
●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６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
  ○新本造形ホームページより訂正表のPDFデータをダウンロードいただけます。

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

254-722 上皿天秤ＭＳ－１００型 ¥19,224 (¥17,800) ¥22,572 (¥20,900)

254-723 上皿天秤ＭＳ－２００型 ¥22,680 (¥21,000) ¥26,730 (¥24,750)

359-805 リフィールロール　＃１００ ¥750 (¥695) ¥826 (¥765)

359-806 リフィールロール　＃１８０ ¥750 (¥695) ¥826 (¥765)

359-807 リフィールロール　＃３２０ ¥810 (¥750) ¥891 (¥825)

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

102・358 217-127 まじかるローラースタンド 廃止 在庫限

134・248 534-526 サクラこなえのぐ１２０ｇ　あか 廃止 在庫限

159 517-111 方眼紙Ａ４判 廃止 在庫限

174 518-019 ホワイトせんす　デザイン用 廃止 在庫限

196 514-830 木製ペン軸　Ｔ－２５ 長期欠品 代替品登録

518-672・707 アニメックスカラー単色40ml　ハードブラック・ギネーグリーン

518-662 アニメックスカラー１８色セット

216 531-559 貝がらモデル単品　オウムガイ約180mm 廃止 即日

219 531-719 造花モデル　ガーベラ 廃止 即日

249 534-652・653 サクラ水彩セットＥ　ブラック・ブルー 廃止 即日

318
311-851～873
311-881～903 カラードリーフ　８つ切・４つ切 廃止 在庫限

324 315-021 ペーパークイリングおためしキットQSK-2 廃止 在庫限

425 231-731 頭像芯棒　Ｓ　杉 廃止 在庫限

464 右記参照 下絵の具　ワンストローク　30ml 廃止 在庫限

478 255-125 くっつく土 赤 約９００ｇ 廃止 在庫限

515 253-634 さん板　５枚組 廃止 在庫限

537 252-394 サイコロ　15×50×55mm 廃止 在庫限

573 337-508 卓上型サンドブラスト　ＲＢ２－８２０ 廃止 即日

714 353-863 ６本組ドライバーセット　№２００６ 中止 在庫限

797 653-399 らくらく軽量カート 廃止 即日

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

61・381 314-895 アートボックス額　小 誤表記 即日

313-487 マーブリング・デコ コンパクトセット

313-495 マーブリング・デコ ６色セット

313-488・497・498  マーブリング水溶液各種

383 314-893 アートメイトボックス クラス用 仕様変更 即日

464
255-241～264
256-731～763

下絵の具　ワンストローク　各種 誤表記 即日

478 255-124 くっつく土　白　約９００ｇ 仕様変更 即日

252-550 スチルツＮＯ．１

252-551 スチルツＮＯ．２

252-552 スチルツＮＯ．３

252-554 スチルツＮＯ．５

252-555 スチルツＮＯ．６

252-556 スチルツＮＯ．７

252-574 スパーＮＯ．１

252-575 スパーＮＯ．２

252-576 スパーＮＯ．３

676 358-423 木彫ジャンボ置時計台 仕様変更 即日

784 652-645・509 すりばち角いす（木工用） 材質

538 誤表記 即日

Ｗ25×Ｈ10mm 約Ｗ28×Ｈ6mm

Ｗ34×Ｈ12mm 約Ｗ39×Ｈ9mm

Ｗ48×Ｈ14mm 約Ｗ57×Ｈ14mm

Ｗ60×Ｈ22mm 約Ｗ70×Ｈ17mm

Ｗ75×Ｈ30mm 約Ｗ85×Ｈ20mm

Ｗ93×Ｈ35mm

焼成温度：約1000～1300℃ 焼成温度：約1000～1200℃

タモ材またはナラ材ナラ材

台木の材質形状：杉間伐材⇒桂材

約Ｗ98×Ｈ31mm

Ｗ11×Ｈ9mm 約Ｈ11mm

Ｗ16×Ｈ13mm 約Ｈ13mm

Ｗ22×Ｈ16mm 約Ｈ17mm

容器が一部変更となります。

2017図工・美術 カタログ訂正表　No.2

価格改定及び訂正

旧（誤） 新（正）

(外寸) Ｗ180mm (外寸) Ｗ190mm

-

247ライトパープル、731サーモンピンク、739ルビーレッド、743コーラル、745ローズ
746ダスキーピンク、747オーキッド、748ワインレッド、749ダークレッド　以上廃止

-
534-654 サクラ水彩セットＨ ネイビー
534-655 サクラ水彩セットＨ パステルピンク
※ケース変更。セット内容、価格に変更はございません。

-

代替：315-022ペーパークイリングおためしキットQSK-2N (価格変更なし）

-

-

-

-

498

715

199

　514-817 Ｐフリーペン軸クリアブルー（プラスチック製）
　※価格に変更はございません。

-

-

-

価格変更 6/21

価格変更 6/21

-

廃止・納期遅延

代品の有無・納期

231-730 頭像芯棒 Ｔ（とど松）　※材質 スギ⇒トドマツ

品名変更：マーブリング・デコ コンパクトセット（Ｂ）
、パッケージ変更

品名変更：マーブリング・デコ ６色セット ベーシックカラー
、パッケージ変更

ラベルデザイン変更

外枠ユニットの材質：ベニヤ合板⇒MDF材に変更

誤 正

349 仕様変更 順次

廃止 在庫限

誤表記・仕様変更ほか

353-862 ラチェット付ドライバーセット ８本組 №５７００ \1.674(\1,550)

-

-


