
●お手数ですが、下記カタログ掲載事項の訂正をお願い申し上げます。 平成27年6月20日

  ○税込価格および（　）内本体価格を併記しております。 新日本造形株式会社

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

211-701 メゾチント原版製作機 廃止 即日

211-702 製作機用ベルソー 廃止 即日

210-604 SN-純毛フェルト白 52×89cm 価格 即日 ¥5,580 (¥5,167) ¥7,040 (¥6,519)

210-621 SN-純毛フェルト白 39×88cm 価格 即日 ¥7,040 (¥6,519) ¥4,830 (¥4,473)

210-622 SN-純毛フェルト白 44×103cm 価格 即日 ¥4,830 (¥4,473) ¥5,580 (¥5,167)

538-966 作品袋 ポリ袋 WG-L サイズ 即日

653-299 透明バッグ 大 サイズ 即日

177 314-861 白木のマトリョーシカ 価格 即日 ¥2,160 (¥2,000) ¥2,322 (¥2,150)

220・368 531-638 白地たまご（ころがり防止おもり入） 仕様 即日

224 532-353 SN-木製室内画架170S型 復活・価格 即日

534-231 カレーパステル６色セットＡ 価格 6月22日 ¥594 (¥550) ¥702 (¥650)

534-232 カレーパステル６色セットＢ 価格 6月22日 ¥594 (¥550) ¥702 (¥650)

534-233 カレーパステル１２色セットＡ 価格 6月22日 ¥1,188 (¥1,100) ¥1,404 (¥1,300)

534-234 カレーパステル１２色セットＢ 価格 6月22日 ¥1,188 (¥1,100) ¥1,404 (¥1,300)

534-235 カレーパステル２４色セットＡ 価格 6月22日 ¥2,376 (¥2,200) ¥2,808 (¥2,600)

534-236 カレーパステル２４色セットＢ 価格 6月22日 ¥2,376 (¥2,200) ¥2,808 (¥2,600)

534-237 カレーパステル４８色セット 価格 6月22日 ¥4,752 (¥4,400) ¥5,616 (¥5,200)

534-238 カレーパステル４８色セット木箱入 価格 6月22日 ¥5,940 (¥5,500) ¥6,912 (¥6,400)

534-239 カレーパステル９６色セット木箱入 価格 6月22日 ¥11,880 (¥11,000) ¥14,040 (¥13,000)

534-241 カレーパステル１５０色セット高級木箱入 価格 6月22日 ¥25,920 (¥24,000) ¥30,240 (¥28,000)

534-765 ホルベイン透明水彩１２色セット 価格 8月20日 ¥2,052 (¥1,900) ¥2,484 (¥2,300)

534-766 ホルベイン透明水彩１８色セット 価格 8月20日 ¥3,132 (¥2,900) ¥3,726 (¥3,450)

534-767 ホルベイン透明水彩２４色セット 価格 8月20日 ¥4,536 (¥4,200) ¥5,184 (¥4,800)

536-157 ポートフォリオＢ４ 価格 8月1日 ¥540 (¥500) ¥648 (¥600)

536-158 ポートフォリオＢ３ 価格 8月1日 ¥864 (¥800) ¥972 (¥900)

536-159 ポートフォリオＡ２ 価格 8月1日 ¥1,512 (¥1,400) ¥1,620 (¥1,500)

536-424 マルマン・スケッチブック　Ｓ－８４（Ｆ４） 価格 8月1日 ¥626 (¥580) ¥648 (¥600)

536-425 マルマン・スケッチブック　Ｓ－８６（Ｆ６） 価格 8月1日 ¥788 (¥730) ¥810 (¥750)

536-426 マルマン・スケッチブック　Ｓ－８８（Ｆ８） 価格 8月1日 ¥1,134 (¥1,050) ¥1,188 (¥1,100)

536-427 マルマン・スケッチブック　Ｓ－２Ａ（Ｂ３） 価格 8月1日 ¥1,360 (¥1,260) ¥1,404 (¥1,300)

536-430 マルマン・スケッチパッドＳ２５５ハガキ判 価格 8月1日 ¥378 (¥350) ¥432 (¥400)

536-431 マルマン・スケッチパッドＳ２５３Ｂ５判 価格 8月1日 ¥594 (¥550) ¥648 (¥600)

536-432 マルマン・スケッチパッドＳ２５１Ｂ４判 価格 8月1日 ¥918 (¥850) ¥972 (¥900)

536-437 マルマン・スケッチパッドＳ２５２Ａ４判 価格 8月1日 ¥810 (¥750) ¥864 (¥800)
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カタログ不掲載 復活　\14,040（￥13,000）

※ころがり防止おもりは入っておりません



新日本造形株式会社

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

536-474 マルマン・クロッキーブックポケットＳ１６１ 価格 8月1日 ¥302 (¥280) ¥324 (¥300)

536-475 マルマン・クロッキーブックＳ－２２１Ｂ４判 価格 8月1日 ¥648 (¥600) ¥702 (¥650)

537-901 ホルベイン油絵の具セットＣ１２色セット 価格 8月20日 ¥3,078 (¥2,850) ¥3,456 (¥3,200)

537-902 ホルベイン油絵の具セットＡ１2色セット 価格 8月20日 ¥3,780 (¥3,500) ¥4,320 (¥4,000)

535-301 ビジュアル筆ＧＷＶＲ（ヴァンゴッホ）5/0号 価格 6月22日 ¥226 (¥210) ¥313 (¥290)

535-302 ビジュアル筆ＧＷＶＲ（ヴァンゴッホ）3/0号 価格 6月22日 ¥237 (¥220) ¥324 (¥300)

535-303 ビジュアル筆ＧＷＶＲ（ヴァンゴッホ）1号 価格 6月22日 ¥248 (¥230) ¥334 (¥310)

535-304 ビジュアル筆ＧＷＶＲ（ヴァンゴッホ）2号 価格 6月22日 ¥259 (¥240) ¥356 (¥330)

535-305 ビジュアル筆ＧＷＶＲ（ヴァンゴッホ）4号 価格 6月22日 ¥302 (¥280) ¥388 (¥360)

535-306 ビジュアル筆ＧＷＶＲ（ヴァンゴッホ）6号 価格 6月22日 ¥378 (¥350) ¥432 (¥400)

535-307 ビジュアル筆ＧＷＶＲ（ヴァンゴッホ）8号 価格 6月22日 ¥486 (¥450) ¥507 (¥470)

535-308 ビジュアル筆ＧＷＶＲ（ヴァンゴッホ）10号 価格 6月22日 ¥583 (¥540) ¥615 (¥570)

535-309 ビジュアル筆ＧＷＶＲ（ヴァンゴッホ）12号 価格 6月22日 ¥680 (¥630) ¥734 (¥680)

535-310 ビジュアル筆ＧＷＶＲ（ヴァンゴッホ）14号 価格 6月22日 ¥810 (¥750) ¥864 (¥800)

535-311 ビジュアル筆ＧＷＶＲ（ヴァンゴッホ）16号 価格 6月22日 ¥885 (¥820) ¥972 (¥900)

535-315 ビジュアル筆ＧＷＶD（ヴァンゴッホ）1/8号 価格 6月22日 ¥280 (¥260) ¥356 (¥330)

535-316 ビジュアル筆ＧＷＶD（ヴァンゴッホ）1/4号 価格 6月22日 ¥356 (¥330) ¥399 (¥370)

535-317 ビジュアル筆ＧＷＶD（ヴァンゴッホ）3/8号 価格 6月22日 ¥486 (¥450) ¥518 (¥480)

535-318 ビジュアル筆ＧＷＶD（ヴァンゴッホ）1/2号 価格 6月22日 ¥572 (¥530) ¥615 (¥570)

535-319 ビジュアル筆ＧＷＶD（ヴァンゴッホ）5/8号 価格 6月22日 ¥734 (¥680) ¥788 (¥730)

535-320 ビジュアル筆ＧＷＶD（ヴァンゴッホ）3/4号 価格 6月22日 ¥950 (¥880) ¥972 (¥900)

535-321 ビジュアル筆ＧＷＶD（ヴァンゴッホ）1号 価格 6月22日 ¥1,242 (¥1,150) ¥1,296 (¥1,200)

535-326 ビジュアル筆６本セット 価格 6月22日 ¥1,890 (¥1,750) ¥2,484 (¥2,300)

538-626 キャンバスボードＦ４ 価格 6月21日 ¥259 (¥240) ¥313 (¥290)

538-627 キャンバスボードＦ６ 価格 6月21日 ¥399 (¥370) ¥453 (¥420)

538-628 キャンバスボードＦ８ 価格 6月21日 ¥486 (¥450) ¥561 (¥520)

538-629 キャンバスボードＦ１０ 価格 6月21日 ¥756 (¥700) ¥864 (¥800)

286 538-000 フナオカ巻きキャンバス　全種 在庫限 即日

335 314-413～415 目玉（活動眼） 仕様 即日

314-130 三角コプター２機セット 廃止 在庫限

314-121 ニューF６グライダー 廃止 在庫限
384

-

255

273

【各100コ入、裏面粘着付】追記

-

旧（誤） 新（正）

280

285

-

6月20日付訂正表にて

メゾチント原版製作機

制作機用ベルソー

と記載しておりましたが、

お詫びして訂正いたします。



新日本造形株式会社

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

405･640 315-771 めうち 仕様 即日

411 315-477 メルトポット 価格 6月21日

422・800 632-082 カメラ用三脚 SLIKプロ340HD 価格 即日 ¥21,600 (¥20,000) ¥27,864 (¥25,800)

424 231-519 ねんど消しゴム 廃止 在庫限

451 235-940 アートスタンプパッドMフルーツ 廃止 即日

569 514-520 エアコンプレッサーACP-39SLA 商品コード 即日

335-831 ランプスタンドキットⅡ 価格 即日 ¥1,490 (¥1,380) ¥1,510 (¥1,399)

335-795 丸形ランプスタンド枠 価格 即日 ¥1,500 (¥1,389) ¥1,550 (¥1,436)

518-360 スクラッチランプ　円筒形 価格 即日 ¥324 (¥300) ¥280 (¥260)

518-364 曲げて飾れるルームライトスクラッチ板 価格 即日 ¥626 (¥580) ¥572 (¥530)

295-175 絵織亜ミニセット 仕様 即日

295-173 絵織亜ポータブル 仕様 即日

633 295-183 絵織亜たて糸 赤（４） 廃止 在庫限

645 362-723･727 らでんベースキット 角ミニセット・単品 仕様 即日

676 359-586
ワシン水性つやだしニス
スプレー300ｍｌ

価格 即日 ¥1,522 (¥1,450) ¥1,566 (¥1,450)

353-317 シルキーミニミニ２ 木工用 価格 6月21日

353-318 シルキーミニミニ 替刃 価格 6月21日

708 353-733 手回しドリル H-103B 廃止 在庫限

355-595 スーパー大型万能糸のこ盤　SCR-80A三相 価格 即日 ¥432,000 (¥400,000) ¥399,600 (¥370,000)

355-594 スーパー大型万能糸のこ盤　SCR-100A単相 価格 即日 ¥399,600 (¥370,000) ¥432,000 (¥400,000)

355-902 糸のこ部品セット　Ａ－２（上部吊上部一式・旧） 価格 即日 ¥9,072 (¥8,400) ¥11,448 (¥10,600)

355-903 糸のこ部品セット　Ａ－３（下部刃止金具一式） 価格 即日 ¥1,944 (¥1,800) ¥3,672 (¥3,400)

355-904 糸のこ部品セット　Ａ－４（ガイドローラ・板押え一式ＡＦ用） 価格 即日 ¥5,097 (¥4,720) ¥7,171 (¥6,640)

355-905 糸のこ部品セット　Ａ－５（ガイドローラ・板押え一式ＡＢ用） 価格 即日 ¥5,313 (¥4,920) ¥7,171 (¥6,640)

355-906 糸のこ部品セット　Ａ－６（電源スイッチ） 価格 即日 ¥3,888 (¥3,600) ¥5,616 (¥5,200)

756 356-322 充電式ドリル＆ドライバーC-75 廃止 即日

652-589 軽量作業台 KK69NI 価格 即日 ¥51,840 (¥48,000) ¥69,120 (¥64,000)

652-590 軽量作業台 KK70NI 価格 即日 ¥59,400 (¥55,000) ¥78,408 (¥72,600)

779 652-665 折りたたみ作業台 価格 即日 ¥132,408 (¥122,600) ¥151,848 (¥140,600)

780 652-660 SN-回転座面角いす 廃止 即日

797 653-553 ブロア BW-110SC 廃止 即日

739

749

777

裏表内寸94×94×H110mm 裏表内寸94×94×H10mm

※赤字は6月20日付の訂正表以降に追加いたしました訂正です。

706
\1,911（\1,770） \2,160（\2,000）

\961（\890） \1,166（\1,080）

代替：353-732 手回しドリルH-103B ドリルボーイレッド

-
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150mm 135mm

\1,350（\1,250） \1,674（\1,550）

-

代替：356-341充電式ドリル＆ドライバーC-72
\12,960（\12,000）

-

-

514-520 514-521

本体サイズW210×D270×H30mm 本体サイズW190×D215×H35mm

代替：295-184 絵織亜たて糸 赤（4）
※糸の色合いがピンク系から赤系に変更

織りサイズ…幅170×長さ200mm 織りサイズ…幅170×長さ270mm
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旧（誤） 新（正）


