
●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12月5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

74 211-171 SN-特製ルーレット№２ 中止 在庫限

337・399 315-146 リサイクルカット 廃止 在庫限

347 312-783 どろんこプレート（６枚１組） 廃止 即日

380 313-767 ヒコーキ凧基本セット　 廃止 在庫限

314-122 ソフトプレーン 廃止 在庫限

314-222 ペノーの飛行機 廃止 在庫限

313-382 野菜発砲スチロール 廃止 在庫限

334-135 テーブル式発泡スチロールカッター　Ｃ－３０型 価格 11月21日 ¥45,360 (¥42,000) ¥46,440 (¥43,000)

334-136 スチロールカッターＣ－３０型　ニクロム線３３０㎜ 価格 11月21日 ¥540 (¥500) ¥561 (¥520)

396 517-624 修正テープ (使い切りタイプ) 中止 在庫限

554-311 白板マーカー 中止 在庫限

554-331 白板用イレーザー 中止 在庫限

314-442 ツヤ無マグネットシートＬ 中止 在庫限

399 315-390 らくらくカット ペットボトルカッター 廃止 在庫限

408 552-418 プッシュボンド　工芸ストロング 10g 廃止 在庫限

552-642 ラクピタⅡドットタイプ　 廃止 在庫限

552-641 ラクピタⅡドットタイプ　詰替 廃止 在庫限

552-474 パワーヤマト瞬間接着剤 廃止 在庫限

445 235-584 水牛工芸セット ペーパーナイフ 廃止 在庫限

497 254-347 粘土用ローラーカッター 廃止 在庫限

504 254-711 ハンドミキサー 中止 在庫限

506 254-782 キリフキＡ 100ml 中止 在庫限

516 255-240 下絵の具ワンストローク　５５色ｾｯﾄ 廃止 在庫限

255-682 陶芸用ステンシルプレート№２ 中止 在庫限

255-683 陶芸用ステンシルプレート№３ 中止 在庫限

255-684 陶芸用ステンシルプレート№４ 中止 在庫限

裏面もご覧ください。
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代替：235-588 クラフトロイドブラックペーパーナイフ
\1.080(\1,000)

代替：256-764 ワンストローク54色セット
\44,323 (\41,040)
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2015図工・美術 カタログ訂正表

旧（誤） 新（正）
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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

616 292-566 シルクショール 中止 在庫限

351-461 大館曲げわっぱ 廃止 在庫限

351-465 切り込み刀 廃止 在庫限

646 359-229 市松ブロックＡ 廃止 在庫限

647 359-293 木彫ゆびわ　８個入 廃止 在庫限

354-662 彫刻刀用刃物とぎ機Ｍ－７型部品　ＰＶＡ砥石 ¥950 (¥880) ¥1,080 (¥1,000)

354-663 彫刻刀用刃物とぎ機Ｍ－７型部品　布バフ ¥1,252 (¥1,160) ¥1,371 (¥1,270)

354-666 彫刻刀用刃物とぎ機Ｍ－７型部品　皮バフ中 ¥572 (¥530) ¥626 (¥580)

354-667 彫刻刀用刃物とぎ機Ｍ－７型部品　皮バフ小 ¥162 (¥150) ¥237 (¥220)

354-668 彫刻刀用刃物とぎ機Ｍ－７型部品　金板 ¥1,166 (¥1,080) ¥842 (¥780)

354-673 電動刃物とぎ機Ｍ－６型部品　ＰＶＡ砥石 ¥2,332 (¥2,160) ¥2,678 (¥2,480)

354-674 電動刃物とぎ機Ｍ－６型部品　布バフ大 ¥2,667 (¥2,470) ¥2,916 (¥2,700)

354-675 電動刃物とぎ機Ｍ－６型部品　布バフ小 ¥1,350 (¥1,250) ¥1,533 (¥1,420)

354-678 電動刃物とぎ機Ｍ－６型部品　金板 ¥1,328 (¥1,230) ¥1,350 (¥1,250)

354-753 電動刃物とぎ機Ｍ－１０Ｎ型部品　ＰＶＡ砥石 ¥4,287 (¥3,970) ¥4,374 (¥4,050)

354-754 電動刃物とぎ機Ｍ－１０Ｎ型部品　ＰＶＡ砥石Ｒ付 ¥2,808 (¥2,600) ¥3,207 (¥2,970)

354-755 電動刃物とぎ機Ｍ－１０Ｎ型部品　布バフ大 ¥4,287 (¥3,970) ¥4,870 (¥4,510)

354-756 電動刃物とぎ機Ｍ－１０Ｎ型部品　布バフ中 ¥1,533 (¥1,420) ¥1,792 (¥1,660)

354-757 電動刃物とぎ機Ｍ－１０Ｎ型部品　布バフ小 ¥626 (¥580) ¥745 (¥690)

354-861 電動水研機　ＲＳ－２０５Ａ型 ¥75,600 (¥70,000) ¥81,000 (¥75,000)

354-864 電動水研機ＲＳ－２０５Ａ型部品　砥石＃１００ ¥12,420 (¥11,500) ¥13,500 (¥12,500)

354-865 電動水研機ＲＳ－２０５Ａ型部品　砥石＃１０００ ¥17,010 (¥15,750) ¥18,954 (¥17,550)

354-866 電動水研機ＲＳ－２０５Ａ型部品　砥石＃２０００ ¥25,920 (¥24,000) ¥28,620 (¥26,500)

354-871 電動水研機　ＲＳ－２６５型 ¥162,000 (¥150,000) ¥172,800 (¥160,000)

354-874 電動水研機ＲＳ－２６５型部品　砥石＃１００ ¥25,434 (¥23,550) ¥27,540 (¥25,500)

354-875 電動水研機ＲＳ－２６５型部品　砥石＃１０００ ¥32,454 (¥30,050) ¥35,532 (¥32,900)

354-876 電動水研機ＲＳ－２６５型部品　砥石＃２０００ ¥41,634 (¥38,550) ¥45,522 (¥42,150)

価格 11月21日

旧（誤） 新（正）

裏面もご覧ください。
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