・使用頻度2
フソー化成 業務用エアコン洗浄用シート CS-G3
https://amzn.to/2YvcD9f
ハケ・・・使用頻度2
TRUSCO(トラスコ) ダスター刷毛3773インチ TPB-377-3
https://amzn.to/2J7Hun7
ハケ・・・使用頻度2
アサヒペン ペイント刷毛 お得用多用途用ハケ 30mm OT-30
https://amzn.to/324UscO

シルバーN・・・使用頻度2
横浜油脂工業 アルミフィンクリーナー シルバーN PLUS アルカリ性 10kg
https://amzn.to/2XpZlyy

＝＝＝質問の多い材料＝＝＝
コーテープ・・・使用頻度5
因幡電工 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ ネオピタテープ 50mm×18m アイボ
リー HS-50-I
https://amzn.to/2RV5Tz9
粘着テープ・・・使用頻度5
因幡電工 粘着テープ 薄厚タイプ 25mm×20m アイボリー HV-25-I
https://amzn.to/2XnlD3K

電材系、配管、電線、コンセント系、ブレーカー、テープ、プラブロック、パテは電材屋さん。
「三浦電気」さん。
カバー系は量販店の材料販売、
工具系はAmazonか近所のプロショップで買ってます。

