
品目 カテゴリ 数量 価格 合計価格 購入元 ブランド/コメント

防水PVケーブルグラント 太陽光発電 1 ¥1,499 ¥1,499 Amazon DY.2ten

流し台 SA0453 シンク 角型
SH-1506CP

給排水 1 ¥8,570 ¥8,570 ヤフー シンコー株式会社

水中インナーポンプTMC 12V 給排水 1 ¥3,080 ¥3,080 楽天 Taiwan Youthful

 MONOスイッチ付蛇口 給排水 1 ¥6,380 ¥6,380 楽天 REICH

ハイエースGLベンチシート ベンチ 1 ¥68,000 ¥68,000 ヤフオク! トヨタ純正

断熱シート 防音断熱 10 ¥1,599 ¥15,990 Ryoizen

太陽光パネル100W 2枚セット 太陽光発電 1 ¥19,500 ¥19,500 Renogy社

走行充電器３０A SBS 1 ¥21,500 ¥21,500 Renogy社

リチウムイオン電池200Ah SBS 1 ¥115,000 ¥115,000 Renogy社

並列用MC4コネクター Y字型 太陽光発電 1 ¥950 ¥950 Renogy社

ソーラー延⾧ケーブル 片方MC4
コネクター付き　6ｍ

太陽光発電 1 ¥2,600 ¥2,600 Renogy社

 MC4型防水ヒューズ20A 太陽光発電 1 ¥1,750 ¥1,750 Renogy社

インバーター1800W SBS 1 ¥43,800 ¥43,800 大橋産業

ソーラパネル固定金具 太陽光発電 2 ¥1,250 ¥2,500 Renogy社

首振りキャビンライトLED 照明 2 ¥4,500 ¥9,000 カーク産業

LEDダウンライト4個入り 照明 2 ¥4,980 ¥9,960 asegoo

DCスイッチパネル 照明 1 ¥3,499 ¥3,499 kohree

調光器 照明 1 ¥6,320 ¥6,320 MDNマドンナ

ツィータ 音響 1 ¥5,699 ¥5,699 カロッツェリア

制振材 防音断熱 3 ¥1,320 ¥3,960 NITTO

ミラー付きバックカメラ セキュリティ 1 ¥13,596 ¥13,596 アマゾン JADO

エンジニア マルチワイヤーストリッ
パー 電線径自動調節機能付

工具 1 ¥2,411 ¥2,411 エンジニア

ダブル ギボシ端子 スリーブ 付 20
セット 配線加工 バイクいじり ギボ

電材 1 ¥890 ¥890 エーモン

エーモン ギボシ端子セット 限定
パック 50セット 4901

電材 1 ¥714 ¥714 エーモン

アイウィス(IWISS) ラチェット式
ギボシ端子 同時圧着ペンチ

工具 1 ¥1,980 ¥1,980 IWISS

DC12V 60LEDs/m 新年 祝
日 クリスマス 飾り ledライト「電球

照明 1 ¥1,299 ¥1,299 iNextStation 

タフレック ルーフキャリア HH651A
ハイエースワゴン

キャリア 1 ¥56,750 ¥56,750 タフレック

貼るレザー合成皮革 内装 3 ¥3,318 ¥9,954 布百選本店

マサル工業 ガードマン2 アルミ シ
ルバー 特4号 GBL410S

電材 1 ¥2,191 ¥2,191 マサル工業

テーブルポール 伸縮タイプ 家具 1 ¥23,650 ¥23,650 MDNマドンナ

AK-34 バン用ハシゴ キャリア 1 ¥33,110 ¥33,110 Rockey

水タンク10L  底テーパー 給排水 1 ¥6,545 ¥6,545 コクゴ

水タンク20L　底テーパー 給排水 1 ¥8,228 ¥8,228 コクゴ
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ロールインバグネット セカンド左右
（2枚）セット

防虫対策 1 ¥13,200 ¥13,200 aizu

ウィンドーバグネット フロント （2
枚）

防虫対策 1 ¥11,000 ¥11,000 aizu

マルチシェード・ブラッキー／グレー
フロント （3枚）

プライバシー対策 1 ¥15,400 ¥15,400 aizu

マルチシェード・ブラッキー／グレー
リア（11枚）

プライバシー対策 1 ¥29,700 ¥29,700 aizu

マルチシェード収納袋 プライバシー対策 1 ¥825 ¥825 aizu

東レ・ペフシート　１ｘ５ｍ 防音断熱 1 ¥14,300 ¥14,300 アップホーム

端子台　一式 電材 1 ¥2,240 ¥2,240 エルパラ

電源ケーブル　ヒューズ他 電材 1 ¥16,141 ¥16,141 AMAZON

KIVケーブル8Sqmm黒・赤各６
ｍ

電材 1 ¥8,700 ¥8,700 FKK

汎用カーテンレール 分割タイプ シ
ルバー

プライバシー対策 1 ¥3,520 ¥3,520 LEGANCE

壁付コンセント3ケ他雑材 電材 1 ¥10,000 ¥10,000

ポータブル冷蔵庫 車載用 40L
IPD-4A-B ブラック

家電 1 ¥36,800 ¥36,800 アイリスオーヤマ

¥672,701
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