
●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。 2020年7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。

※マークは7/21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

213-726 スワロー製版墨　№３３（５００ｇ） 価格 6月1日

217-681 スワロー平版インク　ファストイエローレモン　５００ｇ 価格 6月1日

217-682 スワロー平版インク　トランスペアレントイエロー　５００ｇ 価格 6月1日

217-683 スワロー平版インク　バーミリオン　５００ｇ 価格 6月1日

217-684 スワロー平版インク　ルミナピンク　５００ｇ 価格 6月1日

217-685 スワロー平版インク　ウルトラマリンブルー　５００ｇ 価格 6月1日

217-686 スワロー平版インク　コバルトブルー　５００ｇ 価格 6月1日

217-687 スワロー平版インク　プライマリーブル　５００ｇ 価格 6月1日

217-688 スワロー平版インク　ピーコックブルー　５００ｇ 価格 6月1日

217-689 スワロー平版インク　ディープブルー　５００ｇ 価格 6月1日

217-690 スワロー平版インク　ライトグリーン　５００ｇ 価格 6月1日

217-691 スワロー平版インク　レディッシュブラウン　５００ｇ 価格 6月1日

217-692 スワロー平版インク　リトブラック　５００ｇ 価格 6月1日

217-693 スワロー平版インク　ファストイエローミディアム　５００ｇ 価格 6月1日

217-694 スワロー平版インク　ウォームレッド　５００ｇ 価格 6月1日

217-695 スワロー平版インク　レッド　５００ｇ 価格 6月1日

217-700 スワロー平版インク　オペイクホワイト　１㎏ 価格 6月1日

217-705 スワロー平版インク　Ａメディウム（２６）１㎏ 価格 6月1日

155・369 515-670 ニューサクラカラー４２０ｍＬ　１２色セット 価格 即日

※ 518-801 漫画の原稿用紙　Ｂ４判　４０枚組 価格 9月1日

※ 518-803 漫画の原稿用紙　A４判　４０枚組 価格 9月1日

477 255-521 信楽陶芸粘土　５㎏ 価格 即日

484 - 下絵の具ワンストローク　単色 全37色 価格 即日

496 255-794 赤マット釉 20kg 価格 即日

540 251-883 電気陶芸がま　ＳＮ－７０６型 価格 即日

543 251-727 電気陶芸窯　ＣＫ１５ＢＮ型 価格 即日

589 - 丸小物入れ（灰皿）　ブラスト加工費 コード・価格表記 即日

622 335-788 円筒ライトスクラッチセット 価格 即日

781 354-656 ミニハイスケア　青棒 価格 即日

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

78 212-425 SN-ウォーターグランド 廃止 即日

※ 80 212-579 クッキングヒーターＳＫ－１２００Ｓ 廃止 在庫限

134 515-514 ターナーポスターカラー　スマートセット　Ｂ 廃止 在庫限

※ 137 515-396 ニッカーポスターカラー中瓶４０ｍＬ　ソフトブラック 廃止 在庫限

142 515-589 ターナーアクリルガッシュ　スマートセット　Ｂ 廃止 在庫限

176 517-293・294 マーメイドボード・Ｍ－１１　Ｂ４判・Ｂ３判 廃止 在庫限

207 336-316 タックボード付きフレームセット　Ｂ５ 廃止 在庫限

※ 212 518-858 Ｉ・Ｃイラストスクリーン　Ｓ－３８１ 廃止 即日

※ 348 312-602 ダイヤロン　ロープ 廃止 在庫限

※ 357 312-769・759 皮付　小枝の輪切りセット/小枝セット　Ａ 廃止 即日

※ 368 653-565・567 保護シート　各サイズ 廃止 在庫限

372 574-376 紙芝居舞台 廃止 在庫限

※ 423 231-485 軽量粘土　ホイップタイプ　３００ｍＬ 廃止 8/21

※ 427 231-478・479・480 石粉粘土ファンド/ファンドソフト/ニューファンド 廃止 8/21

※ 434 231-520 手形粘土　白　９０ｇ 廃止 8/21

451 335-124 ＵＶ－ＬＥＤスマートライトラージ 廃止 在庫限

※ 455 235-551・553 使いきりクリーンマスク/ダストマスク 中止 即日

517 254-704 釉薬攪拌機　充電式 廃止 即日

523 254-306 陶芸用本麻布 廃止 在庫限

555 616-181 陶芸絵付け図案集２ 廃止 在庫限

※ 559 273-571 銀用七宝材料　銀線リボン線 廃止 在庫限

※ 614 576-211 キャンドルカラー　６色セット　 廃止 在庫限

291-095 電気ケトル　１．７Ｌ　ＳＤＫ－１７０ 廃止 即日

※ 217-235 ニトリル手袋Ｍ 廃止 在庫限

655 295-330 手織機フォーシャフト４０　織幅４００㎜ 廃止 即日

714 352-205 スマートルーターキット　ＳＲ－０３１ 廃止 即日

783 353-973・974 作業服　つなぎ・白　Ｍ・Ｌ 廃止 即日

※ 795 652-737～740 ＳＮ－丸いす　Ｓ－１６１　各色 廃止 即日

652-899 塗装作業キャビネット N-30型

※ 652-946～948 Ｂ４システムケース　各種

803 652-855～857 キャスター付多目的ワゴン１４型・２０型・２１型 廃止 即日

632-252 書画カメラ　Ｌ－１２ｉＤ 廃止 即日

※ 632-135 書画カメラ用ペンタブレット　ＣＲＡ－１ 廃止 即日

※ 834 576-870 将棋セット　駒付４号 廃止 即日

212
\880 (\800) \1,012 (\920)

\583 (\530) \627 (\570)

641
-

-

-

337-001　￥220（￥200） 337-002　￥330（￥300）

\420 (\382) \600 (\546)

\726 (\600) \726 (\660)

\59,620 (\93,000) \102,300 (\93,000)

\86,130 (\783,000) \861,300 (\783,000)

\1,584,000 (\1,639,000) \1,584,000 (\1,440,000)

2020図工・美術 カタログ訂正表　№5

価格改定及び訂正
旧（誤） 新（正）

87

￥2,871（￥2,610） ￥3,674（￥3,340）

￥3,850（￥3,500） ￥4,312（￥3,920）

￥4,664（￥4,240）

￥3,971（￥3,610） ￥4,510（￥4,100）

￥3,773（￥3,430） ￥4,873（￥4,430）

￥3,212（￥2,920） ￥4,070（￥3,700）

￥6,182（￥5,620）

￥3,608（￥3,280） ￥4,312（￥3,920）

￥6,534（￥5,940） ￥7,700（￥7,000）

￥3,454（￥3,140） ￥3,938（￥3,580）

￥2,629（￥2,390） ￥3,278（￥2,980）

￥3,905（￥3,550） ￥4,312（￥3,920）

￥5,874（￥5,340） ￥6,468（￥5,880）

￥2,838（￥2,580） ￥3,938（￥3,580）

￥3,355（￥3,050） ￥3,806（￥3,460）

￥6,290（￥5,720） ￥6,908（￥6,280）

\13,640 (\12,400) \13,728 (\12,480)

\2,530 (\2,300) \1,980 (\1,800)

各\858 (\760) 各\836 (\760)

￥3,377（￥3,070） ￥3,795（￥3,450）

￥3,828（￥3,480） ￥4,598（￥4,180）

￥5,544（￥5,040） ￥6,006（￥5,460）

代替：P605/336-312 タックボード付フレームセットB5

-

-
代替：235-552 クリーンマスク50枚入（ＡＰ不織布３層マスク）\4,180(\3,800)

代替：254-706 釉薬攪拌機　充電式１２３

-

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

-

-

-
代替：517-316・317 マーメイドボード別製Ｍ－１１ B4・B3判
裏面マーメイド紙<ぞうげ色>廃色⇒<ペールピーチ>に変更

-

-

-

-

-

-

-

代替：632-136 書画カメラ用ペンタブレット　ＣＲＡ－２

-

代替：291-096 電気ケトル　１．７Ｌ　ＳＷＫ－１７

-

代替：352-206 スマートルーターキット　ＳＲ－０２０

-
代替：652-722・723 ＳＮ－丸いす　Ｓ－755－Ｉ グリーン/オレンジ \8,800(\8,000)

代替：632-249 書画カメラ　Ｌ－１２W ￥70,400（￥64,000）
817

802 廃止 即日 -

-

-

代替：クッキングヒーターSK-1200R（９月発売）

代替：515-381 ニッカーポスターカラー中瓶４０ｍＬ　ブラック

※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

32 - 土えのぐ コード表記 即日

100 216-018 感光露光器　小 仕様変更 即日

※ 127 614-331～333 配色パネル　初級・中級・上級用 仕様変更 7/1

※ 137 515-403・404 ニッカーポスターカラー中瓶　12・18色セット40ml 仕様変更 順次

※ 515-465～468 ホルベインポスターカラースクール13本プラ基本Ａ～Ｃ カタログ表記 即日

※ 515-474・556～558 ホルベインポスターカラースクールプライマリー基本Ａ～Ｃ カタログ表記 即日

※ 515-631～634 ホルベインアクリリックガッシュスクール13本プラ基本Ｄ～Ｆ カタログ表記 即日

※ 515-520・752～754 ホルベインアクリリックガッシュスクールプライマリー基本Ｄ～Ｆ カタログ表記 即日

165 514-592・593 エアーコンプレッサー 型番変更 即日

182 518-130 白い立体式絵本 仕様変更 即日

※ 230 531-605・606 果物模型「赤りんご」「富士りんご」 カタログ表記 即日

※ 272 536-763 硯（すずり） 仕様変更 順次

※ 303 538-984 ジーンズエプロン カタログ表記 即日

309 532-913 キャスターパネル　３６０　３連 カタログ表記 即日

316 554-809 ねりピタ コード表記 即日

※ 533-426～429 木製額縁 プロント

※ 533-091～098 SN-木製額縁（マット付）

334 311-597・598 カラー方眼ボール紙　金・銀 カタログ表記 即日

367 314-845 からくりメリーゴーランド 仕様変更 順次

404 315-132 万能工作はさみ カタログ表記 即日

469 235-967 バーサクラフトそらまめ４色セット　407 カタログ表記 即日

※ 482 255-609～ SN-陶芸本焼き絵の具12mlチューブ入 各種 カタログ表記 即日

※ 255-584 陶芸液体下絵の具10色セット50ml

※ 255-585～598 陶芸用下絵の具液体100ml 各種

255-026 オーブン陶土セット「新Blue＆White」 カタログ表記 即日

※ 255-026 オーブン陶土セット「新Blue＆White」

※ 255-012・027 オーブン陶土セット「Standard」/「新premium」

- オーブン陶土ろくろ　450g

- オーブン陶土用コート剤　Yu～マット

532 253-589
SN-粘土作品乾燥箱台車
アルミアングルキャリー

カタログ表記 即日

539 - ＳＮＧ-１型用バーナーセット

- マイコン小型電気がま　ＤＭＴ－０１

- 電気陶芸がま　ＤＦＡ型　還元バーナー

※ 251-824 電気陶芸窯　ＳＮ６ＬＴ・ＤＰ型 カタログ表記 即日

※ 251-639 電気陶芸窯　ＳＮ８ＬＴ・ＤＰ型 カタログ表記 即日

549 - 無煙式石油陶芸がまSN-SRT型 カタログ表記 即日

590 - 伸縮マスキングシート 100×250mn コード表記 即日

※ 621 335-865 プッシュステンド光のツリー 仕様変更 即日

624 335-871 光の形芯材セット カタログ表記 即日

※ 634 292-274 ガーゼハンカチ　10枚入 カタログ表記 即日

※ 648 293-411・412 レザーハンドソーイングセット　ライト/スタンダード 仕様変更 即日

※ 683 359-126 ペーパーナイフ　インドローズ カタログ表記 即日

760・761 355-677・683 ユニバーサル糸のこ機械 カタログ表記 即日

※ 774 356-556 トリマ　ＴＲＥ－５５型 仕様変更 即日

797 652-886 塗料保管庫　Ｎ－１０型 仕様変更 即日

810 653-578 集じん機VC-125W 乾湿両用 仕様変更 即日

セット内：トコフィニッシュ80ml⇒トコプロ50g (使用方法は従来品と同様です)

365mm角390mm角

誤表記・仕様変更ほか

誤（旧） 正（新）

231-478 231-487

厚さ30mm 厚さ34mm

554-808 554-809

Ａ２判（530×780mm） Ｂ２判（530×780mm）

圧着板５種付属 圧着板№1～5の中から2種選択

ＴＦＰ０４Ｃ－１０Ｃ型 ＴＦ０４Ｅ－１０Ｃ型

サイズ175×210mm
本文用紙：古紙再生紙

サイズ205×210mm
本文用紙：画用紙

両面スチール製パネル（片面白/裏グレー）方眼入 スチール製パネル（片面白無地）ペントレー付

即日

345・624
311-920・
921～930

オリエステルおりがみ
カラーミックス/単色透明

カタログ表記 即日
サイズ：150×150mm

枚数：カラーミックス20枚入/単色透明10枚入

483 焼成温度…1,000～1,300℃ 焼成温度…800～1,280℃カタログ表記 即日

引き出しがスチール製から木製に変更となります。

VC-125W（RYOBI） AVC-125W（KYOCERA)

SN-STR型 SN-SRT型

337-592 337-593

メラミンスポンジP.314 スポンジ(イレーザー)P.314

253-013 255-013

253-014 255-014

625×424mm
外寸(611×441mm)
内寸(605×435mm)

セット内：輪ゴム⇒ひもに変更

UT-115 UT-155

みずいろ すみいろ

251-697 251-700

ＴＲＥ－５５型（RYOBI） ＡＴＲＥ－５５型（KYOCERA)

厚さ7mm 厚さ8mm

セット内容：ソフトブラック ブラック

138

146

混色ガイドは付属しません。

セット内容：混色ガイド、混色台紙

混色ガイドは付属しません。

材質：発泡スチロール 材質：硬質スチロール樹脂

塗りの工程をひとつ多くして品質を改良しています。

【追記】ロットにより生地感が異なる場合があります。ご了承ください。

320 窓寸法（正面白場）カタログ表記 即日 裏板サイズ

記載なし 焼成温度…800～1,280℃

目盛付テーブルを標準装備 300×400mmのテーブルには目盛はございません

高さ：235mm 高さ：230mm （改良）

混色ガイドなし。プライマリー台紙

セット内容：混色ガイド、混色台紙 混色ガイドなし。プライマリー台紙

542
ＳＮ８ＬＴ・ＤＰ型

ＳＮ６ＬＴ・ＤＰ型

ＳＮ８ＢＮ・ＤＰ型

ＳＮ６ＬＴ・ＤＰ型（横扉式）

仕様変更 即日
セット内容のガーゼが品薄のため、
代わりにてぬぐいが付属します。

コード表記 即日
540

251-697 251-672

251-697 251-766

489

コート剤Yu- 50ml
化粧土 50ml

コート剤Yu- 25ml
化粧土 25ml

コード表記

20FE型 20FEK型

25FE型 25FEK型
251-653 251-654 251-653 251-654 251-653 251-654 251-657 251-658 251-661 251-662 251-661 251-662

738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 749 750
商品コード

品名

546ページ掲載　　　　　　　スライド式電気陶芸がま  SNR型　　※表組内の打消し線が訂正箇所となります。

20FEK型20FE型17FEK型17FE型15FEK型15FE型12FEK型12FE型10FEK型10FE型

※裏面もご覧ください


