
●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。 2022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
●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。

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

175 534-809 ウインザーニュートン水彩絵の具18色ｾｯﾄ 価格訂正 8/1

537-131 ﾘｷﾃｯｸｽ ｿﾌﾄ 10mL 13色ﾌﾟﾗｹｰｽｾｯﾄ S3 価格訂正 8/1

537-163 ﾘｷﾃｯｸｽ ｽﾀｰﾀｰｾｯﾄ ﾚｷﾞｭﾗｰﾀｲﾌﾟ PR1 価格訂正 8/1

537-051～054 リキテックス単色（５０）（５３）（５７）（６５） 価格訂正 8/1

537-110・111 ﾘｷﾃｯｸｽ12色ｾｯﾄ ﾐｷｼﾝｸﾞR2／伝統色R1 価格訂正 8/1

537-112・113 ﾘｷﾃｯｸｽ12色ｾｯﾄ ﾐｷｼﾝｸﾞ R4／伝統色R3 価格訂正 8/1

537-114・115 ﾘｷﾃｯｸｽ12色ｾｯﾄ  ﾐｷｼﾝｸﾞ#6／伝統色#6 価格訂正 8/1

537-249 ﾘｷﾃｯｸｽ ｼﾞｪｯｿ 1000mL 詰替用ﾊﾟｯｸ 価格訂正 8/1

537-251 ﾘｷﾃｯｸｽ ｼﾞｪｯｿ 50mL 価格訂正 8/1

537-252 ﾘｷﾃｯｸｽ ｼﾞｪｯｿ 300mL 価格訂正 8/1

537-253 ﾘｷﾃｯｸｽ ｼﾞｪｯｿ 500mL 価格訂正 8/1

537-254 ﾘｷﾃｯｸｽ ｼﾞｪｯｿ 1200mL 価格訂正 8/1

537-255 ﾘｷﾃｯｸｽ ｼﾞｪｯｿ 2000mL 価格訂正 8/1

537-256 ﾘｷﾃｯｸｽ ｼﾞｪｯｿ 4000mL 価格訂正 8/1

537-437 ﾘｷﾃｯｸｽ ﾌﾞﾗｯｸｼﾞｪｯｿ 50mL 価格訂正 8/1

537-438 ﾘｷﾃｯｸｽ ﾌﾞﾗｯｸｼﾞｪｯｿ 300mL 価格訂正 8/1

537-439 ﾘｷﾃｯｸｽ ﾌﾞﾗｯｸｼﾞｪｯｿ 500mL 価格訂正 8/1

537-312 ﾘｷﾃｯｸｽ ﾒﾃﾞｨｳﾑ (50mL) 6本ｾｯﾄ 価格訂正 8/1

537-326 ﾘｷﾃｯｸｽ ﾃｸｽﾁｭｱｼﾞｪﾙ 50mL 6本ｾｯﾄ 価格訂正 8/1

194 537-318 ﾘｷﾃｯｸｽ ﾘﾑｰﾊﾞｰ 250mL 価格訂正 8/1

239・459 235-635～639 彩玉ボード各種　 価格改定 9/1

240 352-102 マルチ木彫作業台N 価格訂正 即日

262 217-532 ｼｬﾙﾎﾞﾈｰﾙ凹版黒ｲﾝｸ F66 800mL 価格訂正 8/1

615 335-871 光の形芯材セット　LEDライト付 価格訂正 8/21

810 653-520 ジェットヒーター　HRR480B-S 価格訂正 即日

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

90 514-524 静音オイルレスコンプレッサーACP-25（エアホース付） 仕様変更 即日

102 517-310 三角・斜方眼デザイン用紙・エコ　白 廃止 在庫限

107 518-075 わたしの手作り絵本 廃止 在庫限

122 517-065 四曲金屏風 廃止 在庫限

135 518-500 色砂10色セット　各色１０ｇ 廃止 在庫限

211 516-621 G彩色筆NEO　S 廃止 在庫限

225 531-516 はく製　おなががも 廃止 即日

214-105 SN-版画作業板B樹脂製（片面使用） 中止 在庫限

214-569 よしはる彫刻刀GXセットグループ用 仕様変更 即日

304 532-731～733 ABS-05型展示板　両面有孔・片面有孔・両面レザー 仕様変更 即日

355 312-737 マッチ軸工作 約200g 廃止 在庫限

386 576-551・555 チョーク　ホワイトビーズ・木彫ビーズ 廃止 在庫限

388・389 - 手づくり民族楽器 各種　 廃止 在庫限

408 315-631 カッティングマット　ブルー 廃止 在庫限

415 552-619 テープはがしスプレータイプ　ＴＨ－５０ 廃止 在庫限

436 231-741 モデリング芯材　MD-S　　 中止 在庫限

436 231-742 モデリング芯材　MD-手　　 中止 在庫限

451 335-185 ハイキャスト１㎏セット　アイボリー 廃止 在庫限

471 235-969 無地スタンプパッドM 廃止 在庫限

479 255-531・532 益子陶土　各種 中止 在庫限

500 255-969 シリコン防水剤　ＰＯＬＯＮ－Ａ　１㎏ 廃止 在庫限

582 374-344 ガストーチ　２０６オート（ボンベ付） 廃止 在庫限

583 378-005～055 純銀粘土・PMC3・フレックス 各種　 中止 在庫限

637 291-860 藍還元剤２袋入り 中止 在庫限

638 291-132・292-289 白ロウ　小　６０ｇ / クイックマスク 中止 在庫限

647 293450～452 ゴム台 各種 カタログ追記 即日

650 293-439 スクリューポンチ 廃止 在庫限

664 堆朱キット各種 耐水ペーパー カタログ追記 即日

790 652-634・359 スライド式作業テーブル　各種 廃止 在庫限

805 653-300 フリーバスケット　5個組 廃止 即日

813 632-078 デジカメスキャナスタンド　ＤＳＳ－４００Ｓ 廃止 即日

832 578-315 風船パステルパールカラーセット 廃止 即日

240

\2,024(\1,840)

\3,289(\2,990)

\3,036(\2,760)

\3,795(\3,450)

\990(\900)

￥649（¥590）

代替品：214-112　SN－版画作業板D圧縮ボード製（両面使用）

静音オイルレスコンプレッサーACP-25SLB（エアホース付）

\368,500(\335,000)

¥4,554(¥4,140)

\2,277(\2,070)

\4,807(\4,370)

\14,553(\13,230)

¥484(¥440)

代替品：632-070 デジカメスキャナーセットDSS-500D \70,400 (\64,000)

-

\9,361 (\8,510)

\3,960(\3,600)

\1,980(\1,800)

\4,180(\3,800)

\12,650(\11,500)

\440(\400)

\1,760(\1,600)

\2,860(\2,600)

-

-

-

※長期欠品のため一時廃止

代替品：653-306フリーバスケットライトグレー5個組（同価格）

¥11,330(¥10,300)

価格改定及び訂正

廃止・中止・誤表記・仕様変更ほか（空欄となっている商品の代品は現状ございません）

191

192

193

\2,530(\2,300)

\3,300(\3,000)

\825(\750)

￥627（¥570）

値上げ予定

\6,820(\6,200) \7,843(\7,130)

\3,850(\3,500) ¥4,433(¥4,030)

\2,970(\2,700) ¥3,421(¥3,110)

代替品：293-438 新・取替式ポンチセット \1,265(\1,150)

（#240、#400、#800)

※相場により価格変動あり。都度見積もり

-

-

-

-

代替品：231-740モデリング芯材MD-S (台座MDF) （同価格）

代替品：231-744モデリング芯材MD-手 (台座MDF) （同価格）

-

-

ロットにより表面の光沢が異なります。

\1,375(\1,250) \1,650(\1,500)

-

-

代替：517-067金屏風　四曲（N)

代替品：518-498色砂10色セット各色８ｇスティック入（同価格）

ケースの仕様が変更になります。

\10,340 (\9,400) ¥13,530(¥12,300)

¥570（¥519） ¥660（¥600）

代品の有無・納期

-

-

\341,000(\310,000)

\506(\460)

2022図工・美術 カタログ訂正表　№３

旧（誤） 新（正）

-

-

\2,090(\1,900) ¥2,409(¥2,190)

四隅のコーナーが従来より丸みを帯びた形に変更になります。

-

\308(\280) ¥363(¥330)

\1,705(\1,550) ¥1,969(¥1,790)

\1,815(\1,650) ¥2,090(¥1,900)

\418(\380)


