
●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30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
※マーク付の訂正は6/21付カタログ訂正表で追加しております。

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

113 536-208 画用紙ハガキ判 価格 即日 ¥486 (¥450) ¥453 (¥420)

136 515-437 ホルベインポスターカラープラス　３原色セット 価格 即日 ¥453 (¥420) ¥518 (¥480)

514-871 ダーウェントグラフィック　１２本セットミディアム 価格 4月1日 ¥1,944 (¥1,800) ¥2,592 (¥2,400)

514-872 ダーウェントグラフィック　２４本セット 価格 4月1日 ¥3,888 (¥3,600) ¥5,184 (¥4,800)

252 534-175～177 ダーウェント・チャコール鉛筆　ライト・ミディアム・ダーク 価格 4月1日 各\216 (¥200) 各\280 (¥260)

534-215 ダーウェント・パステル鉛筆　１２色セット 価格 4月1日 ¥2,851 (¥2,640) ¥3,499 (¥3,240)

534-216 ダーウェント・パステル鉛筆　２４色セット 価格 4月1日 ¥5,702 (¥5,280) ¥6,998 (¥6,480)

534-219 ダーウェント・パステル鉛筆　３６色セット 価格 4月1日 ¥8,553 (¥7,920) ¥10,497 (¥9,720)

514-851～853 ダーウェントスケッチ鉛筆　ラウンド　ＨＢ・２Ｂ・４Ｂ 価格 4月1日 各\194 (¥180) 各\248 (¥230)

514-901～903 ダーウェントスケッチ鉛筆・水溶性　ＨＢライト・４Ｂミディアム・８Ｂダーク 価格 4月1日 各\194 (¥180) 各\248 (¥230)

515-105 ダーウェントアーチスト色鉛筆　１２色 価格 4月1日 ¥2,592 (¥2,400) ¥3,110 (¥2,880)

515-106 ダーウェントアーチスト色鉛筆　２４色 価格 4月1日 ¥5,184 (¥4,800) ¥6,220 (¥5,760)

※ 282 537-609～618 アムステルダム アクリリックカラ―１２０ｍＬ 単色 １０色 価格表記 即日 ¥734 (¥680) ¥972 (¥900)

533-892 ピクチャーレールサンカラーＡセット 65cm 価格 即日 ¥5,400 (¥5,000) ¥3,088 (¥2,860)

533-894 ピクチャーレールサンカラーＡセット 100cm 価格 即日 ¥3,088 (¥2,860) ¥5,400 (¥5,000)

388 312-740 いろいろな木切れ 価格 即日 ¥7,549 (¥6,990) ¥7,776 (¥7,200)

※ 627 292-550～552 Ｔシャツ　白　各サイズ 価格 即日 ¥594 (¥550) ¥756 (¥700)

652-844 ボルトレス中量棚 Ｍ３-６４５４ＮＧ型 価格 即日 ¥29,095 (¥26,940) ¥31,363 (¥29,040)

652-846 ボルトレス中量棚 Ｍ３-６５５４ＮＧ型 価格 即日 ¥32,853 (¥30,420) ¥35,424 (¥32,800)

652-847 ボルトレス中量棚 Ｍ３-６６５４ＮＧ型 価格 即日 ¥38,340 (¥35,500) ¥41,558 (¥38,480)

837 578-334 風船スタンダードカラーセット　900mm 価格・表記 即日

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

293-150 バテックカラー　８色１２本セット　５０ｍＬ 廃止 在庫限

293-151～168 バテックカラー　単色　５０ｍＬ　全12色 廃止 在庫限

293-171～188 バテックカラー　単色　５００ｍＬ　全12色 廃止 在庫限

293-190 バテックカラー（和紙染め染料）　５色セット 廃止 即日

293-195 バテックカラー用うすめ液　２００ｍＬ 廃止 在庫限

※ 190・370 518-038 おもしろセンス 廃止 即日

※ 226 531-559 貝がらモデル単品　オウムガイ　約１８０㎜ 廃止 即日

※ 234 532-361・362 白木イーゼルHEWC-10・12 廃止 在庫限

※ 237 535-114 ベニヤ４切画板　４切用 廃止 在庫限

※ 289 538-075 アルミ製筆洗器 特大型 廃止 在庫限

316 533-899 色紙額 №6 廃止 在庫限

※ 327 311-712 ギフトカットペーパー　１５㎝角 廃止 在庫限

402 315-117 はさみ学童用　EC-400 廃止 在庫限

411 552-356 スーパーのり　１号　６０ｍＬ 廃止 在庫限

※ 450 335-106 ＵＶレジン液　６０ｇ 廃止 在庫限

451 335-131～138 レジンクラフトセット各種 廃止 在庫限

462 235-878・879 てんこく記念品紙箱　チェッカー・マーブル 廃止 即日

291-471～479 ペンペー　単色　１５ｇ　全９色 廃止 在庫限

291-464 ペンペー用バインダー　１５ｇ 廃止 在庫限

※ 291-861 ハイドロコンク（還元剤）　粉末４０ｇ 廃止 在庫限

291-866 ソーダ灰（還元促進剤）　１００ｇ 廃止 在庫限

291-867 ソーダ灰（還元促進剤）　１㎏ 廃止 在庫限

291-483 草木染め前処理剤　１００ｇ 廃止 即日

291-851 大和藍染料　１０ｇ 廃止 在庫限

※ 291-852 大和藍染料　５０ｇ 廃止 在庫限

※ 292-286 藍染めセット 廃止 即日

-

-

-

-

-

-

-

291-855 ＳＮ藍染め染料５０ｇ　\5,400(\5,000)

291-853 紺屋藍パック　\1,944(\1,800)

291-852 大和藍染料50g
(復活再販)

630

291-865 ソーダ灰（小）100g \162(\150)

-

291-781 ディスポン(草木染め前処理剤) ２５０ｇ \810(\750)

291-853 紺屋藍パック　\1,944(\1,800)

291-860 藍 還元剤２袋入り25ｇ×2　\324(\300) 291-862 ハイドロコンク100g \324(\300)

533-900 色紙額 №7 \1,404(\1,300)

-

-

-

628

291-521～529 布えのぐ単色　20ml　各\291(\270)
521レッド 522ブルー 523イエロー 524グリーン

526オレンジ 527バイオレット 528ホワイト 529ブラック

291-511 布えのぐ専用メディウム　20ml　\291(\270)

代品の有無・納期

156

293-200 和紙ぞめ教材１０人用　６色セット\2,592(\2,400)

293-201～208 和紙ぞめカラー　５０ｍＬ 各\432(\400)
201レッド 202ブルー 203イエロー 204グリン

205ブロン 206パープル 207グレー 208オレンジ

-

293-191 和紙染め染料５色セット \853(\790)

-

-

255

323

796

\8,856（\8,200）、記載なし \17,280（\16,000）、30個入

廃止・納期遅延　（空欄となっている商品の代品はございません）

2018図工・美術 カタログ訂正表　№2

価格改定及び訂正

旧（誤） 新（正）

164

253

裏面もご覧ください。



292-101
～116

ソメロン　単色　粉末２０ｇ　全１２色 廃止 在庫限

※ 292-288 カラーフィックス　２０ｇ 廃止 在庫限

※ 291-796 究極のしぼり染めキット 廃止 在庫限

292-251 ろうけつ染め個人セット 廃止 即日

292-266 ろうけつ染め１０人セット　Ｂ（紺・多色染め用） 廃止 即日

291-130 布用ろう　木ろう八角　５０ｇ 廃止 在庫限

※ 634 294-491 羊革ひも（ヤンピー）１０本組 廃止 在庫限

※ 639 616-237 はじめてのレザークラフト（指導書） 廃止 即日

296-801 組みひも器具セット

296-804・805 組みひも器具単品　丸台 / 組玉　８個組

729 354-576 収納ＢＯＸ付砥石セット 廃止 即日

※ 738 374-141～144 彫金用ハンマー　４種 廃止 在庫限

※ 812 632-535 デジタルカメラ　ＥＸ－ＳＣ２００ 廃止 即日

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

52 219-301・302 コラグラフ用版画用紙　２種 枚数 即日

※ 56 - 朴・桂　版木 仕様 -

※ 75 214-449 さらし蜜蝋 商品コード 即日

※ 96 216-800 ステンシルペーパー合成型紙 仕様変更 随時

142・143 各種 ニッカーアクリル絵の具セット・単色 品名 即日

※ 168 515-338～340 コピックスケッチ　ベーシック１２色セットＡ～Ｃ 商品コード 即日

379 313-651 木目込みまりキット セット内容表記 即日

389 314-910 ボックスアート杉材 長方形 サイズ表記 即日

※ 400 334-141 フレームレス　スチロールカッター 型番変更 即日

489 255-964・965 釉抜き材CP-C　各サイズ 品名変更 即日

512 254-712 デジタル秤　ＫＤ－１７６ 仕様変更 即日

337-526・559・587 ガラス素材　皿　各サイズ（表組内 表記） 誤表記 即日

※ 337-572 ガラス素材　サークルカップ 誤表記 即日

591 337-809 バーナーワーク用　エアポンプ　P-19B型 仕様変更 即日

599 231-901 かけ鏡芯材　角鏡 商品コード 即日

613 335-764 照明器具Ｌ 誤表記 即日

359-117・124 ペーパーナイフ　紫たんＡ・Ｂ

359-116・123 ペーパーナイフ　黒たんＡ・Ｂ

356-791～765 交換用ベルトサンダ　ＭＳ－Ｂ１２２０各種 サイズ表記 即日

356-796～800 交換用ディスクサンダ　ＭＳ－Ｓ３００各種 サイズ表記 即日

799 653-191・192 収納ケース・アプロス　Ｂ４　深型６段・１０段 サイズ表記 即日

578-221 訓練用　腰掛け 質量 即日

577-798 マグネット吹矢　Ａ２ ボードサイズ 即日

※

584
加工面：底のみ 加工面：側面のみ

631

513-338～340 515-338～340

木材は湿度や気温により反りがある場合がございますのでご了承ください。

632-546デジタルカメラ FZ152 メモリーカード付 \28,080(\26,000)

3/1卸価格表訂正表の訂正(\840)⇒(\700)、在庫限廃止

-

製造ロットにより多少色が変わる場合がございますので、ご了承ください。

-

-

CP-A2

誤 正

839
30.5kg 24.5kg

650×450mm 650×460mm

SC-B5FL-02

774
幅152×周径1219mm 幅150×円周1220mm

直径305mm 直径300mm

B4深型引出し寸法 W268×D379×H39mm W268×D379×H78mm

121ℓm 12lm

金紐約3cm 金紐約３ｍ

240×230×53mm 240×300×53mm

CP-C

673 誤表記 即日 商品画像のＡとＢのキャプションが逆です。（Ａが短寸）

254-712 デジタル秤 KJ-216 価格変更なし

Ａφ mmφ

エアーフィルター：黒の箱型 エアーフィルター：青い筒状

文字化け 231-901

枚数記載もれ 各５０枚組

アクリリック アクリック

651 長期欠品 即日 納期未定 ⇒ 数量限定 復活

-

誤表記・仕様変更ほか

214-499 214-449

292-150 ミカノール　５０ｍｌ　\432(\400)

292-121～132 コールダイオール 粉末２０ｇ　各\486(\450)
121イエロー 122オレンジ 123レッド 124パールピンク

125ブロン 126バイオレット 127パープル 128ネイビーブルー
129スカイブルー 130オリーブグリン 131グリン 132ブラック

632

292-252 SNろうけつ染め教材セット(個人用) \594(\550)

-

291-132 白蝋(はくろう) 小　６０ｇ　\486(\450)

裏面もご覧ください。


