
●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29年３月２１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

46 215-029 スチレン版円形10枚組200φ mm 価格 即日 ¥972 (¥800) ¥864 (¥800)

515-438 ホルベイン ポスターカラープラス スクールセット6色 ¥810 (¥750) ¥864 (¥800)

515-439 ホルベイン ポスターカラープラス スクールセット12色 ¥1,512 (¥1,400) ¥1,620 (¥1,500)

515-361～373 ホルベイン ポスターカラープラス 単色 価格 即日 ¥151 (¥140) ¥172 (¥160)

176 313-720 ぱっくんマグ ¥464 (¥430) ¥507 (¥470)

203 510-413 製図用羽根ぼうき　小 価格 即日 ¥972 (¥900) ¥1,350 (¥1,250)

315-443 NTマットカッター ＭＡＴ－４５Ｐ ¥2,160 (¥2,000) ¥2,592 (¥2,400)

315-444 NTマットカッター替刃　ＢＭＣ－４５Ｐ ¥648 (¥600) ¥680 (¥630)

374 576-301 プリントプラバンＡ４ 価格 即日 ¥972 (¥900) ¥410 (¥380)

462 255-761～767 液体化粧土 価格 即日

501 516-515 梅ざら 価格 即日 ¥766 (¥710) ¥756 (¥700)

581 337-388 ガラス用キルンアートボックス 価格 4月1日 ¥9,720 (¥9,000) ¥12,960 (¥12,000)

670 358-673 ウッドピースＡ シナ 80×80×10mm 価格 即日 ¥967 (¥896) ¥75 (¥70)

788 532-001 用紙収納ケース　Ａ０型 価格 即日 ¥174,960 (¥162,000) ¥175,824 (¥162,800)

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

91 216-254 スクリーン生地・絹170メッシュ

93 216-027・028 BOX型高性能製版焼付器UVP-700・1200

185 518-326 スクレーパーボード用木製フレーム 廃止 在庫限

199・
806

632-132 ペンタブレット デリペン２　　 廃止 即日

228 532-332 木製机上イーゼル 廃止 在庫限

255-009 オーブン陶土用コート剤Ｙｕ～(ユー)50ml

255-038 オーブン陶土用 化粧土 白 200ml

275-214 七宝ペンダントＰ－２１４

275-218 七宝ペンダントＰG－２１８

549 276-459 七宝額縁　中 廃止 在庫限

582 336-170～191 モザイクタイル各種 廃止 在庫限

586 336-316 タックボード付きフレームセット　Ｂ５ 廃止 在庫限

627 293-211 キリライト 廃止 在庫限

644 351-175 ひご引き 廃止 在庫限

351-401 堆朱ペンダント 納期遅れ 在庫限

351-403 堆朱ナスカンキーホルダー 納期遅れ 在庫限

351-408 堆朱ペンダント　レザーコード 納期遅れ 在庫限

351-410 堆朱ペンダント　本革 納期遅れ 在庫限

666 358-454 木彫くず箱 廃止 在庫限

681 359-242 マリンカービング　バンドウイルカ 廃止 在庫限

680 359-281 バードカービング・ウイングモデル　キセキレイ 廃止 在庫限

682 359-455 木工用塗料セット 廃止 即日

684 359-423 ウッドカラーライフ　メープル　１Ｌ 廃止 在庫限

694 352-451 電動彫刻機用小型集塵機<6180> 廃止 即日

在庫限

546 廃止 在庫限

647 　　　　　在庫終了後、次回入荷は５月ごろの予定。

即日

480 廃止

2017図工・美術 カタログ訂正表 No.1

旧（誤） 新（正）

廃止 即日

131

255-761～766…\3,726(\3,450) ⇒\3,596(\3,330)
255-767 \5,778(\5,350) ⇒ \5,626(\5,210)

311 価格 即日

価格改定及び訂正

廃止・納期遅延

価格

代品の有無・納期

以下空欄となっている商品の代品はございません。

裏面もご覧ください。



ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

400 315-000 3.6V充電タッカーホッチキス コード 即日

462 255-767 液体化粧土　赤　700ｇ コード 即日

614 292-582 エコバッグ　横マチ付厚手 コード 即日

621 291-954 布用ろう パラフィンろうＡ 粒状500ｇ コード 即日

715 359-749～751マジックサンダー替えペーパー コード 即日

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

111 210-484 品名、価格表記抜け 表記誤り 即日

124 515-454～457 ターナーポスターカラーセットプライム13A、A～C各セット 仕様変更 即日

125 515-506 ターナーポスターカラープライムセット12P 仕様変更 即日

125 515-505 ターナーポスターカラープライムセット13B 仕様変更 即日

289 538-915～918 キャンバステープＴ 表記誤り 即日

335 312-604 養生用P-カットテープ 若草色 表記誤り 即日

440 335-205・206 ソフトモールド　半球 / キューブ 表記誤り 即日

458 255-115 せともの白土 表記誤り 即日

478
255-124
255-125

くっつく土 白・赤 各 １ｋｇ 表記誤り 即日

491 254-413 平線こてべらセット 表記誤り 即日

497 254-704 釉薬攪拌機　充電式 仕様変更 即日

523 251-606 小型電気炉NHK-170AF 表記誤り 即日

527
251-804～

837
電気陶芸がまCK-LT型 各種
厚壁電気陶芸がまKD-LT型 各種

表記誤り 即日

538 252-582 アルミナ棒 4φ ×100mm 表記誤り 即日

539 356-708 ジスクグラインダ　レジノイド砥石付 仕様変更 即日

662 358-182・183 ホワイトウッズパズル額付・Ａ／Ｂ 表記誤り 即日

805 632-071 ミニスタジオセット WS-50SP 仕様変更 即日

827 634-021 ポップヒットマーチ2017 仕様変更 即日

827 634-020 アニメ＆キッズヒットマーチ2017 仕様変更 即日

収録曲が変更となっています。
詳しくはお問い合わせください。

【写真上の商品コード】 596横マチ付厚手⇒582横
マチ付厚手

291-954 255-954

付属品のレベル用鉄板はすべて共通で各１組になります。

10本１組
２φ ：１０本１組
４φ ：　５本１組

品名「平線こてべらセット」追加ください。

固定プログラムは入力されておりませんので、使
用前にプログラムの設定をお願いします。

358-749～751 359-749～751

【変更箇所】アーム長さ縦約490～840mm/横約
100～340mm

バック紙、ペーパークリップの付属なし

１ｋｇ 約900ｇ

（C/S 700g：24コ、20kg：１コ）

キューブと半球の写真が逆です。

767 255-767

14MPA　マゼンタ１本追加

12P 13MPB1　マゼンタ１本追加

13B 14MPB4　マゼンタ１本追加

誤表記・仕様変更ほか

新（正）

315-000 315-781

商品作例ＡとＢの写真が逆です。

商品コード訂正

旧（誤）

モーター　７．４Ａ

→279×117×88mm本体寸法293×117×104mm

→　７．５Ａ

誤 正

若草色 若葉色

10mm巻 10ｍ巻

版画プレス台SF-236型用…\108,000(\100,000)

13A

・電池１０．８Ｖ・質量　１．３kg →１２Ｖ　　　・質量１．４kg

・最大トルク　１１Ｎ．M

・回転数　０～５５０/分

・付属品　アルミケース

→７Ｎ．M

→０～１０００/分

→ブローケース

・本体寸法２００×２００×６５mm →２１０×２３５×８０mm

裏面もご覧ください。


