2018図工・美術 カタログ訂正表 №5
平成30年10月２１日
新日本造形株式会社

●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。
○税込価格および（ ）内本体価格を併記しております。
○新本造形ホームページより訂正表のデータをダウンロードいただけます。

価格改定及び訂正
ページ

商品コード

256

534-493
537-492
537-533
537-535
537-536
537-537
537-538
537-542
537-547
537-548
537-549
537-550
538-105
538-131
538-145
538-084
538-085
538-022
538-201
538-202
538-203

284

288

289
290

291

品名

訂正内容

実施日

旧（誤）

新（正）

10月22日

￥918（￥850）
￥11,491（￥10,640）
￥12,268（￥11,360）
￥6,544（￥6,060）
￥6,199（￥5,740）
￥7,570（￥7,010）
￥8,164（￥7,560）
￥5,464（￥5,060）
￥4,579（￥4,240）
￥6,544（￥6,060）
￥10,648（￥9,860）
￥3,844（￥3,560）
￥378（￥350）
￥324（￥300）
￥864（￥800）
￥432（￥400）
￥432（￥400）
￥1,188（￥1,100）
￥291（￥270）
￥302（￥280）
￥324（￥300）
￥540（￥500）
￥594（￥550）
￥540（￥500）
￥118（￥110）
￥189（￥175）
￥189（￥175）
￥237（￥220）
￥453（￥420）
￥324（￥300）
￥248（￥230）
￥194（￥180）
￥259（￥240）
￥345（￥320）
￥518（￥480）
￥885（￥820）
￥1,058（￥980）
￥1,512（￥1,400）
￥1,836（￥1,700）
￥20,520（￥19,000）
￥9,612（￥8,900）
￥6,912（￥6,400）
￥1,868（￥1,730）
￥3,780（￥3,500）
￥7,938（￥7,350）
￥18,576（￥17,200）
￥8,424（￥7,800）
￥3,996（￥3,700）
￥4,212（￥3,900）

￥972（￥900）
￥12,031（￥11,140）
￥12,916（￥11,960）
￥7,084（￥6,560）
￥6,739（￥6,240）
￥8,110（￥7,510）
￥8,704（￥8,060）
￥6,004（￥5,560）
￥5,119（￥4,740）
￥7,084（￥6,560）
￥11,296（￥10,460）
￥4,384（￥4,060）
￥432（￥400）
￥378（￥350）
￥972（￥900）
￥486（￥450）
￥486（￥450）
￥1,296（￥1,200）
￥464（￥430）
￥486（￥450）
￥540（￥500）
￥918（￥850）
￥972（￥900）
￥918（￥850）
￥156（￥145）
￥243（￥225）
￥243（￥225）
￥302（￥280）
￥540（￥500）
￥356（￥330）
￥280（￥260）
￥216（￥200）
￥313（￥290）
￥388（￥360）
￥583（￥540）
￥982（￥910）
￥1,177（￥1,090）
￥1,684（￥1,560）
￥2,019（￥1,870）
￥22,680（￥21,000）
￥10,476（￥9,700）
￥7,560（￥7,000）
￥2,073（￥1,920）
￥4,201（￥3,890）
￥8,823（￥8,170）
￥19,602（￥18,150）
￥9,223（￥8,540）
￥4,460（￥4,130）
￥4,665（￥4,320）

クレパスワニスグロス７５ｍＬ
ヴァンゴッホ油彩スケッチセットGTA-P1N
ヴァンゴッホ油彩スケッチセットＳキバコＴＮ－BＮ
ヴァンゴッホ油彩スケッチセット１ Ｇ－１ＮＳＮ
ヴァンゴッホ油彩スケッチセットＳビニールＢＮ
ヴァンゴッホ油彩スケッチセット２ Ｇ－２ＮＳＮ
ヴァンゴッホ油彩スケッチセットＳスケッチ－ＢＮ
ヴァンゴッホ油彩スケッチセット部品ＢＮ
ターレンス油彩スケッチセットＳビニールＡＮ
ターレンス油彩スケッチセットＳスケッチＡＮＮ
ターレンス油彩スケッチセットＳキバコＴＮ－ＡＮ
ターレンス油彩スケッチセット部品ＡＮ
プレパ ５５ｍＬ
クリーナーポット Ｐ 縦型
ペインティングメディウムクイックドライング75ｍｌ
油つぼテツツボ Ｎ
油つぼ №２
木製パレット ＢＣ型
パレットナイフ Ｐ－１
パレットナイフ Ｐ－２
パレットナイフ Ｐ－３

538-211・212 ペインティングナイフ Ｅ－１・２
538-213～219 ペインティングナイフ Ｅ－３・４・６・７・９
538-220～222・227

498

549

731

739

256-408
256-409
256-410
256-411
252-391
252-392
252-393
252-621
252-622
252-623
252-624
252-626
252-627
252-629
252-330
354-503
354-524
354-525
376-801
376-802
376-803
376-804
376-811
375-951
376-952

ペインティングナイフ Ｅ－10・11・12・17
価格変更

絵皿立て・黒 小
絵皿立て・黒 大
絵皿立て・透明 小
絵皿立て・透明 大
サイコロ ３０×４０×５０㎜
サイコロ ２０×３０×４０㎜
サイコロ ２０×３０×４０㎜
Ｌ形支柱 ３㎝ １本
Ｌ形支柱 ４．５㎝ １本
Ｌ形支柱 ６㎝ １本
Ｌ形支柱 ９㎝ １本
Ｌ形支柱 １５㎝ １本
Ｌ形支柱 １８㎝ １本
Ｌ形支柱 ２５㎝ １本
Ｌ形支柱 ３０㎝ １本
木工バイス Ｗ１８０
木工バイス（台上式） ＨＷ－６Ｃ型
木工バイス（台上式）ＨＷ－４Ｃ型
SN-つの床 ０．７㎏
SN-つの床 １．８㎏
SN-つの床 １０㎏
SN-つの床 ２０㎏
SN-蜂の巣床 １０㎏
ホビーバイス Ａ Ｎ２５
ホビーバイス Ｂ Ｎ３０

廃止・納期遅延
ページ

商品コード

124
124
268
325
380
394
490
498
823

311-149
311-164
351-095
311-460
313-297
314-185

訂正内容

実施日

代品の有無・納期

日本の伝統色 第８版

廃止

即日

ＤＩＣカラーガイドパート２ 第４版

廃止

即日

竹すだれ 大

廃止

在庫限

ニュートーナルカラー角形 18色組

廃止

在庫限

-

森のリースキットＢ

廃止

在庫限

紙飛行機 ＴＯＭＣＡＴ－Ｘ

廃止

在庫限

廃止

在庫限

廃止

即日

廃止

即日

品名

255-127・128 素焼き前補修粘土（くっつく土） 白・赤 各種

255-222 絵皿焼成器具
638-403～405 【ＤＶＤ】みる美術 各種

代替：313-296・298・299 森のリースキットA・C・D
代替：314-178紙飛行機 ＴＯＭＣＡＴ－Ｘ２

-

誤表記・仕様変更ほか
ページ 商品コード
583

337-597～599 マスキングセット各種

品名

訂正内容

実施日

仕様変更

即日

誤

正

2018年4月よりシートの素材を変更しましたが、2017年以降のものに戻します

