
●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28年4月１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

212-437 SN-ワックステーパー

212-448 みつろう

212-411 SN-ハードグランド

212-415 SN-透明ハードグランド

212-421～423 SN-液体グランド　３種

212-413 SN-ソフトグランド

134 515-631 ホルベインアクリリックガッシュスクール13本セット 仕様変更 即日

150 514-572 エアーコンプレッサー　ＡＣＰ－６０型 ¥61,452 (¥56,900) ¥64,800 (¥60,000)

515-321 コピックスケッチ１２色セット

515-327 コピックチャオ36色　Ｂセット 商品コード 即日

201 518-755 アニメ判用フィルム

232 535-109・110 SN-画板・ラワン製４切・８切

261 538-596 キャンバス画紙４切判 商品コード 即日

284 217-217 クサカベハンドクリーナー 廃止 在庫限

293 538-984 ジーンズエプロン 価格 即日 ¥4,320 (¥4,000) ¥2,052 (¥1,900)

※ 534-382 自画像用鏡片面６型鏡

※ 534-388 自画像用鏡片面８型鏡

※ 534-386 自画像用鏡方眼線入

- 313-267 スイングワーク 継続・価格 即日

※ 338 312-604 養生用P-カットテープ 若草色 商品名 即日

398 315-111・112 SN-クラフトばさみ

399 315-154 万能日曜ばさみ

552-418 プッシュボンド工芸ストロング10g

552-425 プッシュボンド工芸ストロング20ml 価格 即日 ¥480 (¥445) ¥540 (¥500)

※ 256-409 絵ざら立て・黒 大(5号)150mm

※ 256-411 絵ざら立て・透明 大(5号)150mm

488 212-611 ゴムべら ¥475 (¥440) ¥464 (¥430)

489・767 376-914 両頭グラインダ　ＴＧ－１５１型 ¥15,120 (¥14,000) ¥16,200 (¥15,000)

499 516-515 梅ざら150mmφ ¥766 (¥710) ¥756 (¥700)

513 653-390 静音コンパクト台車PM-150GS-B 廃止 即日

537 252-582 アルミナ棒 4φ×100mm 仕様変更 即日

578 337-906 強力ガラスカッター ザグザグ 廃止 在庫限

※ 599 335-734 プッシュステンド六角ランプ 商品コード 即日

※ 614 291-511 布えのぐ　専用メディウム 価格 即日 ¥432 (¥400) ¥291 (¥270)

618 292-591～596 新商品エコバッグ６点 商品サイズ 即日

647 362-726 らでんベースキット長方トレイセット 商品仕様 即日

357-141 バルサ材　Ｌ　３８×１００×２００㎜ ¥658 (¥610) ¥691 (¥640)

357-142 バルサ材　Ｍ　３８×１００×３００㎜ ¥1,015 (¥940) ¥1,080 (¥1,000)

359-216 バルサ角材　Ａ　８０×８０×１５０㎜ ¥615 (¥570) ¥918 (¥850)

359-217 バルサ角材　Ｂ　８０×８０×２００㎜ ¥810 (¥750) ¥1,220 (¥1,130)

359-218 バルサ角材　Ｃ　４０×４０×３００㎜ ¥378 (¥350) ¥540 (¥500)

359-219 バルサ角材　Ｄ　５０×５０×３００㎜ ¥550 (¥510) ¥810 (¥750)

359-220 バルサ角材　Ｅ　６０×６０×３００㎜ ¥864 (¥800) ¥1,177 (¥1,090)

359-230 バルサ角材　Ｆ　８０×１１５×２００㎜ 廃止 在庫限

※印はvol.2で新たに変更や追加された訂正です。

481

価格 即日

2016カタログ不掲載継続 即日

294

代替:534-379自画像用鏡アートミラーアポロM(P294掲載)

廃止

※裏面もご覧ください。

即日 代替:534-378自画像用鏡アートミラーアポロL(P294掲載)

代替:534-387自画像用鏡アートミラーアポロ方眼線 細入(P294掲載)

継続：\189(\175)

継続：\237(\220)

青貝シート１枚付き

在庫限

代替:315-113 クラフトばさみMV-80 160mm　\1,080(\1,000)

-

650
価格 即日

-

代替:337-904強力ガラスカッターZK-10　\8,100(\7,500)

335-734 335-744

持ち手約〇〇mm 持ち手約〇〇cm

青貝シート付き

408
-

代替:653-388静音コンパクト台車NPM-150GS-B(P795掲載)

10本１組 5本１組

商品コード不掲載

-

2016カタログ不掲載 継続：\1,150(\1,065)

廃止

若草色 若葉色

156
本体価格のみ誤り \4536 ⇒ \4560

515-327 515-330

廃止 在庫限
-

-

-

-

-

セット内容の混色台紙の仕様が変更になります。

価格 即日

2016図工・美術 カタログ訂正表　vol.2

旧（誤） 新（正）

75

廃止 在庫限

-

-

76

-



  ○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

※ 683 360-201～206 カシュー ¥1,069 (¥990) ¥1,123 (¥1,040)

686 359-907 ペイント刷毛 40mm ¥513 (¥475) ¥540 (¥500)

689 351-801 工具収納袋 ¥885 (¥820) ¥1,080 (¥1,000)

355-510 卓上糸のこ盤　ＴＦ－５４００型 ¥87,480 (¥81,000) ¥92,664 (¥85,800)

355-689 卓上糸のこ盤　ＴＦＥ－４５０型 ¥34,560 (¥32,000) ¥36,720 (¥34,000)

752 355-365 卓上バンドソー　ＴＢＳ－８０型 ¥43,200 (¥40,000) ¥44,604 (¥41,300)

753 355-381 電気バンドソー　ＢＳ－５１Ｎ型 ¥371,520 (¥344,000) ¥410,400 (¥380,000)

355-235 電気丸のこ　Ｗ－１９００型 ¥14,580 (¥13,500) ¥15,120 (¥14,000)

355-258 変速ジグソー　Ｊ－６５００Ｖ ¥14,040 (¥13,000) ¥14,688 (¥13,600)

355-271 変速ジグソー　Ｊ－６５００ＶＤＬ ¥16,200 (¥15,000) ¥17,280 (¥16,000)

356-315 振動ドリル　ＰＤ－１９６ＶＲ ¥13,176 (¥12,200) ¥15,768 (¥14,600)

356-323 電気ドリル　Ｄ－１３００ＶＲ ¥16,200 (¥15,000) ¥17,280 (¥16,000)

356-326 電気ドリル　ＣＤ－６５００ ¥11,448 (¥10,600) ¥12,852 (¥11,900)

762 356-556 トリマ　ＴＲＥ－５５型 ¥32,400 (¥30,000) ¥34,020 (¥31,500)

356-654 電気カンナ　Ｌ－１２０ＴＢ型 ¥27,000 (¥25,000) ¥28,728 (¥26,600)

356-661 小型自動カンナ　ＡＰ－１０Ｎ型 ¥98,820 (¥91,500) ¥113,400 (¥105,000)

769 354-852 リョービ研磨機　ＦＧ－２０５型 ¥38,556 (¥35,700) ¥44,280 (¥41,000)

770・799 653-578 集じん機　ＶＣ－１２５Ｗ ¥38,448 (¥35,600) ¥41,688 (¥38,600)

798 653-601 集じん機　ＶＣ－１２５０ ¥29,376 (¥27,200) ¥30,240 (¥28,000)

799 653-552 ブロア　ＢＬ－３５００ＶＤＸ ¥15,336 (¥14,200) ¥15,768 (¥14,600)

805 632-957 レーザーポインターRX-10GN 廃止 即日

825 634-038 2016ポップヒットマーチ 商品コード 即日

841 578-065～068 プレランドマット90×90 商品名 即日

価格 即日

750

754

758

763

-

634-038

※裏面もご覧ください。

634-028

プレランドマット プレイランドマット

※印はvol.2で新たに変更や追加された訂正です。

旧（誤） 新（正）


