
★☆ヒューマンサポートガイドVol.21正誤訂正・変更情報☆★
 

 2017年4月7日の時点で判明している正誤・変更情報をお知らせします。

P ｺｰﾄﾞ番号 製品ｺｰﾄﾞ 訂正箇所 訂正前 訂正後 実施日・備考 案内日

074-1015 RC10 廃番 ¥250 → 後継：074-1016

074-1016 AM10W 後継品 ¥250 → 新発売

49 326-1601 EX-FR10 廃番 ｸﾞﾘｰﾝ → ﾎﾜｲﾄのみ

016-3211 DM-20 定価 ¥44,000 → ¥48,000

016-3213 DM-40 定価 ¥48,000 → ¥53,000

016-3215 DM-50 定価 ¥51,000 → ¥56,000

016-3217 DM-60 定価 ¥55,000 → ¥60,000

316-5601 ND1935 定価 ¥4,500 → ¥5,000

316-5751 GDK1955 定価 ¥2,700 → ¥2,800

316-5753 GDK2555 定価 ¥3,250 → ¥3,400

316-5755 GDK2555H 定価 ¥3,750 → ¥4,000

316-5757 GDK2575 定価 ¥4,250 → ¥4,500

316-5759 GDK25100 定価 ¥4,750 → ¥5,000

316-5801 MGN1955 定価 ¥4,250 → ¥4,500

316-5803 MGN1955S 定価 ¥4,250 → ¥4,500

316-5805 MGN2555 定価 ¥4,750 → ¥5,000

316-5807 MGN2555S 定価 ¥4,750 → ¥5,000

316-6001 WAZA1920 定価 ¥1,170 → ¥1,230

316-6003 WAZA1955 定価 ¥2,300 → ¥2,400

316-6005 WAZA2555 定価 ¥2,700 → ¥2,850

316-6051 WAZASJ2555 定価 ¥3,300 → ¥3,400

316-6101 IN1635 定価 ¥2,450 → ¥2,550

326-7251 黒(丸型) gc1b 定価 ¥700 → ¥780

326-7253 白(丸型) gc1w 定価 ¥700 → ¥780

326-7255 緑(丸型) gc1g 定価 ¥700 → ¥780

326-7257 ﾋﾟﾝｸ(丸型) gc1p 定価 ¥700 → ¥780

326-7301 黒(角型) gs1b 定価 ¥700 → ¥780

326-7303 白(角型) gs1w 定価 ¥700 → ¥780

326-7305 緑(角型) gs1g 定価 ¥700 → ¥780

326-7307 ﾋﾟﾝｸ(角型) gs1p 定価 ¥700 → ¥780

2017/3/62017/4/1

67

64

53

ﾉｰ電　19mm幅　3.5m

極匠GOM　25mm幅　7.5m

ﾃﾞｼﾞﾎﾞｰﾏｰｸⅡ

極匠GOM　25mm幅　10m

雨天ﾁｮｰｸ 雨まる 白(10本入)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ

商品名

ﾚｲﾝﾁｮｰｸ 白(10本入)
46

2017/1/6

極匠GOM　25mm幅　5.5m

極匠GOM　19mm幅　5.5m

MAGNESIUM 19mm幅 5.5m

MAGNESIUM 19mm幅 5.5m 尺相当

iiCOLE
(ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ)

技あり 25mm幅 5.5m

技ありｼﾘｺﾝｼﾞｬｹｯﾄ 25mm幅 5.5m

ｲﾝﾀｰﾋﾞｼﾞｮﾝ 16mm幅 3.5m

MAGNESIUM 25mm幅 5.5m

MAGNESIUM 25mm幅 5.5m 尺相当

極匠GOM 25mm幅 5.5m(ﾎﾙﾀﾞｰ付)

技あり 19mm幅 2m

技あり 19mm幅 5.5m
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★☆ヒューマンサポートガイドVol.21正誤訂正・変更情報☆★
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P ｺｰﾄﾞ番号 製品ｺｰﾄﾞ 訂正箇所 訂正前 訂正後 実施日・備考 案内日商品名

326-7351 黒(角型) ss1b 定価 ¥900 → ¥1,000

326-7353 白(角型) ss1w 定価 ¥900 → ¥1,000

326-7355 緑(角型) ss1g 定価 ¥900 → ¥1,000

326-7357 ﾋﾟﾝｸ(角型) ss1p 定価 ¥900 → ¥1,000

326-7401 06035 定価 ¥1,250 → ¥1,300

326-7451 06022 定価 ¥1,300 → ¥1,400

326-7451 06022C 定価 ¥1,300 → ¥1,400

326-7501 ALA0820S 定価 ¥2,500 → ¥2,700

326-7503 ALA0820R 定価 ¥1,600 → ¥1,700

91 296-2701 U-TTB-S 廃番 2017/1/25 2017/2/10

98 206-1156 1200S 廃番 2017/1/19

296-3401 D210 廃番 ¥28,600 → 後継：336-3401

336-3401 D2BT 後継品 ¥37,000 → 新発売

316-8651 PD-E 定価 ¥115,000 → ¥120,000 2017/5/1 2017/4/7

110 326-8351 CA290 仕様 230g → 290g 誤記 2017/1/6

326-2451 70150 廃番 2017/1/13 2017/1/23

326-2851 map64SJ 廃番 2017/2/13 2017/3/6

336-5751 17cm MD92510 ¥30,000 → ¥26,000

336-5753 60cm MD92500 ¥36,000 → ¥32,000

336-5755 120cm MD92505 ¥39,000 → ¥35,000

133 216-8201 LA-520 廃番 2017/4/1 2017/4/7

986-0801 ML-50 定価 ¥7,400 → ¥8,200

246-1701 MLN50 定価 ¥9,800 → ¥10,800

246-7801 L350 定価 ¥2,400 → ¥2,600

246-7851 TIW 定価 ¥3,600 → ¥4,000

148 266-0701 №12213 廃番

216-8401 4538-B ¥18,000 → ¥20,000

266-0801 4538-SSB ¥4,000 → ¥3,400

266-1001 HI98103 在庫限りで廃番 ¥9,900 → 後継：HI98100

336-8101 HI98100 後継品 ¥12,000 → 新発売

266-1011 HI98106 ¥7,600 →

266-1021 HI98107 ¥9,600 →

後日ご案内 HI98107N 後継品 価格未定 → 今春発売予定

ﾈｲﾙ用ﾁｯﾌﾟﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄｾｯﾄ

2017/1/23

2017/1/23

156

Checker1

Checker+

Champ PH電子ﾍﾟｰﾊﾟｰ

2017/3/62017/4/167

100

ｸﾏ撃退ｽﾌﾟﾚｰ

携帯ﾚｰｻﾞｰ距離計

ﾚｰｻﾞｰ距離計

ﾚｰｻﾞｰ距離計

ｱﾗ ﾚｯﾄﾞ

2017/3/6

ﾙｰﾊﾞﾝ ｸﾞﾘｰﾝ

ﾙｰﾊﾞﾝ ﾈｵﾌﾞﾗｯｸ

2017/1/23

定価

在庫限りで廃番 後継：HI98107N

131

153

ｽﾏｰﾄﾂｰﾙ 3rd

ﾒｶﾞﾗｲﾝ　2倍速

MAP64用ｵﾌﾟｼｮﾝ 液晶保護ﾌｨﾙﾑ

ﾊﾝﾃﾞｨﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾌﾟﾒｼﾞｬｰ

ﾒｶﾞﾗｲﾝ

114

138

ｱﾗ ｼﾙﾊﾞｰ

ｶﾞｰﾐﾝGPS

ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄ ﾍﾞﾙﾄ式

ﾎﾞﾝﾍﾞｾｯﾄ

定価

iiCOLE(ｽﾁｰﾙ)

ｽﾘﾑ

ﾒｶﾞﾗｲﾝ用ｵﾌﾟｼｮﾝ　ﾁﾀﾝ粉 1kg

2017/2/10
pHep PH電子ﾍﾟｰﾊﾟｰ

pHep PH電子ﾍﾟｰﾊﾟｰ

2017/4/1

レーザー距離計

レーザー排水勾配器

ﾒｶﾞﾗｲﾝ用ｵﾌﾟｼｮﾝ　替え糸 50m

- 2/4 -



★☆ヒューマンサポートガイドVol.21正誤訂正・変更情報☆★
 

 2017年4月7日の時点で判明している正誤・変更情報をお知らせします。

P ｺｰﾄﾞ番号 製品ｺｰﾄﾞ 訂正箇所 訂正前 訂正後 実施日・備考 案内日商品名

164 286-8351 PA-4000Ⅱ-8M 定価 ¥24,000 → ¥16,000 2017/2/27 2017/3/6

167 266-2051 TES-1370 定価 ¥113,500 → ¥134,000 2017/1/25

266-2251 PMS-713 定価 ¥27,200 → ¥32,000 2017/2/2

276-4051 PMS-714 定価 ¥38,000 → ¥44,700 2017/2/2

製品ｺｰﾄﾞ B-45 → TO-20

定価 ¥2,500 → ¥3,480

製品ｺｰﾄﾞ B-90 → TO-21

定価 ¥5,000 → ¥6,960

製品ｺｰﾄﾞ B-150 → TO-22

定価 ¥8,200 → ¥11,640

306-1501 TS-624 廃番 ¥20,400 → 後継：336-8007

336-8007 TS-634 後継品 ¥20,400 → 新発売

306-1601 TS-523R 廃番 ¥20,200 → 後継：336-8009

336-8009 TS-533R 後継品 ¥20,200 → 新発売

286-2151 TS-521 廃番 ¥16,000 → 後継：336-8001

336-8001 TS-531 後継品 ¥16,000 → 新発売

286-2153 TS-524 廃番 ¥19,600 → 後継：336-8003

336-8003 TS-534 後継品 ¥19,600 → 新発売

306-1551 TS-613L 廃番 ¥21,600 → 後継：336-8055

336-8055 TS-633L 後継品 ¥21,600 → 新発売

286-2155 TS-621 廃番 ¥16,800 → 後継：336-8005

336-8005 TS-631 後継品 ¥16,800 → 新発売

236-0091 TS-513L 廃番 ¥20,800 → 後継：336-8051

336-8051 TS-533L 後継品 ¥20,800 → 新発売

236-0093 TS-514L 廃番 ¥20,800 → 後継：336-8053

336-8053 TS-534L 後継品 ¥20,800 → 新発売

246-9551 AD-5695 廃番 ¥29,000 → 後継：336-8151

336-8151 AD-5695A 後継品 ¥28,000 → 新発売

226 316-2951 THA-3001 仕切価格のみ 2017/1/31 2017/2/10

227 欄外左下 *RTR-52A・・・ → ｶｯﾄ 誤記 2017/1/6

228 316-2551 TM-305U 定価 ¥16,500 → ¥19,400 2017/2/21 2017/2/10

2017/2/10

2017/1/6

207

B-45

B-90

B-150

ﾊﾝﾄﾞﾒｶﾞﾎﾝ

212

ﾃﾞｼﾞﾀﾙCO2濃度計

178

温湿度ｾﾝｻ

USB対応ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ

熱中症指数ﾓﾆﾀｰ

986-1305

986-1303190

986-1301

ﾀﾞｲﾔﾃｰﾌﾟ(粘着ﾃｰﾌﾟ）

ﾍﾟﾝ型水分計

ﾍﾟﾝ型土壌水分計

2017/2/24

8m導入管ｾｯﾄ

2017/3/6
熱中症指数ﾓﾆﾀｰ
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P ｺｰﾄﾞ番号 製品ｺｰﾄﾞ 訂正箇所 訂正前 訂正後 実施日・備考 案内日商品名

228 316-2553 TM-306U 定価 ¥14,000 → ¥16,500 2017/2/21 2017/2/10

276-6611 H21-002 廃番 ¥35,000 → 後継：336-8201

336-8201 H21-USB 後継品 ¥33,000 → 新発売

237 326-0301 AM-4207SD 定価 ¥43,000 → ¥50,500 2017/2/21 2017/2/10

066-3041 CB-FS 定価 ¥120 → ¥200 UP

066-3051 CB-P 定価 ¥50 → ¥120 UP

PH-04/07 Ph4/7標準液 ¥2,000 → ¥2,350 誤記

316-2701 PH-212 定価 ¥24,500 → ¥28,800 2017/2/21 2017/2/10

254 056-2421 TH-600 廃番 ¥15,000 2017/4/7

256-5901 LA-146A ¥240,000 → ¥260,000

256-5903 LA-146B ¥310,000 → ¥330,000

096-5501 LA-148A ¥600,000 → ¥660,000

096-5503 LA-148B ¥670,000 → ¥730,000

316-3151 R31PE15 定価 ¥50,000 → ¥51,500

316-3153 R31PE3 定価 ¥50,000 → ¥51,500

316-3155 R31PE6 定価 ¥50,000 → ¥51,500

316-3157 R31PE30 定価 ¥50,000 → ¥51,500

226-6251 15-0040 ¥4,100 → ¥4,350

226-6253 15-0140 ¥3,450 → ¥3,700

226-6257 15-1140 ¥2,850 → ¥3,100

296-8651 15-1240 ¥2,400 → ¥2,650

269

2017/1/6

2017/1/23

2017/1/23

2017/4/1

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ土壌PHﾒｰﾀ

土壌pHﾒｰﾀｰphp-212用 交換用部品
254

233

ﾍﾞｰﾝ式SDｶｰﾄﾞ付風速計

USB対応ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ

2017/3/21

卓上台はかりﾚﾝｼﾞｬｰ3000

245
浮子用赤旗(小)

浮子用棒

定価

281

電気定温乾燥器(片扉式)

循環送風式電気定温乾燥機

MT型大ｺﾝﾊﾟｽｼｬｰﾌﾟ式

MT型中ｺﾝﾊﾟｽｼｬｰﾌﾟ式

MT型ｼｬｰﾌﾟ式ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾝﾊﾟｽ

MT型中ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾝﾊﾟｽ

258

誤記定価

2017/2/21

2017/3/6

ﾏｲｸﾛｽﾃｰｼｮﾝﾛｶﾞｰ

USBﾏｲｸﾛｽﾃｰｼｮﾝﾛｶﾞｰ
2017/3/6

ﾁｾﾞﾙﾊﾝﾏｰ
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