
●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12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
515-337 コピックスケッチ　コミックイラスト２４色セット 価格改定 3月1日 ¥10,032 (¥9,120) ¥11,088 (¥10,080)

515-338～340  コピックスケッチ　ベーシック１２色セットＡ・B・C 価格改定 3月1日 ¥5,016 (¥4,560) ¥5,544 (¥5,040)

515-341 コピックスケッチ　ベーシック２４色セット 価格改定 3月1日 ¥10,032 (¥9,120) ¥11,088 (¥10,080)

515-342 コピックスケッチ　ベーシック３６色セット 価格改定 3月1日 ¥15,048 (¥13,680) ¥16,632 (¥15,120)

515-350 コピックスケッチ　ベーシック　７２色セット 価格改定 3月1日 ¥30,096 (¥27,360) ¥33,264 (¥30,240)

515-343 コピックチャオスタート　１２色 価格改定 3月1日 ¥3,300 (¥3,000) ¥3,696 (¥3,360)

515-281 コピックチャオスタート　２４色 価格改定 3月1日 ¥6,600 (¥6,000) ¥7,392 (¥6,720)

515-282 コピックチャオスタート　３６色 価格改定 3月1日 ¥9,900 (¥9,000) ¥11,088 (¥10,080)

515-283 コピックチャオスタート　７２色 価格改定 3月1日 ¥19,800 (¥18,000) ¥22,176 (¥20,160)

515-280 コピックチャオ　コピックデビューセット 価格改定 3月1日 ¥3,960 (¥3,600) ¥4,334 (¥3,940)

97 515-285 マルチライナー　Ａ－２セット 価格改定 3月1日 ¥1,540 (¥1,400) ¥1,694 (¥1,540)

518-190 デザイン掛け時計Ⅱ 価格改定 1月1日 ¥1,400 (¥1,273) ¥1,710 (¥1,555)

518-191 プッシュカラー切り絵掛け時計Ⅱ 価格改定 1月1日 ¥1,670 (¥1,519) ¥1,960 (¥1,782)

518-192 プッシュカラーステンド掛け時計Ⅱ 価格改定 1月1日 ¥1,650 (¥1,500) ¥1,950 (¥1,773)

205・291 217-216 画家のハンドクリーナー 価格改定 1月1日 ¥880 (¥800) ¥1,320 (¥1,200)

426 231-451・453 もくねんさん（おがくずねんど） 各種 価格改定 1月21日 ¥330 (¥300) ¥396 (¥360)

619 335-765 照明器具セット　Ｅ（電球付） 価格改定 1月1日 ¥1,078 (¥980) ¥1,320 (¥1,200)

353-653 きりセットＣ　２０本組 価格改定 1月1日 ¥11,000 (¥10,000) ¥12,100 (¥11,000)

353-658 三つ目ぎり　中　安全キャップ付 価格改定 1月1日 ¥506 (¥460) ¥594 (¥540)

353-664 四方ぎり　中　安全キャップ付 価格改定 1月1日 ¥506 (¥460) ¥594 (¥540)

354-524 木工バイス（台上式）　ＨＷ－６Ｃ型 価格改定 1月1日 ¥12,540 (¥11,400) ¥13,970 (¥12,700)

354-525 木工バイス（台上式）　ＨＷ－４Ｃ型 価格改定 1月1日 ¥9,020 (¥8,200) ¥10,230 (¥9,300)

356-419 ボール盤台　ＳＢ－２ 価格改定 1月1日 ¥69,960 (¥63,600) ¥80,410 (¥73,100)

356-420 ボール盤台　ＳＢ－２Ｃ 価格改定 1月1日 ¥78,980 (¥71,800) ¥88,990 (¥80,900)

652-801 中量棚　幅９６０㎜　GＫＲ－９１２４ＷＧＪ 価格改定 1月1日 ¥99,286 (¥90,260) ¥124,300 (¥113,000)

652-802 中量棚　幅１２６０㎜　GＫＲ－９３２４ＷＧＪ 価格改定 1月1日 ¥107,690 (¥97,900) ¥135,300 (¥123,000)

652-803 中量棚　幅１５６０㎜　GＫＲ－９５２４ＷＧＪ 価格改定 1月1日 ¥115,060 (¥104,600) ¥144,100 (¥131,000)

803 653-210 トレーワゴン天板皿型　ＴＷ－５Ｃ型 価格改定 1月1日 ¥57,200 (¥52,000) ¥78,100 (¥71,000)

846 652-291 アルコール噴射機　Ｉ－Ｆ（ペダル式スタンド） 価格改定 1月1日 ¥29,040 (¥26,400) ¥32,670 (¥29,700)

ページ 商品コード 品名 訂正内容 実施日
445 231-191 粘土板・樹脂製 廃止 即日

467 235-901・917 ゴム印くんセット　中　23ｍｍ角／ホルダー 廃止 在庫限廃止

626 576-470・472 押し花ミックス　各種 廃止 在庫限廃止

576-041～046 フラワーキット　各種 廃止 在庫限廃止

576-032 ハーバリウムキット スイレンカプラス 廃止 在庫限廃止

576-033・034 ハーバリウムオイル スイレンカプラス 各種 廃止 在庫限廃止

576-038・039 ガラスボトルスクエア　各種 廃止 在庫限廃止

724 353-401・402 替刃式胴付きのこ（ゼット　ミニパネルソー）本体/替刃 廃止 在庫限廃止 -
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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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価格改定及び訂正 　※実施日は2023年の日付です。
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