
●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。 2019年6月20日
●新日本造形ホームページより訂正表のPDF・Excelデータをダウンロードいただけます。 新日本造形株式会社
※マークは6/20付で追加した訂正です。

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

75 216-383 変性アルコール　５００ｍＬ 価格 即日

※ 83 213-475 ダーマトグラフ　№７６００　黒 価格 7/1

※ 510-311～322 三菱ユニ鉛筆　１ダース入　各種 価格 7/1

※ 510-331～342 三菱ハイユニ鉛筆　１ダース入　各種 価格 7/1

※ 167 515-097 ユニカラー（色鉛筆）　３６色 価格 7/1

※ 515-331 ネオピコ２　１２Ａ 価格 6/20

※ 515-332 ネオピコ２　２４Ａ 価格 6/20

※ 515-333・334 ネオピコ２　３６Ａ１/ ３６Ａ２ 価格 6/20

※ 515-335 ネオピコ２　７２Ａ 価格 6/20

※ 518-825 デリーターまんがツール　ＳＴ 価格 6/20

※ 518-826 デリーターまんがツール　DX 価格 6/20

264 536-479 マルマンスクール用クロッキーブックＡ４ 価格 即日

※ 536-705 吉祥麻紙ボード　Ｆ４判　３３３×２４２㎜ 価格 6/20

※ 536-706 吉祥麻紙ボード　Ｆ６判　４１０×３１８㎜ 価格 6/20

※ 536-707 吉祥麻紙ボード　Ｆ８判　４５５×３８０㎜ 価格 6/20

※ 536-708 吉祥麻紙ボード　Ｆ１０判　５３０×４５５㎜ 価格 6/20

※ 536-711 日本画用和紙　薄美濃紙　生紙 価格 6/20

※ 536-712 日本画用和紙　薄美濃紙　ドーサ引き 価格 6/20

※ 536-713 日本画用和紙　中美濃紙　生紙 価格 6/20

※ 536-714 日本画用和紙　中美濃紙　ドーサ引き 価格 6/20

※ 536-715 日本画用和紙　厚美濃紙　生紙 価格 6/20

※ 536-716 日本画用和紙　厚美濃紙　ドーサ引き 価格 6/20

354 312-750 日本のひのきブロック 価格 即日

※ 474 255-116 せともの白土（高級陶土）　２０㎏ 価格 6/21

※ 255-487 信楽土鍋土　１０㎏ 価格 6/21

※ 255-488 信楽古陶土　１０㎏ 価格 6/21

※ 255-489 信楽陶板土　１０㎏ 価格 6/21

※ 255-495 仁清土　１０㎏ 価格 6/21

※ 255-498 新・美濃赤土Ａ　１０㎏ 価格 6/21

※ 255-500 五斗蒔土　１０㎏ 価格 6/21

※ 255-560 信楽土鍋土　２０㎏ 価格 6/21

※ 255-561 信楽古陶土　２０㎏ 価格 6/21

※ 255-562 信楽陶板土　２０㎏ 価格 6/21

※ 255-568 仁清土　２０㎏ 価格 6/21

※ 255-571 新・美濃赤土Ａ　２０㎏ 価格 6/21

※ 255-572 瀬戸貫入土　２０㎏ 価格 6/21

※ 255-573 五斗蒔土　２０㎏ 価格 6/21

636 292-121～132 コールダイオール　粉末２０ｇ　各色 価格 即日

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

※ 214-561 よしはる高級彫刻刀　４本組　ＨＰ－４ 廃止 在庫限

※ 214-562 よしはる高級彫刻刀　５本組　ＨＰ－５ 廃止 在庫限

※ 214-563 よしはる高級彫刻刀　６本組　ＨＰ－６ 廃止 在庫限

※ 112 219-352 がんぴ紙　５枚組 廃止 在庫限

132 515-518 ターナーポスターカラー ポーチセット 廃止 在庫限

140 515-597 ターナーアクリルガッシュ ポーチセット 廃止 在庫限

※ 198 518-378 スクラッチカラーリング　Ａ４ 廃止 在庫限

※ 205 518-147・152・153 カッティングコルク工芸 各サイズ 廃止 在庫限

\4,200(＋消費税) \4,800(＋消費税)

\6,000(＋消費税) \6,400(＋消費税)

\4,600(＋消費税) \5,400(＋消費税)

\5,400(＋消費税) \6,900(＋消費税)

\4,850(＋消費税) \5,800(＋消費税)

\3,300(＋消費税)

\3,300(＋消費税) \3,800(＋消費税)

\2,750(＋消費税) \3,150(＋消費税)

\3,600(＋消費税) \3,700(＋消費税)

\2,750(＋消費税)

\3,500(＋消費税) \3,900(＋消費税)

\3,000(＋消費税)

\2,450(＋消費税) \2,700(＋消費税)

\5,300(＋消費税) \6,000(＋消費税)

\2,300(＋消費税) \2,530(＋消費税)

271
\2,600(＋消費税) \3.250(＋消費税)

\3,600(＋消費税) \4,550(＋消費税)

\3,500(＋消費税) \4,500(＋消費税)

\4,700(＋消費税) \6,050(＋消費税)

\3,700(＋消費税) \5,000(＋消費税)

\4,850(＋消費税) \6,500(＋消費税)

\1,560(＋消費税) \1,720(＋消費税)

\1,700(＋消費税) \1,870(＋消費税)

476

\4,900(＋消費税) \5,700(＋消費税)

\3,100(＋消費税)

164
\1,680(＋消費税) \1,800(＋消費税)

\18,000(＋消費税) \20,160(＋消費税)

59 代替：214-665 ※砥石の代わりにゴムバンドが付属します。

代替：214-666 ※砥石の代わりにゴムバンドが付属します。

-

-

-

\5,700(＋消費税) \6,700(＋消費税)

\4,800(＋消費税) \6,000(＋消費税)

\6,000(＋消費税) \6,720(＋消費税)

\9,000(＋消費税) \10,080(＋消費税)

\100(＋消費税) \120(＋消費税)

\1,080(＋消費税) \1,200(＋消費税)

2019図工・美術 カタログ訂正表　№3

旧（誤） 新（正）

\690(＋消費税) \600(＋消費税)

\370(＋消費税) \420(＋消費税)

\7,700(＋消費税) \7,660(＋消費税)

-

-

代替：214-664 ※砥石の代わりにゴムバンドが付属します。

\450(＋消費税) \500(＋消費税)

\1,200(＋消費税) \1,320(＋消費税)

価格改定及び訂正

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）

代品の有無・納期

212
\2,760(＋消費税) \3,200(＋消費税)

168

\3,000(＋消費税) \3,360(＋消費税)

※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

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）

代品の有無・納期

※ 210 518-853・856 Ｉ・Ｃイラストスクリーン　S-362 / S-374 廃止 在庫限

311 532-805 ペーパー展示板　３枚組 廃止 即日

※ 533-976 油縁　キュート黒　Ｆ４ 廃止 即日

※ 533-977 油縁　キュート黒　Ｆ６ 廃止 即日

※ 533-978 油縁　キュート黒　Ｆ８ 廃止 即日

※ 533-979 油縁　キュート黒　Ｆ１０ 廃止 即日

※ 376
314-876
・877・879 ダルマ落とし / けん玉 / ヨーヨー 廃止 在庫限

※ 377 314-865 糸引きごま 廃止 在庫限

※ 449 335-125 UV-LEDスマートライトミニ 廃止 在庫限

※ 557 273-573 七宝材料　銀ぱく　150×150mm 廃止 在庫限

566 271-731～733 三角クラ　小・中・大 廃止 在庫限

595 337-855 ガラス工芸用卓上バーナー　ＴＢ－０２Ｓ 廃止 即日

621 335-786・787 照明用透光シート 雲竜　小・大 廃止 在庫限

※ 653 576-491 マクラメ・小物シリーズ　赤いお鼻のモックン 廃止 在庫限

664
351-400～403

・408・410

堆朱携帯ストラップ・ペンダント・キーホルダー・ナ
スカンキーホルダー・ビニールレザーコード・ペン
ダント本革

廃止 在庫限

694 358-913・908 クリヤーオルゴール　ありがとう/YELL 中止 在庫限

※ 353-678 きりセット　ロケット　２０本組 廃止 在庫限

※ 353-675・677 ロケットキャップ付きり 廃止 在庫限

※ 353-655・657 三つ目ぎり　小・中 廃止 在庫限

※ 353-661・663 四方ぎり　小・中 廃止 在庫限

※ 353-652 きりセットＢ　２０本組 廃止 在庫限

741・770 376－592 鉄工用ドリル刃セット　Ｃ　 廃止 在庫限

652-760 ワンタッチシェルフ　Ａ１８４８ＮＣ・６３Ｐ４段 廃止 即日

652-761 ワンタッチシェルフ　Ａ１８４８ＮＣ・６３Ｐ５段 廃止 即日

652-762 ワンタッチシェルフ　Ａ１８４２ＮＣ・７４Ｐ４段 廃止 即日

652-763 ワンタッチシェルフ　Ａ１８４２ＮＣ・７４Ｐ５段 廃止 即日

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

※ 63・81 217-501 版画絵具油性１００ｍｌ　黒 仕様変更 順次

104 216-813・814 ステンシルスポンジツイン 細・太 仕様変更 順次

※ 182 518-119 ケントＡ４ファイル 仕様変更 即日

※ 190 518-021 うちわＰ 仕様変更 順次

※ 237 532-444 フラット画架整理台　Ｋ型 仕様変更 即日

314-711 アルミ線 1.0㎜φ  約141ｍ巻 全長 順次

314-714 アルミ線 3.0㎜φ  約15ｍ巻 太さ 順次

394 314-178 紙飛行機　ＴＯＭＣＡＴ－Ｘ２ 誤表記 即日

408 315-784 3.7V充電タッカーホチキスDTK37LiA 記載抜け 即日

466 235-970 ゴムハンクリーナー台 仕様変更 順次

588 337-592 伸縮マスキングシート　１００×２５０㎜
商品コード

誤り 即日

615 335-197 ＬＥＤ台座　丸型　ＮＫＬＳ－３ＳＬ
商品コード

誤り 即日

624 576-135 紙すき木枠グループセット　Ｂ５判 仕様変更 即日

636 292-324 絞り染め小ぶろしきセット　ネイビーブルー 誤表記 即日

644 294-374 皮革・しおり 表記漏れ 即日

670 359-223 よせ木（２色）ＨＲ－Ａ　２３０ピース 誤表記 即日

※ 676 358-355 ハッピークロック　アイススティック 誤表記 即日

703 359-932 塗料容器　ポリプロ　菜皿Ａ－３ 誤表記 即日

733 354-082 アラカン スティック平刃替え刃 品名 即日

776 356-759 ベルトディスクサンダーＢＤ４６Ａ 誤表記 即日

※ 815 632-266 プロジェクター　ＸＪ－Ｆ２１０ＷＮ 型番 即日

商品特徴：ベルトサンダは水平・垂直に変えられる多機能型の研磨機です。

型番：ＸＪ－Ｆ２１１ＷＮに変更。PCとの無線接続の工程が短縮できるようになりました。
ICT授業に役立つEducational Solutions機能を搭載しました。

個装箱のデザインが変更になります。

728

-

-

代替：353-658 三つ目ぎり　中　安全キャップ付 \250 (＋消費税)

代替：353-664 四つ目ぎり　中　安全キャップ付 \250 (＋消費税)

代替：353-653 きりセットＣ　２０本組 \5,500 (＋消費税)

染料名：ミーリングカラー＆ダイ（約５ｇ）
定着剤容量：約７ｇ

染料名：リアクト５ｇ
定着剤容量：10ｇ×２

代替品予定あり（時期未定）

セット内の和紙が少し厚く色が濃くなります。

798

-

-

セット内容にはレース革が２本付属します。

代替：351-405 堆朱ストラップＢ \940(＋消費税)
代替：351-406 堆朱キーホルダーＢ \940(＋消費税)

30×10×10　各30
20×10×10　各40

30×10×10　各40
20×10×10　各60

-

№１１２３Ｗ №１７２３Ｗ

-

コンテナボックス
375×525×Ｈ185mm

コンテナボックス
379×545×Ｈ178mm

セット内容に時計用文字符は付属しません。

代替：652-780 ワンタッチシェルフＡ１８４８ＮＣ・ＰＡ１５・４段

代替：652-781 ワンタッチシェルフＡ１８４８ＮＣ・ＰＡ１５・５段

代替：652-782 ワンタッチシェルフＡ１８４２ＮＣ・ＰＡ１９・４段

代替：652-783 ワンタッチシェルフＡ１８４２ＮＣ・ＰＡ１９・５段

-

-

-

357

スポンジの色がうすだいだいからクリーム色に変更になります。

代替：273-576 銀ぱく240×240mm \1,500 (＋消費税)

柱の形状が上部湾曲⇒直線になります。
柱が一体型から２つに分割組立て式になります。

337-592 337-593

代替：335-122 UV-LEDハンディライト \1,300 (＋消費税)

319

代替：533-961 油縁　キュートⅡ黒　Ｆ４

代替：533-962 油縁　キュートⅡ黒　Ｆ６

代替：533-963 油縁　キュートⅡ黒　Ｆ８

代替：533-964 油縁　キュートⅡ黒　Ｆ１０

スティック平刃替え刃 ポケット平刃替え刃

-

誤表記・仕様変更ほか

誤 正

代替：376-593 ドリル刃セットD-16（13本組） \1,300 (＋消費税) ※金属製ケースに変更

335-197 335-797

旧在庫分の約98ｍ巻が終了次第、約141ｍ巻に切替となります。

旧在庫分の2.9㎜φ が終了次第、3.0㎜φ に切替となります。

１枚主翼 張り合わせ主翼

対応ステープル幅10～12mm　対応ステープル長さ6/8/10mm
対応Ｔ型ネイル長さ10mm

刷毛スポンジの色が黒から白に変更となります。

ケント紙の色味がナチュラルな白色⇒白色に変更になります。

※裏面もご覧ください。


