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高木商会では、常にマックエイトの製品を在庫として保有しています。
記載のある製品は、短納期でお届けできます。

相談・見積り依頼する

 在庫表マックエイト
本在庫表は、中ページの右上部日付時の情報です。現在の在庫状況と異なることがございますので、ご了
承ください。

株式会社高木商会拠点一覧
本　社   〒145-0062 東京都大田区北千束2-2-7
■東京営業所  TEL.03（3785）2911  FAX.03（3785）0771
内勤営業課（東京）  TEL.03（3783）6314 FAX.03（3785）5668
販売促進部  TEL.03（3785）7900 FAX.03（3785）5668
海外営業部  TEL.03（3785）4191 FAX.03（3785）4193
営業企画部  TEL.03（3783）5061 FAX.03（3783）5139
総　務　部  TEL.03（3783）6311 FAX.03（3788）4736
経　理　部  TEL.03（3783）5172 FAX.03（3788）4736
業　務　部  TEL.03（3785）6291 FAX.03（3783）6185
品質管理部  TEL.03（6421）6133 FAX.03（3783）6185
情報システム部  TEL.03（3785）7906 FAX.03（3783）6185

 
　

  ■西東京支店 〒184-0014 東京都小金井市貫井南町4-30-24
　営業第1課 　

 TEL.042（383）7416  FAX.042（384）1149
　営業第2課  　　　　　　

■神奈川支店 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-8
 ベネックスS-3  4F
　営業第1課 

TEL.045（478）6421 FAX.045（476）0705
　営業第2課    　 

■埼玉支店 〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合1712 NW201
　営業第1課 

TEL.048（826）6691 FAX.048（826）6928
　営業第2課   

■名古屋支店　 〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池3-12-20 KAビル5F
　営業第1課 

TEL.052（745）3471 FAX.052（745）3475
　営業第2課  　　　　　

■北上営業所 〒024-0063 岩手県北上市川岸3-10-2 東北永愛友商事ビル3F
 TEL.0197（64）6211 FAX.0197（65）2787

■東関東営業所 〒302-0004 茨城県取手市取手 2-10-15ナガタニビル 3F
 TEL.0297（84）6700 FAX.0297（84）6704

■宇都宮営業所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷5-1-16  ルーセントビル7F
 TEL.028（638）2838 FAX.028（638）2771

■富山営業所 〒939-8216 富山県富山市黒瀬北町2-13-1 イムズビル3F
  TEL.076（493）8705 FAX.076（493）8647

■長野営業所 〒399-0005 長野県松本市野溝木工2-6-12
                                                                      　KOKUEI BLDG203
  TEL.0263（28）0311 FAX.0263（28）8431

■沼津営業所 〒410-0801 静岡県沼津市大手町2-10-14 
 ファース沼津ビル 3F
  TEL.055（963）2177 FAX.055（964）0205

■浜松営業所 〒430-0946 静岡県浜松市中区元城町216-4 
 ノーススタービル浜松 402
  TEL.053（450）6811 FAX.053（450）6821

■京都営業所 〒612-8414 京都府京都市伏見区竹田段川原町200
  TEL.075（647）0631 FAX.075（647）0601

■大阪営業所 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-32-11 
  なにわ筋ファーストビル9F
  TEL.06（6586）6660 FAX.06（6535）8745

■福山営業所 〒720-0064 広島県福山市延町8-21 福山フコク生命ビル2Ｆ
  TEL.084（973）9290 FAX.084（973）9288

■久留米営業 所 〒830-0016 福岡県久留米市通東町7-27 みついビル1F
  TEL.0942（39）2851 FAX.0942（39）8535

■東京物流センター 〒332-0004 埼玉県川口市領家5-1-24 
  オーティーティーロジスティクス（株）内
  （株）高木商会　東京物流センター
  TEL.048（227）5281 FAX.048（227）5282

　

https://www.takagishokai.co.jp/contact/
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メーカー 型番 ⼀般品名
マックエイト BS-3-1 ブッシュ 絶縁部品
マックエイト EM-2-A スペーサー スペーサー
マックエイト EM-5-A スペーサー スペーサー
マックエイト EP-3 樹脂スペーサー スペーサー
マックエイト EP-4 スペーサー スペーサー
マックエイト EP-5 スペーサー スペーサー
マックエイト EP-6 スペーサー スペーサー
マックエイト ER-2 スペーサー スペーサー
マックエイト ER-6 スペーサー スペーサー
マックエイト HK-2-G 端⼦ チェックピン/端⼦
マックエイト HK-2-S 端⼦ チェックピン/端⼦
マックエイト HK-3-G-T 端⼦ チェックピン/端⼦
マックエイト HK-3-S-T 端⼦ チェックピン/端⼦
マックエイト HK-4-G-T 端⼦ チェックピン/端⼦
マックエイト JP-1 ジャンパー ジャンパー
マックエイト JP-3 ジャンパー ジャンパー
マックエイト JP-4 ジャンパー ジャンパー
マックエイト JS-1 ｸﾛ ジャンプソケット チェックピン/端⼦
マックエイト JX-1 ジャンパー ジャンパー
マックエイト LC-2-G ｱｶ 端⼦ チェックピン/端⼦
マックエイト LC-2-G ｷｲﾛ 端⼦ チェックピン/端⼦
マックエイト LC-2-G ｸﾛ 端⼦ チェックピン/端⼦
マックエイト LC-2-G ｼﾛ 端⼦ チェックピン/端⼦
マックエイト LC-2-S ｷｲﾛ 端⼦ チェックピン/端⼦
マックエイト LC-2-S ｸﾛ 端⼦ チェックピン/端⼦
マックエイト LC-2-S ｼﾛ 端⼦ チェックピン/端⼦
マックエイト LC-22-G ｷｲﾛ 端⼦ チェックピン/端⼦
マックエイト LC-3-G ｷｲﾛ 端⼦ チェックピン/端⼦
マックエイト LM-1 LEDﾖｳｽﾍﾟｰｻｰ スペーサー
マックエイト LM-10 スペーサー スペーサー
マックエイト LM-12 スペーサー スペーサー
マックエイト LM-2 LEDﾖｳｽﾍﾟｰｻｰ スペーサー
マックエイト LM-2.5 LEDﾖｳｽﾍﾟｰｻｰ スペーサー
マックエイト LM-3 LEDﾖｳｽﾍﾟｰｻｰ スペーサー
マックエイト LM-4 LEDﾖｳｽﾍﾟｰｻｰ スペーサー
マックエイト LM-5 LEDﾖｳｽﾍﾟｰｻｰ スペーサー
マックエイト LM-6 スペーサー スペーサー
マックエイト OY-005 端⼦ スペーサー
マックエイト OY-006 端⼦ スペーサー
マックエイト PM-1 ソケット チェックピン/端⼦
マックエイト PM-10 ソケット チェックピン/端⼦
マックエイト SP-10 スペーサー スペーサー
マックエイト SP-12 スペーサー スペーサー
マックエイト SP-15 スペーサー スペーサー
マックエイト SP-20 スペーサー スペーサー
マックエイト SP-30 スペーサー スペーサー
マックエイト SP-40 スペーサー スペーサー
マックエイト SP-5 スペーサー スペーサー
マックエイト SP-8 スペーサー スペーサー

マックエイト 在庫情報 
2023年05⽉10⽇現在の⾼⽊商会「マックエイト」在庫表です。
最新の在庫状況と異なる場合がございますので、ご⽤命の際はお近くの⾼⽊商会 営業所へお問い合わせください。
在庫は「TAKAGIオンラインショップ」（http://www.takagishokai.jp/）からもご確認いただけます。

PDF内の検索⽅法︓【Ctrl】キー +【F】キー
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マックエイト SQ-10 スペーサー スペーサー
マックエイト SQ-12 スペーサー スペーサー
マックエイト SQ-13 スペーサー スペーサー
マックエイト SQ-14 スペーサー スペーサー
マックエイト SQ-15 スペーサー スペーサー
マックエイト SQ-16 スペーサー スペーサー
マックエイト SQ-17 スペーサー スペーサー
マックエイト SQ-18 スペーサー スペーサー
マックエイト SQ-20 スペーサー スペーサー
マックエイト SQ-23 スペーサー スペーサー
マックエイト SQ-25 スペーサー スペーサー
マックエイト SQ-30 スペーサー スペーサー
マックエイト SQ-35 スペーサー スペーサー
マックエイト SQ-40 スペーサー スペーサー
マックエイト SQ-5 スペーサー スペーサー
マックエイト SQ-50 スペーサー スペーサー
マックエイト SQ-6 スペーサー スペーサー
マックエイト SQ-7 スペーサー スペーサー
マックエイト SQ-8 スペーサー スペーサー
マックエイト ST-1-1 端⼦ チェックピン/端⼦
マックエイト ST-1-2 端⼦ チェックピン/端⼦
マックエイト WL-1 端⼦ チェックピン/端⼦
マックエイト WN-4 ワッシャー 絶縁部品
マックエイト 2.6SP-10 スペーサー スペーサー
マックエイト 4SP-20 スペーサー スペーサー
マックエイト 4SQ-10 スペーサー スペーサー
マックエイト 4SQ-15 スペーサー スペーサー
マックエイト 4SQ-25 スペーサー スペーサー
マックエイト 4SQ-30 スペーサー スペーサー
マックエイト 4SQ-50 スペーサー スペーサー
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