
●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7月20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

514-312 ハンドピース エアテックス ＭＪ－７２２ 価格改定 8月1日 ¥7,480 (¥6,800) ¥8,800 (¥8,000)

514-313 ハンドピース エアテックス ＸＰ－７ 価格改定 8月1日 ¥7,370 (¥6,700) ¥8,580 (¥7,800)

514-314 ハンドピース エアテックス ＭＪ－７２４ 価格改定 8月1日 ¥8,470 (¥7,700) ¥9,900 (¥9,000)

514-316 ハンドピース エアテックス ＸＰ－７３５＋プラス 価格改定 8月1日 ¥15,840 (¥14,400) ¥18,480 (¥16,800)

514-320 エアブラシビューティー４プラス ＸＰ－Ｂ４Ａ 価格改定 8月1日 ¥9,900 (¥9,000) ¥11,550 (¥10,500)

514-321 エアブラシビューティー４プラス ＸＰ－Ｂ４Ｂ 価格改定 8月1日 ¥10,450 (¥9,500) ¥12,100 (¥11,000)

514-322 エアブラシビューティー４プラス ＸＰ－Ｂ４Ｃ 価格改定 8月1日 ¥11,000 (¥10,000) ¥12,650 (¥11,500)

514-324～327 エアブラシビューティー４プラス Ｂ４ＳＺ０２～５ 価格改定 8月1日 ¥3,190 (¥2,900) ¥3,685 (¥3,350)

514-201 エアカンパワー ５００ＤＭＥ 価格改定 8月1日 ¥1,430 (¥1,300) ¥1,650 (¥1,500)

514-216 アタッチメント Ａ＆Ａ 価格改定 8月1日 ¥880 (¥800) ¥1,012 (¥920)

514-217 アタッチメント Ａ＆Ｈ 価格改定 8月1日 ¥1,980 (¥1,800) ¥2,310 (¥2,100)

514-218 ブレイドエアホース ブラック ＢＨ００９ 価格改定 8月1日 ¥2,200 (¥2,000) ¥2,530 (¥2,300)

514-372 エアブラシホルダー ＡＨ０１ 価格改定 8月1日 ¥2,420 (¥2,200) ¥2,805 (¥2,550)

515-041 スプラカラー１２色セット 価格改定 8月1日 ¥4,488 (¥4,080) ¥4,884 (¥4,440)

515-042 スプラカラー１８色セット 価格改定 8月1日 ¥6,732 (¥6,120) ¥7,326 (¥6,660)

515-043 スプラカラー３０色セット 価格改定 8月1日 ¥11,220 (¥10,200) ¥12,210 (¥11,100)

515-044 スプラカラー４０色セット 価格改定 8月1日 ¥14,960 (¥13,600) ¥16,280 (¥14,800)

515-045 スプラカラー８０色セット 価格改定 8月1日 ¥29,920 (¥27,200) ¥32,560 (¥29,600)

515-047 スプラカラー１２０色セット 価格改定 8月1日 ¥44,880 (¥40,800) ¥48,840 (¥44,400)

515-066 ネオカラーⅡ１５色セット 価格改定 8月1日 ¥4,620 (¥4,200) ¥4,950 (¥4,500)

515-067 ネオカラーⅡ３０色セット 価格改定 8月1日 ¥9,240 (¥8,400) ¥9,900 (¥9,000)

515-068 ネオカラーⅡ４０色セット 価格改定 8月1日 ¥12,320 (¥11,200) ¥13,200 (¥12,000)

515-051 プリズマロ１２色セット 価格改定 8月1日 ¥4,092 (¥3,720) ¥4,356 (¥3,960)

515-052 プリズマロ１８色セット 価格改定 8月1日 ¥6,138 (¥5,580) ¥6,534 (¥5,940)

515-053 プリズマロ３０色セット 価格改定 8月1日 ¥10,230 (¥9,300) ¥10,890 (¥9,900)

515-054 プリズマロ４０色セット 価格改定 8月1日 ¥13,640 (¥12,400) ¥14,520 (¥13,200)

537-436 あくとる（２個組）４００ｍＬ 価格改定 9月21日 ¥2,860 (¥2,600) ¥3,190 (¥2,900)

538-726 最高級木製パネル Ｆ４ 価格改定 9月21日 ¥869 (¥790) ¥1,023 (¥930)

538-727 最高級木製パネル Ｆ６ 価格改定 9月21日 ¥1,001 (¥910) ¥1,177 (¥1,070)

538-728 最高級木製パネル Ｆ８ 価格改定 9月21日 ¥1,309 (¥1,190) ¥1,540 (¥1,400)

538-729 最高級木製パネル Ｆ１０ 価格改定 9月21日 ¥1,573 (¥1,430) ¥1,859 (¥1,690)

518-355 かざり額縁A 価格改定 8月21日 ¥580 (¥528) ¥650 (¥591)

518-356 かざり額縁B 価格改定 8月21日 ¥792 (¥720) ¥913 (¥830)

518-388 プラアート額縁 価格改定 8月21日 ¥440 (¥400) ¥495 (¥450)

532-364 デッサンイーゼル ８号Ｖ 価格改定 9月21日 ¥11,330 (¥10,300) ¥12,980 (¥11,800)

532-365・366 室内デッサンイーゼル８０型 ブラック／ブラウン 価格改定 9月21日 ¥17,050 (¥15,500) ¥19,800 (¥18,000)

532-408 フラットイーゼル 小（ＦＥ－Ｍ） 価格改定 9月21日 ¥8,800 (¥8,000) ¥10,120 (¥9,200)

532-409 フラットイーゼル 大（ＦＥ－Ｌ） 価格改定 9月21日 ¥10,780 (¥9,800) ¥12,430 (¥11,300)

532-415 フラットイーゼル ＧＸ小（ＦＧ－Ｍ） 価格改定 9月21日 ¥15,620 (¥14,200) ¥18,040 (¥16,400)

532-416 フラットイーゼル ＧＸ大（ＦＧ－Ｌ） 価格改定 9月21日 ¥17,050 (¥15,500) ¥19,690 (¥17,900)

532-445・446 フラットイーゼル専用ハンガー 小／大 価格改定 9月21日 ¥92,400 (¥84,000) ¥106,260 (¥96,600)

532-448・449 フラットイーゼルＧＸ専用ハンガー ＧＸ小／大 価格改定 9月21日 ¥71,500 (¥65,000) ¥82,280 (¥74,800)

532-417 アルテージュイーゼル アトリエフラット １７０ 価格改定 9月21日 ¥27,280 (¥24,800) ¥31,350 (¥28,500)

532-419 フラットイーゼル ＧＸ９０ 価格改定 9月21日 ¥15,070 (¥13,700) ¥17,380 (¥15,800)

534-765 ホルベイン透明水彩 １２色セット Ｗ４０１ 価格改定 8月1日 ¥2,530 (¥2,300) ¥2,640 (¥2,400)

534-766 ホルベイン透明水彩 １８色セット Ｗ４０３ 価格改定 8月1日 ¥3,795 (¥3,450) ¥3,960 (¥3,600)

534-767 ホルベイン透明水彩 ２４色セット Ｗ４０５ 価格改定 8月1日 ¥5,280 (¥4,800) ¥5,500 (¥5,000)

538-701・702 張りキャンバス化繊 Ｆ０号／ＳＭ号 価格改定 9月21日 ¥880 (¥800) ¥1,012 (¥920)

538-703 張りキャンバス化繊 Ｆ３号 価格改定 9月21日 ¥1,023 (¥930) ¥1,177 (¥1,070)

538-704 張りキャンバス化繊 Ｆ４号 価格改定 9月21日 ¥1,122 (¥1,020) ¥1,287 (¥1,170)

538-705 張りキャンバス化繊 Ｆ６号 価格改定 9月21日 ¥1,364 (¥1,240) ¥1,573 (¥1,430)

538-706 張りキャンバス化繊 Ｆ８号 価格改定 9月21日 ¥1,628 (¥1,480) ¥1,870 (¥1,700)

538-707 張りキャンバス化繊 Ｆ１０号 価格改定 9月21日 ¥2,167 (¥1,970) ¥2,497 (¥2,270)

538-721 張りキャンバス ＬＭ Ｆ４号 価格改定 9月21日 ¥1,210 (¥1,100) ¥1,397 (¥1,270)

538-722 張りキャンバス ＬＭ Ｆ６号 価格改定 9月21日 ¥1,463 (¥1,330) ¥1,683 (¥1,530)

538-723 張りキャンバス ＬＭ Ｆ８号 価格改定 9月21日 ¥1,804 (¥1,640) ¥2,079 (¥1,890)

538-724 張りキャンバス ＬＭ Ｆ１０号 価格改定 9月21日 ¥2,365 (¥2,150) ¥2,728 (¥2,480)

538-730 張りキャンバス ＬＭＦ０号 価格改定 9月21日 ¥957 (¥870) ¥1,100 (¥1,000)

538-731 張りキャンバス ＬＭＦ３号 価格改定 9月21日 ¥1,056 (¥960) ¥1,210 (¥1,100)

538-732 張りキャンバス ＬＭＦ１２号 価格改定 9月21日 ¥3,839 (¥3,490) ¥4,400 (¥4,000)

538-733 張りキャンバス ＬＭＦ１５号 価格改定 9月21日 ¥4,224 (¥3,840) ¥4,862 (¥4,420)

538-734 張りキャンバス ＬＭＦ２０号 価格改定 9月21日 ¥5,247 (¥4,770) ¥6,039 (¥5,490)

538-735 張りキャンバス ＬＭＦ３０号 価格改定 9月21日 ¥9,394 (¥8,540) ¥10,802 (¥9,820)

538-736 張りキャンバス ＬＭＦ４０号 価格改定 9月21日 ¥12,353 (¥11,230) ¥14,190 (¥12,900)

538-737 張りキャンバス ＬＭＦ５０号 価格改定 9月21日 ¥14,927 (¥13,570) ¥17,160 (¥15,600)

538-738 張りキャンバス ＬＭＦ６０号 価格改定 9月21日 ¥20,724 (¥18,840) ¥23,760 (¥21,600)

538-739 張りキャンバス ＬＭＦ８０号 価格改定 9月21日 ¥30,371 (¥27,610) ¥34,870 (¥31,700)

538-740 張りキャンバス ＬＭＦ１００号 価格改定 9月21日 ¥35,398 (¥32,180) ¥40,700 (¥37,000)
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ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日

538-851・852 キャンバス用木わく Ｆサイズ ０号／サム 価格改定 9月21日 ¥792 (¥720) ¥1,034 (¥940)
538-853 キャンバス用木わく Ｆサイズ ３号 価格改定 9月21日 ¥858 (¥780) ¥1,122 (¥1,020)
538-854 キャンバス用木わく Ｆサイズ ４号 価格改定 9月21日 ¥1,122 (¥1,020) ¥1,463 (¥1,330)
538-855 キャンバス用木わく Ｆサイズ ６号 価格改定 9月21日 ¥1,386 (¥1,260) ¥1,804 (¥1,640)
538856 キャンバス用木わく Ｆサイズ ８号 価格改定 9月21日 ¥1,584 (¥1,440) ¥2,244 (¥2,040)
538857 キャンバス用木わく Ｆサイズ １０号 価格改定 9月21日 ¥2,244 (¥2,040) ¥2,915 (¥2,650)
538858 キャンバス用木わく Ｆサイズ １２号 価格改定 9月21日 ¥2,442 (¥2,220) ¥3,179 (¥2,890)
538859 キャンバス用木わく Ｆサイズ １５号 価格改定 9月21日 ¥2,706 (¥2,460) ¥3,520 (¥3,200)
538860 キャンバス用木わく Ｆサイズ ２０号 価格改定 9月21日 ¥3,102 (¥2,820) ¥4,037 (¥3,670)
538861 キャンバス用木わく Ｆサイズ ２５号 価格改定 9月21日 ¥6,930 (¥6,300) ¥9,009 (¥8,190)
538862 キャンバス用木わく Ｆサイズ ３０号 価格改定 9月21日 ¥8,910 (¥8,100) ¥11,660 (¥10,600)
538863 キャンバス用木わく Ｆサイズ ４０号 価格改定 9月21日 ¥9,680 (¥8,800) ¥12,650 (¥11,500)
538864 キャンバス用木わく Ｆサイズ ５０号 価格改定 9月21日 ¥11,770 (¥10,700) ¥15,400 (¥14,000)
538865 キャンバス用木わく Ｆサイズ ６０号 価格改定 9月21日 ¥13,640 (¥12,400) ¥17,820 (¥16,200)
538866 キャンバス用木わく Ｆサイズ ８０号 価格改定 9月21日 ¥23,760 (¥21,600) ¥32,010 (¥29,100)
538867 キャンバス用木わく Ｆサイズ １００号 価格改定 9月21日 ¥27,610 (¥25,100) ¥35,970 (¥32,700)
538868 キャンバス用木わく Ｆサイズ １２０号 価格改定 9月21日 ¥30,030 (¥27,300) ¥39,050 (¥35,500)
538869 キャンバス用木わく Ｆサイズ １５０号 価格改定 9月21日 ¥72,160 (¥65,600) ¥93,830 (¥85,300)
215002 かみ版画デラックス 価格改定 8月21日 ¥286 (¥260) ¥319 (¥290)
215003 8色カラータックはんがセット(中判) 価格改定 8月21日 ¥297 (¥270) ¥330 (¥300)
235‐635 彩玉ボード　ハガキ判　１００×１５０×６㎜厚 価格改定 9月1日 ¥440 (¥400) ¥550 (¥500)
235‐636 彩玉ボード　サムホール　１５８×２２７×１２㎜厚 価格改定 9月1日 ¥825 (¥750) ¥1,034 (¥940)
235‐638 彩玉ボード　色紙判　２４２×２７２×１２㎜厚 価格改定 9月1日 ¥1,320 (¥1,200) ¥1,650 (¥1,500)
235‐639 彩玉ボード　半紙判　２４２×３３２×１２㎜厚 価格改定 9月1日 ¥1,595 (¥1,450) ¥2,002 (¥1,820)
235‐640 彩玉ボード　表札　８５×２１０×２５㎜厚 価格改定 9月1日 ¥1,045 (¥950) ¥1,309 (¥1,190)
235‐641 彩玉ボード　色紙判　２４２×２７２×６㎜厚 価格改定 9月1日 ¥935 (¥850) ¥1,177 (¥1,070)

248 537-440 ホルベインジェルメディウムマット ３００ｍＬ 価格改定 8月1日 ¥990 (¥900) ¥1,320 (¥1,200)
217-064 版画用ゴムローラー100mm 価格改定 8月21日 ¥2,981 (¥2,710) ¥3,498 (¥3,180)
217-065 版画用ゴムローラー130mm 価格改定 8月21日 ¥3,460 (¥3,146) ¥4,092 (¥3,720)
217-066 版画用ゴムローラー240mm 価格改定 8月21日 ¥5,890 (¥5,355) ¥6,798 (¥6,180)
217-135 ワイドスポンジローラー φ50 ×135 価格改定 8月21日 ¥1,250 (¥1,137) ¥1,430 (¥1,300)
217-140 ワイドスポンジローラー  替ローラーP 価格改定 8月21日 ¥610 (¥555) ¥704 (¥640)
217-144 ペインティングローラーセット 価格改定 8月21日 ¥29,700 (¥27,000) ¥34,100 (¥31,000)
217-141 まじかるﾛｰﾗｰA(ｿﾌﾄ)φ70 ウレタン 価格改定 8月21日 ¥730 (¥664) ¥836 (¥760)
217-142 まじかるﾛｰﾗｰB(ﾊｰﾄﾞ) φ70 EVA 価格改定 8月21日 ¥930 (¥846) ¥1,067 (¥970)
217-146 まじかるローラー(A)用 替ローラーP 価格改定 8月21日 ¥290 (¥264) ¥341 (¥310)
217-147 まじかるローラー(B)用 替ローラー P 価格改定 8月21日 ¥490 (¥446) ¥572 (¥520)

292 217-169 インキ練り板A(プラスチック) 価格改定 8月21日 ¥2,409 (¥2,190) ¥2,706 (¥2,460)
365 313-265 板を生かして 夢ボックスA 価格改定 8月21日 ¥1,045 (¥950) ¥1,166 (¥1,060)
366 313-191 玉転がしゲーム A 価格改定 8月21日 ¥520 (¥473) ¥600 (¥546)
367 313-251 パズル A 価格改定 8月21日 ¥479 (¥436) ¥528 (¥480)
373 574-251 大型火おこし器 価格改定 8月21日 ¥3,443 (¥3,130) ¥3,850 (¥3,500)

313-288 まんげきょうづくり 価格改定 8月21日 ¥275 (¥250) ¥300 (¥273)
313-289 くるりん万華鏡 価格改定 8月21日 ¥530 (¥482) ¥572 (¥520)
313-291 手づくり万華鏡 価格改定 8月21日 ¥451 (¥410) ¥495 (¥450)
313-287 サークルステンド 価格改定 8月21日 ¥555 (¥505) ¥616 (¥560)
313-312 ミニサークルステンド (φ80×120) 価格改定 8月21日 ¥313 (¥285) ¥320 (¥291)

397 314-192 スカイスクリュー 価格改定 8月21日 ¥319 (¥290) ¥352 (¥320)
231-797 お面芯材 価格改定 8月21日 ¥160 (¥146) ¥170 (¥155)
231-801 貯金ばこ芯材 価格改定 8月21日 ¥253 (¥230) ¥270 (¥246)
231-802 くびふりちょきんばこ芯材 価格改定 8月21日 ¥300 (¥273) ¥330 (¥300)

601 336‐266 タイル目地材　５００ｇ 価格改定 11月1日 ¥1,023 (¥930) ¥1,210 (¥1,100)
669 359-227 寄せ木アートB 価格改定 8月21日 ¥1,263 (¥1,149) ¥1,380 (¥1,255)

358-145 木彫小物かけ A 価格改定 8月21日 ¥642 (¥584) ¥650 (¥591)
358-147 ぼうしかけ 価格改定 8月21日 ¥682 (¥620) ¥781 (¥710)
358-131 木彫スプーン カバ材 半加工品 価格改定 8月21日 ¥340 (¥309) ¥385 (¥350)
359-130 木彫バターナイフ ウォールナット 価格改定 8月21日 ¥451 (¥410) ¥550 (¥500)

680 358-102 銘々皿 丸形 φ１３０ 価格改定 8月21日 ¥770 (¥700) ¥803 (¥730)
683 358-568 八角鏡かざり 価格改定 8月21日 ¥896 (¥815) ¥1,023 (¥930)

358-484 しきしをかざるが くA 価格改定 8月21日 ¥693 (¥630) ¥781 (¥710)
358-485 しきしをかざるが くB 価格改定 8月21日 ¥1,045 (¥950) ¥1,199 (¥1,090)

358-961～976 MBオルゴール 各種 価格改定 8月21日 ¥700 (¥637) ¥832 (¥757)
358‐811 校歌オルゴール曲 オルゴール機械 18N 価格改定 8月21日 ¥1,265 (¥1,150) ¥1,490 (¥1,355)
358‐771 校歌オルゴール23N 機械のみ 価格改定 8月21日 ¥2,530 (¥2,300) ¥2,992 (¥2,720)

695 358-662 共同制作校歌額用木彫板　桂　100X100X10 価格改定 8月21日 ¥110 (¥100) ¥121 (¥110)

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日
83 313-537 マドレー 廃止 在庫限定

342 312-338 巻段ボール 幅約1000mm×５ｍ 廃止 在庫限定

345 311-819 紙皿 180mmφ 50枚入 廃止 在庫限定

346 311-834 アルミホイル 300mm×50ｍ 廃止 在庫限定

355 312-728 割りばし 100膳 廃止 在庫限定

505 255‐065～069 スカルピーⅢ　各種 中止 在庫限定

532 253-685　 粘土作品乾燥棚　平型6段 廃止 即日
575 378-305・309 エッチングキーホルダー　305木の葉　309三角形 廃止 在庫限定

639 291-092 ＩＨヒーター　ＤＩ－113ＢＫ 廃止 即日
358‐806 校歌ｵﾙｺﾞｰﾙ曲 ｸﾘﾔｰｹｰｽ入　18N 廃止 8月21日
358‐772 校歌ｵﾙｺﾞｰﾙ23N　ｸﾞﾗﾝﾄﾞαｵﾙｺﾞｰﾙ 廃止 8月21日

694

代替：ＩＨヒーター ＤＩ－120ＢＫ
代替品：校歌ｵﾙｺﾞｰﾙ18N MB￥1520(￥1382)

代替品：後日ご連絡

-

-
-

納期未定のため一時中止

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）
代品の有無・納期

-
-
-

-
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