
●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。 2023年4月1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4/1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

※ 515-696 ニッカー・アクリックガッシュデザインセットＳ　ＡＮＳ13 価格訂正 4月1日 ￥2,415 (￥1,950） ￥2,145 (￥1,950）

※ 515-698 ニッカー・アクリックガッシュデザインセットＳ　ＡＮＳ13-3 価格訂正 4月1日 ￥2,415 (￥1,950） ￥2,145 (￥1,950）

71 515-697 ニッカー・ファンアクリックガッシュデザインセットＳ　ＡＮＳ 価格訂正 4月1日 ￥2,145 (￥1,950） ￥3,190 (￥2,900）

416 552-357 アラビックヤマトツイン50ml E-NA-50T 価格改定 4月1日 ￥220 (￥200） ￥253 (￥230)

467 235-591 江戸うちひも　芯付　１５０ｍ巻　こげ茶色 価格訂正 4月1日 ￥4950 (￥4500） ￥5,280 (￥4,800)

※ 355-213 電気丸のこ　５６３７ＢＡ 価格改定 4月1日 ¥31,900 (￥29,000） ¥39,930 (￥36,300）

※ 355-214 電気丸のこ　５８３７ＢＡ 価格改定 4月1日 ¥36,300 (￥33,000） ¥41,690 (￥37,900）

※ 355-217 マルノコスタンド５６３７ＢＡ・５８３７ＢＡ型兼用 価格改定 4月1日 ¥12,540 (￥11,400） ¥16,940 (￥15,400）

※ 813 653-549 集じん機　ＶＣ２５００　乾湿両用 価格改定 4月1日 ¥62,040 (￥56,400） ¥65,120 (￥59,200）

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

110 518-063 ブック型ミニアルバム　黒台紙８枚付 廃止 在庫限

128 518-375 スクラッチグラスミラー１５０×２００㎜ 廃止 在庫限

142 512-217 エツミＬＥＤトレーサー　Ａ３（Ｅ７０６０） 廃止 即日

※ 220 534-381 自画像用鏡アートミラーアポロ 折立て方眼線入 廃止 在庫限

243 215-055・056 版画天然ゴム版　ハガキ判・ハガキ倍判 廃止 在庫限

※ 251 212-018 石こうプリント用容器セット 廃止 在庫限

※ 407 315-130 ダンボールはさみ 廃止 即日

409 315-311 児童用カッター 廃止 在庫限

※ 411 315-232 肥後守ナイフ　大　刃の長さ７０㎜ 中止 在庫限

425 231-386 エアクレイ・蓄光グリーン70g 廃止 在庫限

251・456 233-631 計量カップ 約100ml用 廃止 在庫限

601 337-388 ガラス用キルン　アートボックス 中止 即日

643 212-576 電気コンロ SK-65S 廃止 即日

359-108 木彫ブローチ　チーク 廃止 在庫限

359-101 木彫チーク・キーホルダー 廃止 在庫限

※ 357-736・738 コルクサイコロ　Ａ・C 中止 在庫限

※ 357-741 コルクペーパー　４００×５５５×０．６５㎜ 中止 在庫限

708 359-852 ラック刷毛　３３㎜ 廃止 在庫限

766 355-365 卓上バンドソー TBS-80型 廃止 在庫限

※ 775 356-405 小型ボール盤　ＤＰ２０００Ｒ 廃止 即日

784・812 653-578 集じん機AVC-125W 廃止 即日

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

※ 60 515-594 三原色カラー水彩絵の具 仕様変更 即日

196 538-495～566 U-35アクリリックス単色 20ml コード表記 即日

211 535-161・162
アルミ製水彩パレット
26色用SN・39色用ＳＮ

サイズ表記 即日

218 538-605～608 SN-キャンバスボード サイズ表記 即日

※ 281 216-741 Tシャツくん・多色印刷機LL 仕様変更 即日

289 218-594 スクリーン水性インク　クリアラバダ用バインダー コード表記 即日

※ 293 217-224 オレンジクリーナー 仕様変更 即日

※ 365 314-705～710 針金Ｎ　＃30～＃14 仕様補足 即日

491 - 下絵の具ワンストローク 色見本コード 即日

634 292-603 巾着ミニ 表記 即日

641 292-324 絞り染めランチョンマットセット　ネイビーブルー 表記 即日

705 359-483 ワシン工芸うるし新透明 品名表記 即日

※ 353-217 儀助　両刃鋸210ｍｍ 品名表記 即日

※ 353-218 儀助　両刃鋸240ｍｍ 品名表記 即日

※ 353-220 儀助　スリム両刃鋸210ｍｍ 品名表記 即日

744 374-103 木製いもづち 品名表記 即日

836・837 - 掲載商品全て（送料実費マーク記載漏れ） マーク表記 即日

726

700

-

容器の色がオレンジから黄色に変更となります。

セット内容のインクの色・インクの種類・ｇ数が変更となります。
【変更後】しろ・あか（リッチタイプ）、くろ（プレーン／ソフトタイプ）各100g

674
-

-

-

-

綿ブロード　約30ｇ

代替品　212-575 電気コンロ SK-65V

-

誤表記・仕様変更

旧（誤） 新（正）

掲載商品全て、送料実費を頂戴いたします。

-

現在は透明です。なくなり次第新透明になります。

代替品　359-857　ワシンニス刷毛　３３㎜

儀助　両刃鋸210ｍｍ 儀助　両刃鋸（スリムタイプ）210ｍｍ

儀助　両刃鋸240ｍｍ 儀助　両刃鋸（スリムタイプ）240ｍｍ

儀助　スリム両刃鋸210ｍｍ 儀助　両刃鋸（超スリムタイプ）210ｍｍ

SN-芋づち 木製B 木製いもづち

255-249：ロイヤルパープル　255-246：アプリコット

持ち手 約35cm 持ち手 なし

綿ブロード　約25ｇ

代替品　356-406 小型ボール盤　ＤＰ２０００Ｒ Type2

代替品　653-602 集じん機AVC 1150ST \48,400(\44,000)

容量7ｍｌ 容量11ｍｌ

代替品　534-382 折立て方眼線入Ｎ 

-

-

-

-

-

-

218-513 218-594

（＃30から順に）質量 約：20g、78g、85g、103g、110g、112g

537-495～566 538-495～566

折りたたみ時：
250×88×厚さ19mm

開いた時：250×173×厚さ9mm

折りたたみ時：
205×85×厚さ19.5mm

開いた時：205×174×厚さ12mm

正しいサイズ…B4判：360×260mm　6切判：380×300mm　4切判：540×380mm

旧（誤） 新（正）

-

-

-

2023図工・美術 カタログ訂正表　№２

価格改定及び訂正

旧（誤） 新（正）

廃止・中止（空欄となっている商品の代品は現状ございません）
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