
●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8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

63 215-241 久太郎刷毛 ５分 廃止 在庫限

532-364 デッサンイーゼル８号Ｖ

532-365 デッサンイーゼル80型ブラック

532-366 デッサンイーゼル80型ブラウン

226 532-363 ヴァンゴッホ室内イーゼル WR-LC 廃止 即日

532-409 フラットイーゼル 大

532-408 フラットイーゼル 小

532-416 フラットイーゼルGX 大

532-415 フラットイーゼルGX 小

534-830 クサカベ水彩絵の具セット NW-12

534-831 クサカベ水彩絵の具セット NW-18

534-832 クサカベ水彩絵の具セット NW-24

265 536-582 メディウムキット

537-846 クサカベスクールセット A-№41

537-847 クサカベスクールセット B-№42

537-861 クサカベスクールセット ビニールバッグ

537-865 クサカベスケッチセット画箱 GR型

537-871 クサカベスケッチセット部品 №1

537-872 クサカベスケッチセット部品 №2

537-875 クサカベスケッチセット部品 №5

537-879 クサカベ習作用油絵の具 4S-10

537-880 クサカベ習作用油絵の具 4S-12

537-881 クサカベ油絵の具セット 5S-10

537-882 クサカベ油絵の具セット 5S-12

537-884 クサカベ油絵の具セットS-12

537-896 クサカベ油絵の具 パーマネントホワイト10号

537-897 クサカベ油絵の具 パーマネントホワイト20号

538-176 ブラシクリーナー 500ml

538-129 ブラシクリーナー 1L

538-171 超速乾メディウム 45ml

538-172 超速乾メディウム 100ml

274

\1,296(\1,200) \1,512(\1,400)

\723(\670) \810(750)

\1,404(\1,300) \1,458(\1,350)

\1,782(\1,650) \1,944(\1,800)

\1,026(\950)

\712(\660) \810(\750)

\3,078(\2,850) \3,456(\3,200)

\3,780(\3,500) \4,320(\4,000)

\972(\900)

\2,592(\2,400) \3,024(\2,800)

\2,700(\2,500) \2,916(\2,700)

8月21日

8月21日

\5,691(5,270) \6,199(\5,740)

\9,720(\9,000) \10,422(\9,650)

\2,106(\1,950) \2,527(\2,340)

\486(\450) \540(\500)

\7,020(\6,500) \9,072(\8,400)

\5,313(\4,920) \5,659(\5,240)

\1,998(1,850) \2,268(\2,100)

\5,853(\5,420) \6,534(\6,050)

\8,175(\7,570) \9,493(\8,790)

225

-

\15,336(\14,200) \16,740(\15,500)

\14,040(\13,000) \15,336(\14,200)

\10,260(\9,500) \11,124(\10,300)

\14,580(\13,500) \16,740(\15,500)

\14,580(\13,500) \16,740(\15,500)

\8,640(\8,000)

\9,504(\8,800)

\7,776(\7,200)
227

249

272

\3,240(\3,000) \3,834(\3,550)

\4,536(\4,200) \5,184(\4,800)

9月1日

価格

価格

2015図工・美術 カタログ訂正表

旧（誤） 新（正）

-

\2,052(\1,900) \2,484(\2,300)

\10,584(\9,800)



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

538-178 ネオペインティングオイル 500ml

538-179 ネオペインティングオイル 1000ml

538-180 テレピン 500ml

538-181 テレピン 1000ml

538-182 ペトロール 500ml

538-183 ペトロール 1000ml

538-184 リンシードオイル 500ml

538-185 リンシードオイル 1000ml

538-186 ポピーオイル 500ml

538-187 ポピーオイル 1000ml

538-188 ライトアロマペインティングオイル 55ml

538-189 ライトアロマペインティングオイル 100ml

538-193 無臭ペトロール 55ml

538-194 無臭ペトロール 100ml

277 217-217 クサカベハンドクリーナー 50ml

300 532-422 ディスプレイイーゼルAD-135ブラウン 8月21日

324 313-608 手づくりかさ 廃止 在庫限

333 314-541 木球　約10mmφ 商品名・仕様 即日

379 314-831 ミニバイク工作セット 廃止 在庫限

611 291-131 布用ろう 木ろう固型50g 廃止 在庫限

354-524 木工バイス ＨＷ－６Ｃ 中止 在庫限

354-525 木工バイス ＨＷ－４Ｃ 中止 在庫限

750 355-345 バンドソー BS2301A

753 355-272 スライド丸のこ盤SM1850R

758 356-402 小型ボール盤DP2250R

760 376-468 ミニフライス盤セット

763 356-754 ベルトディスクサンダBD460A

376-403 精密ミニ旋盤コンパクト３

376-486 万能精密旋盤コンパクト７

781 652-700 作業椅子Ｄ－７９０ 10月1日

756 356-332 充電式スクリュードライバーBDX-1 廃止 即日

9月1日

\36,072(\33,400)

\16,200(\15,000) \18,144(\16,800)

\144,655(\133,946) \171,655(\158,940)9月1日

\102,600(\95,000) \124,200(\115,000)

中止/代替：354-509 取り付けモッコーバイスＢ

\8,100(\7,500) \9,180(\8,500)

\44,280(\41,000) \49,680(\46,000)

\71,280(\66,000) \81,972(\75,900)

\71,550(\66,250) \80,136(\74,200)

\32,184(\29,800)

-

木球 約10mmφ  ⇒ 木球 約11.5mmφ

-

\486(\450) \540(\500)

\10,476(\9,700) \11,664(\10,800)

中止/代替：354-508 取り付けモッコーバイスＡ

廃止/代替：291-130 布用ろう 木ろう八角50g \486(\450)

\972(\900) \1,080(\1,000)

\378(\350) \432(\400)

\712(\660) \745(\690)

\3,348(\3,100) \3,888(\3,600)

\6,264(\5,800) \7,074(\6,550)

\561(\520) \648(\600)

\3,672(\3,400) \4,212(\3,900)

\2,268(\2,100) \2,592(\2,400)

\4,104(\3,800) \4,698(\4,350)

廃止/代替：356-342 BDX-2 \8,424(\7,800)

275

\2,268(\2,100)

価格

\2,592(\2,400)

\4,104(\3,800) \4,698(\4,350)

\2,268(\2,100) \2,592(\2,400)

価格

旧（誤） 新（正）

715

764

\4,104(\3,800) \4,698(\4,350)

\2,052(\1,900) \2,268(\2,100)


